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平成２１年度第２回木更津市文化財保護審議会 

議 事 録 

１．会議名 平成２１年度第２回木更津市文化財保護審議会 

２．開催日時 平成２１年１１月１１日（水）午後２時３０分～４時１０分 

３．開催場所 木更津市役所４階会議室 

４．出席者 文化財保護審議会委員 出席４名 

金子馨会長、栗本佳弘委員、藤平量郎委員、高崎芳美委員 

教育委員会事務局 出席６名 

初谷教育長、栗原教育部長、能城文化課長、半澤主幹、戸倉副主幹 

井上主査 

５．議題及び公開又は非公開の別 

会議内容 協 議（１）「鎌足桜」祖株の苗木育成実験について 

―実験の経過と苗木育成実験について― 

報 告（１）県教育委員会による県指定文化財「木更津ばやし」の保存状況 

報告について（公開） 

（２）最近の確認調査結果について（公開） 

（３）埋蔵文化財の取り扱いに関する周知について（公開） 

（４）金鈴塚古墳周辺住民に対するお願い状の戸別配布について（公開） 

その他 木更津市鎌足桜保存会主催の講演会開催について 

６．非公開の理由 

７．傍聴人 なし。 

事務局（主幹）只今から、平成 21 年度の第２回木更津市文化財保護審議会を開催いたします。 

はじめに、筑紫敏夫委員から欠席のご連絡がありました。なお、会議につきましては、 

木更津市文化財保護条例第 20 条の規定によりまして、委員の過半数を超えるご出席があ 

りましたので会議は成立しています。 

それでは、お手元の会議次第をご覧ください。会議次第によりまして、初めに金子会長 

にご挨拶をお願いします。 

会長 （金子会長挨拶） 

事務局（主幹）ありがとうございました。続きまして、初谷教育長からご挨拶申し上げます。 

教育長 （初谷教育長挨拶）
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事務局 （課長） 本日の協議をいただく概要につきまして、 私の方から説明させていただきます。 なお、 

詳細につきましては、次第に従いまして項目毎に担当者がご説明いたします。 

はじめに、協議事項（１）の「鎌足桜」祖株の育成実験についてのことでございますが、 

現在 115 本の発根が見られるということで、この 115 本につきまして今後どのように育成 

していくかという素案をお示しさせていただきながら、 ご意見を伺いたいと考えています。 

次に、報告事項の１点目でございますが、県指定文化財の「木更津ばやし」の保存状況 

ということでございますが、去る７月 12 日の八釼八幡神社の祭礼で奉納が行われたわけ 

でございますが、当日は千葉県教育委員会による現状調査が行われました。その報告書が 

届いていますので、以前に県で撮影されましたＤＶＤの映像のご紹介と合わせてご報告さ 

せていただきます。 

それから、報告事項の２点目でございますけど、最近実施をいたしました確認調査２件 

につきまして、その成果をご報告させていただきます。 

報告事項の３番と４番につきましては、最近になって埋蔵文化財の有無に関する確認に 

ついて照会が行われないまま、住宅建築の開発行為が増えているというような現状がござ 

います。この要因といたしましては、規制緩和によりまして建築確認申請の提出先が民間 

業者でも可能になったということがございます。このため、市役所の中の連携だけでは、 

把握しきれなくなっている状況がございます。 そういったことで、 当面の対応としまして、 

埋蔵文化財の取り扱い手順をホームページに掲載するとか、広報きさらずによりまして少 

しでも周知することになりました。 

この他、金鈴塚古墳の所在地周辺に居住する方に対しましては、文書による周知をいた 

しました。本日は、その内容の報告とともに、より効果的な方策について委員の皆様から 

ご意見をいただければありがたいと考えています。よろしくお願い致します。 

事務局 （主幹） 議長は会長にお願いする規定となっておりますので、 金子会長に議長をお願いします。 

金子会長 それでは、議長を務めさせていただきますので、よろしくお願いします。会議次第によ 

りまして、最初に協議事項の（１）として「鎌足桜」祖株の苗木育成実験について、事務 

局に説明をお願いします。 

事務局（戸倉）ご説明させていただきます。去る６月２日に、市指定文化財の「鎌足桜」祖株から枝 

木を採取しまして苗木育成実験を開始したことにつきましては、前回の保護審議会でご報 

告させていただきました。その後の経過を、ご報告させていただきます。 

９月に、日本製紙から 115 本の枝木が発根したとの連絡がありました。その時点で７～ 
30 ㎝の大きさになったとのことです。来年２月上旬に、苗木が木更津市役所に届くこと 

