
平成２５年度第１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１回木更津市文化財保護審議会 

２ 開催日時  平成２５年７月２９日（月）午後２時３０分～午後４時００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８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、松本主査 

５ 会議内容  議事 議案第１号 

            諮問 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聖観世音菩薩立像について－ 

        報告 報告第１号 

            鎌足桜の開花時における実見結果について 

           報告第２号 

            木更津市指定文化財の現状変更について 

           報告第３号 

            木更津市史編集委員会委員の委嘱（任命）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。 

        木更津市文化財保護審議会の開会に先立ちまして、事務局の定期人事異

動がございましたので、職員の紹介をさせていただきます。 

 

（部長以下、自己紹介） 

 

事務局（総括）  ただ今から平成２５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（総括）  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（総括）  本日の会議次第を説明させていただきます。平成２４年１０月２３日

に市内茅野の善雄寺から市指定文化財としての指定要望がございました

「聖観世音菩薩立像」について、議案第１号で「木更津市指定文化財の

指定について」といたしまして諮問させていただきます。 

本件につきましては、昨年度当初からの懸案事項であり、前回の審議

会において継続調査ということになっております。今回、事務局におい

て、これまでの調査結果と協力委員のご意見をまとめた報告書を作成し

ました。 

次に、報告事項といたしまして３件を上程しております。ご審議の程

よろしくお願いします。 

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おりますので、高崎会長に議事進行をお願

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。 

それでは、議案第１号は「木更津市指定文化財の指定について」の諮

問となっています。諮問内容について事務局の説明を求めます。 

 

事務局（課長）  議案第１号「木更津市指定文化財の指定について」を木更津市文化財

保護条例第４条第３項の規定に基づき木更津市教育委員会から木更津市

文化財保護審議会へ諮問させていただきたいと存じます。 

 

（諮問書を教育長から高崎会長へ渡す） 

 

高崎議長     ただ今教育委員会から諮問がありました、平成２５年７月２９日付け



木教文第１７１号「木更津市指定文化財の指定について」を審議いたし

ます。事務局からの説明を求めます。 

 

事務局（課長）  文化財の新たなる指定をお諮りいたしますのは、資料名は「聖観世音

菩薩立像」で、員数は１躯、種別は有形文化財（歴史資料）で、所在地

は木更津市茅野６８３－１宗教法人善雄寺、所有者は善雄寺代表役員五

十嵐本照氏です。諮問理由につきましては、別紙『木更津市文化財新指

定調査報告書』のとおりです。 

         詳細につきましては担当が説明します。 

 

