
平成２７年度第３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３回木更津市文化財保護審議会 

２ 開催日時  平成２８年３月２８日（月）午後２時００分～午後４時３０分 

３ 開催場所  木更津市役所朝日庁舎 ２階 多目的室１３ 

        宗教法人 高蔵寺（木更津市矢那）  

４ 出 席 者  文化財保護審議会委員 出席４名 

        高崎芳美委員（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、松本勝主査、稲葉昭智副主幹（郷土博物館 

金のすず） 

５ 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） 

－宗教法人高蔵手所有の市指定文化財について－ 

現地視察 宗教法人 高蔵寺（木更津市矢那） 

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３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。本日は古泉委

員より欠席との連絡をいただいております。また、多田委員より遅れて到着

するとの連絡がありました。委員の半数を超える３名、多田委員も途中より

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】 

ありがとうございました。 

続きまして高澤教育長からご挨拶申し上げるところですが、本日、高澤教



育長は所用により本審議会に遅れることとなりますため、後ほど挨拶を申

し上げることといたします。 

中能副主幹   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３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  本日の議案としては、木更津市指定文化財の取扱いについて（諮問）の１

件となります。また報告事項については２件となります。それでは本日の議

案について、担当がご説明いたします。 

中能副主幹   議案第１号「木更津指定文化財の取扱いについて」（諮問）につきまして

は、お手元の写しの資料によりますが、平成 28年２月４日付けで、所有者

であります高蔵寺代表役員宮寺弘正氏より市指定文化財に指定されている

建造物の指定解除に係る申出書が提出されたことにより、本審議会で諮問

することとなった案件でございます。本件につきましては、教育委員会より

諮問させていただいた後、委員のみなさまに現地におきまして状況確認の

上ご検討していただき、帰着後この会場にて、ご意見をいただきたいと思い

ます。 

高崎会長    それでは、議案第１号木更津市指定文化財の取扱いについて（諮問）につ

いて議事を進めていきたいと思います。事務局は、諮問書の準備をお願いし

ます。 

今関課長    それでは、諮問書を鹿間教育部長より木更津市文化財保護審議会長へお

渡しいたしますのでよろしくお願い致します。 

鹿間教育部長が諮問書を読み上げ、高崎審議会長へ手渡す 

高崎会長    ただいま諮問のありました、平成 28 年２月 28 日付け、木教文第 471 号

「木更津指定文化財の取扱いについて」（諮問）については、現地の状況の

確認後に審議を再開することとします。この後の日程について、事務局より

説明をお願いします。（日程説明） 

視察先の高蔵寺へ移動・実見後・帰着・審議再開 

高崎会長    それでは、審議を再開いたします。先ほど教育委員会より諮問がありまし

た、「木更津指定文化財の取扱いについて」を審議いたします。各委員にも

事前に本件の資料が届けられており、ただいま現地を確認したところです

が、この案件につきまして、ご意見、ご質問等はありますか。 

笹生委員    指定の解除についての諮問ということですが、所有者が指定の解除を希

望したので解除しますでは、いったい何のために指定したのか。どのよう

な形で保護をしてきたのかという問題が出くるように思います。 



このような話は、建造物の指定の時には出てくる話です。工事には多額

な費用が必要でありますし、お寺側の事情についてもわからないではあり

ませんが、指定物件を扱うところでの市側の対応、所有者側の事情も含め

て、指定解除はやむなしという結果になったとしても、審議会としては

「極めて遺憾である」という言葉を、記録に留めおかねばならないです

し、所有者側と市側双方に今後このようなことが無いように、今後の文化

財保護行政について強く意見具申をすべきであると思います。 

指定の価値ありとの判断で指定されたものが、解除しなくてはならない

という状況になった経緯について、審議会としては、指定解除は極めて遺

