
平成 24 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 24 年度第１回木更津市文化財保護審議会 

２．開催日時  平成 24 年７月６日（金）午後２時 30 分～４時 00 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 

報告者 出席２名 

須田昭平（木更津市郷土博物館金のすず館長）、稲葉昭智（同副主幹） 

教育委員会事務局 出席７名 

初谷教育長、石井教育部長、本多教育次長、高橋文化課長、小高総括、

中能副主幹、井上主査 

５．会議内容  議事 議案第 1 号 

木更津市指定文化財の指定について 

―木更津市茅野善雄寺所蔵の鉄仏について― 

報告 金鈴塚古墳出土品の国宝的価値の再評価について 

６．公開又は非公開の別  公開 

７．傍聴人   なし 

 

 

事務局（課長）  ただ今から平成 24年度第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等は公開となりますので、ご了解をお願いします。

お手元の資料をご確認下さい。初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（課長）  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（課長）    議事に入る前に平成 24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。 

               

 (次長以下、対象者の自己紹介) 

 

事務局（総括）  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、市内茅野の善雄寺の鉄仏について地元および有識者から市の

指定文化財に指定して欲しい旨、内々に要望が上がっており、近日中に

正式に申請書を提出する予定となっております。これらのことに鑑み今

回木更津市指定文化財の指定について、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した。 

また金鈴塚古墳出土品の国宝的価値の再評価については、木更津市郷

土博物館金のすずが主に展開している当該事業についての報告となりま

す。報告の後に委員の先生方には当該事業についてご意見等を伺いたい

と存じますので、お願いいたします。 

 

事務局（課長）  それでは本会議次第によりまして進行させていただきますので、よろ

しくお願いいたします。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

長をお願いいたします。 

 

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。事務局に改めて諮問内容の説明を求めます。 

 

事務局（課長）  では本件に係る経緯を担当から報告させていただきます。その上で木

更津市指定文化財候補として審議することの適否について、委員の先生

方に協議をお願いします。 

 

   （事務局（副主幹）より、経緯の説明・指定候補の紹介） 

        

金子議長     どうもありがとうございました。ただ今事務局からの諮問内容の説明

がありましたが、最初に善雄寺の鉄仏についての質疑・応答をした後に、

市指定の文化財候補として審議することの適否について協議をしたいと

思います。それでは鉄仏に関するご質問がありましたら、ご発言をお願

いします。 



 

（質疑なし） 

 

金子議長      ご質問がなければ、市の指定文化財候補として審議することの適否に

ついて委員の先生方のご意見等がございましたら、ご発言をお願いしま

す。 

 

（質疑なし） 

 

金子議長     ご質問がないようでしたら、市指定文化財の候補として審議を進めて

いくことの適否に関する意見をまとめたいと思います。 

 

栗本副会長    この状況で表決は難しいでしょう。まだ委員が見ていないので、まず

は実見しないと始まらないと思います。検討するということであれば、

問題ないでしょう。 

 

藤平委員     西上総では当該鉄仏のような鋳物を生産していたのは木更津だけなの

でしょうか。 

 

金子議長     おそらくそうでしょう。 

当該鉄仏を市指定文化財の候補として審議を進めていくことでよろし

いでしょうか。 

 

下室委員     善雄寺の宗派と、当該鉄仏が本尊か否かを教えてください。 

 

事務局（副主幹） 真言宗智山派のお寺です。当該鉄仏は本尊ではございません。かつて

善雄寺が兼務していた別寺から移されたものであると伺っております。 

 

金子議長     当該鉄仏を市指定文化財の候補として審議を進めていくことでよろし

いでしょうか。 

 

委員一同     はい。 

 

金子議長     それでは今後審議を進めていくということで、事務局の方々よろしく

お願いします。 

 

事務局（課長）  次回の審議会で諮問し、第３回で答申ということでいかがでしょうか。 



 

栗本副会長    次回諮問というのは早過ぎると思います。銘文が陰刻なので、どこか

らか持って来たものに施したという可能性もあります。陽刻であれば、

その懸念は薄らぐでしょうが。そもそも銅と鉄の合金はあるのですか。

冶金学的には通有なものなのでしょうか。当該鉄仏を評価しておられる

青山正治氏（大同大学工学部教授）はどのような業績をお持ちなのか、

それについても提示していただきたいです。また、これほどのものであ

れば、今まで市指定文化財の候補として話題にならなかったのが不思議

です。取り上げられたことがあったのであれば、その経緯も説明してい

ただく必要があろうかと思います。今後も検討の余地を残すべきではな

いかと思います。 

 

