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１ 会 議 名  平成２８年度第３回木更津市文化財保護審議会 

２ 開催日時  平成２９年３月２９日（水）午前１０時００分～午前１１時００分 

３ 開催場所  木更津市役所朝日庁舎２階 会議室Ａ２ 

４ 出 席 者  文化財保護審議会委員 出席５名 

        古泉忠之委員（会長）・高崎芳美委員（副会長）・笹生衛委員 

御巫由紀委員・黒田加奈子委員 

        教育委員会事務局 出席９名 

        髙澤茂夫教育長・齊藤良二教育部次長・山口玲子文化課長 

中能隆主幹（文化財担当総括）・酒巻忠史副主幹 

安藤道由副主幹・松本勝副主幹・寺原進主事 

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 上総木更津金鈴塚古墳出土品国宝化推進事業について 

報告事項① 平成 28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 28年度事業の成果および平成 29年度の計画～ 

６ 公開・非公開の別  公開 

７ 傍 聴 人  なし 

８ 議事進行 

 

中能主幹    平成 28年度第３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。 

本日は全委員出席ですので、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。 

それでは、次第に従いまして、古泉会長からご挨拶をお願いします。 

古泉会長                《挨拶》 

髙澤教育長               《挨拶》 

中能主幹    木更津市文化財保護条例第 19条第３項の規定により、「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、議長を古

泉会長にお願いします。  



古泉会長    それでは、議長を務めさせていただきます。皆様には、議事の円滑なる

進行に、ご協力をお願いします。先ず、事務局へ本日の議案等についての

説明を求めます。 

山口課長    本日の提出議案は、「上総木更津金鈴塚古墳出土品国宝化推進事業につ

いて」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、本日の議案を担当総括から説明させていただきます。 

