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平成２２年度第３回木更津市文化財保護審議会 

会 議 録 

 
１．会議名   平成２２年度第３回木更津市文化財保護審議会 
２．開催日時  平成２３年３月２３日（水）午後３時００分～４時４５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５名 
         金子馨委員（会長）、栗本佳弘委員（副会長）、藤平量郎委員、高崎芳美委員、 

下室覚道委員 
参考人        出席１名 

         石川丈夫（鴨川市教育委員会生涯学習課文化振興室） 
教育委員会事務局   出席６名 

         初谷教育長、鶴岡教育部長、石井教育次長、能城文化課長、戸倉主幹、 
井上主査 

５．会議内容  議題１ 木更津市指定文化財の指定について（諮問） 
―市内富士見の厳島神社に所在する初代伊八の彫物― 

報告１ 「鎌足桜」祖株の苗木育成実験の経過について 
報告２ 登録有形文化財（建造物）の登録について 

―ヤマニ綱島商店店舗― 
        その他 東北地方太平洋沖地震に係る指定文化財の被害調査について（報告） 
６．公開又は非公開の別 公開 
７．傍聴人   なし 
 

事務局（主幹）  只今から、平成 22年度の第３回木更津市文化財保護審議会を開催いたします。 

         本日は、５名全員出席でございますので、木更津市文化財保護条例第 20条第２項

の規定により、会議は成立しています。 

また、「木更津市審議会等の会議の公開に関する条例」により本日の文化財保護審

議会の議事は公開となりますので、ご了解をお願いします。 更に、本日の審議会

の参考人として、鴨川市教育委員会生涯学習課の文化財振興室に勤務しておられま

す石川丈夫さんをお招きしましたので、ご紹介させていただきます。石川さんは、

江戸時代の房総を代表する彫刻家で、初代伊八と呼ばれています武志伊八郎信由の

研究をされています。 

 （石川丈夫氏の紹介） 

それでは、お手元の会議次第をご覧下さい。この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。 
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金子会長     （挨 拶） 

 

事務局（主幹）  続きまして、初谷教育長からご挨拶申し上げます。   

 

事務局（教育長） （挨 拶） 

 

事務局（課長）  それでは、ここで本日の会議の内容につきまして説明させていただきます。この

後、３月１４日付で、市内富士見の厳島神社より、市指定文化財への指定要望のご

ざいました「富士見厳島神社の社殿彫刻」につきまして、諮問をさせていただき、

ご審議をいただきます。次に、報告事項といたしまして、「鎌足桜」祖株からの苗木

育成実験の経過報告及び木更津市鎌足桜保護育成基金制定についてと、去る３月１

８日に開催されました国の文化審議会文化財分科会で国の登録有形文化財（建造物）

への登録について、答申が出されました、市内中央２丁目の「ヤマニ綱島商店」に

ついて、そして最後に、今回の震災による指定文化財の状況について報告をさせて

いただきますのでよろしくお願いをいたします。 

それでは、ここで初谷教育長より、会長に諮問書を手渡しさせていただきますの

でよろしくお願いいたします。 

 

（教育長から会長へ諮問書提出） 

 

事務局（主幹）  それでは、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

をお願い致します。 

 

金子議長      議長を務めさせていただきますので、議事の円滑なる進行に、ご協力をお願いし

ます。 

お手元の会議次第により議事を進行させていただきます。只今、諮問書を受領し

ましたので、議案第１号の「木更津市指定文化財の指定について」の審議をいたしま

す。事務局に、諮問内容の説明を求めます。 

 

事務局（課長）  では、会議資料にございます諮問書により、説明させていただきます。 

 

    （諮問書朗読） 

 

金子議長     次に、諮問書に係る補足説明を、事務局にお願いします。 

 

事務局（主幹）   このことにつきましては、昨年開催いたしました第２回文化財保護審議会で、石川
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丈夫さんのご意見を要約した説明を私からさせていただいたところですが、本日参

