
平成２６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２６年度第２回木更津市文化財保護審議会 

２ 開催日時  平成２６年１１月６日（木）午後３時１０分～午後５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）、古泉忠之委員（副会長）、笹生衛委員、 

御巫由紀委員、多田信子委員 

        教育委員会事務局 出席８名 

         初谷幹夫教育長、鹿間和久教育部長、齋藤良二教育部次長、 

今関章文化課長、中能隆副主幹（文化財担当総括） 

小高幸男副主幹（文化芸術振興担当総括）、酒巻忠史副主幹 

松本勝主査 

５ 会議内容   

議案第１号 選  挙  会長・副会長の選出について 

議案第２号 木更津市指定文化財の指定について（諮問） 

－木更津市大畑台遺跡出土灰釉双耳壺の指定について－ 

報告事項① 文化庁「重要考古資料に関する懇談会」における千葉県所

管の情報交換資料への推薦ついて 

              ②  上総金鈴塚古墳出土品（重要文化財）の韓国国立公州博物

館への貸与について 

        ③  指定文化財に係る説明板の改修について 

④ 台風１８号による文化財への被害について 

６ 公開・非公開の別  公開 

７ 傍 聴 人  なし 

８ 議事進行 

 

今関文化課長  平成２６年度第２回文化財保護審議会の開催に際し、本日の会議につい

て報告させていただきます。 

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、本会議は成立している事をご報告いたします。 

また、「木更津市審議会等の会議の公開に関する条例」により本日の審議

会の議事等は公開で行う旨を併せてご報告いたします。 

なお、議事録作成のため会議の内容を録音させていただきますことをご 



了承願います。 

次に資料の確認をお願いいたします。 

        本日の会議内容についてご説明申し上げます前に、お手元の資料にござ

いますとおり、はじめに会長・副会長の選任について議事を進めさせてい

ただきます。 

本審議会は木更津市文化財保護条例第 19条第１項及び同条第２項により

審議会に会長及び副会長を置き、会長及び副会長は委員の互選により決定

することになっております。 

最初に会長及び副会長の互選についてお願いいたしまして、当該役員の

選出後に改めて新会長に議事進行をお願いいたします。従いまして、本来

ならば木更津市文化財保護条例の規定により会務は会長が総理することと

規定しておりますが、会長が選出されるまでの間、慣例により鹿間教育部

長に仮議長として議案第１号の議事の進行をお願い致したいと存じますが、

ご賛同いただけますでしょうか。 

ご賛同いただける委員は挙手をお願いいたします。（満場一致で賛成） 

委員の皆様のご賛同を確認いたしましたので、鹿間教育部長には議案第１ 

号について仮議長をお願いいたします。 

鹿間教育部長  承知しました。 

議案第１号は会長、副会長の選任についてとなっております。 

会長・副会長が選出されるまでの間、暫時議事進行を務めさせていただ

きますのでご協力お願いいたします。 

本日ご出席の委員の皆様方には、快く木更津市文化財保護審議会委員を

受嘱していただきまして、改めてお礼申し上げます。 

今期の委嘱においては、再任の委員が４名、新任の委員が１名で、計５

名の委員の方で新たにスタートすることになりました。本日はじめて顔を

合わす方もおられると思いますので、議事に入る前に自己紹介を簡単にお

願いいたします。（委員自己紹介） 

それでは議事に移ります。 

先程、事務局から説明がありましたように、本審議会におきましては木

更津市文化財保護条例第 19条第２項の規程により「会長及び副会長は委員

の互選により決定する。」こととなっておりますので、委員の中から会長及

び副会長を選出していただきたいのですが、ご協議をお願いいたします。 

自薦・他薦にかかわらず発言があればよろしくお願いいたします。 

笹生委員    正副会長について事務局に腹案がございましたらお伺いいたしたいと思

いますが如何でしょうか。 

鹿間教育部長  只今、笹生委員から事務局に腹案があればとのお声がありましたが、事

務局の腹案をお聴きしてよろしいでしょうか。 



今関文化課長  事務局といたしましても、新任の委員の方の異存がなければ、これまで

の経緯を承知している再任の委員の中からお願いできればと考えておりま

して、会長には前会長であり４期目の高崎委員、副会長には地元の地域史

に精通し、また幅広く本市の文化財保護行政を発信するうえでのご教示に

