
平成２７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２７年度第２回木更津市文化財保護審議会 

 

２ 開催日時  平成２７年１１月２日（月）午後２時３０分～午後５時００分 

 

３ 開催場所  木更津市役所朝日庁舎 会議室Ｆ 

        木更津市立金田小学校 

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９名 

         髙澤茂夫教育長、鹿間和久教育部長、斉藤良二教育部次長・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 

現地視察  木更津市立金田小学校旧校舎 

 

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   只今から、平成 27年度第２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。先ほど笹生委員よ

り視察先の金田小学校で合流するとの連絡がありました。委員の半数を超

える４名のご出席となり、笹生委員も途中より出席されますので、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。

（資料の確認） 

        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２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、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（視察）の１件となります。そ

れでは、本日の内容を説明させていただきます。お手元の資料をご覧くだ

さい。前回の審議会において国の登録有形文化財への候補として提案させ

ていただきました、金田小学校旧管理特別棟の登録有形文化財（建造物）

化への可能性について過日の審議会で懸案事項としました内容について、

再度、ご意見を賜りたいと存じます。また、これに先立ちまして、建物の

外観および内部について実見していただきますので、現地への移動をお願

いしたいと思います。行程につきましては、担当がご説明いたしますので

よろしくお願いいたします。 

中能副主幹   本日の日程についてご説明申し上げます。この後、委員の皆様には庁舎

屋上駐車場に公用車をご用意いたしましたので乗車願います。乗車後、速

やかに出発して現地へ移動いたします。到着予定は 15：00前後となります。

到着後、金田小学校の旧管理特別棟にて実見となります。視察時間は約 30

分程度です。金田小学校出発は 15：50といたします。朝日庁舎到着予定は

16：15 頃となります。再びこの場に集合していただき、議事を進めていた

だきたいと存じます。審議会の終了時間は 17：00を予定しております。以

上が本日の日程となります。非常に詰まったスケジュールとなっておりま

すが、委員の皆様にはご協力願います。 

 高崎会長   それでは、議事を一旦中断いたします。 

 視察先の木更津市立金田小学校へ移動 

       視察現場：木更津市立金田小学校旧管理特別棟にて】 

 高崎会長   こちらでは、木更津市立金田小学校旧校舎の実見ということになります

が、建物の概要について説明を求めます。 

資料等による概要説明 



        資料概要説明後、各委員による校舎内部へ移動し視察。 

外装、内装の状況、日誌類等の所蔵資料についての発言あり。 

視察先の木更津市立金田小学校より木更津市役所朝日庁舎へ移動 

高崎会長    それでは、議事を再開いたします。前回の審議会で、懸案事項となった

    案件について事務局に説明を求めます。 

中能副主幹   第１回文化財保護審議会において、笹生委員から登録文化財となると、 

指定が緩やかであり、内部より概観を重視することになる。今後の活用に

供するため、内部については改築・改造が可能となっている。内部の意匠

も含めて考えていくのであれば、市の指定文化財とし、さらに県の指定を

目指すのも可能とも思われる。とりあえずは、登録の方向で話を進めるに

しても、その先で県指定の候補になりうるのか。そのことを県の担当に打

診してみてはどうか。県指定候補になりうる可能性があるのであれば、市

の指定文化財として検討しては如何かとのご指摘がありました。 

       このことについては、ご指摘のとおり、今回は文化財登録制度を運用す

ることを考えてまいりました。これは、文化財指定制度とは異なり、今後

の活用や耐震工事等を含めた改修においての規制が緩やかであることから、

当面は通常望見できる範囲のみの管理に留められ、将来的に修復箇所が生

じた場合も管理が比較的容易であると考えた結果、国の登録文化財として

の登録が適当か否か千葉県の指定文化財班へ問い合わせたところ、登録文

化財→市指定→県指定との段階を踏まなくてはならないものではなく、登

録文化財→県・国の指定という場合もあるとのことでした。市指定を視野

に入れているのであれば、登録の手続き自体が余分な手続きになるのでは

との指摘がありました。 また、市指定後に活用や耐震工事等を含めた改修

をするにあたり、差し障りがあるのか否かについては、これまでに指定さ

