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１ 会 議 名  平成２７年度第１回木更津市文化財保護審議会 

２ 開催日時  平成２７年７月３０日（木）午後３時３０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１０名 

         髙澤茂夫教育長、鹿間和久教育部長、齊藤良二教育部次長・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、安藤道由副主幹、松本勝主査 

５ 会議内容   

議案第１号 木更津市立金田小学校旧校舎の国の登録有形文化財（建造

物）化への可能性について 

報告事項  ①木更津市指定文化財の指定について 

６ 公開・非公開の別  公開 

７ 傍 聴 人  なし 

８ 議事進行 

 

中能副主幹  ただいまから、平成 27年度第１回文化財保護審議会を開催いたします。開

催にあたり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いますが、傍聴人はいない旨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。 

それでは次第に従いまして、初めに高崎会長からご挨拶をお願いします。 

【高崎会長挨拶】 

続きまして、髙澤教育長からご挨拶をお願いします。 

 

【髙澤教育長挨拶】 



中能副主幹   ありがとうございました。それでは、木更津市文化財保護条例第 19条第

３項の規程によりまして、「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、議長を高崎会長にお願いいたします。 

高崎会長    それでは、議長を務めさせていただきますので、よろしくご協力をお願

いします。平成２７年度第１回木更津市文化財保護審議会の議事ですが、

本日の議案等についての説明を事務局にお願いします。 

今関文化課長  はい、本日議案としては１件、報告といたしまして１件という内容とな

ります。議案第１号といたしまして、木更津市立金田小学校旧校舎の国の

登録有形文化財（建造物）化への可能性についてご意見を賜りたいと存じ

ます。報告事項①といたしまして木更津市指定文化財の指定について、前

回の審議会におきまして、答申をいただいた大 畑
おおはた

台
だい

遺跡出土の「灰 釉
かいゆう
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壺
こ

」の指定に係る教育委員会会議の結果、ならびに、事務処理状況に

ついてご報告申し上げます。 

高崎会長    ありがとうございます。それでは、議案第１号について事務局に説明を

求めます。 

今関文化課長  これまで、本市では、市の指定文化財等の指定や選定について 審議会

委員の皆様にご意見を頂いてきたところでございますが、このたび、木更

津市中島 2931番地 1号、市立金田小学校敷地に所在いたします、昭和３年

築の旧校舎、現在は倉庫棟になっておりますけれど、この建物を国の登録

有形文化財（建造物）の候補として文化庁へ推薦し、文化財登録原簿に登

録すべく、文化財登録制度に基づく必要な事務を進めていくために、当該

物件に係ります、登録有形文化財としての適否、および今後の手続きにつ

いて、ご意見を賜りたいと存じます。登録文化財制度、および当該建造物

の概要、登録事務に係ります諸手続については、担当からご説明をさせて

いただきます。なお建造物の詳細調査については、未着手であることから、

現時点で事務局が把握している概要のみとさせていただきます。その内容

につきましては、担当より説明させていただきます。 

中能副主幹   委員の皆様には既にご承知のことと存じますが、先ず、文化財登録制度

について概要の説明を申し上げます。文化財登録制度は、平成８年の文化

