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会 議 次 第 

 

１．開 会 

 

２．会長あいさつ 

 

３．教育長あいさつ 

 

４．会議内容 

 

議案第１号 木更津市指定文化財の取扱いについて（諮問） 

            ※高蔵寺所有指定文化財の実見を含む 

    報告事項  ① 平成 27年度の木更津市文化財行政の概要報告について 

            ② 金鈴塚古墳出土品再評価事業について 

－平成 27年度事業の成果－ 

 

５．閉 会 
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 金鈴塚古墳出土品再評価事業について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 

 

 木更津市文化財保護条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 

 

木更津市文化財保護条例施行規則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 

 

木更津市教育委員会組織及び運営規則【抜粋】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23 
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議案第１号 

木更津市指定文化財の取扱いについて（諮問） 

－宗教法人 高蔵寺所有の市指定文化財について－ 

 

１ 文化財名 高蔵寺本堂・山門・鐘楼   

２  員  数  各１棟 

３ 種  別  有形文化財（建造物） 

４ 所在地    木更津市矢那１２４５ 

５ 概 要 （指定当時の調査報告および市史より抜粋編集：報告者 小川政吉） 

  ①本堂：重層、入母屋造りの九間堂、茅葺屋根をトタンで覆いをしている。礎石は根府

川系の巨大な自然石を用い、構造柱は 84 本、創建時はすべて 16 面取に施工し、床下

は、外側に面した部分のみを８面取りとしている。床高は約 1.9ｍと高い。現状では、

向背はないが、正面入口に藁座が残っているので、双開扉がついていたことが推定でき

る。本堂外回りの一間通りを廻縁とし、高さ 90cmの高欄をつけている。正面の前方七

間×二間を外陣、後方の七間×五間を内陣として内・外陣の結界に双折両開桟唐戸およ

び板唐戸を設け、内陣背面中央の一間に片引きの板唐戸を備えているが、藁座の痕跡が

認められるので、往年は正面と同じように両開桟唐戸が吊るされていたと推定できる。

室町時代建立の建造物の少ない千葉県においては、極めて貴重な寺院建築資料であり、

特に構架材が巨大であり十六面取柱で統一されているものは県下でも滑川観音山門

（室町時代）と室町時代末期の再建であるとの説が有力である当物件のみである。しか

しながら、昭和三年八月、本堂の破損が甚だしくなり、天井の一部が腐朽したため、屋

根の上層を大改修した。諸々の事情からか極めて粗放な小屋組に改組し、トタン葺で一

時しのぎの補修を実施したことから、現状では本堂の構造部は、室町時代の構法を保ち

ながらも、小屋組み構架は旧状を失っており、県下で有数の名建築もその真価が減少し

ている。 

 

本 堂（現況） 
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②山門：寄棟造り茅葺の三間一戸の楼門である。軒は一間で疎垂木である。礎石は根府

川系の自然石を使用し一部加工したものもみられる。通路中央筋左右の柱のみが径

30cmの円柱で、他は径 23cmの角柱により架構され、階下は前面部を吹放ちとし、背面

部を地貫および頭貫で結び、通路左右の柱間のうち背面および左右側面を板囲いとし、

内側および前面部を金剛柵で囲んでいる。階上は断面矩形の梁を東西に架け、その上に

二階床板を張っている。各柱はいずれも通し柱で柱上に舟肘木を付けて桁を支えてい

る。四方に 95cm程度の廻縁を付け、和様の高欄（高さ 66cm）を付けている。内部は一

室空間で天井は化粧屋根裏とし、南北中央一間のみ吹放ちとし、東西は表寄りの一間を

吹放ちとし、他は横板囲いである。施行の手法、構架技術、風蝕度合いからみて江戸中

期初頭か江戸初期末期の改築と推定される。 

 

③鐘楼：入母屋造りの茅葺で妻飾りは木連格子である。基礎は方形の加工石の上に円形

の石礎盤を置く。４本の構造柱（円柱）の径は 25cm、柱間は下部腰貫位置で 270cm、柱

上は和様の一手先斗栱で桁を支え、頭貫先端に木鼻を施し、この貫の中央に板蟇股をつ

けて桁を支持する架構をとっている。四方ともに軒天井をつくり、中央内部天井は鏡天

井とし、中央に梵鐘鉤を下げる。改築は幕末から明治初頭であり、構架手法も良く本堂・

山門・鐘楼と一連の建築群として保護する必要性から時代が少々若いがあえて指定候

補とした。 

 

山 門（現況）              鐘 楼（現況） 

 

６ 諮問の経緯  所有者から市指定文化財に係る解除の申し出があったため。 

 

７ 根拠条例   木更津市文化財保護条例第３条および第５条第１項ならびに同条

第２項の規定による 
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報告事項  

①平成２７年度の木更津市文化財行政の概要報告 

１ 文化財補助事業について【教育振興事業補助金】 

趣旨：学校教育、社会教育及び体育等の振興を図るため、予算の範囲内において木

更津市補助金等交付規則及び要綱に基づき、補助金を交付する。 

・須賀神社が実施する文化財保護事業（県指定文化財） 

《防災・保守点検・清掃管理事業》へ 15,000 円（総事業費 64,840 円） 

・木更津ばやし保存会が実施する事業（県指定文化財） 

《会議・伝承育成・公開事業》へ 65,000 円（総事業費 98,519 円） 

・中島区文化財保存会が実施する事業（国記録選択） 

《会議・文化財の調査・保存・伝承育成事業》へ 40,000 円（総事業費 60,968 円） 

  