事務局（副主幹） 昨年度からの持ち越し案件で、４月２２日博物館において下室・笹生

両委員に当該資料を実見調査していただき、今回の調査報告書を両委員

のご指導のもと、木更津市教育委員会が作成いたしました。 

製作者は左袖部の銘から矢那の鋳物師大工平賀内蔵助とみられ、制作

年は慶長１７年（１６１２年）卯月８日です。材質については申請当初

「鉄製の仏像」とのことでしたが、大同大学青山正治教授が平成２５年

３月２５日に実施した分析結果から銅を主成分とした合金であることが

判っております。当該資料の来歴ですが、木更津市根岸にありました「日

高寺」に旧蔵されていましたが、昭和４０年に「善雄寺」に法人合併し、

翌４１年に日高寺本堂を取り壊した際に、ほかの寺宝とともに本尊であ

った当該資料が善雄寺に移転されて現在に至っています。 

刻記された銘文につきまして、若干の疑問が生じたことから検証をい

たしましたが、まずここに登場する「大野五郎右衛門」は、鎌倉期から

近世において当地域を中心に活躍した鋳物師の棟梁であった家系の人物

とみられ、大野家の資料によりますと１５世から４９世まで「五郎右衛

門」「五郎左衛門」の名を概ね交互に世襲されていますが、「大野五郎右

衛門」の名称は中世資料まで遡ることができず、当該資料が「大野五郎

右衛門」の存在が明らかとなる最古の資料といえます。「大野五郎右衛門」

と「平賀内蔵助」が併記されていて、一見すると両名で共作したものと

みられますが、制作時の大野家当主は３７世「大野五郎左衛門藤原重光」

で、「五郎右衛門」を襲名していないことが判っており、「大野五郎右衛

門」との共作とは考えづらいと思われ、師匠への敬意の表れとして師匠

の名を併記した可能性が高いのではと考えております。 

また、銘の数か所に誤謬もしくは簡略化したためか、明らかな誤りや

疑問に残る点を確認することができます。たとえば、「大野五郎右衛門」

の銘ですが、「衛」の字が欠落しており、「大野五郎右門」と刻まれてい



ますし、慶長１７年壬亥卯月８日と銘にありますが、慶長１７年の干支

は「壬子」であり「壬亥」という干支は存在しないという誤りを指摘で

きます。 

右袖に「別当光金寺」とありますが、合致する寺号をもつ寺院は近郷

近在においては確認できず、日高寺から４００ｍの所に存在する「光厳

寺（こうごんじ）」と記すべき寺号を音が似ている「黄金（おうごん）」

の「金」をあてて「厳」の文字を省略して刻記したのではと思える点や、

文字が粗暴で精緻さに欠け配列等の文字の割付に乱れがあることから、

「大野五郎右門」の銘が後の追刻ではないか疑問が残りますが、誤りや

簡略化は文字資料や金石文資料でたびたび存在し、これらをもって資料

全ての信憑性が否定されるものではなく、むしろ資料全体の内容を鑑み

て評価すべきだと考えられます。 

先の寺号につきましては、日高寺跡地に隣接する共同墓地にある累代

住持職関連者墓石群の中の無縫塔の銘から、光厳寺の隠居僧慶祐が日高

寺の開山住職であったことが確認でき、日高寺と光厳寺が極めて密接な

関係であったことを窺い知ることができることや、僧慶祐の没年寛永１

６年（１６３９年）は当該資料の制作年に比較的近い年代であることか

ら、開山にあたり光厳寺を別当としていたためその旨を併記しようとし

たとすれば、状況的には合致するものと思われます。 

銘の信憑性ですが、報告書の作成にあたり、下室・笹生両委員に慎重

に実見していただいた結果、銘が施された時期は不明であるが、「西上総

国望東郡畔蒜荘」という表記は中世的な表現であること、銘の割付や配

置については疑問が残るものの、刻記された銘の形状から、全ての銘は

一時期に刻記されているものとの実見結果を受けております。 

以上が、当該資料の調査結果概要であります。 

 

高崎議長     ありがとうございました。 

ただ今事務局から説明がありましたが、実見調査にご協力いただきま

した、下室委員・笹生委員から報告書および事務局の説明について補足

等がございましたら、ご発言願います。 

 

下室委員     事務局の説明でいくつか推測というところがありますが、昨年１０月

１９日、今年４月２２日と仏像を拝見しまして、銘の刻され方もつくり

も稚拙と感じられるものの、永楽銭の半溶解してあったり、村人の信仰

が感じられます。光厳寺の厳は画数が多いので誤記しても仕様がなく、

「大野五郎右衛門」の初出の資料として価値があり、有形文化財の彫刻



としてではなくて、歴史資料として指定することには賛成です。 

 

笹生委員     ４月２２日に仏像を拝見させていただいた時に気になったのは、タガ

ネで掘り込んだ文字に追刻された痕跡がないかということで確認させて

もらいましたが、１回で書かれている可能性が高いと思います。「西上総

国望東郡畔蒜荘」とは鎌倉時代の資料にも出てくるように、中世荘園体

制の影響を受けた段階の表現で悪くないだろうと考えています。「大野五

郎右衛門」の位置づけが少し気になるところですが、大野家の流れを受

けた平賀内蔵助が作ったことが推測でき、大野家資料の初出として価値

があって、歴史資料として指定は宜しいかと考えています。 

 

高崎議長     ありがとうございました。 

事務局による調査結果と両委員のご意見を踏まえまして、本議案につ

いて具体的な協議に移らさせていただきます。善雄寺所蔵「聖観世音菩

薩立像」を市指定文化財に指定することの可否について、ご意見・ご質

問等忌憚のないご発言をお願いします。 

 

事務局（副主幹） 若干の補足と今後の取扱いについて、お話させていただきます。 

名称につきましては、当初鉄仏で珍しいとして取り上げた経緯があり

ますが、分析の結果銅の合金と判明しましたので、事務局では今後「銅

造聖観世音菩薩立像」が適切だと考えております。五十嵐氏に確認した

ところ「銅造聖観世音菩薩立像」とつけていただいて結構、名称につき

ましては文化財保護審議会に一任とのことです。 

 

高崎議長     私から質問させていただきますが、「光厳寺」の「厳」を「金」に誤記

したのは、意識的な誤記で、画数が多く掘りにくいからでよろしいです

か。 

 