になりました。つきましては、文化課でどう育成すべきか検討いたしまして、育成案を 

作成しました。委員の先生方には、この育成案に関するご意見を伺いたいと存じます。
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それでは、お手元の資料の１ページ目をご覧ください。 

（以下、資料を説明する。） 

金子会長 鎌足桜の苗木の育成について、115 本の苗木が育っているということですが、その育成 

についての計画をどのようにしていくかについて、委員の皆さんのご意見を伺いたいと思 

います。 

栗本委員 発根に至る確率は、どのぐらいですか。115 本の苗木の挿し木した分母は、いくつです 

か。何本挿して、115 本できたのですか。 

事務局（戸倉）分母の方は、確認していませんので、改めて確認させていただきます。 

事務局（課長）枝にして 30 本ぐらい採りまして、１本から大体４本ぐらいですから、限りなく 
100％に近かったのではないかと思います。 活着率も、かなり高いです。採取した時期も、 

ベストな時期だったということを会社から伺っています。 

栗本委員 育成したハウスのことですが、それは鳥取砂丘とかそうではない地域にあるの 

ですか。活着した場所は、どこにあるのですか。 

事務局（課長）育成している場所は申し上げられないですけれども、業者さんから 11 月に発送した 

いということがありました。というのは、なるべく早くその地の気候にならした方が良い 

のではないかといったことがありましたが、一応委託を内々お願いしている方の考えは、 

できれば２月の遅い時期が良いということでした。しかも、当面はハウスの中で開け閉め 

しながら慎重に対応したいということをお話になっていました。 

今月の２１日に鎌足桜保存会が浅田先生の講演会を開催しますが、その桜の専門家のお 

話を伺って、最終的には育成案を決定したいと考えています。 

栗本委員 115 本をどう管理する、育成の管理ではなくて、文字通りの管理、当然予想されるのは 

途中で枯れるものとかが出てくる可能性があるし、その管理の仕方についてはどう考えて 

いますか。 

事務局（課長） 苗木 115 本については、市が公費で買い取るというで、当然市が管理しながら管理 

台帳をつけていきます。文化財ですので、写真などを撮って管理します。基本的に 115 本 

を、鎌足の地域の中で育成して、その後ある程度安定してきた段階で（祖株の性質をしっ 

かりと受け継いでいるかという）識別するということが文化課としての考えです。 

金子会長 しっかりとした管理をお願いします。
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事務局（課長）実際、そのへんがどれだけ徹底管理できるかということが問題です。 

藤平委員 苗木は、どのぐらいの大きさですか。また、バイオで発根させた苗木をいつ頃土に植え 

替えるのですか。 

事務局 （戸倉） ２月上旬というのは、 育成をお願いしたいと考えている方からのご意見がありまして、 

先ほど課長が申しましたようにハウスで育てて、霜がゆるくなった時期を見はからって、 

地面に植え替えたいということです。当初は、１１月に発根した苗木をこちらに送付した 

いというお話でありましたが、会社にお願いしまして２月上旬にさせていただいた経緯が 

ございます。 

事務局（教育長）それでは、その時点で 115 本を買ったということですか。 

事務局（戸倉）９月のお話でして、今後の状況によっては２月上旬までには何本かが枯れてしまう苗 

木がある可能性がありますので、その時点の本数を買うことになります。 

栗本委員 確率（の質問）でお願いしたのは、自分で植えると確率が良ければ生産の仕方自体は簡 

単なので、115 本がつかないのは考えられません。管理を周知徹底する意味で、何本か枯 

れてしまうのは仕方がないということが我々の考えです。 

金子会長 慎重にやってください。 

高崎委員 もう、内々に承諾をとって、鎌足にお住まいの方に委託されるわけですね。委託する理 

由は何ですか。 

事務局（課長）委託する理由は、あくまで祖株の種の保存ということです。教育委員会としては、115 
本の育成をある程度きっちりとしていきますので、 もう祖株からの枝木採取は行いません。 