２ 文化財所有者等への啓発および支援等について 

・市内指定文化財（登録等含む）への防火対策等文書による通知・・・年１回 

・自然災害等の被害調査・・・随時 

・指定文化財等への説明用リーフレット配布・・・所有者からの請求による対応 

・指定文化財にかかる説明板の設置・・・２件 

※（富士見厳島神社社殿彫刻・銅造聖観世音菩薩立像） 

 

  ３ 指定文化財等の保護・活用について【４～５ページ参照】 

 

  ４ 埋蔵文化財調査について【６～７ページ参照】 

   

５ 国庫補助事業の経過報告について【８ページ参照】 

 

６ 市史編集事業の経過報告について【９～１０ページ参照】 

 

参考【文化財保護に係る平成２７年度・平成２８年度の歳出予算推移】  （報酬を除く 単位：千円） 

説  明 平成２７年度当初予算 平成２８年度当初予算 前年度増減比 

文化財保護事業費 ２，７０６ ２，４１８ △２８８ 

遺跡群発掘調査事業費 ４３，６３５ ３６，３００ △７，３３５ 

文化財保護事業補助金 １２０ １２０ ０ 

市史刊行事業 ３，８６６ ７，２３５ ３，３６９ 

博物館事業費 ６，１１４ ８，３１２ ２，１９８ 

博物館管理運営費 １８，８２８ ２２，８４６ ４，０１８ 

合  計 ７５，２６３ ７７，２３１ １，９６８ 



6 

 

３ 指定文化財等の保護・活用について 

（１）指定文化財管理業務委託の実施（金鈴塚古墳・貝渕木更津県史蹟） 

（２）真武根陣屋遺址・「鎌足桜」祖株の除草・剪定等の実施 

（３）指定文化財説明板設置業務委託の実施 

（富士見厳島神社社殿彫刻・銅造聖観世音菩薩立像） 

富士見厳島神社社殿彫刻説明板設置状況 

 

    

設置前              設置作業状況 

    

設置後               設置完了 

 

ＭＥＭＯ 
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銅造聖観世音菩薩立像説明板設置状況 

 

   

設置前                設置作業状況① 

   

設置作業状況②              設置完了 

 

ＭＥＭＯ 
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４ 埋蔵文化財調査について 

 

 

※データは平成２７年３月１８日現在 

№ 　遺　跡　名 地　区 事業目的 事業面積（㎡） 調査内容 主な調査成果

1 末崎遺跡 真里谷 太陽光発電所建設 61,900㎡ 確認調査

集落跡（弥生時代～
古墳時代・奈良・平
安時代）・寺院関連
建物

2 田向遺跡近接地 江 川 共同住宅建設 1,628.47 試 掘 遺構・遺物なし

3 林遺跡 下 郡 埋立て・太陽光発電所建設 3,474 試 掘 遺構・遺物なし

4 本郷Ｂ遺跡 請 西 宅地造成 1,420.89 試 掘 遺構・遺物なし

5 本郷１丁目 本 郷 宅地造成 2,410.61 確認調査
住居跡（弥生時代
～古墳時代・奈
良・平安時代）

6 酒盛塚古墳 朝 日 集合住宅建設 400 試 掘 遺構・遺物なし

7 酒盛塚古墳 朝 日 個人住宅建設 148.45 試 掘 遺構・遺物なし

8 酒盛塚古墳 朝 日 集合住宅建設 189.03 試 掘 遺構・遺物なし

9 内屋敷遺跡 茅 野 太陽光発電設備建設 819 試 掘 遺構・遺物なし

10 内屋敷遺跡 茅 野 太陽光発電設備建設 555 試 掘
住居跡（古墳時
代）

11 塚の腰古墳 朝 日 個人住宅建設 237.92 試 掘 遺構・遺物なし

12 奥谷遺跡 伊豆島 太陽光発電所建設 4,000 試 掘 遺構・遺物なし

13 高砂遺跡 本 郷 個人住宅建設 149.99 試 掘 遺構・遺物なし

14 高砂遺跡 高 砂 集合住宅建設 671.47 試 掘 遺構・遺物なし

15 松山遺跡
坂戸市場
飛地

個人住宅建設 371 試 掘 遺構・遺物なし

16 丹過遺跡 茅 野 太陽光発電設備建設 707.43 試 掘 遺構・遺物なし

17 浜長須賀古墳群 木更津 個人住宅建設 215.14 試 掘 遺構・遺物なし

18 野焼Ｂ遺跡 請 西 個人住宅建設 370 確認調査 古墳周溝１

平成２７年度埋蔵文化財調査一覧
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５ 国庫補助事業の経過報告 