下室委員     私の推測ですが、稚拙な感じはあるものの、それで良いと思います。 

 

高崎議長     「大野五郎右衛門」の「衛」を抜かすことは、普通ありうることです

か。 

 

笹生委員     「大野五郎右衛門」の「衛」を「エ」ともせずに抜かれていることは、

あまり考えられないことで疑問となっていましたが、全く別の資料であ

る寛永１６年の無縫塔とも合わせて、資料批判的な意味でも裏が取れる



のかなと考えられ、石塔を見つけてもらったのは大きいと思います。 

 

古泉委員     全体的な流れは良いと思うのですが、慶長１７年に存在しない干支が

出てくる、そんな間違いはけっこうありますか。 

 

笹生委員     ないことはないとしか言いようがなく、ずっと気になっていて追刻も

あると考えてきましたが、限られた資料をどう判断するかで、仏像だけ

を見ていると堂々巡りになってしまうと思います。 

 

古泉委員     全体的にこんなのが出たということで、総合的に判断するということ

ですね。 

 

高崎議長     歴史資料としての価値が認められるというニュアンスが強くなってき

ましたが、そろそろ共通認識がとれているということで、議案について

「銅造聖観世音菩薩立像」という名称で、指定文化財に指定することに

ついてお諮りしたいと思います。 

    それでは、議案第１号についての採決に入ります。 

お諮りいたします。議案第１号「木更津市指定文化財の指定について」、

善雄寺所蔵の聖観世音菩薩立像を市指定文化財に指定することに賛成の

方は挙手をお願いします。 

 

（挙手全員） 

 

高崎議長     挙手全員です。よって本案は可決されました。 

指定することについてのご了解はいただきましたが、答申書の作成に

ついていかが取り扱いますか。 

 

事務局（課長）  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。なお、答申書（案）の作成にあたり、名称に

「銅造」をつけた答申名で作成させていただきたいと存じます。 

 

高崎議長     事務局からしばらくの間時間をいただけば答申書（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すか。 

 

（異議なし） 

 



高崎議長     暫時休憩をとり、答申書（案）が作成でき次第、協議を再開します。

事務局は答申書（案）の作成をお願いします。 

 

（答申書（案）を全委員に配布） 

 

高崎議長     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

務局は配布した答申書（案）内容の読み上げを願います。 

 

事務局（課長）  （答申書（案）を読み上げ） 

 

高崎議長     お諮りいたします。ただ今事務局から読み上げられた答申書（案）に

賛成の方は挙手願います。 

 

（挙手全員） 

 

高崎議長     挙手全員です。よって本答申書（案）から（案）を削除し、正式に教

育長へ答申することといたします。正式な答申書を作成していただく間、

再度休憩とします。 

 

（議長から教育長へ答申） 

 

高崎議長     今後の事務手続きにつきまして、事務局から説明願います。 

 

事務局（課長）  当該案件について、今後の事務手続きについて説明申し上げます。教

育委員会会議に議案として提出させていただき、直近の場合は８月２０

日の教育委員会会議定例会の承認を受けて、正式に木更津市指定文化財

に指定されることとなります。その後、指定について市の広報等で周知

するとともに、文化財保護法第 182 条の規定に基づき文化庁長官へ報告

いたします。指定書の交付につきましては交付式の実施を予定しており

ます。以上が今後の手続きの概要となります。 

 

高崎議長     それでは、議案第１号「木更津市指定文化財の指定について」に関す

る審議はこれで終了させていただきます。 

続きまして、報告として３件の事項があるようです。事務局から説明

を求めます。 

 



事務局（課長）  報告第１号「鎌足桜の開花時における実見結果について」につきまし

ては、４月１２日実見していただきました御巫委員にご報告を願いたい

と存じます。また、報告第２号・第３号については、事務局から報告い

たします。 

 

御巫委員     ４月１２日に事務局に案内していただき、鎌足桜の育苗の畑の５０株

ぐらいを観察させていただきましたが、高さが１ｍ半から２ｍとよく育

っていました。早く大きくなった数株がつぼみをつけていましたが、花

の二段咲きが特徴であるのに、まだ若いため、あと３年ぐらいたって力

がつかないと判断は難しいかなというのが今回の結論です。日当たりが

悪い祖株は、上に伸びている方はちゃんと咲いていましたが、下の方は

若木と同じように一段目しか咲いていないような状態で、やはり栄養状

態と生育環境によって花がちゃんと咲かないということは、祖株の方で

も確認できました。畑の方は日当たりが良いので、あと３年ぐらいすれ

ば見られるのかなというのが今回の結論です。 

 