財保護法改正により、従来の文化財「指定」制度に加えて、創設された制

度で、文部科学大臣により、国の文化財登録原簿に登録する制度です。 

 登録された物件は登録有形文化財と呼ばれています。これは、近年の開

発や都市計画の進展により、生活様式の変化などにより、社会的評価を受

ける間もなく、消滅の危機にさらされている多くの近代を中心とする文化

財を後世に幅広く継承していくため、保存と活用の措置が特に必要とする



ものを国が文化財登録原簿に登録するものです。これは重要なものを厳選

し許可制等の強い規制などにより保護を行う従来の指定制度を補完するも

ので、指定制度とは異なり届出制と指導・助言・勧告を基本とする緩やか

な保護措置を講じる制度です。従来、文化財登録制度は、建造物に限定し

て実施してきましたが、建造物以外にも 開発などに伴い保存や活用のた

めの措置が必要とされる文化財が存在することから、平成 17年に施行され

た文化財保護法の一部を改正する法律により、建造物以外の有形文化財の

美術工芸品、有形の民俗文化財や記念物も対象となりました。建造物で対

象となる登録有形文化財登録基準については、国および地方公共団体で 

指定をしているものを除くもののうち、原則として建築後 50年を経過した

建造物で、（１）国土の歴史的景観に寄与しているもの、（２）造形の規範

となっているもの、（３）再現することが容易でないもののうちいずれかに

該当するものとなっております。 

次に、対象となる物件についてのあらましをご説明申し上げます。物件

の名称は、木更津市立金田小学校旧校舎です。現在は倉庫棟として利用し

ております。所在地は、木更津市中島 2931番地 1号、木更津市立金田小学

校敷地内で資料２ページのとおりです。建造物の構造は鉄筋コンクリート

造２階建です。建築年月は昭和３年１１月で、８７年前の建築となります。

当該建造物は、大正１２年に起きた関東大震災で被災した木造校舎に代わ

り建築された建造物で、甚大な被害を受けた震災後に、耐震耐火建築とし

て普及したコンクリート造の建造物の中でも好例と言える建物です。さら

に、建物の外部や内部にアールデコ風の意匠を取り入れた建造物でもあり

君津地域では最も古く県内でも極初期の鉄筋コンクリート造近代学校建築

として現存する数少ない建造物の１つであることから、登録有形文化財登

録基準の造形の規範となっているものに該当するものと考えております。   

次に、登録をするために必要な事務手続きについてご説明を申し上げま

す。先ず、教育委員会事務局として提出書類の作成があります。当該建造

物の登録に係る届出の必要書類といたしましては、同意書、登記簿謄本、

当該建造物に係る所見、当該建造物の写真、位置図、配置図、平面図等の

図面、求積図および求積表、通常望見ができる外観図を整えて意見書とい

う形で文化庁へ提出することになります。なお、当該建造物は、市の公有

財産であることから、登記簿謄本につきましては、除外することとなりま

す。同意書、当該建造物の写真、位置図、配置図、平面図等図面、求積図

および求積表、通常望見ができる外観図の作成につきましては、教育委員

会関係課（施設課）に協力を求めながら作業を進めたいと考えております。

この意見書の作成が、おおよそ整った段階で県の指定担当へ情報を提供し

たうえ、文化庁の担当調査官による実地調査を受け、意見書作成のための



諸々の指導を仰いだのちに、実地調査指導に従った形の意見書の完成を目

指します。なお、文化庁の調査官による実地調査は、千葉県の場合年間２

回程度となっており文化庁の専門官の出張計画により千葉県教育委員会が

候補物件の中から選定するとのことです。特に優先順位は無いようですが、

既に県内には実地調査待ちの物件が多く存在しているようですので、当該

物件はその順番待ちとなります。指導に従い、必要書類が整った段階で、

文化財保護法第１８８条第１項、第２項の規定により、県教育委員会を通

じて同法第５７条第１項に規定する文化財登録原簿への登録手続き取りた