区画整理にともなう平成 27 年度埋蔵文化財整理作業の事業内容 

 国庫補助事業 １遺跡群分 

内訳： 請西遺跡群のうち、大山台遺跡、中郷谷遺跡、山伏作遺跡、野焼 A・B 遺跡発掘

調査分の整理作業を実施。 大山台遺跡は国庫補助事業として平成 24 年度から整理作業

を再開。平成 27 年度については請西遺跡群ⅩⅤとして報告書を刊行。中郷谷遺跡は平成

25 年度から整理作業を開始。平成 27 年度については請西遺跡群ⅩⅣとして報告書を刊

行。双方ともに今年度で整理作業を終了した。山伏作遺跡は平成 26 年度から整理作業を

開始。平成 30 年度までに３冊の報告書を刊行予定し、土器の実測、トレース作業等を進

めている。野焼 A・B 遺跡は平成 27 年度から整理作業を開始。平成３１年度までに２冊

の報告書を刊行予定し、土器の接合等を進めている。 

・山伏作遺跡（弥生時代後期～古墳時代後期の集落跡と同時期の墓域） 

・野焼 A・B 遺跡（弥生時代後期～古墳時代後期の集落跡と弥生時代後期～奈良時代の墓

域）      

今後の計画（下段表参照） 

国庫補助事業として、請西遺跡群の整理作業および報告書刊行、大畑台遺跡群、中尾遺跡

群、笹子遺跡群の残事業に伴う整理作業および報告書刊行を、平成 32 年度までの計画で

着手する予定。千束台遺跡群の整理作業については、組合との協議を進めながら、当面の

間、国や県の指導のもとに事業運営する。 

市単費事業としては、文化財調査集報の編集を主眼として実施する予定。      

区画整理事業分の整理作業進捗見込み         （平成 28 年 2 月 1 日 現在） 

 

組合別総称

遺跡名・残
業務名

総比率
（％）

総額
（千円）

H17～H23

（補助対象

分）

H17～H23
（市単費
分） H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35

請西遺跡群 大山台遺跡 15.7 23,444 4,271 10,000 2,500 3,833 2,840

中郷谷遺跡 8.1 12,056 7,500 4,006 550

山伏作遺跡 14.3 21,316 2,162 3,780 5,500 5,500 4,374

野焼遺跡 9.9 14,779 1,000 2,600 4,500 5,626 1,053

東山遺跡 2.8 4,203 4,203

大畑台遺跡群縄文ほか 2.0 9,185 6,194 2,991

中尾遺跡群 縄文ほか 1.5 25,334 23,090 2,244

笹子遺跡群 縄文ほか 1.5 15,714 13,470 2,244

小計 55.7 126,031 36,560 10,465 10,000 10,000 10,001 8,170 8,100 10,000 10,000 7,500 5,235 0 0 0

千束台遺跡群千束台遺跡 22.9 34,240 29,919 728 653 0 0 0 500 500 850 500 590
塚原遺跡(真

武根含む） 10.9 16,334 2,580 1,000 775 0 0 0 1,000 500 1,000 2,000 4,518 2,961

塚原古墳群 8.5 12,744 500 650 2,265 3,292 4,039 1,998

縄文ほか 2.0 2,991 2,991

小計 44.3 66,309 0 32,499 1,728 1,428 0 0 0 1,500 1,500 2,500 4,765 8,400 7,000 4,989

100 192,340 36,560 42,964 11,728 11,428 10,001 8,170 8,100 11,500 11,500 10,000 10,000 8,400 7,000 4,989

10,000 10,000 10,001 8,170 8,100 10,000 10,000 7,500 5,235 0 0 0 79,006

1,728 1,428 0 0 0 1,500 1,500 2,500 4,765 8,400 7,000 4,989 33,810

0 1 2 2 1 1 2 3 2 0 0 0 14

0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 7

国庫分総額 115,566 79,006 76,774 33,810

刊行報告書　単費

総　　計

①　区画整理事業分のうち、減歩率をもとに算出した国庫補助事業は平成１１年度から開始して平成23年度で終了した
②　文化財センター解散により　残事業を算出し、圧縮したうえで補助事業と市単費事業により、教委独自で事業運営
③　残事業の力量は、各遺跡から出土した遺構数に基づいている
④　下線部分の事業（大畑台・中尾・笹子の縄文ほか以外）はいったん完結しているので、残事業の総比率には反映していない

⑤　残事業の総額は192,340千円から大畑台6,194千円、中尾23,090千円、笹子13,470千円をひいた149,586千円である

上記アミカケ部分は報告書刊行見込

市単費総額

市単分総額国庫分Ｈ24以降分総額

国庫対象総額

刊行報告書　国庫

市単分H24以降分総額
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６ 市史編集事業の経過報告について 

 

木更津市史編集委員会名簿 

  （任期：平成２７年７月１日～平成２９年６月３０日） 

  氏  名 就任年月日 専門分野等 

1 
かねこ かおる 

平成 21年 7月 27日 郷土史 
金子  馨 

2 
すぎやま しげつぐ 

平成 21年 7月 27日 考古学、神道学 
椙山 林継 

3 
いけだ しのぶ 

平成 25年 7月 1日 中世史、美術史、ジェンダー史 
池田  忍 

4 
かわと たかし 

平成 25年 7月 1日 中世史 
川戸 貴史 

5 
じつかた ゆうすけ 

平成 21年 7月 27日 近世史 
實形 裕介 

6 
みうら しげかず 

平成 21年 7月 27日 近代史 
三浦 茂一 

7 

しまだて りこ 

平成 25年 7月 1日 

民俗学、近代史 

島立 理子 (任期)平成 27年 8月 1日から

平成 28年 3月 31日まで 

8 
なりた あつひこ 

平成 25年 7月 1日 自然（動物生態学） 
成田 篤彦 

9 
いしい よしゆき 

平成 25年 7月 1日 郷土博物館金のすず館長 
石井 良幸 

10 
ほりきり よしひこ 

平成 26年 4月 1日 企画部次長 
堀切 由彦 

   （敬称略・順不同） 

平成２７年度

第３回木更津市史編集委員会
（１月25日）

新版『木更津市史』発刊計画について

実施日程

第１回木更津市史編集委員会
(５月13日)