中能主幹    平成２９年度当初予算にて新たに事業化することとなりました、「上総

木更津金鈴塚古墳出土品国宝化推進事業について」です。 

上総木更津金鈴塚古墳出土品は、国の重要文化財（考古資料）として、

郷土博物館において、保存管理・展示・貸出し等に活用しているととも

に、重要文化財としての再整理および共同研究の事業を進めているところ

です。 

これらは、平成２３年度からの木更津市第４次総合３か年プランで、国

宝化を念頭に金鈴塚古墳出土品の共同研究・復元事業等を実施する、国宝

的価値を有する金鈴塚古墳出土品の再評価事業を実施するとして、「金鈴

塚出土品復元事業」が採択されました。目標を達成するために、平成 22

年度には、歴博と郷土博との学術交流に関する協定が締結され、平成 23

年度から協定に基づく共同研究を継続的に実施しているものです。金鈴塚

古墳出土品の国宝化を推進するにあたり、当該事業をどのように展開すべ

きであるのか、資料のとおり大枠では考えていますが、未だ問題点も多い

ことから、この資料を叩き台として、より具体的な方向性等についてご審

議いただき、ご意見・ご指導を踏まえたうえで事業の実施にあたりたく、

上程いたしました。 

古泉会長    ありがとうございました。それでは、議案第１号「上総木更津金鈴塚古

墳出土品国宝化推進事業について」議事を進めさせていただきます。ご意

見・ご質問等がございましたらご発言願います。 

笹生委員    市と歴博が合同で金鈴塚古墳の研究を総括的に推進していることは良い

ことだと思います。国宝にすることが最終的な目的ではなく、文化財とし

て有用に活用するということが重要だと思います。金鈴塚が単に豪華でき

らびやかだからではなく、歴史的な価値がどうなのか再評価する仕事をき

ちんと行ない、新しいことが分かったうえで、国宝化をめざすべきで、そ

の方向性を守ってやっていただければ良いと思います。金鈴塚だけを取り

上げるのではなく、周囲の古墳・集落、大寺廃寺などを含めて包括的にも

う一度金鈴塚を捉え直して、その中で新しい価値が出てくるでしょうか

ら、それを武器にして国宝化を狙っていくのが、良いシナリオなのではな

いでしょうか。 

古泉会長    ありがとうございます。 



御巫委員    小学校高学年の時に、金の鈴の話を聞いて、ロマンがあると憧れた思い

出があります。小中学生に金鈴塚の話を伝えていくことは重要だと思いま

すが、他県の人は全く知らない人も多く、大人向けにも何かアピールして

いく必要があると思います。 

古泉会長    ありがとうございます。高崎委員、高等学校の生徒の様子はどうです

か。 

高崎委員    小さい子は好奇心旺盛で関心を持つが、中学 2、3年生になるとそっぽ

向いてしまい、学校行事で博物館見学をやってもあっという間に通り過ぎ

てしまいます。しっかり見る子は稀で、日本史に興味をもっている子は 40

数人いて１人程度だと思います。関心のない子にどうやって歴史に目を向

けさせるかが難しいことで、中学校あたりで具体的に楽しいプランを子供

たちと練っていくとか、金のすずに無理やりでも 10人単位で連れて行く

努力をしていかないと、せっかくの財産が活かされないと思います。 

古泉会長    ありがとうございます。子供たち、大人たち、市民にどう広げていくか

課題が出てきたのではないでしょうか。 

黒田委員    金鈴塚の遺物をじっくり見て、すばらしいと分かったのですが、これを

どのように発信するかが重要で、研究で新しく何が分かったのかを分かり

やすくすることが大切だと思います。外から人を呼び込めるような発信の

仕方を考えていただければと思います。 

笹生委員    高崎委員の話を伺って、文化財の活用にいくらお金をかけても人はなか

なか来ない。活用していくということになると、単に歴史や文化財を強調

するのではなく、植物・地質も含めてベースになっているものを含めた、

総合的に研究する物語づくりが必要だと思います。 

金鈴塚を含めた低地の遺跡では、地質学と考古学を組み合わせること

で、都市計画にも役立つような情報を復元できる。そんな新しい視点がど

んどん出てくる中で、発掘調査の報告書も定期的に刊行され、研究のベー

スがきちんとしているというのもアピールできるもの。もっと言うと、房

総の中で最初にヤマト政権の影響を受けていて、ヤマトタケル伝承もある

木更津にふさわしい物語が書けると思います。 

古泉会長    ありがとうございます。御巫委員、自然・植物から見てどうですか。 

御巫委員    関連づけてというのは難しいのですが、バラが最初に出てくるのは万葉

集に防人の歌で、木更津から九州へ向かった防人の人が詠った、バラのツ

ルに絡まってという歌があって、私の認識では木更津は古いところなのだ

なという思いがあり、金の鈴を見たら、どうやって誰が作って、どうして

ここにあるのだろうということをずっと考えさせられています。 

古泉会長    いろいろな角度から見ることが、新しい方向性の一つなのかなという笹

生委員のご指摘もありましたが、その他でご発言がございますか。 



質疑につきましては、終局が見えたと判断いたします。 

事務局は、只今の委員の皆さんからの発言を踏まえて、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。 

金鈴塚古墳の出土品は、価値が国で認められているからこそ、国の重要

文化財として指定されているわけですが、国宝への昇格について、地元と

して待望することは機運の醸成を図るという点で有益ではありますが、本

来、国宝の指定につきましては、国の専決事務であり史跡等とは異なり、

地元が直接国へ意見具申することが出来ない文化財であるとのことです。

また、指定されるには、かなり多くのハードルを越える必要もあろうかと

思います。先ず、地元の役割としては、金鈴塚古墳から出土した 遺物の

魅力について、より多くの方々に知ってもらえるように裾野を拡げる。新

たな価値を見出すための調査研究に努める。そして、周知を図るための情

報を絶えず発信することが、国へのアピールに繋がるのではないかと思い

ます。長い道のりになる覚悟を持って、事業に取り組んでいただき本市の

希望が実現できますことを期待しております。 

それでは、議案第１号「上総木更津金鈴塚古墳出土品国宝化推進事業に

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議案の審議は終了となります。 

高崎委員    ひとつよろしいですか。旧八宝苑で行われる博物館の研究発表を何回か

聞きに行っていますが、参加者の多くは年配の方のようです。子どもたち

は画像だとすぐにでも飛びつき、パワーポイントだと子どもたちも関心を

持ってくれるように思います。金鈴塚の画像をたくさん持ってきて、子ど

も向けのパワーポイントを作ってみてはどうでしょうか。 

古泉会長    ありがとうございます。子どもだけでなく、公民館などで幅広く活用さ

れれば良いと思います。 

以上で審議を終了とし、続きまして、報告として２件の事項があるよう

です。報告①「平成２８年度の木更津市文化財行政の概要」についての報

告をお願いします。 

山口課長    報告①といたしまして、平成 28年度の木更津市文化財行政の概要報告

を各担当からから順に報告いたします。 

