
平成２５年度第３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３回木更津市文化財保護審議会 

２ 開催日時  平成２６年３月２７日（木）午後２時３０分～午後４時３０分 

３ 開催場所  木更津市役所 北側別棟 会議室 

４ 出 席 者  文化財保護審議会委員 出席５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、御巫由紀委員 

        教育委員会事務局 出席６名 

         初谷教育長、高橋文化課長、小高総括、中能副主幹、安藤主査、 

松本主査 

        郷土博物館金のすず 稲葉副主幹 

５ 会議内容  報告   報告第１号 

              平成２５年度の木更津市文化財行政について 

             報告第２号 

              金鈴塚古墳研究の進捗について 

             報告第３号 

              木更津市指定文化財の補修工事について 

             報告第４号 

              木更津市指定文化財の現状変更について 

             報告第５号 

              木更津市指定文化財の所有者の変更について 

        付議議案 議案第１号 

              木更津市指定文化財の新指定候補の選定について 

議案第２号 

              ウェブ版「木更津市内指定文化財マップ」の作成について 

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ありがとうございます。 

         ただ今から平成２５年度第３回木更津市文化財保護審議会を開催いた

します。本日は全委員の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、本会議は成立いたします。 

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。（以下会議次第を説明） 

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

長が会務を総理する規定となっておりますので、議事進行につきまして

は高崎会長にお願いいたします。 

 

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。 

報告事項として４件の報告があるようです。報告第１号について事務

局から報告願います。 

 

事務局（課長）  報告第１号「平成２５年度の木更津市文化財行政について」ご報告申

し上げます。資料の１から５ページをご覧ください。 

         先ず、１の補助金事業については、各種団体が実施する文化財の保護

や伝承育成の事業について毎年補助金を交付して活動を支援しています。 

詳細につきましては、国・県・市の指定等の文化財、祇園の須賀神社、

木更津ばやし保存会、中島区文化財保存会（梵天立て）が行なう事業へ

補助を実施しました。次年度も、本年度同様に取り扱う予定です。 

    ２の文化財所有者への啓発支援等については、毎年実施している文化

財防火デーの実施に伴う周知活動と啓発支援、自然災害の発生に伴う被

害調査を行ないました。本年度は大きな台風や積雪等による自然災害が

当地域でも発生しましたが、市内の文化財等に係る被害はありません。 

    また、所有者の請求に応じて、民間が所有している指定文化財に係る

リーフレットを作成しました。 

３の埋蔵文化財調査については、公共・民間の開発事業に伴う事業で、

老人介護施設建設に伴う天神前遺跡の整理作業、保育所施設建設に伴う

山王台遺跡の本調査および整理作業の２遺跡についてが主な事業です。 

また、金属器等の劣化が進んでいる出土遺物についての保存処理業務

についても順次委託して対応しています。 



年度当初は、中野畑沢線（市道 4410号線）整備事業に伴う調査の一部

実施を予定しておりましたが、諸般の状況により次年度へ先送りとなり

ました。また、緊急の開発に即した試掘等の調査を随時実施しており、

その結果については資料にまとめてありますのでご覧ください。 

なお、大規模開発事案の相談がきていますが、開発規模が非常に大き

いことから、本市直営での確認調査および本調査等は極めて困難であり、

民間調査会社活用についても、場合によっては、検討しなくてはならな

いと考えております。 

    次年度の埋蔵文化財調査予定としましては、４月から塚の腰古墳・松

面古墳の本調査を約１０ヶ月と具体的な開始時期は未定ですが、先送り

となった、中野畑沢線整備事業に伴う確認調査等の実施を土木部門と協

議のうえ発掘調査の着手を予定しています。 

次に４の国庫補助事業の経過についてですが、既に本調査が終了して

いる区画整理事業に伴う整理作業と報告書刊行が主な事業であります。

本年度は請西遺跡群の整理作業を実施し、大山台遺跡については、『請西

遺跡群ⅩⅠ』として報告書を刊行しました。本遺跡については、平成２

７年度末までに２冊の報告書の刊行をすべく、今後も整理作業を続行し

て参ります。また、中郷谷遺跡については、整理作業に着手したところ

です。 

報告第１号の最後といたしまして、新たな「市史」の編集事業につい

て報告します。 本年度の編集委員会は昨日までに４回の編集委員会を開

催しました。新たな「市史」の編集事業への取り組みとして、昨年度刊

行された『図説 木更津のあゆみ』の評価や活用についての検証を重ね

て、新たな「市史」編集のための基本構想及び基本方針の策定について

協議を重ね、一部の分野では調査等の作業を既に実施しております。 

         なお、1ページの下段の表は文化財保護・普及に係る予算の推移状況で

す。報告第１号に関する報告は以上となります。 

 