第２回木更津市史編集委員会
(７月27日)

委嘱状(辞令)交付式

平成27年度木更津市史編集事業実施予定及び進捗状況

内　　容

委員長、副委員長の選出について
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木更津市史編集部会名簿 

 

木更津市史刊行計画 

 

部会長 小関悠一郎 部会長 池田　順 部会長 和田　健 部会長 山田　真

部会委員 石山秀和 部会委員 栗原克榮 部会委員 田村　勇 部会委員 相澤敬吾

川﨑史彦 駒　早苗 松田睦彦 小倉文子

實形裕介 髙木澄子 篠﨑　貞

菅根幸裕 三浦茂一 田村　満

本間岳人 渡邉義孝 藤平量郎

渡邉義孝 成田篤彦

（敬称略）　　　　　　　　　　　　※任期：平成27年12月1日～平成29年11月30日

近世部会 近現代部会 民俗部会 自然部会

※ は、事前調査および、経過観察調査。

H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44 H45 H46

『市史研究』

自然編（総論）

自然編（資料編）

史料編１(考古編１)

史料編２(考古編２)

史料編３(古代中世編)

史料編４(近世編１)

史料編５(近世編２)

史料編６(近現代編１)

史料編７(近現代編２)

史料編８（指定文化財編)

通史編１(原始古代編)

通史編２(中世編)

通史編３(近世編)

通史編４(近代編)

通史編５(現代編)

民俗調査報告書１～９

民俗編（総論）

民俗・芸能ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺﾝﾃﾝﾂ作成

目録・索引１～４（通史・史資料編）

Ｗｅｂ版作成

1 1 3 1 3 2 1 3 2 1 2 3 9

※刊行物は『木更津市史研究』を除く。

市史編さん室の解散

年度

他自治体市史編集状況調査

木更津市史編集基本構想の策定

市史編さん室設置

『
木
更
津
市
史

』
編
集
・
刊
行

（
資
料
調
査
・
研
究
含
む

）

刊行物数（Ｗｅｂ公開も含む）

部会長・部会委員の選定

部会の設置

市史調査協力員募集・登録
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②金鈴塚古墳出土品再評価事業について    －平成２７年度事業の成果－ 

 国宝的価値を有する金鈴塚古墳出土品再評価事業

について（平成２７年度版） 

木更津市郷土博物館金のすず 

１ 平成２７年度事業報告 

・今後の本事業の教育委員会内部における役割分担の確定。 

  博物館：台帳作成及び再整理報告書（事業名：金鈴塚古墳共同研究事業） 

  文化課：文化庁への申請及び関連する施策事業の実施 

・「歴博」との学術研究交流に関する協定および覚書について平成２８年４月１日から３

か年の延長に合意。 

・重要文化財指定書の記載変更にむけた台帳整備。 

文化庁担当調査官および県文化財課担当職員の指導による「其の外一括」の内容の

明確化および現在一般的ではない指定名称についての変更、全資料数の確定作業の実

施。 

・冊子『金鈴塚古墳研究』第４号の刊行。（３月末納品予定） 

 

２ 新年度以降の事業計画 

・再整理報告書に向けた整理作業の実施。 

  平成２８～３０年度で作業員の増員と専従職員の配置による整理作業を実施し原稿執

筆までおこなう。平成３１年度に再整理報告書刊行。 

・目録および管理台帳の文化庁担当調査官による作成 

  作業については文化庁担当調査官自身が目録、台帳と資料を１点ずつ全点照合して完

成させる。 

  文化庁での審議は平成３１年度末頃をめざし、再整理報告書を審議の資料として添付

する。 

・「歴博」との覚書について 

  ２８年度に歴博フォーラム「金鈴塚のかがやき」として歴博の共同研究参加者が１１

月２６日（土）金鈴塚古墳についてのシンポジウムを行う。（内容については、前年度

審議会にて報告済） 

  ２９年度に民間出版社から「共同研究」の総括報告書を刊行（内容については、前年

度審議会にて報告済） 

  ３０年度は、歴博古墳時代常設展示室と郷土博物館金のすず全常設展示室 について

両館のリニューアル展示により共同研究の成果を公表する。 

・冊子『金鈴塚古墳研究』の継続刊行。 
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３ 今後の課題 

 

課題１ 平成３１年度の木更津市による再整理報告書刊行については、「歴博」との次期

３か年計画作成時には伝えていないため、平成２９年度の「共同研究」総括報告書

刊行計画との全面的な再調整および再検討をおこなう必要がある。 

 

課題２ 報告書作成にかかる作業員の確保について 

・昨年度までは、考古学を専攻する大学院生および大学４年生の雇い入れが問題な

く解決してきた。新年度以降については、作業の進捗を図るため、現在の年間 1人

分から年間２人分の作業量を見込んだが、作業員の確保に難渋した。今後も増員を

予定しているため、作業員の確保が課題である。 

・重要文化財の取扱いとなるので考古学専攻生か熟練した作業員以外の雇い入れは

難しい。今後も引き続き作業員の確保に努めるが、一部委託も含めて今後対応を協

議していく必要がある。 

 