い旨を文化庁へ具申いたします。それを受けて、文化庁において改めて登

録についての適否が判断され、手続き執行についての意見照会がなされる

ことになります。ようやく、国において登録候補物件として扱われること

となり国としての登録事務が執られ、文化審議会の文化財分科会の答申を

経て正式に文部科学大臣名で登録されることとなります。 

なお、意見書作成に必要な建造物に係る所見につきましては、文化財保

護審議会委員や学識者による所見が必要となっており、専門性の高い内容

を求められることが想定されます。この場合、事務局での調査が困難な案

件であることから、文化財保護審議会委員の協力を求めることとなります。 

今後刊行が予定される市史において活用に供することも考慮し、建造物の

専門家への調査を委託することを考えております。最終的には、その内容

につきまして審議会にお諮りすることとなりますが、事務局としましては、

次回以降に、審議委員の視察として現地に赴き、皆様に現況をご覧いただ

きたいと存じております。その状況によりまして、調査委託の件について

は、結論を出したいと考えます。私からの説明は以上となります。 

高崎会長    只今、事務局の方から第１号議案ですね木更津市立金田小学校旧校舎の 

国の登録有形文化財（建造物）化への可能性について、説明がありました。

既に木更津市においては、選 擇 寺
せんちゃくじ

本堂、下郡郵便局旧局舎、ヤマニ綱島

商店店舗の３件が国の登録有形文化財として登録されております。今回、

この木更津市立金田小学校旧校舎を新たに登録することを目指していきた

いということでしたので、これから本審議会において、ご意見・ご質問等

を出していただいて、審議していただきたいと思います。ご発言を願いま

す。 

笹生委員    本件について、登録有形文化財としての登録は問題ないと思いますが、

県指定を目指すべきではないかとも思います。県指定ですと千葉県立安房

南高等学校の旧第一校舎があります。これは木造の耐震建築で昭和５年の

建設です。金田小学校旧校舎は、それより古く初期のコンクリート造とい

うことで、その点でもかなり貴重ではないか。私も千葉県教育委員会にい



たとき、登録文化財の事務手続きに関わっていましたが、登録文化財です

と、どうしても緩やかに守るということで、指定より条件が緩やかとなり

ます。また、内部より外観を重要視していますので、内部には手を加えて

いいというのが登録文化財の趣旨です。内部の意匠も含めて考えていくと

いうことになると、登録にするのか、市の指定にして、さらに県指定を目

指すのも可能なのかもしれない。 

さらに、近頃、災害の問題というのは社会問題化しているわけでありま

して、災害記憶をどのように保存していくか、旧校舎は、関東大震災での

被害に対して市がどのような対応を行ったかという物的証拠ですから、そ

ういう意味での価値づけをする。それなら、登録より重い保護措置を考え

た方が良いのかなとも思います。幸いにして木更津市の所有で、教育委員

会所管の建物ですから、その点は、問題はないと思うのですが。意味付け

としても災害記憶、災害対応の歴史、物的証拠として語れるもの、さらに

当時最新のアールデコの意匠も盛り込んでいるということなので、私の感

想では登録ではもったいないと思います。やはり、県指定も目指していく

ことも可能なのではないかと思います。ですから千葉県の担当に、とりあ

えずは登録の方向で話を進めるにしても、その先で県指定になることがあ

り得るのかということを打診した方がよいと思います。その結果、県指定

を目指すことが可能ということになれは、まずは市指定にしてから、ゆく

ゆくは県指定を目指すということができると思います。 

金田小学校旧校舎は、安房南高校とほぼ同じ時期ですね。安房南高校は

木造で大きな建物ですが、金田小学校旧校舎は鉄筋コンクリート造ですね。

構造も全く違うのですが、耐震というコンセプトで作られている昭和初期

