
平成２５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２５年度第２回木更津市文化財保護審議会 

２ 開催日時  平成２５年１１月１日（金）午後３時００分～午後４時３０分 

３ 開催場所  木更津市役所 ６階 委員会室 

４ 出 席 者  文化財保護審議会委員 出席４名 

         高崎芳美委員（会長）、下室覚道委員（副会長）、古泉忠之委員、 

         笹生衛委員 

同 欠席１名 

御巫由紀委員 

        教育委員会事務局 出席７名 

         初谷教育長、能城教育部長、本多教育部次長、高橋文化課長、 

         小高総括、中能副主幹、安藤主査 

５ 会議内容  付議 議案第１号 

            木更津市指定文化財の周知状況と今後の活用について 

            －文化財説明板の設置状況とウェブ版木更津市文化財マップの

作成について－ 

        報告 報告第１号 

            木更津市指定文化財の現状変更について 

           報告第２号 

            木更津市指定文化財の指定書交付について 

６ 公開・非公開の別  公開 

７ 傍 聴 人  なし 

 

 

事務局（課長）  委員の皆様には、お忙しい中ご参集いただき有り難うございます。 

それでは、ただ今から平成２５年度第２回木更津市文化財保護審議会

を開催します。本日は、御巫委員がご都合により欠席しておりますが、

委員の半数を超える４名のご出席を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、本会議は成立します。 

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で行いますので、ご了解願います。 

 

高崎会長     （挨 拶） 

 

事務局（課長）  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      （挨 拶） 

 



事務局（課長）  本日の会議次第を説明させていただきます。付議議案として「木更津

市指定文化財の周知状況と今後の活用について」今後の方針等ご協議を

お願いします。次に報告事項として、「木更津市指定文化財の現状変更に

ついて」「木更津市指定文化財の指定書交付について」の２件の案件を上

程しています。 

         その他、今回の審議会の内容以外でお気づきの点がありましたら、忌

憚のないご発言をお願いします。 

なお、木更津市文化財保護条例第１９条第３項の規定により、会長が

会務を総理する規定となっていますので、高崎会長に議長をお願いしま

す。 

 

高崎議長     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。 

それでは、議案第１号は「木更津市指定文化財の周知状況と今後の活

用について」の協議内容について事務局の説明を求めます。 

 

事務局（課長）  市内に所在する指定文化財等の周知活動の一環として説明板等の設置

や「文化財マップ」の刊行事業を平成１９年まで断続的に実施してきま

したが、これ以降、本年度までの６年間事業自体が停止しているのが現

状です。事務局としては、これらについて、早期に事業を再開すること

を望んでいますが、予算措置等の問題で停滞しているのが実情です。 

本日は、説明板等が未設置の文化財についての今後の対応と既設置の

説明板の内容変更等に伴う対応に関してご協議願うとともに、木更津市

内外の方々から予ねてより要望がありました、新たな「文化財マップ」

の作成について、木更津市のウェブサイトを利用した周知活動への試み

として、輪郭程度の試作版ですが、事務局が作成した内容を検討いただ

き、今後の作業の参考といたしたく上程させていただきました。 

詳細については、後ほど担当から説明させていただきます。 

 

高崎議長     ありがとうございました。只今、事務局から本件について内容の説明

がありましたが、２点の課題があるようなので分けて協議することとし

ます。 

先ず、説明板等の設置事業の現状について事務局から説明を願います。 

 