その点、祖株の管理を徹底していきます。今回、バイオ技術で栽培してこれだけ育ててい 

ますので、慎重に対応して種の保存をしていきたいというです。 

栗本委員 それは我々の問題と思いますが、いわゆる鎌足桜の祖株が指定であって、そこから派生 

するものは言うなれば模造品とは違うけれども、派生したものであって保護の対象ではな 

いよという考え方と、文化財保護法の委員会の対象に入るよという今後の考え方をちょっ 

と具体的に話していかないといけないと思います。祖株が指定であって、そこから派生し 

たものについては価値が同じだと、極論すればそういう風に捉えていくのか、その方針で 

保護していくのか方針を決めるべきです。増えますからね。
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事務局（戸倉）この育成を通じまして現在の 115 本を平成 24 年まで育成していく体制の中で、その 

保護に関する考え方は、祖株の性質をきっちりと受け継いでいるものがあれば、出来まし 

たら教育委員会としては、何本かを市で継続的な管理をしまして祖株の子供として育てて 

いくことも必要ではないかなと考えています。 

栗本委員 種の保存なのか、株の保存なのかという、住居表示ですね。種の保存ということになれ 

ば、他にあった場合も全部対象に一部しなければいけないという問題が出てきます。花と 

か動物だとかと言った、種の保存で場所を決めてなければいけないと思います。 

例を挙げれば、国指定のミヤコタナゴは、場所も言わなければ、何も言わない。もちろ 

ん種の指定です。数がわからない、わからなくても良いという考えで、親元は関係ないで 

す。鎌足桜の保存方法については、今後どうするか検討していくべきです。 

植物ですから、親元が珍種と言ったって、一本一本 DNA を採取して当然動きもあり、 

花が、葉っぱがちょっと違うなど、はたしてそれ将来的に一生育てておく機会と能力が経 

済的な面を含めて対応が出来るかどうかという問題もあります。 

藤平委員 鎌足桜の場合は挿し木ですから、今までは発根が難しくて苦労していましたけど、それ 

でようやく育成のめどがつきました。後は、育てる人が個人ですから、きちんと管理して 

いく必要があります。 

栗本委員 特徴を有するものをもって指定するという考え方は、やめた方が良いと思います。挿し 

木に台木をつけても同じだよ、違うところが出たら突然変異だよという考え方を取らざる 

を得ないと思います。 

藤平委員 そうですね。 

事務局（課長）発根するまでは、ある程度検証されてきていますから、確実に発根させて育てていく 

という点が検証できていけば、品種登録の関係の研究も行い、そういうような方向性で育 

成したいと考えています。そのことですが、場合によっては品種登録する段階で、そのへ 

んのデータを出さないといけないと思います。 

栗本委員 今現在は、 租株が指定対象だけれども、 品種として指定対象とするという考え方ですね。 

事務局（課長）今後の計画がうまくいって、きちっと苗木が計画的に作れるようなことが検証されれ 

ば、そのような体制でそういう方法があるのではと思います。それには確実に検証しなけ 

ればいけないということがありますので、地盤の問題などいろいろありますが、それまで 

に他に持っていかれると困りますので、合わせて今研究しているところです。
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金子会長 委員の皆さんから非常に重要なことが指摘されていますので、充分検討した上で育成計 

画を進めてください。どうもありがとうございました。それでは、報告に移りますけど、 
1 点目の県教育委員会による県指定文化財「木更津ばやし」の保存状況報告ですか、事務 