高崎議長     ありがとうございました。ただ今の報告について、ご質問はございま

せんか。 

 

高崎議長     ご質問等がないようでしたら、次に報告第２号について事務局から説

明願います。 

 

事務局（課長）  報告第２号「木更津市指定文化財の現状変更について」ですが、木更

津市曽根の釋蔵寺の本堂改修工事に伴い、指定文化財である釈迦如来坐

像について現状変更の必要が生じた旨の申請がありましたので、ご報告

申し上げます。 

なお、詳細につきましては担当が説明をいたします。 

 

事務局（副主幹） 平成２５年７月１６日付けで、釋蔵寺の住職、代表役員の宮田さんか

ら、大震災に伴う本堂の壁が崩れてきたりして、今後の耐震に責任が持

てないので、檀家の集まりで本堂の改修と耐震工事をしたいということ

になりました。９月２６日着工予定で、肩の部分と膝の部分で外せるよ

うになっていて、専門業者に境内の集会所へ移動をさせ、工事終了後ま

た運び戻すことを考えています。専門業者は指定時に解体を担当した長

南文化財修復室です。 

 



高崎議長     ありがとうございました。ただ今の報告について、ご質問はございま

せんか。 

 

笹生委員     仮保管場所の温湿度はどうですか。 

 

事務局（副主幹） 今の場所と変わらないです。 

 

高崎議長     ほかにございませんか。なければ、次に報告第３号について事務局か

ら説明願います。 

 

事務局（課長）  報告第３号「木更津市史編集委員会委員の委嘱（任命）について」で

すが、今後も木更津市史本編編集を進めて行くため、平成２５年７月１

日に木更津市史編集委員会委員の委嘱、任命を行いました。委嘱した委

員の皆様には昨年度刊行された『図説 木更津のあゆみ』についての評

価検証および新しい『木更津市史』編集にかかる道筋をつけるために、

基本方針等の策定について十分に協議をしていただき、本編の編集刊行

につなげて行きたいと考えております。詳細につきましては担当が説明

します。 

 

事務局（総括）  委員は任期２年で、市内外有識者８名・市職員２名からなっています。

椙山・金子・實形・三浦の各委員には、引き続き委員を受けていただき、

ほかの方は新しく委員として委嘱した方々です。金子委員に委員長をお

願いし、三浦・成田両委員に副委員長をお願いしました。 

         また第１回委員会では、市史編集事業の報告と『図説 木更津のあゆ

み』の評価ということで、市内公立中学校の社会科と理科の先生に内容

についてのアンケート調査をしており、その結果報告、３月３１日現在

の売上げ状況の報告等をさせていただいております。 

 

高崎議長     中学校のアンケートの内容について、ある程度分かるようでしたら教

えてくれませんか。 

 

事務局（総括）  市内公立１３校を対象に行っております。内容につきましては、『図説 

木更津のあゆみ』を中学生が理解できるような内容ということで製作し

ましたが、その出来具合はどうであったか。副教材としてもふさわしい

ものであったかどうか。新しい木更津市史を編集するにあたってどうい

ったものを作ればよいか。学校でも『図説 木更津のあゆみ』に関係す



る講師派遣を希望するかどうか。図書室に生徒貸し出し用の図書として

必要かどうかといったことを聞きました。 

         アンケート結果としては、非常に分かりやすい、副教材としてふさわ

しいとか、写真や資料を多く使っていたり漢字にルビをふっていて大変

わかりやすい、地元について学ぶ資料として利用できるといった意見を

いただいております。 

 

高崎議長     ありがとうございました。ただ今の報告について、ご質問はほかにご

ざいませんか。 

         ほかにないようでしたら、本日の報告事項については以上でしょうか。 

 

事務局（課長）  本日の報告事項は以上です。 

 

高崎議長     その他、委員からのご意見ご発言はございませんか。 

ほかに、ご発言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を

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。それでは以上をもち

まして平成２５年度第１回木更津市文化財保護審議会を閉会します。 

次回の第２回につきましては、１１月に予定したいと存じます。詳細

につきましては、改めてご都合をお伺いしたいと思いますので、よろし

くお願いします。 

本日は、お疲れさまでした。 

 

 

平成２５年 ７月２９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 