中能主幹    文化財補助事業は、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

を交付しています。県指定文化財須賀神社が実施する文化財保護事業の防

災・保守点検・清掃管理事業へ総事業費 64,840 円に対して 15,000 円を補

助しています。また、県指定文化財の木更津ばやし保存会が実施する会議・

伝承育成・公開事業の総事業費 95,919 円に対して 65,000 円、国記録選択

となっている中島区文化財保存会が実施する梵天立ての会議・文化財の調



査・保存・伝承育成事業の総事業費 60,457 円に対して 40,000 円を補助し

ています。 

        次に、文化財所有者等への啓発および支援等についてですが、登録等を含

む市内指定文化財の所有者へ向けて、防火・防犯対策等の文書による通知を

年１回、自然災害等の被害調査は大風・台風等があった場合随時行っており、

今年度の被害はありませんでした。昨年度来、鎌足桜の祖株の被災について

危惧されていましたが、今のところ心配ない状況です。また、指定文化財等

の説明用リーフレット配布につきましては、所有者からの請求によって対

応しており、今年度は木更津市中央のヤマニ綱島商店店舗につきまして作

成し、お渡しています。 

        次の指定文化財等の保護・活用についてですが、上総金鈴塚古墳出土資料

（金銅製鞍覆輪金具）につきまして、緑青の錆化が進みましたので保存修理

業務委託を実施しました。また、指定文化財金鈴塚古墳・貝渕木更津県史蹟

の管理業務委託として除草・剪定を、同様に真武根陣屋遺址・「鎌足桜」祖

株の除草・剪定等を実施しています。 

        また、これまで木更津市が発掘調査をしたもので、所有が千葉県に帰属す

る出土遺物について移譲事務を実施し、完了しました。 

山口課長    続きまして、埋蔵文化財調査について、国庫補助事業の経過報告について、

市史編さん事業の経過報告について、それぞれ担当から報告を行います。 

酒巻副主幹   埋蔵文化財調査についてですが、埋蔵文化財調査件数は平成 28 年度 15

件で、内訳は本調査２件、確認調査５件、試掘が８件です。昨年 12 月まで

につきましては、概要を調査集報 21 に掲載しています。また、市役所の窓

口紹介件数は、平成 27 年度が約 700 件でしたが、本日までの 780 件で、増

加傾向が見られます。 

松本副主幹   国庫補助事業の経過報告については、山伏作遺跡、野焼 A・B 遺跡の整

理作業を実施しており、今年度は山伏作遺跡の報告書を請西遺跡群ⅩⅥと

して刊行しました。来年度につきましても、山伏作遺跡、野焼 A・B 遺跡

の整理作業を引き続き行います。千束台遺跡につきましては、国・県の指

導の下、組合と協議を進めています。 

寺原主事    木更津市史編さん事業についてですが、今年度は木更津市史編集委員会

を３回開催しました。内容としては、平成 29 年度から本事業にて刊行物

を発行するにあたり、著作権や執筆に関して、執筆者との取り決めを定め

るため、著作物利用に関する覚書、執筆要項について協議し、了承を得ま

した。また、木更津市史編集基本構想及び基本方針に関して、『木更津市

史』刊行計画の改正について協議し、了承を得ました。 

        木更津市史編集部会は、近世、近現代、民俗、自然の４部会、計 24 名で、

史料の収集、現地調査等を行っており、普及事業としては、11 月に『木更



津市史編さんだより』を創刊し、12 月に公開講座を開催しています。 

山口課長    続きまして、報告事項②金鈴塚古墳出土品再評価事業について、事業を

実施しています木更津市郷土博物館金のすずの稲葉副主幹、お願いしま

す。 

稲葉副主幹   平成 28年度事業報告について、11月 26日に歴博フォーラム『金鈴塚古

墳の輝き』を実施し、257名の参加がありました。また、金鈴塚古墳再整

理報告書の目次および執筆分担の検討を行いました。事実報告を中心とし

たもので、考察の部分につきましては、30年度に歴博を中心として「考察

編」を刊行する予定です。このほかに、重要文化財指定書の記載変更にむ

けた台帳整備を９月 20日に実施したほか、冊子『金鈴塚古墳研究』第５

号を３月に刊行いたしました。 

新年度以降の事業計画につきましては、再整理報告書刊行に向けた整理

作業を実施します。平成 29年度につきましては、業者委託を入れること

で整理作業を実施する予定です。 

再整理報告事業は、共同研究とは別事業であるため、報告書刊行に向け

別途、共同研究者以外も含めて新たに原稿執筆の依頼文を発送します。 

平成 29年度は業者委託を含めた写真撮影・トレース作業を進めます。

目録および管理台帳の作成につきましては、引き続き文化庁担当調査官の

指導を仰ぎながら実施し、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ます。新年度は４月 26日に

実施の予定です。 

        また、「歴博」との学術交流に関する覚書は、平成 30年度末を以って終

了しますので、29年度は民間出版社から「共同研究」の総括報告書を刊行

するための原稿執筆を行います。 

        今後、歴博古墳時代常設展示室と郷土博物館金のすずの常設展示室につ

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計画です

が、郷土博物館金のすずにおきましては、開館 10周年記念展として実施

することも 29年度に検討しています。 

        さらに、29年度に一般向けの金鈴塚ＰＲ冊子の計画を検討する予定です

が、刊行後に判明する事実も多いと思われるので、事業終了後も『金鈴塚

古墳研究』の継続刊行が必要ではないかという意見も、共同研究協力者か

ら多く出されています。金鈴塚を継続して研究して行き、発表する場所を

確保しておくことこそが、博物館としての教育普及活動ではないかという

意見があり、検討をしていく必要があると考えられます。 

古泉会長    ありがとうございます。只今の報告について、何かご質問等はございま

せんか。 

質問がないようですので、質疑終局と認め、報告事項についての質疑を



終了します。 

ほか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。 

山口課長    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、ご審議を賜りまして、誠にありがとうございました。平成

29年度第１回の木更津市文化財保護審議会でございますが、開催期日を７

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。 

議題につきましては本年度、第１回の審議会において諮問させていただ

き、第２回の審議会で調査報告をいたしました「木更津市立金田小学校旧

校舎の文化財指定について」継続審議案件でございます。指定後の校舎の

利活用等、文化財としての在り方についてご審議いただく予定ですので 

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２９年  月  日 

議事録署名人 木更津市文化財保護審議会 

      会長 古泉 忠之  印 

 

 

 