事務局（副主幹） 市内に点在する国・県・市の指定文化財等は５２件あり、公設・私設

に関わらず説明板等が設置されているものが現在２４件で、未設置のも

のが２８件です。未設置の文化財については、既に一般公開されている

建造物等が３件、無形文化財が２件、博物館・図書館に収蔵されている

ものが１２件、宗教法人等の所蔵で非公開の物件が７件、個人所蔵のも

ので非公開の物件が４件です。 

既に一般公開されている文化財と無形文化財については、所有者・保

存団体との協議をして調整をすれば設置が可能であると考えられますが、

博物館・図書館の収蔵品の常設展示に供されている物件は説明板の設置



を要さないと考えられ、文化財の内容によって「ゆかり」の地に設置す

ることは可能と考えております。 

一方、文書・美術品等設置に適さない文化財もあり、個人所蔵の非公

開となっている文化財についても、説明板の設置は困難と考えられ、「文

化財マップ」等での周知が適当であろうと考えています。 

また、既設の説明板等のうち、金鈴塚古墳の説明内容に誤りや設置以

降の調査成果で変更点が生じたことから説明板の内容を改正する必要が

あり、さらに、須賀神社の説明板は劣化が進んでおり解読不明であり、

補修・交換等の対策を講ずる必要があると思われます。 

説明板設置事業については、市指定物件が優先されており、市指定物

件については４箇所の未設置文化財が残っていますが、金鈴塚古墳のよ

うに古い情報や誤った情報を流し続けることは、周知の目的としては適

当ではないことから、最優先すべき案件であると考えています。 

また、金鈴塚古墳や須賀神社の説明板の躯体はしっかりしているので、

既存の説明板を再利用することで経費が大幅に削減できると思われます。 

予算措置等については工夫をしながら当該事業の実施再開を目指しま

すが、ご意見をお伺いして参考とさせていただくとともに、内容の監修

等、委員の皆様のご協力を賜りたいと存じます。 

 

高崎議長     案内板等が未設置の文化財への対応について適否等の検討、既設の中

での内容変更、劣化への対応等、数々の問題が生じているとのことです。 

これらの件につきましてご意見・ご質問等、忌憚の無いご発言をお願

いします。 

 

笹生委員     金鈴塚古墳の内容が違っていたとは、具体的にどこがどう違っていた

のですか。 

 

事務局（主査）  昭和２５年の発掘の際は、この墳丘と周溝の形で良いであろうとのこ

とでしたが、平成１０年以降の試掘の結果周溝の形が変わりました。ま

た、図のスケールも違っていますし、文末の金鈴塚古墳遺物保存館も今

は郷土博物館金のすずとなっていて適切ではないと考えています。 

 

高崎議長     その部分を直すのに、経費はどのぐらいかかるのですか。 

 

事務局（副主幹） 同じぐらいの大きさの説明板を、既設の説明板に接着して作るという

方法を考えていて、図面・写真等を焼き付けると追加がどのぐらいにな

るのかを含めて、額の提示はできませんが業者の方に調査をしています。 

 

高崎議長     木更津市は今、金鈴塚古墳に力を入れていますし、見に行く人が結構

いると思いますので、ぜひ早めに正しい説明板を整備していただけたら

と思います。 

         ほかの分野も含めて率直にご意見を出してください。 

 



古泉委員      説明板はだいたい何年ぐらい耐久するものですか。 

 

事務局（副主幹） 設置される場所・環境にも左右される場合が多いですが、金鈴塚古墳・

須賀神社の看板は昭和５８年前後に設置されています。金鈴塚古墳は読

むには読めますが、須賀神社は全く読めない状態となっていますので、

だいたい３０年ぐらいだと思っています。 

 

下室委員      公設と私設の違いは、私設は法人や個人が立てたものということだと

思いますが、内容に関して市はチェックをしているのですか。 

 

事務局（副主幹） 私設のものは原則として市としてチェックはしていません。要望があ

れば確認はいたしますが、木更津市や教育委員会名を入れない限り監修

はできませんとお願いしています。従って、私設のものは基本的には木

更津市教育委員会とは書いていません。 

 

笹生委員     説明板を今後どうゆうふうに活用とリンクさせるかということで、長

期的にイメージをもったほうがいいのかなと考えています。マップを作

成するのと現地に表示するものをどうリンクさせるのか。リンクさせる

のであれば、現地は最低限の表記で、細かな説明はマップの方を見ても

らう、そうすることで経費を抑えることができ、説明も更新していける

と思います。大きな看板が必ずしも現地になくてはならない訳ではない

ので、そこらのビジョンを私たち委員も含めて考えていく必要があると

考えています。 

         また、作る時期や内容によって看板がバラバラになっている可能性も

あるので、全体的なトーンを統一して、細かな情報はウェブサイトやマ

ップを見てくださいといった方が、活用する方も活用しやすいかと思い

ます。今すぐというのではなく、ゆくゆくはそういうところも視野に入

れて整備されたらいいと思います。 

 