課題３ 博物館の空調整備等について 

   ・本年度当初まで、市の３か年計画で平成２９年度に施工を計画していた、フロン

対策に伴う博物館空調設備の大規模改修工事が、財政課と教育施設課との協議の結

果、平成３１年度の工事に先延ばしとなった。 

・文化庁等へは未確認であるが、資料管理にあたり空調や警備等について、重要

文化財よりも国宝の管理指導は厳しいとの情報がある。 

・博物館等における空調工事については、事前に文化庁へ連絡をいれるよう近年

の保存管理講習会等で文化庁担当官から指導があることから、現在計画している

平成３１年度末の名称変更申請を念頭に報告書作成以外にも あらゆる周辺整備

の検討が必要となる可能性が考えられる。 

・平成３０年度の博物館開館１０周年にともなう常設展の全面リニューアルは計

画を延期し、東京オリンピック開催の平成 32年度に変更するが、金鈴塚古墳研究

成果公表のみ当初計画通り実施する。予算の大幅な組み替えを伴うので全体の計

画を再調整する。 
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○木更津市文化財保護条例【昭和 51年６月 26日条例第 30 号】 

 

目次 

第１章 総則（第１条―第３条） 

第２章 市指定文化財（第４条―第 16 条） 

第３章 市文化財保護審議会（第 17条―第 20条） 

第４章 補則（第 21 条） 

第５章 罰則（第 22 条・第 23 条） 

附則 

 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号。以下「法」とい

う。）及び千葉県文化財保護条例（昭和 30年千葉県条例第８号。以下「県条例」

という。）の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で市の区域内に存する

もののうち、重要なものについて、その保存及び活用のために必要な措置を定

めるものとする。 

（文化財の定義） 

第２条 この条例において「文化財」とは、法第２条第１項第１号から第４号ま

でに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。 

（財産権の尊重） 

第３条 木更津市教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、この条例の執

行に当たつては、関係者の所有権その他の財産権を尊重しなければならない。 

第２章 市指定文化財 

（指定） 

第４条 教育委員会は、市の区域内に存する文化財のうち、重要なものを木更

津市指定文化財（以下「市文化財」という。）に指定することができる。 

２ 前項の規定による指定をするには、教育委員会はあらかじめ指定しようと

する文化財の所有者、保持者又は権原に基づく占有者（以下「所有者等」とい

う。）の同意を得なければならない。ただし、当該文化財の所有者等が判明しな

い場合は、この限りではない。 

３ 第１項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ第 17条の

規定により設置された木更津市文化財保護審議会に諮問しなければならない。 

４ 第１項の規定による指定は、その旨を市掲示場に告示するとともに、当該

文化財の所有者等に通知して行う。 

５ 第１項の規定による指定は、前項の規定による告示があつた日からその効
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力を生ずる。 

６ 第１項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該市文化財の所

有者等に指定書を交付しなければならない。 

（解除） 

第５条 市文化財が市文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由があ

るときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。 

２ 前項の規定による指定の解除には、前条第３項から第５項までの規定を準

用する。 

３ 市文化財について、法の規定による国の文化財又は県条例の規定による県

の文化財としての指定があつたときは、当該市文化財の指定は、解除されたも

のとする。 

４ 前項の場合には、教育委員会は速やかに、その旨を市掲示場に告示すると

ともに、当該市文化財の所有者等に通知しなければならない。 

５ 第２項で準用する前条第４項の規定による市文化財の指定の解除の通知を

受けたとき又は前項の規定による通知を受けたときは、所有者等は速やかに市

文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。 

（所有者等の管理義務及び管理責任者） 

第６条 市文化財の所有者等は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則

（以下「規則」という。）及び教育委員会の指示に従い、市文化財を管理しなけ

ればならない。 

２ 市文化財の所有者等は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該

市文化財の管理の責に任ずべき者（以下この章において「管理責任者」という。）

を選任することができる。 

３ 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者等は 10 日以内にそ

の旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同

様とする。 

４ 管理責任者には、第１項の規定を準用する。 

（所有者等及び所在の変更届出） 

第７条 市文化財の所有者等が変更したときは、新所有者等は旧所有者等に対

して交付された指定書を添えて 10 日以内にその旨を教育委員会に届け出なけ

ればならない。 

２ 市文化財の所有者等又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を

変更したときは、10 日以内にその旨を教育委員会に届け出なければならない。

この場合において氏名若しくは名称又は住所の変更が所有者等に係るときは、

届け出の際指定書を添えなければならない。 

３ 市文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは、き損し、又はこれを亡失し、
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若しくは盗み取られたとき、所有者等（管理責任者がある場合は、その者）は、

