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５ 会議内容  議案第１号 木更津市指定文化財の指定について 

        －木更津市立金田小学校旧校舎に係る保存及び利活用について－ 

６ 公開・非公開の別  議案第１号：公開 

７ 傍聴人   なし 

８ 議事進行 

  

中能主幹    ただいまから、平成２９年度第１回文化財保護審議会を開催いたします。

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。委員全員の出

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。 

【冊子・報告書・資料の確認】 

それでは次第に従いまして、初めに古泉会長からご挨拶をお願いします。 

古泉会長    【古泉会長挨拶】 

続きまして髙澤教育長からご挨拶申し上げます。 

教育長     【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項の規程により「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

会長にお願いいたします。 

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



る進行に、ご協力をお願いします。 

平成２９年度第１回木更津市文化財保護審議会の議事を進めます。 

先ず、事務局へ本日の議事についての説明を求めます。 

山口課長    はい、本日の提出議案は、お手元の資料にありますとおり、木更津市指定

文化財の指定について 

「木更津市立金田小学校旧校舎に係る保存および利活用について」の 

１件となります。 

議案内容については担当総括から説明させていただきます。 

中能主幹    お手元の資料をご覧ください。議案第１号につきましては、前回の当該審

議から多少間が空いてしまったので、これまでの経緯とともにご説明い

たします。本件につきましては、平成２７年度の第１回、第２回の審議会

にて審議・現地確認を重ね、登録もしくは指定文化財としての可能性を模

索してまいりました。 

        その後、審議等の内容を踏まえ、事務局として検討した結果、市指定文化

財の新指定候補として検討することが適当であると判断したことから、

木更津市指定文化財の指定について、平成２８年度第１回の審議会にお

いて平成２８年８月１日付け木教文第２１３号として、「木更津市指定文

化財の指定について」教育委員会から文化財保護審議会へ諮問させてい

ただいたところです。 

        また、昨年度第２回の審議会においては、木更津市史編集部会委員でもあ

る渡邉義孝氏から、建造物の歴史的経緯、建築的特徴、史料的価値等につ

いての内容の専門家からの調査報告がなされたことで、委員の皆様にも

概ね建造物についての共通理解が得られたと考えております。 

        今後の審議といたしましては、調査の成果等を精査して、新指定を念頭に

保存や利活用の方法等について審議を重ねていくこととなっております。 

これまでの審議のなかでの具体的な意見といたしまして、建造物の文化

財認定を考えた場合、今のままでは中途半端では？とのご意見があり 

①人が入って活用ができない状況で建物をそのまま遺すだけでは文化財

の価値が半減してしまう、活用してなんぼのものだと思う。 

②建物そのものの価値・災害記憶としての価値、金田の地域性という意味

でも指定されたが廃屋というのは避けるべきであり、どうやって活用す

るかという話を煮詰めるべきである。 

③ある程度人が入っても問題がなく、地域の人（児童・職員等）の集まれ

る場所となるよう、建造物内で活動しても支障がないよう整備すること

を、長いスパンで調整をすべきである。 

        等々の懸案事項があったことから、今回は木更津市立金田小学校旧校舎

に係る保存および利活用についての今後の方向性について、事務局とし

ての意見も聴いて頂き、ご審議を賜りたく議案として上程いたしました。 



私からの説明は以上です。 

古泉会長    只今、本日提出された議案について、事務局からの説明がありました。 

既に委員の皆様方のお手元には本日の審議会資料が届いていたと思いま

すので、早速、議案第１号について審議を進めさせていただきます。 

議案第１号の１については、これまでの経緯を含めて委員におきまして

は、ご承知のことと存じますので、議案第１号の２の保存の方法から順に

進めてまいります。 

保存の方法についてＡ・Ｂ・Ｃの形態が事務局から目安として提示されて

いますが、このほかの形態も含め当該物件の保存方法として考えられる

方法等についてご意見、ご質問をお願いいたします。 

先ず、事務局としての腹案はございますか？ 

         ●事務局の腹案としてＢ 現状保存（修繕）形を提案 

        《提案に係る説明》 

古泉会長    事務局案はＢとのことでしたが、委員のご意見を伺いたいと思います。 

笹生委員    諮問を受けていますが、この議論を受けたうえで答申という流れでよい

でしょうか。 

古泉会長    そういう流れでよいと思います。 

笹生委員    Ａが一番望ましいが、予算的なことを考えれば、事務局案のＢ案が現実的

だと思う。金田地区では子供が増えてきて大変だと聞いている。Ｂは修繕

形だから、建築基準の順守が現実的だと思う。このＢの形で、どういった