れた国・都道府県・区市町村指定の文化財についても、阪神淡路や東日本

大震災において被災した物件については、当時の意匠や構造等の文化財の

価値を損なわないように注意を払い、耐震・修復等の改修工事を施して保

存活用している物件も数多く在るとおり、指定時に位置づけた価値を損な

わないような改修には差し障りがないものと考えているとのコメントをい

ただいたところです。 

       市の指定とした場合、今回の対象物件が木更津市所有の公共物であり、    

現状変更の許認可は木更津市であることから、文化財の価値を損なわない

との判断の中で認めることは可能と考えるとのコメントをいただきました。 

       従って、将来的に市指定文化財とするのであれば、登録にかかる手続き

は余分な事務となることから、内容を再吟味し、国の登録についての手続

きから市指定への手続きへシフトすべきと思われます。ただ、登録や指定

であっても、現時点では県指定への昇格が確約されるものではないという



ご指摘を受けました。 

       もう一点は、活用をするための耐震基準を満たすにはどのような工事が

必要なのかという点です。これも笹生委員からのご指摘ですが、将来的な

活用を見据えた場合、施設の安全性を維持するための耐震基準を満たすに

は、どのような耐震補強工事が必要なのか。建築の専門家に意見を聴いて

現状と方策について明らかにすべきではないかとのことでした。 

          仮に内部を使用するということになりますと、資料に有りますとおり、

現在の耐震基準を満たしておりませんので、現状では内部での活動は制限

されるような建物です。ご覧いただいたように現状では倉庫として使用し

ておりますので、児童が内部に入って活動 するようなことはありません。 

   文部科学省の判断基準で学校の教室として使用できる目安は、Is値（構

造耐震指標）0.75以上のものとなっております。平成２２年に実施した耐

震診断業務委託の報告書によりますと、旧校舎の２階部については、Is値

（構造耐震指標）は、Ｘ方向（南北方向）1.10、Ｙ方向（東西方向）、2.61

と国土交通省が示した判定指標値 0.6を上回っていますが、１階部につい

ては、Ｘ方向（南北方向）0.57、Ｙ方向（東西方向）0.28で、ともに、Is

値の判定指標値 0.6を大きく下回り、内部に入っての施設を利用しようと

いうことになりますと、改修補強の必要性が報告されております。（報告書

参照）この数値により、指定や登録ができないという意味ではなく、あく

までも地震に対して倒壊または崩壊する危険性を考えるための指標であり、

当該校舎内での作業や活用にはそれによる法的制限は無いとのことです。 

        将来的に活用を考えた場合、耐震補強工事（屋上防水・壁補修等を含む）

が必要となりますが、この経費は、おおよそ平米単価 10万円で、延べ面積

が 429.78㎡ですから、42,978,000円程度が見込まれるとのことです。   

高崎会長      委員のみなさま事務局の説明についてご意見ご質問などございませんか。 

笹生委員       現地を見せていただきましたが、やはり市の指定を目指すという方向が

良いのかなと思います。古い日誌などの資料も残っており、木更津の近代

教育史を象徴する建物と資料というかたちで、指定するという意味が大き

いと思います。そうなりますと建物の修復という作業が必要になってきま

す。当時の意匠を写真等で復元しながら修復するという作業が済んでから

指定するという方向が良いと思います。雨漏りしている部分もありました

し、そのまま放置するというのは望ましい方向ではありません。経費のこ

ともありますが、指定ということになりますと、建築当時の意匠に復元し

ながら耐震工事を行うというのが望ましいと思われます。その上で学校所

蔵の教育資料等を保管しながら活用していく、指定となると内部の復元が

必用となるでしょう。階段も魅力的でしたし、車寄せも当時の形へと復元

する。後付けのダクトなども可能なら除去しながら、建築当時の姿へと近



づけていく。さらに地域の文化の拠点を目指すという高い目的をもって、

まずは、どこから始められるかを考えることではないでしょうか。 

高崎会長    指定ということになりますと、昭和３年の建築当時の姿に可能な限り戻

さないといけないのでしょうか。 

笹生委員      これについては審議会でも方向性を出さないといけないかと思います。  

文化財的な価値をどの程度に見るのか、昭和３年当時の姿に文化財として

の価値を見るということになるのでしたら、やはり残っているものをベー

スに復元する。作った時点での外観や各部分の意匠に文化財的な価値を持

たせ、その姿に戻していく、失われた部分についても、写真などから復元

するということが可能です。内部では、天井やダクト、外部では二重窓、

車寄せといった改修部分の復元も必要と思います。 

中能副主幹     笹生委員のご指摘では、改修部分の復元を行い、同時に耐震工事も進め

るわけですが、そのような作業を行わなければ指定はできないということ

でしょうか。建造物としての重要性は承知しているのですが、今後それに

係る経費も検討して行かなくてはならないので、まず外観上重視で登録文

化財を目指し、時期をみて市の指定への道筋はいかがでしょうか。 

笹生委員       今の段階で市の指定文化財として、市の指定ならその後の予算も付けや