の建物ですので、県指定もあり得るのかなと思います。これを登録で止め

てしまうのではなく、市民にも耐震構造をとりいれた建物としての価値を

アピールするべきでしょう。初期のコンクリート建築は県内にもあまり残

っていないという意味での価値もあるかと思います。登録としては問題な

いのですが、登録ではもったいないので、それ以上を目指すことをお奨め

します。今後、千葉県の文化財課の担当と連絡をとりながら、双方の可能

性を目指すのも悪いことではないと思います。 

高崎会長    ありがとうございます。いまのご指摘を受けて、事務局の見解はいかが

ですか。 

今関文化課長  ありがとうございます。県内でも昭和初期の鉄筋コンクリート造建物と

いうのは、県立千葉高校の講堂や昭和３年度に建築された、野田市の中央

小学校などがあります。金田小学校の場合は、当時の金田村の篤志家の方々

が土地の提供や資金を出し合って建設したということが郷土のお話として

残っています。登録文化財には学校の建物が多いのですが、県外では、長



野県松本深志高校の３階建て鉄筋校舎がありますが、県内では珍しい状況

です。当校舎は東日本大震災の前までは使用していましたが、その後、耐

震性の関係かもしれませんが、現在は倉庫として使用しています。内部の

意匠も凝っていますし、手すりも凝ったつくりで、また階段の蹴上といい

ますか、踏み面も少しずつずらして作られています。次回ご視察していた

だいた際に、ご意見いただければと思いますけれども、笹生先生から指定

文化財というご指摘を受けたわけですが、そういう方向もあるのかなと思

います。維持していくという関係では、登録文化財では、外見はそのまま

ですが、内部については、意匠をみてもらうですとか、郷土の資料を集め

て資料館として使うようでしたら、補強工事が必要と考えられますが、い

ずれにせよ、二度とこのような建物を建てることができませんし、非常に

貴重な建物と考えておりますので、心強いご意見をいただいたものと思い

ます。選 擇 寺
せんちゃくじ

本堂も昭和初期の鉄筋コンクリート造ですが、木造の意匠

を採用しています。本堂も関東大震災による被害があったことにより、建

てられたと聞いています。 

笹生委員    当時の木更津には財力、技術があったのでしょうね。金田には漁師の方

でそういう方がいらしたのでしょうか。 

古泉委員    金田村が木更津市に編入されたのは、昭和３０年ですね。昭和３年当時

は、地元の方々の熱意で校舎が建設されたと思うのですが、地域の方々は、

どういうような気持ちを持っているのか。自分たちで造ってきたものであ

り、当時の金田村の人々の文化の発信の中心地として、金田小学校がある

わけですから、そういった人々の気持ちをどのように現在に繋げていくか。   

1923 年の関東大震災の後に、二度とこういうことがないようにという地元

の人々の願いで、鉄筋校舎が建設されたわけですね。 

金田地区では環境保全ということで、盤洲干潟の研究が盛んで、金田小

学校の研究成果が全国的にも発表されています。そういった資料が旧校舎

の中にも入っていますね。登録はもちろんですが、同時に活用という点で

価値のあることと思います。地域の方々の願いと同時に、盤洲干潟に熱心

に取り組んでいる学校でもありますので、どのような残し方が一番良いの

か。よく考えていくのがいいと思います。 

高崎会長    これについて事務局は、いかがですか。 

今関文化課長  地域の方々がどのように捉えているかということですが、昔は学校とい

うのは地域の拠点ですから、何かあれば役場より学校ですから、郷土資料、

盤洲干潟関係のものだけではなく、もっと古い資料があります。学校の方

では地域の区長さんや後援会の方々と話したときに郷土資料室として活用

できればいいな、というお話があったようです。ただ、そのように利用し



た場合には耐震性に問題があるので、現在は倉庫として利用しているとい

うお話でした。他には、金田公民館の場所が村役場でしたのでそこにも資