期待するところが大きいという考えで、２期目の古泉委員にお願いできれ

ばと考えておりますが如何でございましょうか。 

鹿間教育部長  確認させていただきます。 

事務局の方から会長に高崎委員、副会長には古泉委員との提案が只今ご

ざいました。このご両名に会長、副会長をお願いすることにつきまして委

員の皆様に確認させていただきますが如何でしょうか。 

委員                 《異議なし》 

高崎委員    一言だけ申し上げます。 

        自分が適任かどうかは疑問がございますが、他の委員の皆さんと事務局

の皆さんが支えて下されば、お引き受けいたしますのでよろしくお願いい

たします。 

鹿間教育部長  ただいま高崎委員からの話がございましたが、全会一致で異議なしと言

うことで最終確認させていただきます。 

互選により会長に高崎委員、副会長に古泉委員が選出されましたことを

確認いたします。 

今後の会務は、木更津市文化財保護条例第 19条第３項の規程により「会

長は、審議会を代表し、その会務を総理する。」こととなっておりますので

新会長の高崎委員にお願いするものとし、私は仮議長の任を退きます。 

ご協力ありがとうございました。 

高崎会長                新会長挨拶 

それでは、会議次第により議事を進行させていただきます。 

改めて、事務局に本日の次第の説明を求めます。 

今関文化課長  議案第２号といたしましては、木更津市指定文化財の指定について、予

ねてから協議を重ねてまいりました案件について、教育委員会から諮問事

項がございますので、諮問書を提出させていただきます。 

報告事項といたしましては、千葉県教育庁文化財課から標記の件につき

まして過日連絡が参りました旨。 

金鈴塚古墳出土遺物の一部を韓国国立公州博物館に貸与をした旨。 

また、予ねて協議をいたしました指定文化財に係る説明板の改修の進捗

状況についてと先般通過いたしました台風 18号による被害報告の４点につ

いて報告申し上げます。 

高崎会長    それでは、議案第２号ということで示されておりますが、「木更津市指定

文化財の指定について」の議事を進めるものといたしますが、これまでの



経緯について説明を求めます。 

今関文化課長  本件につきましては、平成２５年度から本市指定文化財の新指定候補と

してご協議いただき、本年度第１回目の審議会において実見していただき

ました「木更津市大畑台遺跡出土の灰釉双耳壺(かいゆうそうじこ)」を新た

に木更津市の指定文化財に指定すべく、木更津市文化財保護条例第４条第

３項の規定に基づきまして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。 

教育長から諮問書を木更津市文化財保護審議会長の方へお渡しいたしま

すのでよろしくお願いいたします。 

初谷教育長  【諮問書読み上げ】 

高崎会長   【諮問書受領】 

        只今、教育委員会から諮問がありました平成２６年１１月６日付け木教文

第３９３号「木更津市指定文化財の指定について」（諮問）について、審議

いたします。 

事前に委員各位に本件について資料概要が届けられていると存じますが、

改めて事務局からの説明を求めます。 

事務局（今関文化課長・松本主査）      【概要説明】・・・資料参照 

高崎会長    只今、事務局から本件について説明がありましたが、概要および事務局

の説明について補足等ございましたらご発言願います。 

笹生委員    予てより審議会と事務局から指定に伴う適否について、意見を求められ

ておりますので詳細については書かせて頂こうと考えておりますが、この

資料は「物」として非常に珍しいし、全国的に見ても非常に貴重な資料で

あるという一面があるわけですが、それが木更津市請西の一番奥の烏田川

との分水嶺近くから出土しているということが非常に重要です。 

これだけ高級な品がなぜ山の中から出土したかという点も評価する必要

があると考えており、木更津の古代における位置づけと木更津においての

請西の位置づけを雄弁に語る資料であるのではないのかと思っております。 

先ず、「物」としては高級なもので一般の人々の手に入るものでは無いと

思われますので、それなりの立場の人間「郡司層」もしくはそれに準ずる

ような人々が関わっているとも思われます。 

また、当時としては最新の葬法である「火葬墓」を海性の貝を使用して

山の一番奥に造営しており、墓域についても方墳に準ずるような形のもの

の時代である７世紀ぐらいから９世紀の初頭もしくは前半まで繋がる古く

からの墓域の中に造られ、隣接地からは瓦塔もまとまって出土しているこ

とを考えると、谷沿いの一番奥まった場所が、この地域における信仰面も