すいでしょうから、文化財の価値を踏まえてまず指定し、その重要度を市

の内部でアピールして、その後修復等の予算を付けていくという方法も一

案かと思います。ですから直さないと指定できないということではないと

思っており、文化財保護審議会の審議の中で早い段階に指定した方が良い

という結論になれば指定という方向もあり得ると思います。 

高崎会長      本日の審議会で国の登録か、あるいは市の指定かのいずれかに決定する

ということではないですね。 

中能副主幹    本日の時点で、いずれかに決定する必要はありません。  

御巫委員     市の指定後でも良いかもしれませんが。建築に至る経緯ですとか、時代

背景などをもう少し調べて、建物についての物語が語れるようになったほ

うがより価値が高まりますし、工事経費の予算化や、市民に公開をする時

のためにも、昔の記憶を持っているお年寄りがご存命のうち、そのような

調査をすぐにでも始めた方が良いのではないかと思います。 

笹生委員       審議会の中で重要な建物との共通の認識を持つ。やはり価値があるとの   

見解になれば、市の指定を目指すわけですが、それには古い写真や設計図、

施工の状況ですとかそういう所までわかっているというのが重要でしょう。

登録ということになってもやはり、建物についてのストーリーを知ってお

くということが必要で、市民の方々の理解が得やすいと思います。 

古泉委員    建物、建築そのものについては、もちろん大事なのですが、それが背負

っているようなもの、物語っているようなものも重要であると考えます。



歴史的な背景や意味、当時の出来事を知る、学校には日誌類も保管されて

いましたし、当時の政治的な状況、教育史的な状況を知ること、当時は田

中義一内閣から浜口雄幸内閣へ移った時で、恐慌の時代ですよね。そうい

った時代に建築されたという背景があるわけで、時代背景、社会状況など

を踏まえて総合的にみる。大正時代からの日誌類が保管されており、当時

の金田小学校の様子などを紐解ける状況にもあります。市内でも大正時代

からの日誌類が残っている例はありません。私の記憶では第１小学校では

大正時代、明治時代近くまでの卒業生台帳が残っておりましたが、金田小

学校のような例は、ほかの学校ではありません。あの日誌の持つ意味は教

育史的にも重要ですし、平和教育における戦争の体験という面からも大変

貴重です。建築物と同様に、学校所蔵の日誌類などの資料についても整理

して調査する必要があると感じました。そういった意味でも、指定の方向

が望ましいと思いました。 

多田委員      指定なのか登録なのか、いずれにしても、耐震工事に必要な約 4,300万

円を文化財の保護というだけで予算化するのは難しいと思います。金田と

いう地域が変わって行くという背景があれば、新しく来た人と、元からの

人がひとつの地域を作っていくという時に、大事な子どもたちが通ってい

る学校自体を核にして、地域が作られていくというところを加味して行く

と、ただ文化財だけではなく地域づくりということでも指定の理由になる

と思います。建物として素晴らしいということで考えていましたが、日誌

類の内容と当時の時代背景との照らし合わせを行い、木更津市の教育とし

てどういうものであったのかというところに重点を置くと、地域が絡んで

の指定とか登録という動きができてくるのではないかと思います。 

 調査にしましても大人が行なうのは大事なのでしょうが、転校してきた

子どもたちが大人と一緒に地域のお年寄りを廻って、調べた地域のことを

親に話すということができてくると、大人たちも地域にしっかり足が着く

のではないかと考えます。是非、新住民と旧住民という意識が育たないう

ちに、子どもたちによって地域が作られていくという動きができたらいい

なと思います。そうした中で指定なのか登録なのか、どちらなのかはわか

りませんが、この建物が核になって大事にされていったら一番いいなと思

います。  

今関文化課長    金田小学校の校舎の関係というのは、いま多田委員がおっしゃったよう  

に 地域が急に変わって行くというところがありますので、もう一つの着眼

点であったわけです。建物自体も木更津市内でも非常に貴重であって、文

化財保護審議委員の方々に実際に見ていただいて、お墨付きがいただけれ

ば、というのが 一つありました。それは登録文化財の話から入りましたが、

指定でも登録でも後世に残すことができれば、ただ見せるだけではなく、



野田の中央小学校ですけれども、教育資料館という形で小学校の資料だけ

ではなく、小学校の戦前、戦後の教科書ですとかオルガンなどもあります。

学校沿革史なども入っており、先生方にも実際に見ていただける。そうい

うスペースもありますから、金田小学校についてもそのような形で運営で

きたら良いなと思います。その前段として、建物の文化財としての価値を

見極めていただければと思います。もう一つ古泉委員のご指摘にもありま

した日誌類ですが、君津市では市史を編さんする時に秋元小、三島小でし

たか、戦争前後の国民学校の時代の日誌類が残っておりまして、それをも

とに資料を作成しています。昔は学校が地域の拠点ですから、竹内校長も

言っていましたが郷土の資料は学校にあります。金田公民館（金田出張所）

にもありますが学校にある。ですから施設も重要ですが、学校にあるその

ような資料が住民の方にも、木更津市の方にもあるいは、県外の方も含め