10日以内に、その旨を教育委員会に届け出なければならない。 

４ 市文化財の所在の場所の変更をしようとするときは、所有者等（管理責任

者がある場合は、その者）は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければ

ならない。 

（管理又は修理等の補助） 

第８条 市文化財の管理、修理又は復旧（以下「修理等」という。）に要する経

費は、所有者等の負担とする。ただし、多額の費用を要し、所有者等がその負担

にたえない場合その他特別の事由がある場合には、市は、当該所有者等に対し、

予算の範囲内で補助金を交付することができる。 

２ 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として

修理等に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当

該修理等について指揮監督することができる。 

３ 前項に定めるもののほか、補助金の交付については、規則で定める。 

（管理又は修理等に関する勧告） 

第９条 市文化財の管理が適当でないため、市文化財が滅失し、き損し、又は盗

み取られる恐れがあると認めるときは、教育委員会は、所有者等又は管理責任

者に対し、管理方法の改善、記録の作成、伝承者の養成、修理保存その他管理に

関し必要な措置を勧告することができる。 

２ 市文化財がき損している場合において、その保存のために必要があると認

めるときは、教育委員会は、所有者等に対し、その修理等について必要な勧告を

することができる。 

３ 前２項の規定による勧告に基づいてする措置に要する費用は、予算の範囲

内でその全部又は一部を市の負担とすることができる。 

４ 前項の規定により市が費用の全部又は一部を負担する場合には、前条第２

項及び第３項の規定を準用する。 

（修理等の届出） 

第 10 条 市文化財の修理等をしようとするときは、所有者等はあらかじめその

旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第８条第１項の規定によ

る補助金の交付又は前条第１項及び第２項の規定による勧告によつて修理等を

行う場合は、この限りでない。 

２ 市文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出

に係る修理等に関し、技術的な指導と助言を与えることができる。 

（現状変更等の制限） 

第 11 条 市文化財に関しその現状を変更し又はその保存に影響を及ぼす行為

をしようとするときは、所有者等又は管理責任者は、教育委員会の許可を受け
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なければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害の

ために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の

軽微である場合は、この限りでない。 

２ 教育委員会は、第１項の許可を与える場合において、その許可の条件とし

て同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し、必要な指示をするこ

とができる。 

３ 第１項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかつたときは、教育

委員会は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命

じ、又は許可を取り消すことができる。 

４ 第１項の許可を受けることができなかつたことにより、又は第３項の許可

の条件を付せられたことによつて損失を受けた者に対しては、市は、その通常

生ずべき損失を補償する。 

（環境保全） 

第 12 条 教育委員会は、市文化財の保全のため必要があると認めるときは、地

域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な措置を命ずるこ

とができる。 

２ 前項の規定による処分によつて損失を受けた者に対しては、市は、その損

失を予算の範囲内で補償することができる。 

（公開） 

第 13 条 教育委員会は、市文化財の所有者等に対し、６か月以内の期間を限つ

て、教育委員会の用に供するため、当該市文化財を公開することを勧告するこ

とができる。 

２ 教育委員会は、市文化財の所有者等に対し、３か月以内の期間を限つて、当

該市文化財の公開を勧告することができる。 

３ 第１項の規定による公開のために要する費用は、市の負担とし、前項の規

定による公開のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を市の

負担とすることができる。 

４ 市は、第１項の規定により公開した所有者等に対し、給与金を支払うこと

ができる。 

５ 教育委員会は、第１項の規定により市文化財が公開されたときは、その職

員のうちから当該市文化財の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。 

６ 教育委員会は、第２項の規定による公開及び当該公開に係る市文化財の管

理に関し必要な指示をすることができる。 

７ 第１項又は第２項の規定による公開したことに起因して当該市文化財が滅

失し、又はき損したときは、市は、所有者等に対し、通常生ずべき損失を補償す

る。ただし、所有者等の責に帰すべき事由によつて滅失し、又はき損した場合



19 

 

は、この限りでない。 

（調査） 

第 14 条 教育委員会は、必要があると認めるときは、市文化財の所有者等又は

管理責任者に対し、当該市文化財の現状又は修理等の状況につき報告を求める

ことができる。 

（所有者等変更に伴う権利義務の承継） 

第 15 条 市文化財の所有者等が変更したときは、新所有者等は、当該市文化財

に関し、この条例に基づいてする教育委員会の勧告、指定その他の処分による

旧所有者の権利義務を承継する。 

（標識等の設置） 

第 16 条 市文化財の所有者等は、教育委員会の定める基準により特別のほか市

文化財の管理保存に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置す

るものとする。 

第３章 市文化財保護審議会 

（設置） 

第 17 条 文化財の保存及び活用に関し、教育委員会の諮問に答え又は意見を具

申し、及びこれらに必要な調査研究を行うため、木更津市文化財保護審議会（以

下「審議会」という。）を置く。 

（組織） 

第 18 条 審議会は、委員５人以内で組織する。 

２ 委員は、文化財に関する学識経験のある者のうちから、教育委員会が委嘱

する。 

３ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。委員が欠けた場合における補欠

委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長等） 

第 19 条 審議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員が互選する。 

３ 会長は、審議会を代表し、その会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたとき

は、その職務を行う。 

（会議） 

第 20 条 審議会の会議は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することがで

きない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、

会長の決するところによる。 
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○木更津市文化財保護条例施行規則【昭和 51年７月 30日教育委員会規則第 13号】 

＊各様式については割愛＊ 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、木更津市文化財保護条例（昭和 51 年木更津市条例第 30