局に説明を求めます。 

事務局（戸倉）今年も、八剱八幡神社の祭礼で、「木更津ばやし」が行われました。当日は、この「木 

更津ばやし」の現状調査を行いました。県文化財保護審議会の入江宣子先生と県文化財課 

の小林文化財主事が調査を担当なさいました。先月、この調査報告書が教育委員会に届き 

ましたので、ここでご報告させていただきます。 

先ほど教育長が申しましたように、資料の２ページと３ページに、新千葉新聞に掲載さ 

れた千葉県教育功労表彰の記事がありますので、併せてご報告させていただきます。それ 

では、資料の２～３ページの調査概要についてご報告した後に、ＤＶＤをご覧になってい 

ただきます。 

（調査概要を報告し、ＤＶＤを映写する） 

金子会長 この度、県の教育功労者表彰ということで、初谷教育長が教育功労賞を受賞なさいまし 

た。 どうもおめでとうございました。 また、 木更津ばやし保存会が表彰を受けたそうです。 

それでは、今ご覧になったＤＶＤと、先ほど事務局から説明がありました木更津ばやし 

の現状報告について、委員の皆さんの感想とかご意見を伺いたいと思います。 

高崎委員 この文面ですけれども後継者のめどがつくか、明るい兆しがあるのでしょうか。 

事務局（戸倉）直接保存会には伺ってはいませんが、どこでも抱えている問題です。特に、笛を吹く 

方が２名しかいらっしゃらないので、今後育成しなければならない状況となっています。 

現在、県教育委員会を経由して会社関係の色々な財団法人から、こういう保存伝承に関 

する助成金を出すという内容の照会が来ています。 県で仲立ちしますということですので、 

木更津ばやし保存会にも伝えてあります。助成金をいただいて、保存会に保存伝承を促し 

て、笛を吹く方とか太鼓を叩く方を育成していただきたいなと考えています。 

高崎委員 学校に勤務している関係の視点なんですけど、證誠寺の狸ばやしは木更津第一小学校の 

方達で代々受け継いでいますが、この仲片町の木更津ばやしも、きちっと伝承してもらわ 

ないと絶えてしまいます。 例えば生徒さんと連携してやれるような方策がないでしょうか。 

当たってみる価値があると思います。私は、以前は木更津東高校だったものですか、たま 

たまこの北片町から来ていた学生の弟さんが、 今君津高に通っているので思ったのですが、 

高校の特に東高校はダンス部がすごく活発に活動していまして、このダンスは現代的です 

が、その中に地元の子がいたりしましたのでそういう若いエネルギーを使ってうまく連携
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が取れれば、一度やってみても面白いなと素人ながら思っています。そういう方法を先々 