て、金田という所はこういう歴史があるところだなということを見ていた

だければ一番良いなと思います。まずは文化財的な価値、付加価値もそう

ですけれど、そのようなことをご教示いただければと思います。 

笹生委員    文化財的な価値ですとか、文化的な価値というものについては、現在の

状況でもあるのですが、さらに調査をしていくことで高めて行くというの

が一つ、それと金田地区というのは指定文化財の数が少ないのではないで

しょうか。山に近い地域に比べ少ない。そういった意味でも、金田地区の

文化の象徴的なものとして指定する。それによって文化活動拠点という形

で活用する。資料館という機能のみではなく昔の形を復元して、そこで地

域の方々が活動できるというのが良いのかなと思います。ですからこれか

らの文化財活用というものを考えていかなくてはならず、文化財なので古

くて貴重だということにプラスして、活用そのものを柔軟に考える。さら

に金田地区はこれからどんどん変わって行くでしょうから、金田の地域性

や歴史を象徴する建物として指定に向けていく。そのためには背景的なも

のを調べていく。耐震や復元工事のお金をどのように確保するのか、それ

ができるようなストーリーを作っておくことが重要です。 

今関文化課長  現地を見ていただいた時に、日誌類ですね。これらを調査する過程でい

つどうしたかということがわかると思います。階段の方ですが、中能が現

地に行った際に卒業生の方いて、情報をうかがうことができました。 

鹿間部長    確認ですが、市の指定にする前の段階では、耐震工事等の経費は必要な

いという判断でいいのでしょうか。約 4,300万円についてはあくまで耐震

工事のための費用で、指定後に有効活用ということになるとさらに経費が

必要になるということでしょうか。 

笹生委員    予算との関係になってくるのですけれど、指定の価値ありという判断に

なれば、それに基づき教育委員会のほうで指定の手続きをとっていただき、



告示という流れになります。指定の段階でこの物件についてはこのような

理由で指定しますという調書を書きます。その指定の内容が価値として生

きてくるわけですから、それを耐震補強や整備するときには、指定の内容

の価値が損なわれない、価値がきちんと現れる形での施工が必要というこ

とになってきます。ですから指定をする時にどのようなストーリーを作る

かということによって、その後のお金のかけ方が関わってくるかもしれま

せんし、どの段階で施工するかということですね。 

鹿間部長    市の平成２７から３０年までの基本計画のなかにこの経費を組み込むこ

とは難しいというのが現状です。耐震工事が前提でなくとも指定できると

いう話でしょうか。 

笹生委員    私はそのように理解しています。どのタイミングで施工をするかという

ことは難しいところですが、予算については教育委員会だけ問題ではなく、

都市計画部局などを巻き込んだ展開が望ましいのではないでしょうか。私

も県庁にいたときには、知事部局とできるだけ話をしながら、中央博物館

とも環境関係の事をやったりしました。ですから、市長部局が乗りやすい

ストーリーをある程度用意しながら、どのタイミングで施工していくのか

ということを考えて行くしかないのではないかと思います。 

        ですから、指定まではお金がかからないので、そこまでは進めましょう

というのもひとつの考え方ですが、その先で、どの段階かでお金がたくさ

んかかるかということを含めて考えて行かないと難しいのではないでしょ

うか。その段階で教育委員会だけでは経費の確保も難しいとのことであれ

ば、金田地区の街づくりとも連携して文化財の整備を都市計画に組み込ん

で行くことを考え、実現可能があるものを用意して、教育委員会から提案

していくというのも一案かと思います。文化財保護審議会としてもそのよ

うな方策を考えていく必要があると思います。 

中能副主幹   確認ですが、建物についても情報が少ない部分があります。建設に寄与

した篤志家との関係や、基地との関係についても不明確な部分もあります。

関連資料についてもいくつかに分散しているようですから、資料の確認や

建設までの経緯などの調査を行ない、その経過を保護審議会でご審議いた

だきながら、今後の方向性を考えて行きたいと考えています。耐震化工事

などについてはその後のことになりますので、まずは文化財の価値を明ら

かにしていくのが先であると考えますので調査を事務局のほうで進めて行

きたいと思います。 

 高崎会長   ではこの件につきましては、調査を事務局にお願いし継続審議というこ

とでよろしいでしょうか。本日の議事等について、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、貴重なご意

見を賜り、誠にありがとうございました。次回の平成２７年度第３回木更

津市文化財保護審議会でございますが、調査をして資料等を揃えまして、

開催期日を３月中旬としたいと考えております。詳細につきましては担当

の方から皆様にご都合をお伺いして、ご連絡したいとと存じますのでよろ

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２７年１１月２０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 