下室委員      金鈴塚古墳の説明板には千葉県教育委員会の名前が出ていますが、補

助をもらうことはできないのですか。 

 

事務局（副主幹） もともと千葉県の補助金をいただきまして作った経緯がありまして、

今回具体的に改変となった場合変更届を出さなくてはならない状況です。

補助金については名目としてはありますが、実際はほかの所に出す補助

金で精一杯で、現状といたしましては厳しいと聞いています。 

 

高崎議長      未設置の所の優先順位はどう考えていますか。 

 

事務局（副主幹） 新規のものは、市の指定文化財を優先しようと考えています。 

 

笹生委員     説明板を設置したことにより盗難の危険性もあるので、管理の面も考

慮して、現地に行かなければ分からないもの、現地性のあるものを優先



させたほうがいいと思います。 

 

高崎議長     この説明板の問題は、木更津市の児童・生徒への教育にも使いますし、

観光資源としての利用にも供されることが見込まれ、大変有益な事業で

もありますので、今のご意見等を参考にして、継続的にかつ計画的に進

めていっていただきたいと思います。 

         次に、木更津市のウェブサイトを利用した周知活動の試みについて説

明を願います。 

 

事務局（副主幹） これまで、平成８年度と平成１７年度の２回、木更津市指定文化財を

紹介した「文化財マップ」を作成し、文化課や観光案内所や当時の保存

館等で無料配布しておりましたが、残部が枯渇して久しく、市内外の方々

から多数の要望がありました。 

今回はこのことについて、木更津市の公式ホームページを利用したウ

ェブ版の「木更津市文化財マップ」を作成し、多くの方々に情報を発信

しようとの考えから、文化課として提案させていただきました。 

今回、提案させていただく本市の試みは、既存の HPを利用するもので、

トップページの下方、「市の紹介」の項目の「歴史・文化財」をクリック

し、「指定・登録文化財」の市内指定文化財一覧のような表を設け、全体

を外観できるようにしたものです。名称のクリックで画像・説明文に遷

移させ、現所在地のクリックで地図情報に遷移するよう工夫したいと思

います。 

画像・説明文については平成１７年度のマップをたたき台として作成

することを考えており、地図情報についてはグーグルマップ等に遷移さ

せる予定です。 

なお、画像・説明文につきましては、平成８年度版と同様に審議会に

監修をお願いいたしたいと考えております。よろしくお願いします。 

 

高崎議長     ありがとうございました。 

新たな「文化財マップ」の作成について、事務局から木更津市のウェ

ブサイトを利用した周知活動の試みについて内容の説明がありましたが、

これらの方向性・内容等につきまして、ご意見・ご質問等、ご発言をお

願いします。 

 

笹生委員     文化財の活用はどうしても個別の文化財をそれぞれ紹介することには

すごく情報が多いが、全体の文化財の集まりが木更津市にとってどうい

う意味があるのか、金鈴塚古墳が木更津にとってどういう意味があるの

かという考えが含まれないとダメだと思うので、ウェブサイトにしても

「木更津ストーリー」みたいなものを作って、そこで入っていくという

のも１つの手段だと思います。その時ベースになるのが『図説木更津の

あゆみ』で、総説をある程度削いでシンプルな芯の部分だけを取り上げ

るようなページを作っておいて、それぞれの文化財との関係をリンクさ

せ、それぞれの時代の歴史を整理するルートが１つあっても良いのでは



ないでしょうか。『図説木更津のあゆみ』は市としての見解であり、ウェ

ブサイトに出しても矛盾がないわけで、１つの画面に入る３分の１ぐら

いの量にしてもらって、ここを現しているのはこれですよといった具合

で、「ストーリー」から入ってくる方が見ていても楽しいし、学校教育で

も活用しやすいではないかと思います。 

 

高崎議長     なかなか良い提案をありがとうございます。 

 