考人としてお招きした石川丈夫さんに改めて調査をお願いしておりました。その調

査結果を文章にまとめていただきましたので、石川さんからその報告とご意見をい

ただいた上で、ご審議していただきたいと思います。よろしくお願い致します。 

       

石川参考人    （別紙調査報告書により内容説明） 

 

金子議長     石川さん、詳細なご説明ありがとうございました。それでは、事務局による諮問

書の朗読と、石川さんによる調査結果の報告を踏まえまして、具体的な審議に移ら

せていただきます。ご質問やご意見があれば、ご発言をお願いします。 

 

石川参考人    追加の説明をさせていただきます。彫刻に施された彩色は胡粉を塗った後に色付

けしたものが剥落したのだと思いますが、これは設置箇所が屋外であることや海に

近いことで、作品を保護するためになされた可能性があります。当時の彩色が残っ

ているかもしれないので、修復等行う場合には留意する必要があろうかと思います。 

 

栗本委員     江戸時代の彩色はベロベロに塗るから、むしろ現状のままがよろしいのではない

でしょうか。今のところ初代伊八の作品は何点くらい確認されているのですか。 

 

石川参考人    件数としては県内で 60箇所ほどです。横須賀や東京にもあります。全貌の把握は

まだで、これから増える可能性があります。 

 

栗本委員     刻銘は本物ですか。 

 

石川参考人    伊八が彫ったと考えていいと思います。伊八は銘をすべて刻まず、省いたりして、

いろいろな事例があるのが特徴ですが、この刻銘にも一部抜けている箇所がありま

す。 

 

栗本委員     これは（参考人の）石川先生よりも、事務局にお尋ねしたいのですが、現在の社

殿の由来はどうなっているのでしょうか。現状で社殿と彫刻のサイズが合わないと

いうことなので、彫刻が作成されたという寛政年間以降のものでしょうが、彫刻が

原位置にないということをどう評価すべきでしょうか。 

 

石川参考人    大正年間か昭和の初期に撮影されたと思われる氏子さんの写真を見ると、すでに

彫刻は屋内にあったようです。弁財天が日常的に参拝されていたようなので、信仰

形態からくる社殿の形態がどうであったのか、調べるとおもしろいことがわかって

くるのかもしれないですね。 
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金子議長     『君津郡誌』では厳島神社と記載があります。木更津市史でも同様ですね。 

 

栗本委員     いずれにしても作品の評価を下げるものではなくて、収蔵場所がそういったもの

であるということですね。 

 

高崎委員     私たちは弁天様と呼んでいますが、市内では他に伊八の作品があるのですか。 

 

石川参考人    まだありそうです。八剣八幡神社や成就寺、長楽寺、他に公表しないでもらいた

いというところもあります。伊八は注文を受けて作っていたでしょうから、内房の

中心地である木更津に作品があるというのはわかります。 

 

高崎委員     私がこれまで見てきた伊八の作品は、彩色のないものが多いのですが、厳島神社

の彫刻は他のものと比べてどうなのですか。 

 

石川参考人    ケースバイケースですが、伊八は手際よく仕事をしています。木更津周辺での作

例は今後増えるでしょう。中に入ることができない社寺もありますし…。厳島神社

の作品は社殿を飾るものとしては大きくて、波・鶴・太陽という構成は他に例があ

りません。作品の完成度も高いと思います。宝珠院（南房総市）の作例にある波と

比較すると、寛政 6（1794）年よりも後のものであろうと思われます。 

 

藤平委員     君津にも作例がありますが、より造形が細かいと感じました。 

 

下室委員     伊八の作品は県内で 60箇所ほど確認されているとのことですが、指定されている

ものはあるのですか。 

 

石川参考人    あります。県指定のものはありませんが、市町村単位で指定されています。 

 