高崎議長     ただいま事務局から報告がありました報告第１号について、ご質問は

ございませんか。 

         （特に質問等なし） 

         ないようなので、それでは次に報告第２号について事務局から報告願

います。 

 

事務局（課長）  報告第２号につきましては、郷土博物館金のすずにおいて「金鈴塚古

墳出土品の再評価事業」として実施している事業です。進捗状況につい

ては、郷土博物館の稲葉副主幹にお願いします。 



郷土博物館（稲葉副主幹） 金鈴塚古墳研究は国立歴史民俗博物館と共同事業として、平

成２２年度に開始し、今年度から第２次共同研究を３年計画で実施して

います。昨年８月２３日に文化庁調査官の指導を仰いで、指定品の須恵

器の同定作業を行ったほか、今年の１月１２日に協力者が集まりまして、

資料調査の検討会を実施しました。今後の方針は平成２７年に歴博でシ

ンポジウムを行う予定で、金鈴塚の概要について歴博主体でダイジェス

ト版の報告を作ろうということになっています。 

 

高崎議長     ただいま郷土博物館の稲葉副主幹から報告がありました報告第２号に

ついて、質問はありませんか。 

 

笹生委員     研究で特記できること、新しい見解や所見がありましたら、教えても

らえませんか。 

 

郷土博物館（稲葉副主幹） 金の鈴が９８％金であったこと、双龍環頭大刀の環頭部分が

鋳造と考えられていたものが鍛造であったことが確認できたこと、金糸

の芯に繊維が使われていたこと、馬具の鞍を繋いでいた皮が組紐であっ

たことが分かりました。 

 

高崎議長     次に報告第３号についてですが、第４号・第５号と類似報告と思われ

ますので、一括し報告を受けた後に、皆さんからの質問を受けたいと思

います。次第に従い、順に事務局から報告願います。 

 

事務局（課長）  報告第３号は、市指定文化財第２０号の旧安西家住宅の補修工事が３

月１４日完了しました。また、第４号は前回解体作業の完了の報告をし

ましたが、釈蔵寺本堂の改修工事の完了を受けて、１月１０日に木造釈

迦如来坐像の原状復元作業が完了しました。第５号は所有者のご逝去に

伴い、相続者の申し出により郷土博物館へ平成２６年３月２２日付けで

寄贈され、同日付けで所有者変更事務を完了しました。 

 

高崎議長     事務局から報告がありました報告第３号から第５号について、ご質問

はありませんか。 

         （特に質問等なし） 

         ないようなので、報告事項につきましては以上とします。 

次に付議議案の協議に移りますが宜しいでしょうか。 

 

高崎議長     議案第１号は、前回より審議会への検討要望があった「木更津市指定



文化財の新指定候補の選定について」です。資料の概要については前回

伺っていますが、事務局の方で映像を用意しているとのことです。今一

度、それらを確認し検討することとします。 

 