料が納められていますが、小学校には、古文書や文献だけではなく、版木

などの歴史的資料が保管されています。いずれにせよ活用ができればと考

えておりますので、委員の方々から、いろいろな活用方法があれば教えて

いただきたいと思います。問題としては、これらの資料を維持するにはど

うするかということと、資料館としていくにはどうしていくかということ

があります。建物の外観は、ほとんど変っておりませんので、地域のシン

ボルタワーとして活用するなど、金田地区は現在開発が非常に進んでおり

ますので、そのような建物として活用ができればと考えています。 

古泉委員    近代学校建築物というのは、木造のものは多くが残っていますし、意識

が高いという感じがするのですが、コンクリート造ということに意味があ

ると思います。今の地域の方々にしてみれば、コンクリート造の建物とい

うことでピンとこないかもしれません。木造のほうがいかにも文化財とい

う感じがしますしすね。しかし、私としましては、近代学校を造ってきた

コンクリート造というところに魅力を感じます。 

御巫委員    将来的に内部の耐震工事が必要になってきますと、どのような指定方法

にしておくのが、手が入れやすいのでしょうか。 

中能副主幹   今後の活用ということを考えていかなければなりませんので、建物を残

すだけではなく、活用ということを考えると、緩いかたちで指定とか登録

をして、その段階で修理等を進めた上で、その後のことを考えていきたい

と思っています。内部で人が活動するには支障があるような場合、指定し

てしまいますと変更しづらくなりますし、登録の段階の後に市指定ですと

か県指定を進めるのも一案と考えています。指定文化財になりますと、登

録は抹消になります。今のところ、そのような事務手続きを進めるのが理

想的と考えますが、今後はそのようなことを踏まえて、考えていきたいと

思っています。 

笹生委員    今後の進め方の問題ですが、内部をかなり補修しなければ耐震的に問題

があるのか。耐震基準を満たすにはどのような工事で大丈夫なのか。かな

り改修を加えなければ安全性を維持できないということになれば、登録に

限られてくる。あまり手を加えなくても耐震基準を満たすことができると

いうことになれば、指定に向けて手続きを進めるという、二つの方法を考

えるのが良いと思います。今、一番重要なのは建築専門の人に意見を聞い

て耐震基準を満たすにはどの程度のことが必要なのかということを明らか

にして、その先のことを考えるのがいいのかなと思います。 

今関文化課長  ＩＳ値は出ています。その結果供用をやめて倉庫としています。 

笹生委員    人が入っても支障がないという値まで上げるには、どのような工事が必



要なのかということですね。 

今関文化課長  倉庫としての活用については、方策を探ってきたところです。登録有形

文化財では内部の補修とはできるということで、お諮りしているところで

す。やはり外観を見るだけではなく、活用できるというかたちが理想と思

いますし、選釈寺にしましてもヤマニ綱島商店にしましても使用していま

すから、そのような方向でいけば、金田の方たちも愛着を持っていただけ

ると思います。 

笹生委員    危険な建物を珍しいというだけで、ずっと建てたままにしておくのも意

味がありませんし、登録にしても使えなくてはいけないわけですからね。

どの位改修を加えなければならないのでしょうか。鉄筋の強度の問題も出

てくるのでしょうからね。 

今関文化課長  東日本大震災が起こった後も大丈夫でしたが、生徒たちを入れて使うと

いうことになると耐震性に問題が生じます。資料館として使用するという

ことになると人が入りますから、人が入るところではそれなりの方策を講

じなければ供用できませんので。 

多田委員    資料を見ると昭和５６年に改修したという記載があるのですが、主にど 

のようなところを改修したのでしょうか。 