考えていかないと、結局どこでも伝承者がいなくて消えていってしまいます。そう思って 

いるのですけど。 

金子会長 ありがとうございました。継承保存について、貴重なご意見を、お話を伺いました。他 

に、何か感想等がありますか。 

栗本委員 八剱八幡神社の例大祭のお祭りのことですが、例大祭の活動は年々衰退してきているの 

か、それとも年々盛り上ってきているのですか。基本的には、氏子の方が地元という考え 

方で活動を支えきっていかなければ、それを行政が協力するということが基本的な考えで 

すから、例大祭のにぎわいというものが、ここ数年来はどうなんでしょうかね。 

事務局（戸倉）八剱八幡神社の例大祭は、神輿が各町内を練り歩くことが主体になっていますので、 

こちらの方は大勢の方が参加しています。場合によっては、町外の方も参加しています。 

仲片町の木更津ばやしについては、地元の方だけでやっていますので、どうしても実際に 

木更津ばやしをやる方が少ないのが現状です。 

私が考えますに、例えば袖ケ浦市ですと、伝統芸能の保存団体が何団体か集まって会を 

作りまして、その会で袖ケ浦市の市民会館を使って、先ほどのＤＶＤにありますような芸 

能大会を開催しています。木更津市でも出来ましたら、そういう会をつくりまして横の連 

携をしながら、お互いに助け合って隆盛にもっていくことをやってはどうかということも 

考えています。 

まだ先のことですが、第３回の文化財保護審議会で、桜井の獅子舞について先生方の御 

意見を伺う予定です。指定になりましたら、地元の方には熱心に伝統芸能を保存伝承して 

いこうという意欲の強い方が大勢います。例えば、獅子舞に限って見ると木更津市内では 

十数か所で行われていますので、その他のお囃子とか神楽などの関係団体にも多く集まっ 

ていただいて、そういう会を結成してはどうかと考えています。皆で競い合って、木更津 

市全体で伝統芸能を保存伝承していけば良いと考えています。 

栗本委員 木更津ばやしの楽器は、笛が一つ、摺鉦が一つ、大太鼓が一つ、締太鼓が二つでこれが 

基本的なセット何ですか。それとも、この基本的なセットは現在の姿で、元々はそうで 

はなかったということが考えられますか。 

事務局（戸倉）それは、関係者に伺ったところですと、基本的なセットです。本来は仲片町だけでは 

なく、周辺 

の町内も含めて木更津ばやしが行われていたと、 高崎繁雄先生がおっしゃっていました。 

現在は、残念ながら北片町だけしか残っていないのが現状です。
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栗本先生 そういうことは、他の町内を見ても（基本的なセットではない）可能性としてゼロです 

ね。 笛はやったことがないけど、 摺鉦はやったことあるとか、 そういうことが現状ですね。 

事務局（戸倉）今回、桜井の獅子舞に関しては調査を行っていますけど、地元の方に伺いますと、他 

の地区の方と連携してお互いに助け合ってやっているそうです。 例えば、 桜井地区の方は、 

長須賀地区の獅子舞関係者と連携しているとお聞きしていますので、地区毎に他の地区と 

連携しているケースがいろいろあります。 

栗本委員 各地区の祭礼指導者が言っているようにやっていかないと、やはり指導者が支えていか 

ないといけないと思います。 

事務局（戸倉）やはり、保存伝承に熱心な方が核になって子ども達を育成していかないと、どうして 

も下火になってしまいます。地元の方次第です。熱心な方がいる地区では、子ども達が大 

勢参加しています。例えば、小浜地区の獅子舞とか、笹子地区ですと子ども達を何とか呼 

び込むために、お菓子を配ったり色々なことをやって子ども達を集めています。何らかの 

形でそういう方に対して、教育委員会では金銭的な補助は難しいですが、援助できれば良 

いのではと、自分で獅子舞調査に随行していまして感じました。 

藤平委員 今おっしゃったように、他の地区でもそういうことをやって、しっかりと保存伝承して 

いただきたいと思います。 

金子会長 他に、 ご意見はないでしょうか。 保存伝承につきまして、 良いお話を聞きました。 ぜひ、 

そういったご意見を生かして、何とか安心して保存継承できるようにしていただきたいと 

思います。良いでしょうか。それでは、報告の２番目の報告事項「最近の確認調査結果に 

ついて」に移ります。事務局に、報告を求めます。 

事務局（井上）それでは、資料の４ページから 10 ページをご覧ください。 

（以下、資料を報告する。） 

金子会長 「最近の確認調査結果について」、 稲荷森古墳と天神前遺跡の確認調査について図を示し 

ながら報告がありましたが、何かご質問がありますか。 

高崎委員 稲荷森古墳については、何年か前の測量調査に木更津高校の生徒が何人か参加していま 

すね。その時に、今稲荷神社があるあたりを歩いてみたら、石室のものと思われる石材が 

斜面に転がっていました。 それで、 方角を言うと、 古墳の南側は今公園になっていますね。 

あそこは、かつて何か調査が行われていますか。古墳の全長を調べるために、調査をした
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ことがあるのですか。 