事務局（安藤）  １件目の真里谷１３号墳は、４世紀後半に造られた前方後円墳で、今

入って見ることができる前期古墳は限られます。きれいに残っている古

墳を後世に残していくという意味でも指定を考えていますが、土地所有

者との交渉などが残されています。 

次の灰釉双耳壺は大畑台遺跡から出土した、火葬した骨を入れる骨蔵

器に転用したもので、蓋付のものが出土した例は日本で皆無です。既に

報告書も刊行されており、指定に支障はありません。 

３件目の奈良三彩小壺は、田川の宮脇遺跡から出土したもので、褐釉

も残っている三彩の色合いの良いもので、資料紹介は既に行っています

ので指定に支障はありませんが、正式な報告書は刊行されていません。 

         ４件目の手古塚古墳出土資料は、粘土槨の埋葬施設から、県内で２例

のみの三角縁神獣鏡などが出土しました。報告書が刊行されていない点

で、指定に際して支障がある可能性があります。 

５件目の吾妻神社の庚申塔は道しるべを兼ねていまして、房総往還で

木更津を出たところにありました。道しるべとしては県内で２番目に古

いものですが、屋外にあるため、管理の面で検討を要すると思われます。 

         最後、妙泉寺の文書は、いずれも文書の写しですが、真里谷武田氏の

衰退とその後状況を明らかにする意味でも重要です。一部久留里城址資

料館に寄託しているとのことで、現在の所蔵を確認するところから実施

する必要があり、若干時間を要するものと思われます。 

 

高崎議長     事務局から提案された資料については以上とのことですが、皆様から

のご意見等ございますか。また、委員から提案すべき別の指定候補があ

りましたら、それも含めて検討いたします。 

 

笹生委員     問題のあるものもいくつか含まれているようで、手古塚古墳も重要だ

と思いますが、その中でも灰釉双耳壺については、報告書も出ていて、

発掘の状況なども分かっていて良いかと思います。 

         木更津にとって、もとの地点が分からなくなっている土地の歴史を伝

えるという意味も含めて重要でないかと思います。 

 

高崎議長     請西地区は遺跡だらけでしたが、現在のどこに貴重な遺跡があったの

か、掲示板や案内板があると、小中学生の勉強にもいいと思います。 



 

古泉委員     『わたしたちの木更津』にも請西の遺跡の写真が載っていて、小学３

年生・４年生が最初の出会いになりますが、やはり何らかの形でここに

ありますよというのがあると、子どもたちの学べる機会が深まると思い

ます。 

 

下室委員     灰釉双耳壺の説明資料に仏教と道教的祭祀の関連が導き出せる良好な

資料とのことですが、もう少し説明してもらえますか。 

 

笹生委員     事務局より私が説明したほうが良さそうなので、私の方から。 

         この時期は道教的要素と仏教的要素が混在することが分かっていて、

近くに小谷遺跡があり瓦塔や瓦が出ていて仏教が入っていることが分か

ります。大山台遺跡でも、古墳から四角いお墓になって、墓域の中に火

葬墓が入っているという背景があります。 

 

御巫委員     金のすずにうかがって勉強させていただいたんですが、素人から見て

も火葬だったんだなって分かる資料で面白いので、灰釉双耳壺を薦めて

いただければと思います。 

 

高崎議長     どれも優品であることから１点に決めるのは困難なようです、事務局

には腹案がありますか。 

 

事務局（課長）  事務局の腹案といたしましては、同じく大畑台遺跡の火葬墓から出土

しました資料２の灰釉双耳壺を第１候補として考えています。 

 

高崎議長     資料２の灰釉双耳壺を第１候補と考えているとの説明がありましたし、

委員の皆さんも灰釉双耳壺を推薦しているので、来年度の調査の候補と

して灰釉双耳壺を選定するということで宜しいですか。 

調査については依頼できる先はございますか。 

 

事務局（課長）  笹生委員に依頼を考えております。 

 

高崎議長     依頼先について事務局から提案がありましたが、皆さん、ご意見はご

ざいますか。 

 

委  員     異議なし（全員賛成） 

 



高崎議長     笹生委員には依頼の件、了承願えますか。 

 

笹生委員     分かりました。 

 

高崎議長     委員の賛同が得られましたので、事務局は、諮問に向けての調整をお

願いします。 

 

事務局（課長）  承知しました。本件につきましては諸々の調整を図り、準備が整い次

第、審議会に諮問します。また、調査経過については審議会へ報告しま

す。 

 

高崎議長     第１号議案については以上といたします。 

引続き議案第２号の審議に移りますが、宜しいでしょうか。第２号議

案はウェブ版「木更津市内指定等文化財マップ」の作成についてとなっ

ております。本議案は前回からの継続審議となっています。本日の協議

内容について事務局の説明を求めます。 

本件は、事務局が素案を作成して審議会が内容の監修することとなっ

ており、皆様にはお忙しい中、各々指摘等を記していただいたかと存じ

ます。文化財マップの完成度をより高められるよう本日はご協力願いま

す。 

過日送付されて来ました訂正リストの中には、審議を要する箇所が数

点ありましたが、先にこれらについての審議をいたします。 

 