下室委員     祈祷等で得た資金をもとに、裕福な社寺が伊八など有名な彫工を招いて製作を依

頼していたのではないでしょうか。 

 

教育長      資料にある浅間神社の脇障子の「松に山鵲」サイズはどれくらいですか。 

 

石川参考人    小さいです。これより厳島神社のものは大きいですが、それほど差はありません。 

 

下室委員     脇障子とは何ですか。また、厳島神社のものは脇障子としてではなく、別の見方

はできないのですか。 
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石川参考人    他の作品との比較や鳥の姿勢からしても、縦長として見るのが適当でしょう。現

状では横長に設置されていますが…。脇障子というのは神社の枠内装飾で、本殿の

横に設置されます。 

 

高崎委員     兎の彫刻は伊八の作でしょうか。 

 

石川参考人    そうだと思いますが、確証がありません。近年の彩色が施されていて、詳細がわ

かりません。根拠が見つかれば、追加指定してもよいのではないでしょうか。兎の

形は他の伊八作品と共通するものがあります。 

 

栗本委員     宝珠院の欄間彫刻はシャープで、本来の姿なのでしょうが、写真の 1は屋内にあ

ったものとは思えません。 

 

石川参考人    伊八は注文を受けて作るので、屋内用か屋外用かわかった上で製作しています。

それが長く今日まで残った理由のひとつではないでしょうか。 

 

金子議長     それでは、協議の結論が見えてきましたので、市の指定文化財に値すると言う見

解で、今後手続きを進めていくということでよろしいでしょうか。 

 

（委員一同賛成） 

 

金子議長     よろしいようなので、事務局より、これからの予定を説明ねがいます。 

 

事務局（主幹）    次回開催する平成２３年度の第１回文化財保護審議会において、答申していただ

くことを考えていますので、よろしくお願いします。 

         なお、答申にあたりましては、審議会としての調査報告書を作成いただきたいと

存じますので、ここで担当者を決めていただきたいと思います。 

 

金子議長     委員の先生方、よろしいでしょうか。それでは、答申書に添付する調査報告書を

作成しなければいけませんので、どなたかに依頼したいと思います。高崎委員、ど

うでしょうか。 

 

高崎委員     いつ頃までに、作成しなければいけないのですか。 

 

事務局（主幹）    今年の５月中旬に、平成２３年度の第１回文化財保護審議会を開催したいと考え

ていますので、出来ましたら５月初旬、連休明けまでにお願いしたいと考えていま
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す。 

 

高崎委員     事務局がバックアップしてくださるというのであれば、石川さんが作成しました

調査報告書がありますので、これを元に調査して作成させていただきます。 

 

金子議長     調査報告書の作成を、高崎委員が引き受けていただきました。よろしくお願いし

ます。また、他の作例を参考にした詳細な資料を作成していただいた石川さんに、

改めて御礼申し上げます。これからも、この資料を活用させていただき、参考にし

たいと思います。諮問につきましては、これで終了します。 

         それでは、報告に移らせていただきます。まず、報告（１）について、事務局に

報告を求めます。 

 

事務局（主幹）   「鎌足桜」祖株の苗木育成実験の経過について、ご説明させていただきます。 

         （別紙にて経過報告） 

 