事務局（井上）あちら側については、まだ古墳の外側については調査を行っていません。古墳の想定 

外については、向こう側は確認調査を行っていません。 

事務局（井上）周溝に関しまして測量調査を行い、木更津高校の生徒と稲葉さんが図面を作成してい 

ます。 

金子会長 ご質問は、いいですか。駅前にもなかなか遺跡があって大変ですね。ご質問がないよう 

でしたら、 ３番目の報告事項 「埋蔵文化財の取り扱いに関する周知について」 に移ります。 

事務局に、報告を求めます。 

事務局（井上）それでは、報告の３番目「埋蔵文化財の取り扱いに関する周知について」をご報告さ 

せていただきます。お手元の資料の 11 ページをご覧ください。まず、開発行為をする場 

合は、そこに遺跡があるかどうか、その有無を確認してくださいという内容が書かれてい 

ます。

（以下、資料を報告する。） 

それで、もう一つの４番目の報告ですが、特に重要な遺跡となっていますのが、木更津 

市の場合は金鈴塚古墳がございます。こちらについては、ご存知のとおり古墳が県指定の 

史跡であり、また出土品が国の重要文化財に指定されているということで、極めて木更津 

市の重要な史跡であることは明らかとなっています。こういった中で、埋蔵文化財の取り 

扱い等について、調査をせずに工事をしているというようなこともございました。特に重 

要な遺跡の一つでございますので、資料の 15 ページにありますような内容のチラシを、 

地元の住民の方々に各戸配布をいたしました。各戸配布ではございますが、アパートは配 

布を割愛させていただきました。今後も、県と協議をしながら、周知の方法を検討してい 

きます。また周知の方法については、委員の先生方からも良いお知恵を伺いたいと思いま 

すので、よろしくお願いします。 

金子会長 只今、3 番目と４番目の報告が一緒にありましたが、報告について何かご質問がござい 

ますか。 

栗本委員 大変なご努力であることは良くわかります。開発部局から来る書類の横の流れというの 

が非常に重要な中で、民間で建築確認できることが問題です。民間の監督部署が、市役所 

と同等の対応をしないと、その権限を委譲できないようにしていかなければいけません。 

民間に権限を委譲する際には、 事務手続きその他で同じ条件の中で対応しているはずです。 

書類が文化課に届かなかったというのは、失敗といえば行政書士の失敗かなと思います。 

その時に、条件付与をきちんとしていないことが問題です。担当の方には執務的には限界
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があるはずです。担当の方がいくら各戸配布しても、受け取る側では「本当にご苦労様で 

