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平成２３年度第１回木更津市文化財保護審議会 

会 議 録 

 
１．会議名   平成２３年度第１回木更津市文化財保護審議会 
２．開催日時  平成２３年６月１０日（金）午後２時３０分～３時３０分 
３．開催場所  木更津市民総合福祉会館２階第１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 
教育委員会事務局   出席６名 

         初谷教育長、石井教育部長、本多文化課長、浅野主幹、中能主査、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（協議） 

―市内富士見の厳島神社に所在する初代伊八の彫物― 
        その他 （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 23年度の第１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名出席していただきましたので、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。 

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、はじめに金

子会長にご挨拶をお願いします。 

 

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。 

 

教育長     （挨 拶） 

 

事務局（主幹） それでは議事に入る前に、平成 23年度４月の定期異動に伴いまして職員の異動がご

ざいましたので、事務局職員の自己紹介をさせていただきます。 

 

                (部長以下、各自自己紹介) 
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事務局（主幹） では本日の会議次第を説明させていただきます。本日の文化財保護審議会では、前

回の審議会において諮問いたしました「木更津市指定文化財の指定について」（市内富

士見の厳島神社に所在する初代伊八の彫物）について、この後審議いただきますので、

議案第１号としてご上程させていただきます。 

それでは木更津市文化財保護条例第19条第3項の規定により会長は会務を総理する

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。

会議次第により議事を進行させていただきます。それでは議案第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。事務局にあらためて諮問内容の説明

を求めます。 

 

事務局（課長） では本件に係る諮問書を朗読させていただきます。 

       

（諮問書朗読） 

 

金子議長    次に、前回の審議会であらかじめ高崎委員に審議会としての調査をお願いしてあり

ましたので、報告を高崎委員にお願いします。 

 

高崎委員    （調査報告書朗読） 

       

金子議長    高崎委員の報告と事務局の説明を踏まえて、具体的な審議に移らせていただきます。

なお本件につきましては、前回の保護審議会で石川参考人の調査報告に基づいて委員

のみなさまには熱心に協議していただきました。ここで「富士見厳島神社の社殿彫刻」

を市指定文化財に指定することの可否について、ご意見があれば発言をお願いします。 

 

栗本委員    所有者の厳島神社と社殿を管理する弁天神社管理委員会との関係はどうなっている

のですか。所有者と管理者が違ってもかまわないということなのでしょうか。 

 

事務局（主幹） 建物の所有者は宗教法人厳島神社代表役員八剱隆ということになっていますが、管

理については地元の氏子の集まりである弁天神社管理委員会が取り仕切っているよう

です。所有者からは、日々の管理や公開については管理委員会と相談してもらいたい

と言われております。 

 

栗本委員    弁天神社管理委員会は所有者の下部組織と考えてよいのですか。 
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事務局（主幹） そうです。 

 

栗本委員    もしも将来的に修理あるいは盗難という事態になった場合、どこが最初の窓口にな

るのですか。管理者である弁天神社管理委員会になるのでしょうか。 

 

事務局（主幹） 現実的にはそういうことになるでしょうが、最終的な責任は所有者にあると思われ

ます。 

 

栗本委員    雨漏りとか地震による破損で修理するという場合、補助金の交付申請ならびに課賦

はどこが受け持つのですか。 

 

事務局（主幹） 管理委員会はあくまでも下部組織であるので、正式な書類提出については所有者に

お願いすることになると思われます。 

 

栗本委員    天災は別として、人災の場合に管理不行き届きであるという議論は、管理者と所有

者との間でなされるものであるということですか。 

 

事務局（主幹） 行政としては所有者に責任を負っていただくということになります。 

 

栗本委員    わかりました。 

 

下室委員    今後の取り扱いの中で一般公開については義務付けられるのですか。 

 

事務局（主幹） 原則は一般公開をお願いしたいが、宗教対象物ということでもありますので、必ず

しも公開しなければならないというものでもないかと思われます。一般公開の方法に

ついては、いろいろな方法があろうかと思いますので、管理委員会と相談しながら、

日を決めて公開するとか、博物館で期間内に展示公開するとか、できるだけ一般の方々

に見ていただけるような形で対応したいと考えております。 

 

藤平委員    伊八の作品は南房総とか大多喜方面に多くあるのですが、東京湾岸の西上総では初

めてなのでしょうか。すばらしいことだと思います。一般公開もよろしいのですが、

あまり公になって盗難などが心配されます。 

 