事務局（総括）  青山氏は材質の研究がご専門で、鉄と銅の合金であるということが、

当該鉄仏の特徴であるとのことです。鉄と銅の合金は腐食防止効果もあ

るということで、研究材料としては貴重なものであると伺っております。

当該鉄仏の足裏に古銭（永楽銭）が熔け残った状態でこびり付いている

状況から、鉄と銅を混ぜて作っているのは間違いないだろうといわれて

います。鉄と銅の合金が当時一般的なものであったのかどうかはわかっ

ておりません。 

なお調査の成果はいずれ頂けることになっております。 

 

栗本副会長    当該鉄仏をどなたかご覧になっているのですか。 

 

事務局（総括）  先日事務局（総括と副主幹）で拝見させていただいております。 

 

栗本副会長    当該鉄仏の出来栄えはいかがなものですか。 

 

事務局（副主幹） 造形的には特に優れているわけではございませんが、旧知のものであ

り、市指定文化財候補の対象となった経緯もあります。上総鋳物師大野

家との関連が注目されています。現在編集中の市史においても掲載する

予定でおります。 

 

栗本副会長    鉄仏としては貴重だが、古美術品としてはいかがなものかということ

で指定には至らなかったと。銘文が陽刻であればよいのですが。 

 

事務局（総括）  当時の技術的に陽刻は困難であったということでしょうか。 

 



栗本副会長    難しくはありません。むしろ陽刻よりも陰刻の方が難しいのではない

でしょうか。 

 

事務局（副主幹） 硬くて脆い鋳鉄に陰刻するというのは、割れてします可能性もありま

すし、難しい作業です。 

 

栗本副会長    陽刻は技術的には難しくないと思いますが。 

 

事務局（副主幹） 当該鉄仏の陰刻が後世に施されたものなのかどうか、それが問題なの

ですが、現時点でははっきりしていません。 

 

栗本副会長    やはり次回諮問というのは、見合わせた方がよいと思います。 

 

金子議長     まだ委員の皆さんが実見していないということもありますし、書面だ

けでは何とも言えない部分もありますので、その辺も含めて検討を継続

するということでお願いします。 

 

事務局（総括）  指定の申請があり次第、現地で実見する機会を設けたいと思います。

その後改めてご検討いただきますよう、お願い申し上げます。 

 

金子議長     それでは今後段階を踏んで検討していくということで、この件につい

て審議会内で代表者を決めたいと思いますが、いかがいたしましょうか。 

 

下室委員     私がやらせていただきます。工学系のことはよくわかりませんが、（手

元の青山氏作成による資料にある）菩薩云々という件についてはいかが

なものか。当該鉄仏が阿弥陀如来の脇侍か否かというようなことは検討

できます。サポートがいただければ、報告させていただきます。 

当該鉄仏が聖観音というのは確かなのでしょうか。 

 

事務局（総括）  当該鉄仏は元々日高寺のものですので、そのお寺の宗派を調べる必要

があります。 

 

金子議長     では次の案件である「金鈴塚古墳出土品の国宝的価値の再評価につい

て」（報告）に移ります。この件について事務局に改めて説明を求めます。 

 

事務局（課長）  当該案件につきましては、木更津市郷土博物館金のすずが主に展開し

ている当該事業についての報告を基に、ご審議願いたいと存じます。本



日は郷土博物館金のすずの須田館長と稲葉副主幹に当該事業についての

報告をお願いいたします。 

 

博物館（館長･副主幹）  （当該事業について説明） 

 

金子議長     どうもありがとうございました。ただ今郷土博物館から事業内容等の

報告がありました。委員の先生方には何かご質問やご意見等がございま

すか。 

 

栗本副会長    重要文化財から国宝へというケースがここのところ増えているようで

すが、何か基準はあるのですか。 

 

博物館（副主幹） 文化庁によれば、金鈴塚古墳出土品の指定物件の中に「その他一括」

というものがあり、それが何なのかがわからないうちは審議できないと

のことです。また県の文化財課としては、県内の国宝には考古資料がな

いので、何とかとして考古資料で国宝指定を目指したい。その最有力候

補のひとつとして金鈴塚古墳出土品があるとのことです。 

 

博物館（館長）  国宝化に向けて数量の確定をしっかりするということで、現在小札の

実測と写真撮影を行っていますが、そういった作業をひとつひとつ積み

上げていくしかありません。 

 

栗本副会長    指定後に新たに資料が増えるようでは困るので、東京国立博物館に収

蔵されている出土品の返還も図るべきではないでしょうか。民間等に流

出しているものもあるでしょうから、それらについても同様の措置が必

要です。 

 

博物館（館長）  現在準備を進めている特別展で、東京国立博物館の収蔵品も展示させ

ていただくことになっているのですが、具体的に何が借用できるのかは

未定です。ただ展示の許可は得ています。 

 

栗本副会長    東京国立博物館にある金鈴塚古墳出土品は指定対象外ですね。 

 