す。」と言うだけで、細かいことはできませんよ。通常、国指定の文化財、例えば何かそれ 

に対して、担当の方がそういうことに努力されているのは良くわかりますが、この問題に 

ついては限界を超えていると思います。 

事務局（課長）金鈴塚の推定地については、いつのまにか更地になっていたというような情報があっ 

たので、埋蔵文化財保護の手続きが間に合ったという経緯がございます。情報がないと、 

そのまま建物が建築されてしまったというような状況でした。それと、最近照会をさせて 

いただいた方から、隣接地を調査したことがあるのかという質問がありましたが、ある意 

味では交通違反の取締り状態のような感じがあります。何とか努力しなければいけないと 

思っているのですが、難しい問題です。 

栗本委員 法律が弱いのですから、許認可にしないと事業者に理解がなければ動けないですよね。 

事務局（課長）許認可の形でしたら、反対側のところについても理解していただくことができます。 

栗本委員 法律的に理解はできるのですが、意識しないと事業者には法律の存在はわからないので 

すね。仮にわっかったとしても、タイムラグになってしまいます。建築確認申請で、埋蔵 

文化財の保護に関する手続きの条件整備をしないとおかしいですね。勝手に判断して開発 

をされてしまうと、いままでやってきたことが無駄になります。 

高崎委員 思うことがいろいろありますが、一つには木更津市内全域の遺跡が常に照会されてくる 

ことは有り得ないと思います。担当者が少ないからしかたがないですが、特に金鈴塚につ 

いては定期的にパトロールしてみる必要があります。 とりあえず、 意識して専門家の人が、 

周辺の状況を知っていないとあぶないですね。 

それから、金鈴塚の価値がすごいものであることを、まだ多くの人が知っていないです 

よ。少なくとも、地域の小中学校の子ども達に周知していくべきです。現場を良く知って 

いる担当者が、出前事業的なことなどをしてＰＲしていくべきです。例えば、金鈴塚の鈴 

とか飾大刀のすばらしさを、学校の事業で解説しましたが生徒が知らないですよ。そうい 

うことが、ありました。きちんと解説すれば、子どもがきっと親にも言うんですよ。家の 

近くの金鈴塚から出たものが、すごいものであることを。そういう宣伝が必要です。我々 

を含めて、文化財を担当している方がもっとＰＲしていくべきです。一番なげかわしいの 

は、太田山自体を金鈴塚古墳と思っていることです。金鈴塚遺物保存館がありましたが、 

金鈴塚古墳が長須賀にあると知っている子は地元の子だけですよ。金鈴塚古墳のある場所 

を知っている子は、そんなにいなかったですよ。 

そういう大事な、金鈴塚古墳は世界に誇る遺産ですから、木更津に行かないと見れない 

とＰＲしていくべきです。今、学校では先生方が結構忙しくて、生徒を連れて外に出るこ
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とができません。かつては、若い先生が生徒を連れて地域に出ていましたが。だから、出 

て来れないのであれば、こちらから出前事業的なことをしていくべきです。まず、小さい 

頃からそういう意識がないと、大人になっても全然意識しませんよ。 

かつて、私が子どもの頃に清見台の開発が始まった時、祇園貝塚から出た土器をそのま 

まにしておけないと、ずいぶんいやな顔をされても、縄文土器とか言って拾いにいってい 

ました。なんとか学校の子ども達に、教えていく意義があります。我々が努力して、木更 

津市の学校教員の歴史系の方に、そういう活動をしたいと、出来ることからお願いしてい 

くべきです。 

藤平委員 地元の子ども達に、やはり木更津ですと金鈴塚古墳の周知が大事です。 

事務局（戸倉）地元の方で、金鈴塚古墳のすばらしさを知っている方は、ほとんどいません。時代が 

変わってしまいまして、例えば金鈴祭の前段といたしまして、昔は金鈴塚古墳の前で修祓 

式を行いましてお払いをしていましたが、この事業もなくなってしまいました。このよう 

なことから、金鈴塚古墳が地元でだんだんと忘れられてきているのが現状です。本来は、 

金鈴祭は、金鈴塚古墳に眠っている方をおなぐさめするということが趣旨ですが、このこ 

とを知らない方が多くなりました。原点に返って、金鈴塚古墳の前で修祓式を行った上で 

始めるべきものです。木更津市の文化財担当者としては、こういうことをやることによっ 

て地元に PR していくべきものと考えています。その席には、地元の方が参加していまし 

たので、その方達が「今年はいつやったよ」と町内会で話していただければ PR になりま 

す。そういう活動から、始めていただきたいと考えています。 

金子会長 埋蔵文化財の保護については、文化課の方で心配されて、こういう活動をしていただけ 

るとありがたいと思います。今話があったような問題については、埋蔵文化財に対する意 

識はもっと啓発していただきたいと思います。木更津ばやしについては、後継者の育成に 

努めていただきたいと思います。３点の報告については、良ろしいでしょうか。ちょっと 

時間が経過してしまいましたが、この他に何か連絡等がありますか。 

事務局（戸倉）お手元にある１枚の資料をご覧ください。今月の２１日の土曜日午後１時 30 分から、 

木更津市の鎌足小学校を会場として、 木更津市鎌足桜保存会が講演会を開催します。 「今 

後の鎌足桜について」という内容の講演会です。日本さくらの会の事務局長である浅田 

先生にご講演していただきます。この方は、鎌足桜保存会の相談役でもあります。講演 

会終了後には、鎌足小学校と高蔵寺にある鎌足桜の前で実地に保護育成に関するご教示 

を予定していますので、先生方にご連絡させていただきます。なお、当日の講演内容を 

伺って、鎌足桜の保護育成に役立てていきたいと考えています。先生方には、お時間が 

ありましたら、ぜひお越しくださいとのご連絡がありました。
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金子会長 只今講演会のご案内がありましたが、他に連絡等がないようでしたら、大変長時間にわ 

たりまして熱心な審議をしていただきまして、ありがとうございました。これをもちまし 

て、平成２１年度の第２回木更津市文化財保護審議会を閉会いたします。 

平成２１年１２月１８日 

議事録署名人 木更津市文化財保護審議会 

会 長 金子 馨