形で活用の話をすすめていくのでしょうか？ 

黒田委員    修繕の形がどうなっていくかということだと思います。歴史的な経緯が

ある物は取り外して修繕したりせず、その形態をなくしてはいけません。

現状保存ということになります。 

古泉会長    保存の方法としてはＢということで意見をまとめさせていただきたいと

思います。 

        以上で議案第１号の２の審議を終了いたします。 

続きまして、議案第１号の３・４につきまして、関連していますので引き

続き審議を進めていきます。 

３の活用の方法について審議します。 

やはり活用の方法についてＡ・Ｂ・Ｃの型が事務局から目安として提示さ

れていますが、このほかの型を含め当該物件の活用方法として、考えられ

る方法等についてご意見をお願いいたします。 

先ず、事務局としての腹案はございますか？ 

        ●事務局の腹案としてＡ「継続型」を提案    

         《提案に係る説明》 

古泉会長    事務局から、Ａの用途を変更せず使い続けるとの提案を受けましたが、各

委員の方から質問等はありますか？ 



高崎委員    現在、金田小学校ではどう使っているのですか？ 

中能主幹    耐震基準の関係のため空き教室となっており、倉庫・物置として活用して

います。 

高崎委員    耐震化工事を行って、具体的にはどういったプランで使用することを考

えていますか。活用しない形になってしまっては勿体ないと思います。 

笹生委員    こちらの保存活用の事情だけではなく、小学校での使用方針を把握して、

お荷物とならないよう小学校と密に連絡を取り合って、こういう状況で

保存したいという、管理の方針を組んでもらいたいです。倉庫として使用

するままではもったいないので、学校施設として継続して使用するのが

望ましい形です。もうひとつは文化財としての面で、一定期間の公開を考

えるべきです。学校施設ですから常時公開という形はきびしいと思いま

すので、期間を限定した公開を視野にいれることが望ましいです。 

古泉会長    学校での使用については今のところ白紙ということであり、笹生委員か

ら学校の事情を考慮した上で、期間を限定して公開することが望ましい

といった意見が出されました。 

御巫委員    旧校舎の保存活用にあたり、子供たちに将来に渡って子供たちに記憶を

もってもらいたいと思います。うまく言えないのですが、建物が建ってい

ることで子供たちが学べる場として、例えば年に 1 時間でも授業を受け

るなどして、保存をからめた活用方法を学校に働きかけて、大人だけでな

く子供も触れられるような使い方も考えてほしいと思います。 

黒田委員    学校を公開するというのは、学校側・先生への負担になるのではないでし

ょうか。文化財としての管理は学校側とは別のことで、活用を考えた使用

については新たな負担になってしまいます。 

中能主幹    事務局としては、日常的に使用する学校施設としての活用を提案したい

と思います。文化財保護は文化課で担当していきます。 

黒田委員    それでも公開するということは、学校次第の対応ということになるかと

思います。 

髙澤教育長   耐震改修工事をした後、平常の学校の授業として利用する場合、どういっ

たことに配慮するべきでしょうか？ 

笹生委員    ガラスを割ってしまった場合など、文化財の現状変更にあたり、どういっ

た内容・レベルで報告するべきか文化課で取り扱いを決めて、内規などを

整備して、活用使用したほうが望ましいです。 

高崎委員    現場の先生・生徒が使い勝手のいい空間・建物として利用するために、現

場、学校側のいろいろな意見を聞いてもらえればと思います。私が居た高

校の場合「施設活用委員会」といった組織があり、空いている教室をどう

使うかなど、現場の人の意見をくみ上げて活用しています。また、これは

私の私案ですが、２階の放送室・応接室は現状のまま残して今までのもの

をそのまま置いておき、また、古い写真などを展示しておくと、児童たち



が自分の学校の歴史に興味を持って調べることができるのでよいのでは

ないかと思います。 

御巫委員    気になったのですが、現在はあの建物を倉庫として使っていますが、逆に

あの建物が倉庫として使えなくなると学校側としては不便ではないのか

と思います。そういったことを含め学校側と相談してほしいと思います。 

古泉会長    審議してきた中でクリアしなければいけない問題点が多く出てきました

が、継続して、意見を集約・調整して、次回以降、審議していきたいと思

います。 

笹生委員    諮問を受けて、保護審議会としては価値ありと答申を出した場合、その情

報を踏まえて金田小整備計画を整えてもらうほうが筋としていいのでは

ないかと思いますがどうでしょうか。文化財として指定する方向性は出

ているので、金田小全体の整備計画の中で整備して、この施設をどう活用

するのが良いのかということを計画したほうが良いと思います。 

古泉会長    資料を公開して展示する活用方法や文化財として価値を学べる方法があ

るが、地域が開発されていくなかで施設整備の再編計画を考えなければ

いけないところに来ています。 

山口課長    現在、金田地区の急速な変貌の中、人口の増加に伴い、今後の児童・生徒

の増加が見込まれることなどから学校の再配置、増設等も検討の必要が

あります。それに伴い、現状の校地が維持できるかどうか等様々な問題が