博物館（副主幹） そうです。 

 

博物館（館長）  今後東京国立博物館職員と信頼関係を築きながら、こちらの意向を申

し上げ、進めて参りたいと存じます。 



 

栗本副会長    博物館では散逸した金鈴塚古墳関連資料をまとめようとなさっている

んですよね。 

 

博物館（館長）  全力で取り組んでおります。 

 

金子議長     郷土博物館の皆さんには、お忙しいにもかかわらず貴重な時間を割い

てのご報告ありがとうございました。今後とも文化課職員はもとより、

当審議会と協調し事業を進めてくださいますようお願いいたします。 

         この他事務局からの報告等はございませんか。 

 

事務局（総括）    その他といたしましては、指定文化財の状況について２点、市史の編

集状況について１点ございます。引き続きご意見等をお伺いいたしたい

と存じますが、よろしいでしょうか。 

 

金子議長     結構です。それでは事務局は報告してください。 

 

事務局（副主幹）  まず指定文化財の状況についてですが、お手元の資料をご覧ください。

昨年度茅葺屋根の葺き替え工事が終了したばかりの旧安西家住宅につい

てですが、この資料でご提示したとおり、出窓屋根・戸板・土壁等に修

繕の必要な箇所が多く見られるようになった旨の指摘が郷土博物館から

あり、今後の修繕計画について検討しているところでございます。本年

度から修繕の予算および事業実施については、教育部施設課が担当する

こととなったため、修繕計画につきましては博物館・施設課・文化課の

３課の協議をもって進めていくことになります。したがって大規模な修

繕以外については予算残額を睨みながらの予算執行となるため、事前に

審議会を招集することが困難となることも予想されることから、場合に

よっては事後の報告となる旨ご理解ください。 

２点目ですが、過日上陸いたしました台風４号の強風により、指定文

化財根本家の椎の枝に一部被害が出たことをご報告いたします。被害に

遭った枝については当初から洞が見られたもので、長さ約２ｍ程度（枝

元周り約 80㎝）が落下しました。これによる人的被害、近隣建物への被

害はありませんでした。参考としまして、昨年度樹木医による診断を受

診した結果、主体となる幹・枝については問題がなかった旨報告を受け

ています。今回被害にあった枝の洞なのか否かは判然としないものの、

洞について処理をするよう指摘があったため、その旨は所有者に連絡し

ていたものです。指定文化財関連については以上です。 



 

藤平委員     根本家の椎については、帰りに確認してみます。 

 

金子議長     ただ今事務局から説明があった「旧安西家住宅の修繕の件」「根本家の

椎の台風被害の件」指定文化財関連の案件について、委員の皆さんから

ご意見・ご質問はございませんか。 

 

栗本副会長    旧安西家住宅の修繕については、移築時の仕様に沿った形の修繕であ

れば、問題ありません。昨年度行われた茅葺屋根葺き替え工事において、

当時懸案となった棟飾り端部のキリトメに施した文字についてはどうな

ったのですか。 

 

事務局（副主幹） 当初の仕様に基づいたものにしてあります。 

 

栗本副会長    そうであれば結構です。 

 

金子議長     次に市史の編集状況について事務局から報告してください。 

 

事務局（総括）    平成 21年度から編纂に取り組んでおります市史の編集状況についてご

報告いたします。おかげさまで５月 18日に入稿し、６月 28日に初校が

あがってまいりました。現在執筆者に原稿を送付して校正をお願いして

いるところであります。今後校正・編集会議を経て 11 月３日刊行を目

指しておりますので、皆様方におかれましてもご協力お願いいたします。

以上です。 

 

金子議長     ただ今事務局から説明があった市史編纂の件について、委員の皆さん

からご意見・ご質問はございませんか。 

 

（質疑なし） 

 

金子議長      その他何かございましたらご発言願います。他にご質問がないようで

したら、これをもちまして本日の文化財保護審議会の審議を終了させて

いただきます。委員の先生方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。 

それでは議長の任を降ろさせていただき、進行を事務局にお返しいた

しますので、よろしくお願いします。 

 



事務局（課長）  委員の先生方におかれましては、大変お忙しい中にも関わらずご出席

いただきまして、誠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閉会いたします。 

次回の文化財保護審議会についてでございますが、10 月末日をもって

審議委員の任期が満了となることに伴いまして、委嘱の事務を進めさせて

いただきたいと存じます。つきましては委員の先生の皆様には改めてご相

談等させていただきますので、ご協力ください。開催期日については 10

月下旬もしくは 11 月初旬に予定したいと存じております。詳細について

は改めてご都合をお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

         本日はお疲れ様でした。 

 

 

        平成 24 年 月 日 

 

                   議事録署名人 木更津市文化財保護審議会 

                          会 長  金子 馨 

 

 