号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（指定の申請書及び同意書の提出） 

第２条 条例第４条第１項の規定による指定において所有者等が自ら指定を受

けようとするときは、文化財指定申請書（別記第１号様式）を木更津市教育委員

会（以下「教育委員会」という。）に提出するものとする。 

２ 条例第４条第２項の規定による指定の同意は、文化財指定同意書（別記第

２号様式）によるものとする。 

（指定書） 

第３条 条例第４条第６項に規定する指定書（以下「指定書」という。）は、別

記第３号様式によるものとする。 

（指定書の再交付の申請） 

第４条 交付された指定書を滅失し、若しくはき損し、又は亡失し、若しくは盗

難にあつたときは、指定書再交付申請書（別記第４号様式）を速やかに教育委員

会に提出し、指定書の再交付を受けなければならない。 

（解除の通知） 

第５条 条例第５条第２項又は第４項の規定による指定解除の通知は、指定文

化財解除通知書（別記第５号様式）により行うものとする。 

（管理責任者選任（解任）の届出） 

第６条 条例第６条第３項の規定による管理責任者を選任又は解任したときの

届出は、指定文化財管理責任者選任（解任）届（別記第６号様式）によるものと

する。 

（所有者等及び所在の場所の変更の届出） 

第７条 条例第７条の規定による届出の様式は、次の各号に定めるところによ

るものとする。 

(１) 条例第７条第１項の規定による所有者等の変更の届出 指定文化財所有

者等変更届（別記第７号様式） 

(２) 条例第７条第２項の規定による氏名若しくは名称又は住所の変更の届出 

指定文化財所有者氏名等変更届（別記第８号様式） 

(３) 条例第７条第３項の規定による全部又は一部の滅失若しくはき損又は亡

失若しくは盗難にあつた場合の届出 指定文化財滅失（き損、亡失、盗難）届

（別記第９号様式） 
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(４) 条例第７条第４項の規定による所在の場所の変更の届出 指定文化財所

在場所変更届（別記第 10 号様式） 

（補助の申請及び決定） 

第８条 所有者等は、条例第８条第１項ただし書の規定により経費の補助を受

けようとするときは指定文化財経費補助申請書（別記第 11号様式）に次の各号

に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。 

(１) 経費の予算書及び見積書 

(２) 設計仕様書及び設計図 

(３) 修理箇所の写真又は見取図 

２ 所有者等は、前項による補助申請書を提出したのちその内容を変更又は中

止しようとするときは、指定文化財経費補助変更（中止）承認申請書（別記第 12

号様式）を教育委員会に提出し承認を受けなければならない。 

３ 教育委員会は、第１項の規定による申請書の提出があつたときは、その内

容を審査して補助金の交付を決定したときは、指定文化財補助金交付決定通知

書（別記第 13号様式）により申請者に通知するものとする。 

４ 所有者等は、補助金の交付を受けて、修理等を完了したときは、完了した日

から 20 日以内又は当該年度の３月 31 日のいずれか早い日までに、指定文化財

修理等実績報告書（別記第 14号様式）を教育委員会に提出しなければならない。 

５ 前各項の規定によるほか、補助金の交付手続等については、木更津市補助

金等交付規則（昭和 45 年木更津市規則第 21 号）の定めるところによる。 

（修理等の届出） 

第９条 条例第 10条の規定による修理等の届出は、指定文化財修理届（別記第

15号様式）によるものとする。 

（現状変更等の許可申請） 

第 10 条 条例第 11 条第１項の規定による現状変更等の許可を受けようとする

所有者等は、指定文化財現状変更等許可申請書（別記第 16号様式）の変更等を

しようとする日前 30日までに教育委員会に提出しなければならない。 

（着手及び終了報告） 

第 11 条 所有者等は、当該許可に係る現状変更等に着手し、及びこれを終了し

たときは、速やかにその旨を指定文化財現状変更等着手（終了）届（別記第 17

号様式）を教育委員会に提出しなければならない。 

（維持の措置の範囲） 

第 12 条 条例第 11 条第１項ただし書の規定により許可を受けることを要しな

い場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 

(１) 指定文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすこと

なく当該指定文化財をその指定当時の原状（指定文化財の現状変更等の許可を
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受けた場合においては、当該許可を受けたときの原状）に復するとき。 

(２) 指定文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するた

め応急の措置をするとき。 

（市の負担する費用の範囲） 

第 13 条 条例第 13 条第３項の規定による市の負担とする費用の範囲は、次の

とおりとする。 

(１) 指定文化財の移動に要する荷造費及び運送費 

(２) 前号の移動に際し、教育委員会が必要と認めて当該指定文化財を運送保

険に付する場合は、その保険料 

(３) 施設及び設備に関する経費 

(４) 警備費 

（出品給与金の支給） 

第 14 条 条例第 13 条第４項の規定により支給する給与金の額の範囲は、出品

期間１月につき１件 2,000円以内で予算の定めるところによる。 

２ １月に満たない期間についての給与金の支給は、その期間を１月とした計

算による。 

（補償の請求） 

第 15 条 条例第 13 条第７項の規定により損失の補償を受けようとする所有者

等は、指定文化財の損失補償請求書（別記第 18号様式）を教育委員会に提出す

るものとする。 

（補償の決定） 

第 16 条 教育委員会は、前条の規定による請求書の提出があつたときは、審査

のうえ補償を行うか否かを速やかに決定するものとする。 

２ 教育委員会は、前項の規定により補償を行うことを決定したときは、補償

金の額を定め、支払の方法及び時期その他必要な事項を補償を受けるべき者に

通知するものとする。 

３ 第１項の審査により補償を行わないことを決定したときは、理由を付して

その旨を請求書の提出者に通知するものとする。 

（補償金額決定の基準） 

第 17 条 補償金の額の決定は、特別の事情があるほか、次の各号のいずれかに

掲げる金額を基準として行うものとする。 

(１) 指定文化財が滅失した場合においては、当該指定文化財の時価に相当す

る金額 

(２) 指定文化財がき損した場合においては、当該指定文化財のき損の箇所の

修理のために必要と認められる経費及び当該指定文化財のき損前の時価と修理

後の時価の差額との合計額に相当する金額（ただし、き損の状況によりこれを
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修理することが不適当又は不可能であると認めるときは、き損前の時価とき損