しくは死者を送る場所として機能していると思われ、これらの谷を少し下

った場所に大きな集落の存在が想定されることから、古代の木更津におけ



る精神的な世界観を考えるうえでも大変重要な資料といえます。 

従いまして、答申書類をまとめるうえで、先ず「物」として重要である

とともに古代の木更津の世界観・地域観を考えるうえでも非常に重要な資

料として位置付けてみたいと考えております。 

高崎会長    ありがとうございました。 

今のお話でだいぶ中身が見えてきたと思えます。また本件につきまして

は、これまで委員の皆様方には数回にわたり熱心に協議していただくと共

に実見をし、歴史的背景を含む資料の詳細については、概ねの共通認識が

構築できたと思われます。 

事務局による調査結果と笹生委員のご発言を踏まえまして、本議案につ

いて具体的な協議に移らせていただきます。 

木更津市大畑台遺跡出土の「灰釉双耳壺」（かいゆうそうじこ）を市指定

文化財に指定することの適否について絞ってご発言をお願いします。 

古泉副会長   事務局と笹生委員の説明の中にあったように、愛知県の猿投窯で焼かれ

た高級陶器が日本全国に伝播していく過程で、木更津の請西に伝わってい

ることは非常に驚いているとともに、意義があることであろうと思ってお

ります。 

また、それを市民や子供たちが認識していくことは大変価値が高く意義

があることであると考えます。 

高崎会長    ご意見ありがとうございました。 

        委員の皆様にはその他ご意見等ございませんか。 

質疑終局と認め、議案第２号についての採決に入ります。 

お諮りいたします。 

議案第２号「木更津市指定文化財の指定について」当該「灰釉双耳壺」

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。 

委員                （挙手全員） 

高崎会長    全会一致と認めます。 

よって本案は可決されました。 

指定することについてご了解をいただきましたが、答申に係る今後の事

務について如何取り扱いますか。 

事務局の考えがあれば聞かせてください。 

今関文化課長  今後の答申に係る事務についてご説明申し上げます。 

本審議会からの教育委員会への答申につきましては、次回の審議会にお

いて答申頂くことを考えております。 

答申書の作成につきましては、只今の審議内容を踏まえて、笹生委員に

概要および指定文化財としての適否についての内容等を検討していただき、 

事務局が協力して次回の審議会までに各委員へ答申書（案）を作成し送付



いたしたいと存じます。 

その後、次回の審議会において答申書（案）の内容について、ご審議を

いただき、採決後に正式な答申書を以ってあらためて答申いただく流れと

なる旨を了承願います。 

高崎会長    事務局から答申に係る今後の事務についての説明が有りましたが、その

旨を了承いただけますでしょうか。 

委員                （異議なし） 

高崎会長    笹生委員には、お手数ですがよろしくお願いします。 

事務局には、委員に協力し次回「答申」までの事務を遺漏なく遂行して

ください。 

それでは、議案第２号「木更津市指定文化財の指定について」に関する

審議を終了させていただきます。 

以上で今回上程された付議議案の審議は終了となります。 

続きまして、報告として４件の事項があるようです。 

事務局からの説明を求めます。 

今関文化課長  報告①といたしまして、文化庁「重要考古資料に関する懇談会」におけ

る千葉県所管の情報交換資料への推薦ついて、千葉県教育庁文化財課から

連絡があった旨の報告となります。 

報告②といたしまして、上総金鈴塚古墳出土品（重要文化財）の韓国国

立公州博物館への貸与に至る経緯についての報告となります。 

報告③といたしまして、指定文化財に係る説明板の改修について、金鈴

塚古墳と須賀神社本殿に設置している説明板の劣化に伴う改修についての

報告となります。 

報告④といたしまして、１０月５日に本市を通過いたしました台風１８

号によって、指定文化財である「鎌足桜」祖株が被災しました。これらの

状況等についての報告の以上４件でございます。 

なお、報告事項の概要については担当の中能からご説明申し上げます。 

事務局（中能）       【概要説明】・・・資料参照 

高崎会長    ありがとうございました。 

只今の報告４件について、何かご質問等はございませんか。 

ご質問等ございましたら、①から順にご発言を願います。 

笹生委員    報告①の文化庁「重要考古資料に関する懇談会」については、私も過去

に出席したことがありまして、これは国指定物件に推挙するための資料候