今関文化課長  改修はダクト部分です。金田地区の場合木更津基地の関係で、当時は防 

音施工ができる場所でした。換気の設備と二重窓化の工事をしています。 

当時の防衛施設庁の管轄です。木更津の校舎のほとんど、木更津一小・二 

小、木更津一中・二中、金田小もそうですが防衛施設庁の補助金によって 

防音工事がおこなわれています。 

古泉委員    現在ではダクトや機械室は、不要ですね 

今関文化課長  そうです。登録や指定の時には撤去になります。 

笹生委員    やはり耐震の具体的な状況がある程度分かった状況で、相談した方が良

いと思います。県に話をするにしても当然耐震のことを尋ねられます。 

今関文化課長  市には施設課がありますので確認します。 

高崎会長    事務局の考えでは登録を進め、活用できるようにするということですが、

現地視察の時期までには、耐震の状況は分かっているのでしょうか 

中能副主幹   現地視察については、１１月頃を予定しておりますが、それまでに詳細

をお示しするのは難しい状況です。市の施設課で確認できれば、当日お話

ができますが、外注ということになりますと、予算措置も必要となり来年

度の調査になります。 

笹生委員   施工の方向性だけでも示せれば、市の内部だけで判断が可能なのか、外部

に委託する必要があるのかということぐらいで、よいのではないでしょうか。 

今関文化課長 今後の事務の進め方ですが、まず県の担当課と相談し方向性を決めていき

たいと思います。その結果良い見通しであれば、耐震補強して資料館として



活用を目指したいと思います。方向性を決めた上で、予算措置を目指したい

と思っています。地域の方々からも文化財として残していきたいという意向

がありますし、委員の方々のご意見を頂ければと思います。 

高崎会長   登録ということについては委員の皆さんもご異存はありませんね。委員皆

様のご発言を踏まえまして、事務局は、今後の事務を進めてくださいますよ

う審議委員会としてお願いいたします。次回の審議会開催時には経過報告を

願います。本件について事務局は、再度精査して改めて、提案をしていただ

きたいと思います。それでは、議案第１号「木更津市立金田小学校旧校舎の

国の登録有形文化財（建造物）化への可能性について」に関する審議を終了

させていただきます。 

高崎会長   続きまして、１件の報告事項があるようです。事務局には報告をお願いし

ます。 

今関文化課長 木更津市指定文化財の指定について、前回の審議会におきまして、答申を

いただいた大畑台遺跡出土の「灰 釉
かいゆう

双耳
そうじ

壺
こ

」の指定に係る教育委員会会議の

結果、ならびに、事務処理状況について担当からご報告申し上げます。 

中能副主幹 新指定文化財に係る事務手続の経過につきましては、木更津市教育委員会組

織及び運営規則第８条第１６項により文化財の指定及び解除することについて

は、教育委員会会議において議決を要する事項となっております。 

従いまして、前回答申いただきました新指定案件につきましては、教育委員

会会議の平成 27 年 4 月 24 日定例会へ議案として提出させていただきました。

教育委員会会議の議案第 26号「木更津市指定文化財の指定について」として議

決され、教育委員全員の賛同を経て、木更津市指定文化財第 33号として指定さ

れることとなりました。 

同日付で指定についてを告知し、文化財保護法第 182 条の規定に基づき、千

葉県教育委員会を経由し文化庁長官へ報告いたしました。これをもって、法等

に係る事務手続きは完了となっております。また、4 月 28 日の定例記者会見に

おいて お手元の資料のとおりマスコミへ発表し、市広報等で周知することが

できました。私からの報告は以上となります。 

高崎会長  ありがとうございます。事務局の報告について、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ご発言を願います。 

