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議案第１号 木更津市指定文化財の指定について（答申） 

１．候補物件の概要 

①．物件の名称：木更津市立金田小学校旧校舎 

②．員 数：１棟 

③．種 別：有形文化財（建造物） 

④．時 代：昭和前期 

⑤．年 代：昭和３年 

⑥．改修年代等：昭和５６年 

⑦．所在の場所：木更津市中島 2931番地 1号（木更津市立金田小学校敷地） 

⑧．構 造 等：鉄筋コンクリート造２階建（外壁：モルタル塗り 屋根形状：陸屋根） 

⑨．所 有 者：木更津市 

⑩．設 計 者：不明 

⑪．施 工 者：青島工務所 

⑫．概   観：昭和初期の震災復興期の耐震に特に配慮した、学校建築の地方における

好例である。関東大震災で倒壊した木造建築に代わり、建てられたものである。規模は小

さいがファサードに柱型と梁型をはっきりと見せた、力強いデザインとなっている。また、

玄関車寄せも重厚であり、地震に強い鉄筋コンクリートの性質を外観にも現そうかとして

いるかのようである。内部は階段の親柱や手摺子が旧状を良く留めており眼を引く。 

※概観については 1993『千葉県近代建造物実態調査報告書』千葉県教育委員会より引用 
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平成３０年 ３月１６日 

 

木更津市教育委員会 様 

                    

                                     

木 更 津 市 文 化 財 保 護 審 議 会  

                    会  長   古  泉   忠  之 

 

 

   木更津市指定文化財の指定について（答申） 

 

 平成２８年 ８月 １日付け木教文第２１３号で諮問のありましたこのことに 

ついては、下記のとおり答申します。 

 

記 

 

 木更津市指定文化財として適当であると認めます。 

  