古泉委員      木更津というと「木更津船」とか金鈴塚古墳が注目されているが、そ

の間があまりなかったという印象があって、その間を勉強する資料とし

て、地方と中央のつながりが分かるようになるといいなと思っています。

とくに、今度学習指導要領改定で歴史的分野でのフィールドワークを全

面でうたってあって、それを活用するのがいいかなと考えています。ウ

ェブサイトでリンクさせるのは大変だと思いますが、通史のどの位置に

あるのか分かるようになっていると、学校教育の場としては都合が良い

なと思いました。 

 

下室委員      古代・中世・近世と整理して出来たものを、ウェブだけでなく、駅前

等にも掲示すると、木更津の宣伝になるかなと思いました。 

 

高崎議長     事務局が大変になるでしょうが、ベースの『図説木更津のあゆみ』は

中高生を対象とした図版を多くしたもので、木更津市が版権を持ってい

るものだから、それをエッセンスにして足さずに削り、人物・事象の羅

列にならずに流れをつくってもらって、関連する遺跡や資料にリンクす

る方が活用度が上がると思うので、ぜひこちらも進めていただければと

思います。 

 

事務局（課長）  いろいろとご意見ありがとうございます。ご意見を参考に、良いもの

を作りたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

高崎議長     ウェブ版「木更津市内指定文化財マップ」の完成は、いつ頃になりま

すか。 

 

事務局（副主幹） 現在考えているウェブ版の「木更津市内指定文化財マップ」について

は、何とか年度内に決着をつけて、来年度当初には発信できるものと考

えています。笹生委員から提案があったウェブ版の「木更津ストーリー」

については、今後準備を進めながら『図説木更津のあゆみ』をベースに

改変していくという、二本立てという形で進めて行きたいと考えます。 

 

高崎議長     今年度末にまず紙媒体に代わるマップということで作り、次の段階で

笹生委員のおっしゃった形に育てていく、そのような感じで引続き、本

年度末公開に向かって目指してください。 

   平成８年度版の「文化財マップ」が文化財保護審議会の監修というこ



とになっており、今回も案が送られて来れば必ず目を通すという形で協

力していきたいと思いますので、大変でしょうが頑張ってください。 

委員の皆さん、こういう方向でよろしいですかね。 

このほか、ご意見はございませんか。無いようであれば、議案第１号

に関する協議を終了させていただきます。 

続きまして、報告として２件の事項があるようですので、事務局よろ

しくお願いします。 

 

事務局（課長）  報告第１号としましては、「木更津市指定文化財の現状変更について」

で、曽根の釈蔵寺本堂改修に伴う指定文化財「木造釈迦如来坐像」の現

状変更に係る報告となります。 

なお、本件につきましては、前回の審議会においても変更届の受理に

伴い、前回概要の報告をしましたが、９月２９日付けで着手届けを受理

しましたので、改めて、担当から現状変更の近況についてご報告申し上

げます。 

 

事務局（副主幹） ９月２９日当日解体にかかる作業をしました。まず抜魂式を行い、保

管場所を設営し、専門業者が解体を行い実施し、無事解体・養生まで滞

りなく終了していることをご報告します。 

         なお、元の形に戻すのは１月中旬と聞いていますので、それが終わり

ましたら、報告したいと思います。 

 

高崎議長     今の報告について何かありますか。ないようでしたら、次の報告をお

願いします。 

 

事務局（課長）  報告第２号につきましては前回の審議会にて「ご答申」いただきまし

た茅野善雄寺所蔵の「銅造聖観世音菩薩立像」が木更津市教育委員会会

議の８月定例会において８月２０日付けで承認され、木更津市指定文化

財第３２号として新たに木更津市の指定文化財へ加わり、９月１２日に

指定書の交付式を実施し、滞りなく終了した旨ご報告申し上げます。 

本日の報告事項は以上でございます。 

 

高崎議長     只今の事務局からの報告について、何かご質問はございませんか。で

は、報告２件についてはよろしいですね。 

それでは、何かほかにございますか。 

ほかにもう一つ資料がありますので、そちらについて事務局からお願

いします。 

 

事務局（課長）  今後、当市で指定文化財として指定を検討している候補について資料

を作成いたしましたので、担当から概略を説明いたします。 

 