金子議長    ＮＨＫの番組でも無住職の寺で盗難があったという報道がなされていましたね。ま

た新聞でも記念物がなくなるというような記事もあります。その辺の配慮を考えてい

ただきたいと思います。 
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藤平委員    （伊八の作品があるということは）その当時から木更津が威信を極めていたという

ようなことの証拠だと思います。 

 

金子議長    江戸時代の地図に小さいですけど（厳島神社が）ちゃんと載っているんですよね。 

 

金子議長    それでは協議の結論が見えてきましたので、市指定文化財に指定することの可否に

ついて議決をしたいと思います。 

 

        （出席委員の了承を得る） 

 

金子議長    指定することについてご了解をいただきましたが、答申書の作成についていかが取

り扱いますか。ないようでしたら、事務局の考えがあれば聴かせてください。 

 

事務局（主幹） しばらくお時間をいただければ、答申書案を作成し提示させていただきたいと思い

ます。 

 

金子議長    事務局からしばらくの間時間をいただければ答申書案を作成するとのことですので、

作成していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしければ暫時休憩を取

ります。作成出来次第、協議を再開します。 

 

（休憩） 

 

金子議長    答申書案ができましたので、協議を再開させていただきます。事務局に説明を求め

ます。 

 

事務局（課長） ご説明させていただきます。 

 

（答申書案朗読） 

 

金子議長    ただいま事務局から説明がありましたが、何かご意見がありますか。ないようでし

たら、事務局に正式な答申書の作成をお願いします。 

 

（答申書作成） 

 

金子議長    答申書ができましたので、会長から教育長に答申書を提出させていただきます。 

 

（会長から教育長へ答申書提出） 
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金子議長    それでは只今の答申書の提出を持ちまして、議案第 1号の「木更津市指定文化財の

指定」に関する諮問案件を終了させていただきます。委員のみなさま、ほかに何かご

意見等ございますか。 

栗本委員    八千代市の文化財審議員をしているのですが、去る 1月に審議会がありまして、災

害に備えて指定文化財以外のそれに準ずるような文化財について、行政としては非常

時にどのように把握して、どのような対応ができるのか。時間はかかるけれども、少

なくともリストの作成ならびに図上訓練だけはしておいてはどうか、というような発

言をしたところ、3 月に大震災がありました。八千代市内でも石造物が転倒したり、

土蔵が崩れてその中にあった古文書を郷土博物館に緊急避難的に収容したというケー

スがありました。指定に至っていない文化財についても何らかの形でリストを作成し

ておくことが必要なのではないでしょうか。 

もうひとつ、依頼があった時にどこへ収容するのかという議論をしておいた方がい

いのではないかと思います。所有権の問題もあるので、所有者の了解を得ながら、時

間をかけてでもそうすべきではないでしょうか。八千代市の場合でも指定候補リスト

を持っています。その中から緊急度とか所有者からの要望を踏まえて調査を進めてい

くわけですけれども、それが今回の震災でも役に立ちました。かなりの量の古文書等

が郷土博物館に緊急避難できました。 

 

事務局（課長） ただいまお話にありました八千代市の例を参考としまして、検討したいと思います。 

 

栗本委員    八千代市では市史のデータを郷土博物館が所有していて、電話一本ですぐに把握で

きました。 

 

金子議長    この件について委員のみなさんにはこれからも審議会の中で意見を出し合ってもら

いたいと思います。他に事務局から何かございますか。 

 

事務局（主幹） 報告でございますが、登録有形文化財（建造物）にということで答申のあったヤマ

ニ商店の登録について、いまだに告示がありません。これにつきましては震災の復旧

後になるため、今しばらく待っていただきたいとのことでございます。 

 

金子議長    ほかに何かございますか。 

 

高崎委員    本日午前、金のすずの特別展（復元 金鈴塚の大刀）の内覧会を見せていただきま

したが、すばらしい復元品の出来栄えですね。少なくとも市内の小中学校の児童生徒

に足を運んでもらうように、教育委員会には働きかけていただきたいと思います。子

どもたちはあの復元品を見て、理屈抜きに印象に残ると思います。そうすると家庭で
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親に伝わります。（金鈴塚出土品は）木更津の財産だと思いますので、いろいろな手立