補集めとして文化庁が主催しているもので、行く行くは国指定の候補にし

ようと千葉県が意識している資料であると思われ、木更津市としても今後

バックアップをしていければ良いと考えます。特に千束台の祭祀遺構出土

の遺物については、私にしても非常に興味深い資料ですので、何かお手伝



いができたらと思っています。 

高崎会長    他にございませんか。 

        私からですが、金鈴塚古墳出土遺物については、これらの対象とはなら

ないのでしょうか。 

事務局（中能） 金鈴塚古墳出土遺物については、既に国指定の重要文化財となっており

ますため対象にはなっておりません。 

高崎会長    解りました。 

それでは、報告②については如何でしょうか。 

        私ばかりで恐縮ですが、金鈴塚古墳からは他にも銅鋺が出土していたと

思われますが、この１点が相手側からオファーがあったということですか。 

今関文化課長  この１点を指定で借用したいとのことでした。 

事務局（中能） ４月に相手側が資料調査に訪れ、借用品を決定したとの経緯があるよう

です。 

高崎会長    解りました。 

それでは、報告③については如何でしょうか。 

笹生委員    最近の調査成果を踏まえ、それを反映した説明となっていますのでよろ

しいかと思います。 

高崎会長    金鈴塚古墳の場合、小中学校の資料としても頻繁に使われるかと思いま

すが、ルビも振っているので読めると思いますが如何でしょうか。 

古泉副会長   このようにルビが振っていれば、小学校の児童も読めるかと思います。 

        これらの説明板は、どちらも同じような仕上がりとなるのでしょうか。 

事務局（中能） いずれも同じ仕上げとなります。 

古泉副会長   これらの耐用年数についてお判りであれば伺いたい。 

事務局（中能） １０年から１５年と聞いておりますが、設置場所の状況や手入れの状況

によって変わると思われます。 

高崎会長    須賀神社本殿の方は如何でしょうか。 

        ルビは振っていますが専門用語が多いので意味が判るのかとも思います。 

笹生委員    確かに専門用語が多いと思われるが、どこまで平易にするかが非常に難

しいとも思います。 

事務局（中能） 今回はルビについては全てに振りました。 

        委員がおっしゃるように、小中学生には文字は読めるが意味が判らない

といったことは考えられますが、内容については『図説木更津市のあゆみ』

およびウェブ版文化財マップ程度と心がけております。 

        対象が小中学生のみとは考えておらず、平易にしすぎるのも説明に要す

る文章が長くなることにより、必要な部分が表現できずに説明自体がぼや

けてしまうとも考えられたためこのような文章となりました。 

笹生委員    県の指定物件でもありますので、事務局としても非常に悩ましいとも思



いますが、県の担当課とも相談して構成等を工夫していただきたい。 

高崎会長    ただいまの意見を踏まえまして、事務局には大変だと思いますがよろし

くお願いいたします。 

        それでは、報告④については如何でしょうか。 

御巫委員    その他の樹等についてはどうでしょうか。 

事務局（中能） 洞や虫食い等が顕著に見られたため、防虫剤による処置はいたしました。

但し、大きな暴風等があった場合には何があってもおかしくない状況のも

のも一部ありますが、多くのものは現在のところ安心しております。 

        しかしながら、これ以上の処置については現在のところ方策がありませ

んので教えていただきたい。 

御巫委員    支えをすれば良いかとも考えが浮かびましたが、暴風に晒された場合、

むしろ周りの他の樹等に被害が及ぶので難しいのかとも思いました。 

高崎会長    台風等が生じた場合、事務局としては毎回見に行ってるのですか。 

事務局（中能） 市内の指定文化財等については、毎回パトロールを実施して被害状況等

を確認に巡回しております。 

        今回は被害があったための報告をいたしましたが、ご承知のとおり天然

記念物は生物なので、枝等が伸びたりした場合に適宜手入れをしなければ、

枝等が伸び放題の状態になってしまい、「鎌足桜」祖株については平成１６

年度に移植して以来、清掃以外の手入れをしてない状況です。 

担当としては、手入れを施すべきかとも考えてはおりますが、どこまで

が日常管理でどこからが現状変更なのかの境が不明なのですが、どのよう

に考えればよいのかご教示願いたい。 

御巫委員    樹種にもよると思いますが、剪定が必要でない種や必要な種があると思

います。 

今関文化課長  ご覧の資料のとおり、蘖（ひこばえ）がかなり多く繁っておりまして、