憾であり、本件については事務局として記録を残し、今後同じような事態

とならないよう、所有者等との連絡を密にし、相互の意思疎通を図ること

に努めて頂きたい。 

御巫委員    記録を残すことは、賛成です。できれば、将来、経緯がわかるように、

指定から解除に至るまでの過程を、詳細に記しておいたほうが良いと思い

ます。 

高崎会長    御巫委員よりご意見のあったように、これまでの経緯を明らかにするこ

とはできますか。 

中能副主幹   これまでの経緯を記した資料を作成いたします。 

多田委員    文化財の取扱いは、所有者の良心にまかせることが多いのですが、お金  

の関わることでもありますし、市の意見を通していくというひとつの手段

として、また、文化財保護審議会の意見として、過去にこういうことがあ

ったという、文化財保護の拠り所となるようなものとして使うこともでき

ると思います。今回は、厳しいようですが、極めて遺憾であるという記録

を残しておく必要があると思います。 

高崎会長    各委員よりご意見がありましたが。今後に向けていかがでしょうか。 

中能副主幹   本日ご審議いただいた内容をもとに、次回に向けての資料を作成して委

員のみなさまにお示ししたいと思います。 

高崎会長    お願いします。過去の経緯がはっきりしない部分もありますので、審議

会では情報を共有して、審議の判断材料にしたいと思います。次回に答申

書（案）の内容について審議、その結果を見て答申という流れになると思

います。 

笹生委員    指定の解除は、所有者の意志があるのでやむを得ないことですが、高蔵

寺は、木更津市内最古の建造物であると思いますし、遺構としては手が加

わっている部分もありますが、屋根裏の軸組や、柱の八面の形も残ってい

る。現在では指定当時の状況とは異なっているわけですが、文化財として

価値が損なわれているわけではないですから、その重要性を所有者に認識

してもらうことが必要です。 



所有者の代替わりの時にこのような話が出て来ることが多いので、文化

財としての重要性について所有者との意思疎通が重要であると思います。 

高崎会長    所有者への働きかけが必要というご指摘ですが、事務局の見解をお願い

します。 

中能副主幹   審議会前に所有者とお話し合いをしましたが、解除後に建て替えを行う

などということを計画しているのではなく、今あるものについては世代が

代わっても残して行きたい。という考えをお持ちでした。管理に不都合が

生じた場合には該当箇所を改修する可能性はあるが、現段階でその予定は

ないということでした。今後とも所有者と話を進めたいと考えています。 

高崎会長    ではこの件につきましては、次回の審議会で引き続き審議ということで

よろしいですね。以上で議案第１号「木更津市指定文化財の取扱いについ

て」（諮問）についての審議を終了いたします。 

続きまして、報告事項として２件あるようですが事務局から説明をお願

いします 

今関課長    報告事項①といたしまして、「平成 27年度の木更津市文化財行政の概要

報告」について、各担当より説明いたします。 

中能副主幹   １.文化財補助事業について 今年度は、教育振興事業補助金を３団体

に交付しました。県指定文化財の関連では、「須賀神社が実施する文化財

保護事業」（防災・保守点検・清掃管理事業）へ 15,000円（総額 64,840

円）を交付、「木更津ばやし保存会が実施する事業」（会議・伝承育成・公

開事業）へ、65,000円（総額 98,519円）を交付しました。さらに、中島

区文化財保存会が実施する事業」（会議・文化財の調査・保存・伝承育成

事業）、これは、国記録選択「中島の梵天立て」ですが、総額 60,968円の

うち、40,000円を交付いたしました。 

        ２.文化財所有者等への啓発および支援等について 今年度は、市指定

文化財（登録等含む）所有者へ文化財防火デーの時期に、防火対策を文書

により通知しました。台風など自然災害時の被害調査、所有者からの状況

確認を随時行っています。指定文化財の説明用リーフレットの配布です

が、所有者からの請求によるもので、ヤマニ綱島商店へ資料を印刷してお

渡ししました。また、市指定文化財である「富士見厳島神社の社殿彫刻」

と善雄寺「銅造聖観世音菩薩立像」について説明板の設置を行いました。 

        ３.指定文化財の保護・活用について 今年度は、（１）指定文化財管理

業務委託としまして、「金鈴塚古墳」、「貝渕木更津県史蹟」の下刈り、伐

採、剪定を８月と 12月に行いました。さらに、「真武根陣屋遺址」、「鎌足

桜祖株」の除草、剪定に６月と９月に行い、これは、文化課の職員による

ものです。 

酒巻副主幹   ４.埋蔵文化財の調査について 今年度の埋蔵文化財の発掘調査件数は、