御巫委員     「鎌足桜」祖株の説明で、花弁を「はなびら」と読ませていますが、

花びらにするか、かべんとルビをふるか、どちらかに統一した方が良い

と思います。 

中学生以上が対象ならば、どちらかというと、花弁で良いと思います。 

 

高崎議長     事務局の方でルビを多くしたのは、中学・高校生にも読みやすいよう

にということですよね。 

 

事務局（中能）  初校に比べてルビを増やした理由は、委員の方の提案で中学校の授業

で使っていくのであれば、中学１年生が読めるもの以外はルビをふった

ほうが良いのではというご指摘がありまして、学校教育課の国語の先生

にお手伝いを願って、ルビをつけました。 

 

御巫委員     安西家のキササギのところで、秋には…という説明のところを読んで



何をイメージできるか疑問です。中が綿状になったと説明を変えたらよ

いかなと思います。 

 

笹生委員     今回のものはこれで良いかなと思いますが、一般の人向けにホームペ

ージを出すということになると、頭のところに見出し的なキャッチフレ

ーズを入れないと、これから先の説明を読んでもらえないと思います。 

         あるとないとでは、ずいぶん違うと思います。 

 

事務局（中能）  今回はできるだけ速やかに配信すことを目途に考えております。キャ

ッチフレーズについては、委員の皆様のご意見等を参考にしながら、更

新していきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

高崎議長     ほかに何か具体的な意見等ございますか。 

 

事務局（中能）  長楽寺の五輪塔などの石造物を、指定書で彫刻となっているため、表

現を彫刻としましたが、他の市町村を見ると、彫刻であったり、建造物

であったり、石造物であったりさまざまで、種別をここで統一していけ

ばいいのかなと思いますが、いかがですか。 

 

笹生委員     本件は条例において告示行為を伴うものであり、変更するとなると、

それなりの手続きが必要だと思います。 

 

高崎議長     委員の皆さん、これらの写真を見ていかがですか。 

         最初の公開時は、これまでの種別を踏襲して、彫刻とすることで宜し

いでしょうか。 

 

委  員     異議なし（全員賛成） 

 

事務局（中能）  他の審議とした部分については、時代についてもルビをふるようにし

ましたが、それで宜しいですか。 

 

高崎議長     子どもたちに分かりやすくということですよね。 

 

事務局（中能）  また、大都市名や県内市町村名はルビをふらないこととし、地名は小

字名などにふることとしましたが、宜しいですか。 

 

高崎議長     皆さん、宜しいですね。 



委  員     異議なし（全員賛成） 

 

事務局（中能）  以上が、今回審議を必要とした内容です。これで宜しいということで

したら、進めさせていただきたいと思います。 

 

高崎議長     それでは、意見が出尽くしたと思われますので、これ以降の校正につ

いては、事務局一任といたしてはいかがでしょうか。 

         （特に異論等なし） 

     それでは、次に本日事務局で用意したデモ版を確認したいので、事務

局は準備をお願いいたします。 

 

事務局（中能）  （ウェブ版文化財マップのデモ版の説明を実施） 

 

高崎議長     ウェブ版文化財マップの配信につきましては、審議会といたしまして

配信時期を定めませんが、丁寧に校正をして、できるだけ早期に配信し

てください。 

以上をもちまして、議案第２号の審議を終了いたします。本日の報告

事項・付議議案についての審議は、すべて終了いたしました。 

他に、ご発言がないようでしたら、本日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。 

 

事務局（課長）  本日は大変お忙しい中、木更津市の文化財保護行政のため、ご審議を

賜りまして、誠にありがとうございました。 

平成２６年度第１回木更津市文化財保護審議会についてでございます

が、開催期日を７月下旬に予定したいと思います。詳細については改め

て、皆様のご都合をお伺いいたしますのでよろしくお願いします。 

本日はありがとうございました。 

 

平成２６年 ３月２７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 