後の時価の差額に相当する金額） 

２ 教育委員会は、前項の基準により定めた補償金の額が当該指定文化財の滅

失又はき損により通常生ずべき損失を補償するに足りないと認めるときは、そ

の額を超えて補償金の額を定めることがある。 

（標識等の設置基準） 

第 18 条 条例第 16 条の規定により設置すべき標識は、石造（特別の事情があ

る場合は、金属、コンクリート、木材その他石材以外の材料をもつて設置するこ

とを妨げない。）とし、次に掲げる事項を記入するものとする。 

(１) 木更津市指定文化財の文字 

(２) 指定の年月日 

(３) 当該指定文化財の名称 

(４) 所有者又は管理責任者の氏名 

(５) 教育委員会の文字 

(６) 建設年月日 

２ 条例第 16 条の規定により設置すべき説明板には次に掲げる事項を平易な

表現を用いて記載するものとする。 

(１) 指定に係る地域を示す図面（地域を示す必要がない場合を除く。） 

(２) 指定文化財の名称 

(３) 指定の年月日 

(４) 指定の理由 

(５) 説明事項 

(６) 保存上注意すべき事項 

(７) その他参考となるべき事項 

３ 条例第 16条の規定により設置すべき境界標は石造又はコンクリート造（13

センチメートル角の四角柱を用い、地表からの高さは 30センチメートル以上と

する。）とし、次に掲げる事項を記載するものとする。 

(１) 上面 指定に係る地域の境界を示す方向指示線 

(２) 側面 指定文化財境界の文字及び教育委員会の文字 

４ 前３項に定めるもののほか、標識、説明板、境界標の形状、員数、設置場所

その他これらの施設の設置に関し、必要な事項は当該史跡、名勝又は天然記念

物の管理のため必要な程度において、環境に調和するよう設置者が定めるもの

とする。 

５ 囲さく、その他の施設については、前項の規定を準用する。 

６ 前項までに定める基準により標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を

設置しようとする者は、仕様書、設計図、（説明板の設置に係る場合は、記載事
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項を含む。）及び設置位置を示す図面を添えてあらかじめ、その旨並びに当該工

事の着手及び終了の予定時期を教育委員会に報告するものとする。 

（台帳） 

第19条 教育委員会は、各種別ごとに必要事項を記載した指定の台帳を常備し、

実測図、写真等を添付しておくものとする。 

（県の規定の準用） 

第 20 条 条例及びこの規則の規定による指定については、県の基準の例による

ものとする。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行し、昭和 51年７月１日から適用する。 

附 則（平成３年３月 29 日教委規則第３号） 

この規則は、平成３年４月１日から施行する。 

附 則（平成９年８月 27 日教委規則第４号） 

この規則は、平成９年 10 月１日から施行する。 
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○木更津市教育委員会組織及び運営規則【昭和 61年３月 31日教育委員会規則第１号】 

抜  粋 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、木更津市教育委員会（以下「教育委員会」という。）の権

限に属する事務を処理するため、その組織及び運営に関し必要な事項を定める

ものとする。 

（議決事項） 

第５条 会議において議決を要する事項は、次のとおりとする。 

(１) 教育行政の運営に関する基本方針（学校教育及び社会教育の基本的指導

計画を含む。）を定めること。 

(２) 法第26条の規定による報告書の作成、議会への提出及び公表を行うこと。 

(３) 学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。 

(４) 見積価格 300万円を超える教育財産の取得及び処分を申し出ること。 

(５) 職務の級が５級以上の職員、指導主事、社会教育主事、司書及び学芸員を

任免すること。 

(６) 校長及び教頭の任免その他進退について内申すること。 

(７) 職員及び教職員の分限（傷病による休職を除く。）及び懲戒の処分を行う

こと。 

(８) 教育委員会規則を制定し、又は改廃すること。 

(９) 教育功労者を表彰すること。 

(10) 教育予算その他の議会の議決を要する事件の議案について市長に意見を

申し出ること。 

(11) 学校その他の教育機関の敷地又は建物の設定又は変更をすること。 

(12) 附属機関の委員を任命し、又は委嘱すること。 

(13) 校長、教員その他教育関係職員の研修の一般方針を定めること。 

(14) 教科書を採択し、及び教科書その他の取扱いの一般方針を定めること。 

(15) 学校の通学区域を設定し、又は変更すること。 

(16) 文化財の指定及び解除すること。 

(17) 職員団体との重要な交渉に関すること。 

(18) 請願及び陳情に関すること。 

(19) 前各号に掲げるもののほか重要かつ異例に属すること。 

 