生じてくる可能性の中で、金田地区がどうなるか、当該校舎を継続して維

持していけるのか否かという問題があります。 

        みなさんご承知のとおり、高蔵寺の指定解除に至った経緯もあり、指定し

たのは良いが将来的に解体しなければならなくなった場合、その二の舞

になりかねない恐れもあり、教育委員会として責任をもって維持してい

けるのか否かについて、もう一度、関係部署とはかり、今後の保存の可否

について、検討させていただいたうえでご意見を頂きたいと存じます。 

笹生委員    文化財の前提として保存活用を決める中で、指定が前提であるのに、今の

話のような壊されることが前提の話が出てくるのはいかがなものでしょ

うか。 

古泉会長    他の委員の方はどうですか？ 

笹生委員    諮問されて、文化財として価値ありと判断するのは保護審議会です。 

御巫委員    高蔵寺の例も出されましたが、高蔵寺は例外であり、高蔵寺のようなこと

が無いようにしなければなりません。 

黒田委員    文化財指定するということは、守るべきものとして保存するということ

であり、学校再編計画で壊されるということはいかがなものでしょう。 

高崎委員    文化財として指定したが、建物の重要性を示す必要があります。今後の金

田小を考えると、旧校舎の立地は微妙な位置になる。ぶっちゃけた話とし

て、使いづらい、じゃまな位置とされてしまう心配がある。保護審では、



価値あるものとして判断されています。 

古泉会長    保護審議会としては価値を示して、学校再編計画の中でも価値あるもの

として説明していかなければなりません。 

中能主幹    保存は木更津市教育委員会全体で考えていきます。教育委員会の判断の

中で、施設を活用していくということになります。 

古泉会長    議案第１号の３の議題は、文化財の重要性・価値を示していき、学校再編

の動きには関係なく、そのなかで将来の活用方法を当然考えていくとい

うことになります。今回の審議会の意見を踏まえて、今後行っていくとい

うことになります。 

        議論された内容を把握してもらわなければ先に進めません。記録保存以

外の形で保存活用していくことになります。 

        修繕等については、過日の渡邉氏からの報告によれば、外周部のクラック

は応急処置が必要ですが、雨漏りについては割と最近シート工事が行わ

れていて 10年単位では大丈夫だとのことです。外周部のクラック等の補

修をするだけで当面はしのげるとのことでした。 

        ただし、建造物内を第 3者等が活用するとなった場合は、どうしても耐震

工事が必要となるとのことです。 

        建物の維持にコストがかかることから、１回２回の会議では結論が出ま

せん。金田地区に事情がありますが精査してもらい、調整を諮り、次回の

審議会で今までの我々の要望を反映してもらいたいと思います。 

笹生委員    最初は保存できるという話だったが、再編計画によっては保存できない

ということですと、前提が崩れてしまいます。諮問された後、答申しない

ということだと、委員が仕事をしていないことになってしまいます。壊さ

れてしまった場合、保護審議会は何をしていたのかということになって

しまいます。落としどころを見つけて、継続審議をしていかなければなり

ません。 

高崎委員    保護審議会として、文化財として残すものとしての方向性があるので、そ

の柱を守ってもらいたいと思います。 

髙澤教育長   資料の２頁の一番下の④将来のことが書いてありますが、現在のところ、

決まった方向性は出せません。計画人口からみて、平成３１年度から子供

は増え始めます。６年後になると今の倍のクラス数になり、３～４年後に

は教室が足らなくなります。旧校舎では４クラス分あり、手直しして改修

して使用しても、その子たちが中学校にあがった時、中学校では余裕クラ

スがない状況で、今のところ、教育委員会としては方向性が出せません。 

笹生委員    だからこそ、文化財として指定して残す必要があります。文化財として教

育委員会で調整していただければと思います。学校は公有財産であるの

で、私有財産の事情とは別な話です。私も県職でしたので、事情もわかり

ますが、落としどころを見つけて解決していただきたいと思います。校舎



として使用している例は多くありますので、お互い譲り合いながら調整

してほしいと思います。 

古泉会長    ありがとうございました。活用方法については、今までの会議の中で出た

意見通りの方向で、次回の審議会では問題点を詰めた方向で進めていき、

継続的に審議していきたいと思います。 

        その他、ご意見はございませんか？その他、ご意見等がないようでしたら、

以上をもって本日の審議会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。 

山口課長    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、ご意見を賜り

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月初旬前後に予定したいと存じております。詳細につい

ては改めて、担当が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。 

 

 

平成２９年７月３１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 