これは除去すべきものではないかと考えておりますが、祖株の本体自体が

恐らくもっと太い樹の派生の蘖であったとも考えられることから残してい

る状況です。 

御巫委員    余り詳しくは言えませんが、細いものまで残す必要はなく、蘖の中でも

「見所のあるもの」を残していけばよろしいのかと思います。 

        また、切ることで生きるとも考えられますので、不要なものについては

切ってしまっても良いと思います。 

高崎会長    この件については、これ以上の意見がないと思われますが如何ですか。 

御巫委員    当面は現状で考えるしかないと思われます。 

事務局（中能） 県の指定文化財班とも協議して検討いたします。 

高崎会長    その他といたしまして、委員からのご意見等のご発言はございませんか。 

古泉副会長   話が戻ってしまいますが、百済文化祭へ貸し出した金鈴塚古墳の銅鋺に



ついてですが、韓国から借用したいと話があったのは判りましたが、何故

に金鈴塚古墳の遺物であったのか、韓国では金鈴塚古墳をどのように評価

しているのか判れば伺いたい。 

笹生委員    私の方からお答えしてよろしいですか。 

        武寧王陵を中心にと展示目的にあり、この王は日本と非常に関わりの深

い百済の王様で、その墓から出土している品と非常に類似している物が６

世紀の後半頃に日本にも入ってきているので集めてみたということでしょ

う。東国の上総（かずさ）や上野（こうずけ）にダイレクトに入ってきて

いるということを評価していると思われます。 

        そのように考えると、太田山公園にそびえるヤマトタケルは伊達じゃな

いということになると思います。 

高崎会長    古泉委員如何でしょうか。 

古泉副会長   判りました。 

高崎会長    本日初めてですが、多田委員は如何でしょうか。 

多田委員    私からは二点です。情報をお持ちでしたら教えてください。 

        百済文化祭の計画書の２の５の関連事業の体験プログラムとはどのよう

なものでしょうか。 

        もう一点は、須賀神社の説明板についてですが、説明板にある写真の本

殿は普段に見学できるものなのか。 

        この二点について判れば教えてください。 

高崎会長    事務局で判っていればお答えください。 

事務局（中能） 体験プログラムについての詳細については把握しておりませんので、後

日博物館に聴いたうえでお伝えしたいと思います。 

        須賀神社本殿については、資料にありますとおり覆堂（ふくどう）とい

う覆い屋内にあることから、普段は全貌を見ることはできず、覆堂の窓か

ら覗き見る程度は可能です。例祭時は開放されているとのことです。 

多田委員    須賀神社本殿の説明板については専門用語等の説明を図で表すことで、

覗き見たときに何を見ればよいのかが判って良いとも思いましたが、これ

については所有者や地元の方の理解が必要なので難しいとも思われます。 

笹生委員    そういったものも必要かと思いますが、説明板においてはスペースの限

界があるので難しいと思います。むしろ、文化課のホームページや文化財

マップの中で、歴史手帳の中に載せられているような図面等を作成して、

鑑賞のポイントをお知らせするようにして、「用語についてはホームページ

をご覧下さい」等の説明をした方が現実的かなと思います。 

事務局（中能） 文言・用語については、スペース等の問題を考えながら、県の指定文化

財班とも協議して検討いたします。 

高崎会長    多田委員、事務局の回答でよろしいでしょうか。 



多田委員    はい、ありがとうございました。 

高崎会長    他にご発言はございませんか。 

この機会に聴いておきたい事項がございましたらお願いします。 

他にご発言がないようでしたら、質疑終局と認め、報告事項４件につい

て質疑および本日の審議を終了します。 

本日の文化財保護審議会、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。 

今関文化課長  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３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３月下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、皆様のご都合をお伺いいたしますのでよろしく

お願いいたします。 

本日はありがとうございました。 

 

平成２６年１１月 ６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 