事務局（課長）    この鎌足桜に関連いたしまして木更津市鎌足桜保護育成基金条例が制定されまし

たので、私から報告させていただきます。 

鎌足桜は、今までは挿し木による増殖が困難であるとされておりましたが、今回

の育成実験により、日本製紙の「容器内挿し木技術」を用いれば、高い確率で発根

することが確認されており、今後の課題は、発根した苗木を生長させるための育成

方法をいかに確立させていくかということになってきております。このような実験

結果と現在の育成状況を受け、挿し木による純粋な鎌足桜の増殖方法の糸口が見え

たことから、今後、「鎌足桜」を市の貴重な財産・資源と捉え、その保護育成を図る

とともに、まちづくりの一環として増殖した苗木を公園等の公共施設に植栽するた

めの事業に要する経費の財源に充てることを目的に「木更津市鎌足桜保護育成基金」

を４月１日より設けることとなりました。基金については、公園等の公共施設への

植栽を目的とすることから、都市整備部が所管することとなりましたが、事業の実

施にあたっては、担当の都市整備部と教育委員会、経済部を中心とした「庁内組織」

が設置され、適切な役割分担と連携の下に進められる予定となっております。３ペ

ージの参考資料をご覧下さい。本基金条例で保護育成の対象とするのは、第２条の

定義にございますとおり、指定文化財である「鎌足桜」祖株及びその祖株を祖とし

て増殖した桜で祖株と同様の性格を持つものとなっております。また、今後の増殖

に関しては、今回の育成実験により、生長し、祖株の性質を純粋に受け継ぐことが

確認できた木から、緑枝を採取することにより行なうこととし、祖株からの採取は

原則として行なわないことと考えております。 

 

金子議長     只今の報告について、ご質問などありますか。 
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栗本委員     需要と供給の関係からすると、49 本からの増殖というのは供給源として十分であ

るのか、挿し木だけでなく、祖株からの取り木とか昔ながらの方法を試みて増やす

という措置もあって、短期間で需要に対応する体制を整えたらいいのではないかと

思いますが…。49本だけでは需要に対して供給源が弱いのではないかと感じます。 

 

事務局（課長）  長期的に捉えていますので、今後そのようなこともありえますが、祖株もやや弱

っているようにも見えるので、この数年は祖株からは取らないということを原則と

したいと考えています。 

 

藤平委員     そうすると、この 49 本を増やすというのは…。 

 

事務局（課長）  49 本から枝を採取するという形を取りたいと考えています。そのうちの何本かに

ついては、祖株に万が一のことがあった場合を想定して、事務局で管理し、それ以

外のものについては有効活用したいということです。 

 

金子議長     他にご質問等がないようでしたら、次の報告を事務局にお願いします。 

 

事務局（主幹）    登録有形文化財（建造物）の登録について、報告させていただきます。 

         （別紙にて登録内容報告） 

 

事務局（課長）  補足としまして、郷土博物館金のすずのロビーにてミニ展示を 4月 17日まで開催

しております。 

 

金子議長     ただ今の２件目の報告について、ご質問等があれば発言をお願いします。 

 

栗本委員     前庇のいわゆる鉄板棒引きは景観的に評価を下げてしまうのではないでしょうか。

改修工事等があるのであれば、留意願いたいと思います。 

 

金子議長     他に何かございますか。 

 

事務局（主幹）  先日の大震災に係る指定文化財の被害調査について報告します。八剣八幡神社の

格天井 162 面のうち、30～40 面が割れているのを確認しましたが、以前より破損し

ていたものがあり、どれが今回の大震災で割れたものであるのか不明です。また、

指定文化財ではありませんが、曽根にある釈蔵寺の大仏の脇侍（薬師如来）が倒壊

したとの報告を受けました。以上、指定文化財については特に被害はありませんで

した。 
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金子議長     委員の皆様には、何かございますか。ないようでしたら、事務局には何かありま

すか。特にないようでしたら、本日の議事は全て終了させていただきます。参考人

の石川さんには、ご出席していただきまして、ありがとうございました。また、委

員の皆様には、長時間審議していただきまして、大変お疲れ様でした。今回、神社

やお寺の所蔵品について調査方法等を考えてゆきたいという感想を持ちました。 

 

事務局（主幹）  次回の審議会につきましては、あらかじめご都合をお聞きした上で開催させてい

ただきます。       

         以上をもちまして、第３回木更津市文化財保護審議会を終了いたします。お疲れ

様でした。 

 

 

      平成２３年３月２４日 
 
                   議事録署名人 木更津市文化財保護審議会 
                          会 長   