事務局（主査）  木更津市指定文化財の候補として、次の６件を上げさせていただきま

す。真里谷１３号墳・大畑台遺跡出土灰釉双耳壺・宮脇遺跡出土奈良三

彩小壺・手古塚古墳出土遺物・吾妻神社庚申塔・妙泉寺中世文書です。 



         真里谷１３号墳は、本市に残る古墳時代前期の前方後円墳２基のうち

の残りの良いもので、このままの状態で保存すべき史跡であると考えて

います。 

大畑台遺跡から出土した灰釉双耳壺は、９世紀後半に猿投窯周辺で作

られたと考えられる資料で、極めて遺存状態の良い資料で、長野で出て

いるのみの類例の乏しい貴重な資料であると考えています。 

宮脇遺跡から出ました奈良三彩小壺は、土坑内から土師器甕・杯と共

に出土したもので、中国の唐三彩を真似て８世紀後半に作られた残りの

状態の良いもので、こちらも指定にふさわしいものと考えております。 

手古塚古墳出土遺物は、日本製の三角縁神獣鏡や中国製の四獣鏡、鉄

製籠手などが出土し、「卑弥呼の鏡」かもしれない三角縁神獣鏡は、県で

は香取市の城山１号墳でしか出土しない貴重なものです。 

吾妻神社庚申塔は、道しるべとしては東庄町諏訪神社のものに次ぐ、

県内で２番目に古い延宝８（1680）年に立てられたものです。 

妙泉寺の中世文書は、武田信応が亡くなったあと、北条氏政が弘治３

（1557）年に妙泉寺に寄進をしていることが記されていて、北条家が支

配していることが確認できる貴重な資料です。 

 

高崎議長     只今の事務局からの説明がありましたこの件について、何かご質問と

かありますか。 

 

笹生委員     これはいずれも良い資料なので、早く指定をした方が良いかと思いま

すが、気になるのが所在です。手古塚古墳の資料の所在は今どうなって

いますか。 

 

事務局（副主幹） 手古塚古墳の資料は博物館の館蔵品として、委譲を受けています。 

 

笹生委員     妙泉寺の中世文書は、久留里城址資料館に寄託されているようですが、

市外所在のものでも、所有者が市内の方なので問題はないのですか。 

 

事務局（副主幹） 持ち主が木更津で、場所も木更津ということで、問題はないと思いま

す。 

 

高崎議長     市の指定文化財は所有者からの申請が必要だと思っていたのですが、

こちらの市の方から指定の話をするということも可能なのですか。 

 

事務局（副主幹） 条例で、申請をする場合は申請者が申請をするのですが、こちらから

お願いする場合は同意を得るという形になります。千葉県内で見てみる

と、市町村レベルでは申請を受けますが、県のレベルになりますと申請

は受けずに、こちらで選定して指定をするというような形になっている

ようです。 

 

高崎議長     何かほかにございませんか。よろしいですか。 

   では、概要について説明がありましたが、今後の検討課題として委員

の方々にはご承知していただき、新指定物件の選定に向けて検討して行



きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

また、事務局においては、博物館の館蔵資料等について博物館と協力

して作業を進めるようお願いいたします。 

 

事務局（課長）  本件につきましては、次回の審議会以降にご協議していただく案件と

して考えております。今後、博物館とも協力して、博物館の収蔵資料等

についても、候補として挙げるべき埋もれた資料を抽出し、事務局とし

て提案させていただこうと存じております。 

なお、委員の皆様からも、指定候補物件がございましたら、事務局へ

ご提案いただければと存じます。 

 

高崎議長     その他、ご発言はございませんか。 

他に、ご発言がないようでしたら、これをもちまして、本日の審議会

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。 

それから、欠席の御巫委員には今日の内容について遺漏なくご報告く

ださいますよう、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かかわらず、ご

出席いただきまして誠にありがとうございました。 

次回の第３回につきましては、開催時期を３月に予定したいと存じま

す。詳細につきましては、皆様のご都合を改めてお伺いしたいと思いま

すので、よろしくお願いします。 

本日は、お疲れさまでした。 

 

 

平成２５年１１月 １日 

議事録署名人 木更津市文化財保護審議会 

       会長 高崎 芳美 