てでＰＲをお願いします。一番効果的なのはテレビで、ニュースなどで放映されれば、

それを見て来館する方がいると思います。自分なりに金鈴塚のことを調べたのですが、

藤ノ木古墳に匹敵するような国宝級のものがたくさんあって、市民だけでなく広く伝

えていくべきと以前から思っています。金鈴塚が長須賀に残っていることも知られて

いません。 

 

栗本委員    柄に巻いていある銀線が、（そのままにしておくと）1年後には黒くなってしまいま

す。そこで歯磨き粉やピカールを使用すると、磨り減ってしまいます。宝飾店で使っ

ているものを教えてもらって、そうした薬品で半年ごとにでも手入れをしないと、銀

は黒くなります。 

 

教育長     （柄に巻いてある）細い線に刻み模様が入っていますから、すごいものですね。 

 

金子議長    私も見に行きましたが、復元品と出土品が並べて展示してありましたね。 

 

教育長     今年は馬具の復元を計画しています。 

 

栗本委員    金鈴塚は鞍が出土していましたか。 

 

教育長     出土しています。 

 

事務局（主幹） 三背分ございます。 

 

教育長     馬飾りは結構あります。 

 

高崎委員    馬鐸とか飾り金具ですね。 

 

事務局（主幹） 鞍の本体の部分はありませんが、磯金具とか口金具とかはあります。 

 

栗本委員    それなら（復元）できますね。 

 

事務局（主幹） 何とかできるかと思っております。 

 

高崎委員    銅碗もありますね。飾履は国が所蔵しているんですかね。これも復元したらすごい

ですよね。藤ノ木古墳出土のものは復元されています。それから王冠の前立て部分の

復元品は東京国立博物館にあったかと思います。 
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事務局（主幹） 金鈴塚古墳は昭和 7 年に道を造成した時に羨道部分が少し壊されまして、そのとき

に飾履が出土しています。それが当時の帝室博物館へ保管されました。現在金のすず

にあるのは昭和 25年の発掘で出土したものです。 

 

栗本委員    （金鈴塚は）市の看板、誇りです。 

 

藤平委員    歴史はよくわからないのですが、騎馬民族とは関係があるのですか。 

 

高崎委員    乗馬の風習とか馬具については中国大陸から朝鮮半島を通じて日本に入ってきたん

ですけれども、江上波夫さんの騎馬民族説は否定されています。 

 

教育長     技術そのものは大陸からですよね。 

 

高崎委員    そうですね。金鈴の出土は金鈴塚が日本唯一と聞いておりますが、同じようなもの

は加羅－かつて任那と教科書に載っていた地域－で出土しているんですよね。 

 

教育長     刀はその後反りが入ったりして進化しますが、鈴はデザインが完成しているんです

よね。あの時代から変わっていませんよね。 

 

栗本委員    金鈴がどこに付いていたのか…。 

 

藤平委員    わかっていないんですか。 

 

栗本委員    出土状況からはわからないんですよね。 

 

高崎委員    フルイにかけている時に出てきたと言われています。 

 

事務局（主幹） 1 個だけは大刀の柄頭の脇から出ていて、それ以外の 4 個がフルイ作業の時に見つ

かったということです。刀とか腰紐辺りに付いていたと想定されるのではないかとい

うことです。 

 

金子議長     ほかにご質問がないようでしたら、本日の文化財保護審議会を了させていただきま

す。委員のみなさまには、長時間審議していただきましてたいへんお疲れさまでした。

これをもちまして、議長の任を降ろさせていただきます。 

 

事務局（主幹） 委員のみなさまにおかれましてはたいへんお忙しい中にも関わらずご出席いただき
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まして、まことにありがとうございました。それでは以上をもちまして、第１回木更津市文化財保護

審議会を終了いたします。次回の文化財保護審議会についてでございますが、新指定物件の選定につ

いての作業を開始したところでございます。現在のところ具体的な内容については固まっておりませ

んが、次回審議会開催までに準備したいと考えております。開催期日については 12月もしくは年明け

に予定したいと存じておりますが、詳細については改めてご都合をお聞きしたいと思いますのでよろ

しくお願いいたします。 

（第 46 回君津地方社会教育推進大会の案内） 

本日はお疲れさまでした。 

 

 

      平成２３年６月１５日 
 
                   議事録署名人 木更津市文化財保護審議会 
                          会 長   