質疑終局と認め、報告事項①についての質疑を終了します。以上で本日の議

案および報告事項につきましては、全て終了いたしましたが、その他として、

事務局から何かあればお願いいたします。 

中能副主幹 過日、文化庁調査官による金鈴塚古墳出土品の再整理に係る整理指導が実施

されたことについて報告申し上げます。平成 21年度から国の重要文化財である

金鈴塚古墳出土品についての再整理作業が実施されておりまして、これまでに



２回（平成 23・25年度）出土品の再整理・再検証作業について、文化庁から文

化財調査官をお招きして、指導を受けてきたところですが、平成２７年６月２

９日に木更津市郷土博物館金のすずにおいて前回の指導内容を受けて、実施し

た土器類の再整理状況の確認と今後の方向性について 改めて指導を受けるこ

ととなり、文化庁文化財部美術学芸課考古資料部門の横須賀文化財調査官をお

招きして、ご指導を仰ぎました。また、今後の指導、協力について国・県・市

の連携体制を整えるべく千葉県教育庁教育振興部文化財課指定文化財班の神野

主任上席文化財主事にも同席を願いました。土器類の再整理状況の確認作業に

つきましては、出土品の状態を実見し、指定品の確定（確認）作業を調査官と

ともに実施し、概ね確定いたしました。作業の中では、員数外品の取扱いにつ

いて名称変更について等の問題が提起され追加指定・名称変更については今後

改めて協議することとなりました。 

また、指定書にある指定品の個体同定が確定した出土品については、文化庁

の様式により台帳を作成するよう指導がありました。これらの総括として、文

化庁から、土器類については一応の目安がついたと思われるが、土器類以外の

資料についての指定品、員数外品の個体確定作業、台帳作成作業の継続実施が

必要である。 

出土品の名称の変更、追加指定についての取扱については、種別ごとに協議

を進めていくのか、金鈴塚古墳出土品全体の再整理・再検討の完了後に一括し

て協議するかについては、市の方針を検討する必要がある。再整理、再検討に

ついての総括報告の刊行が必要である。 

事業展開については、残作業の力量について再度計算をし、年次計画を立て、

作業を見通したうえで 職員配置等体制の整備事業の遂行が望ましいとの講評

をいただきました。 

千葉県文化財課からの総括としては、木更津市として新たな知見等を追加し、

共同研究から得た情報を包括したうえで木更津市独自の総括報告書を作成する

必要があるものと考えている。木更津市の体制については、整っているとは思

われない。再整理作業に係る専従グループを設置し、教育委員会担当課・博物

館とが連携して事業展開を実施することが望ましい。事業の進捗を明らかにす

るためにも、これまでの再整理作業の経過を踏まえて、作業の力量を綿密に計

算のうえ、最終年度を定めた年次計画の作成が急務と考える。との講評をいた

だきました。木更津市といたしましては、文化庁および千葉県文化財課からの

ご指導、ご指摘に従い、今後の作業を進めるものとしたい旨を伝えました。 

また、文化庁から指定品のうち保存処理後に劣化が進行している「金銅製鞍覆
こんどうせいくらふく

輪
りん

金具
か な ぐ

」については、速やかに再処理を実施するよう指導がありましたので、

早急に業者からの見積を徴し９月補正のための予算措置について作業を進めて

いるところです。資料の劣化状況については、緑青の錆化が進行しており、こ



の状態で放置した場合、銅のメタル部が損壊して形状が維持できなくなるので、

速やかに保存処理をすべきである。今後の錆化については、徐々に進行すると

見られるが、１ヶ月とか半年程度のスパンで劇的に劣化が進むとは考えられな

い。今回処理を行っても製品が金銅製品であることから、材質等の性格から何

年かのサイクルで再処理が必要と考えられる。とのご指摘がありました。私か

らは以上です。 

高崎会長  事務局の報告につきまして、委員からのご意見・ご質問はございませんか。 

笹生委員  保存修理の話も伺い、新しい知見なども出て来ていますが、将来的には重要

文化財から先の国宝化も考えているのでしょうか。 

今関文化課長 整理作業を始めた端緒としまして、出土品は重要文化財に指定され、それ

を管理している関係上、共同研究のもとに整理作業を進めてきた経緯があり

ます。今回の整理作業により出土品の全体量も把握され、台帳の整備等も進

めてまいりました。国宝化へのステップアップができればと考えています。 

高崎会長   他に何かございませんでしょうか。ご発言がないようでしたら、文化庁調

査官による金鈴塚古墳出土品の再整理に係る整理指導についての質疑を終了

いたします。その他、事務局はなにかありませんか。 

本日の議事等について、委員からはご意見等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、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、長時間の審議ご協力ありがとうござい

ました。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。次回の平成２７年度第２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１１月上旬に予定し

たいと存じております。先程、担当から説明を申し上げましたが、金田小学

校への視察の準備が整えば、委員の皆様には現地での実見をしていただきた

いと存じます。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。 
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