発掘調査関係が 18件で、内訳は確認調査が３件、試掘が 15件です。 

そのほかに、整理作業を行いまして、土地区画整理事業の関係では、大山

台遺跡・中郷谷遺跡・山伏作遺跡・野焼遺跡の整理作業を行い、中郷谷遺跡、

大山台遺跡の報告書を刊行しました。 

さらに、昨年度に調査を行いました、塚の腰古墳・松面古墳について整理

作業を行い、報告書を刊行いたしました。また今年度に調査を行いました末

崎遺跡（真里谷廃寺隣接地）につきましては、昨年の調査成果と合わせて整

理作業を行い、まもなく報告書の刊行となります。 

窓口照会件数は、平成 26年度は 629件でしたが、本年度は本日まで 680件

となり、年々増加する傾向がみられます。 

松本主査    ５.国庫補助事業の経過報告について 国庫補助事業といたしまして、土

地区画整理事業に伴って発掘調査を行いました、請西遺跡群の整理作業を

実施しております。平成 24年度より開始しましたが、その他の事業とあわ

せて平成 32年度までの予定でございます。 

今年度につきましては、大山台遺跡、中郷谷遺跡、山伏作遺跡、野焼遺跡

の整理作業を実施しまして、大山台遺跡、中郷谷遺跡につきましては、成果

をまとめた調査報告書を刊行いたしました。これで、大山台遺跡、中郷谷遺

跡につきましては、整理作業と報告書刊行が終了いたしました。 

今後につきましては、山伏作遺跡、野焼遺跡、東山遺跡等の整理作業を進

めて行く予定でございます。また区画整理組合が存続しております千束台遺

跡群につきましては、文化庁、県教育委員会文化財課の指導をいただきなが

ら、組合側とも協議を進めて行きたいと考えております。 

小高副主幹   ６.市史編集事業の経過報告について 今年度の編集委員会は３回行い

ました。昨年の６月 30 日付けで、委員の方々の任期が終了しましたので、

７月１日付けで引き続き 10名の方に委嘱・任命の手続きを行いました。 

７月 27 日の第２回の編集委員会におきまして、委嘱状（辞令）交付式、

委員長、副委員長の選出を行い、引き続き、委員長には金子薫委員、副委員

長には成田篤彦委員、三浦茂一委員を選出致しました。12 月１日付けで、

木更津市史編集部会のうち、近世、近現代、民俗、自然の４部会を立ち上げ

まして、部会長４名、部会委員 18名、計 22名の方々に委嘱をしまして、今

年度より正式に市史編集事業として開始し、調査等を行っております。今後

の計画は、平成 42年度、2030年までに通史編、資料編、民俗編、自然編等

を刊行する予定でございます。 

高崎会長    続きまして、報告事項②についての説明をお願いします 

今関課長    報告事項②といたしまして、金鈴塚古墳出土品の再評価事業の現状につ

いて郷土博物館金のすずの稲葉副主幹より報告いたします。 

稲葉副主幹   平成 27年度の事業報告をさせていただきます。教育委員会内部において



役割分担を明確にしました。博物館は、台帳整備、再整理報告書の作成とい

った実務的な作業、文化課は文化庁への申請、関連施策を実施するというこ

とになりました。３月 31日で第２期の歴史民俗博物館との学術交流協定が

終了いたします。第３期として４月１日から３か年の延長を行いました。今

年度は、文化庁、県文化財課の指導によって台帳の整備、『金鈴塚古墳研究』

第４号の刊行を行いました。新年度以降の事業計画ですが資料の実測作業

等を行い、平成 30年度末までに原稿の執筆までを行い、平成 31年度に再整

理の報告書を刊行するという計画を立てております。 

目録については、文化庁の担当官自身が、台帳と資料を１点ずつ照合して

作成するということですので、引き続き対応していく予定です。 

歴史民俗博物館との協定及び覚え書きですが、今年の 11月 26日（土）に

歴博フォーラム「金鈴塚のかがやき」というシンポジウムを行います。平成

29 年度の歴史民俗博物館を中心とした共同研究の総括報告書についても予

定のとおりでございます。 

（その他詳細については、資料の内容を説明） 

高崎会長    ただいまの報告について、ご質問はありますでしょうか。では、質疑終了

と認めて審議を終了いたします。 

中能副主幹   最後になりましたが、審議会途中から教育長がお見えになられておりま

すので、改めて髙澤教育長からご挨拶申し上げます。 

【髙澤教育長挨拶】 

今関課長    ありがとうございました。 

 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。平成 28年度第１回木更津市文

化財保護審議会についてですが、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２８年３月３１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 