   名  称  木更津市立金田小学校旧校舎 

   員  数  １ 棟 

   所 有 者    木更津市 

   所 在 地  木更津市中島２９３１番地１号（木更津市立金田小学校敷地） 

   種  別  有形文化財（建造物） 

   概  要  別紙調書および調査報告書のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

木更津市指定文化財の指定について 

【答申物件調書】 

①．物件の名称：木更津市立金田小学校旧校舎 

②．員数：１棟 

③．種別：有形文化財（建造物） 

④．時代：昭和前期 

⑤．年代：昭和３年 

⑥．改修年代等：昭和５６年 

⑦．所在の場所：木更津市中島 2931番地 1号（木更津市立金田小学校敷地） 

⑧．構造等：鉄筋コンクリート造２階建 

（外壁：モルタル塗り 屋根形状：陸屋根） 

⑨．所有者：木更津市 

⑩．設 計 者：不明 

⑪．施 工 者：青島工務所 

⑫．調査要旨および評価 

建築の経緯：大正 12（1923）年の関東大震災により、損壊した木造の小学校の

再建のため、次々と鉄筋コンクリート（以下ＲＣ）造の小学校が建設されてい

った。その多くが「耐震性、耐火性、避難しやすさ、衛生の重視、校舎が校庭

を囲う配置形式」などの理念を具体化した計画として実現している。そのうち、

現存しているものは極めて少なく、残存しているものはいずれも、「震災復興の

象徴」「意匠性」そして「都市の記憶装置」としての評価が高まり、希少性とと

もに注目を集める存在となっている。 

当該建造物は秋楽幸次郎氏ら篤志家達の尽力によって市債・復興基金等を受

けて建設されたもので、昭和初期の震災復興期の耐震に特に配慮した学校建築

の地方における好例と言える。 

建造物の外観：倒壊した木造建築に代わり建てられた校舎は、規模は小さいも

ののファサードに柱型と梁型をはっきりと見せた力強いデザインとなっている。 

また、玄関車寄せも重厚であり、地震に強いＲＣの性質を外観にも現す。さ

らに、内部は階段の親柱や手摺子が旧状を良く留めており眼を引くものである。 

文化財的評価：先ず、戦前のＲＣ造の学校建築が残っているという点で極めて

貴重である。国内のＲＣ造小学校は大正９（1920）年の神戸市、横浜市のもの

が最古であるが、昭和９（1934）年の室戸台風以降に全国的にＲＣ造小学校が

一般化したことを踏まえれば、昭和３年竣工の本校舎は全国的に見ても古いも



のと言える。 

また、金田小学校は木更津市の賑わいと産業の隆盛そして豊かな財政基盤を

象徴する重要な遺構であり、「資力のない町ではＲＣ造は造れない」という時代

に今も残るハイカラなファサードと堅牢な躯体は、まさに木更津の隆盛を支え

た先人達の誇りそのものと言える。 

校舎改修の歴史についても木更津市は、昭和 11（1936）年４月の木更津海軍

航空隊の開隊以降、戦後も継続して木更津は軍施設とともにあったことから、

昭和 34（1959）年、航空自衛隊の騒音対策のために二重窓化と空調工事が行わ

れており、その他の防音改修工事などにより教育環境の維持向上を図ってきた

関係者の努力は、校舎の窓や天井、壁、断熱材等に今も垣間見ることができ、

戦争の時代を越えて現在まで、国家による基地（軍・自衛隊）の設置という地

域の事情に合わせて改修してきた歴史がそのまま体現された郷土史的遺産であ

る面も歴史的価値として評価される。 

以上のことから、当該校舎は、関東大震災後に復興した小学校として、また

県内ＲＣ造小学校の先駆けとして、木更津の経済力を背景に建設された近代化

遺産であるとともに、戦後の改修部位も含めて木更津の歴史を可視的に体現す

る貴重な遺構というべきである。  

また、当該校舎は、当初木造２階建てで計画され図面まで作成されていなが

ら、ＲＣ造に転換されている特殊な経緯を経ている。この経緯の多くが学校等

に保管されていた『図面』『見積書』『仕様書』『現場日誌』等の資料として残さ

れている点は珍しく、史料的価値は非常に高いというべきである。 

意匠的にも優れ、比較的状態もよく、多額の修繕費を必要とせずに維持管理

が可能であり、将来的な観光資源となりうる可能性もあることも付け加えてお

きたい。 

⑬．指定に係る留意点 

・建築以降の地域の歴史的経緯も考慮し、可能な限り現状の形態を残しながら

保存する。 

 

・校舎等として活用するために耐震化工事等を実施する場合は、本会および専

門家等に指導を求め、文化財の価値を損なわないよう配慮して実施すること。 

 

 

 

 

 



 
木更津市立金田小学校（旧校舎）位置図 

旧校舎 

（現倉庫棟） 



 

旧校舎正面部 

 

旧校舎側面部（南西） 



 

     旧校舎背面部   

 

左と上の写真は、アールデコ調の意匠を 

用いた、旧校舎内階段部の装飾支柱と 

手摺子(てすりこ) 

 

 



報告事項  

平成２９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 95,919 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 60,457 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 

 

 

 

 

  

 



３ 指定文化財等の保護・活用について 

（１）平成２９年度県指定文化財緊急対応等補助事業 

金鈴塚古墳樹木伐採業務委託の実施【県指定史跡】 

   実施理由 

    植栽した墳丘上の桜の成長に伴い、風雨の煽り等による墳丘盛土の崩落が認めら

れ、（特に羨道入口部分の崩落が激しい）昨今の大型台風等の影響により揺れが増幅

され崩落が顕著に進んだことに鑑み、崩壊回避および予防・近隣住民および接道利

用者の安全確保の必要があることから。 

【支出額 284,040円のうち補助額 142,000円】 

 

伐  採  前 

 

伐  採  後 

 



（２）平成２９年度県指定文化財緊急対応等補助事業 

指定文化財説明板（木造薬師如来立像）改修業務委託の実施【県指定有形文化

財】 

実施理由 

設置から３３年余り経過し説明板面の劣化が進み、印字された文字・写真の塗料

が 

流れ出し鮮明さを欠いたこと、最新の調査結果に照らし内容の齟齬、誤謬が判明し

たことに鑑み、板面を改修して説明内容等を正しく改める必要があることから。 

【支出額 73,440円のうち補助額 36,000円】 

 

改  修  前 



 

改  修  後 

（３）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） 

 

（４）真武根陣屋遺址・「鎌足桜」祖株の除草・剪定等の実施 

 

（５）上総木更津金鈴塚古墳出土品国宝化推進事業の実施 

 ①推進事業キャラクターきさポンの作成 

       古墳時代装束バージョン 

 ②『木更津市小学生のための歴史講座金鈴塚古墳ってなんだろう？？』 

小学生および一般向け講習会用教材（パワーポイント）の作成 



 

 ③金鈴塚古墳普及版パンフレットおよびクリアファイル印刷（主対象：小学６年生） 

  ・別添のとおり 

   ④「上総木更津金鈴塚古墳出土品国宝化推進事業 公開講座」開催 

     講 師：笹生 衛 國學院大学教授 

     演 題：「金鈴塚古墳と祖（おや）の信仰」 

     資 料：別添のとおり 

⑤通信用封筒印刷 

 

 

４ 埋蔵文化財調査について 



No 地　区 調査面積（㎡） 調査内容 事業目的 主　な　調　査　成　果

1 江　川 8.4㎡/87.5㎡ 確認調査 個人住宅建設 　遺構の分布、遺物の出土は確認されなかった。

2 高　砂 33.5㎡/403.29㎡ 確認調査 コンテナ倉庫設置 　弥生時代後期の方形周溝墓が確認された。

3 幸　町 11㎡/243.17㎡ 確認調査 個人住宅建設 　遺構の分布、遺物の出土は確認されなかった。

4 矢　那 21.2㎡/1,050.23㎡ 確認調査 個人住宅建設 　遺構の分布、遺物の出土は確認されなかった。

5 文　京 21㎡/384.0㎡ 確認調査 集合住宅建設 　遺構の分布、遺物の出土は確認されなかった。

6 木更津 23㎡/236.30㎡ 確認調査 個人住宅建設 　寺山古墳の周溝が確認された。

7 木更津 9.3㎡/115.53㎡ 確認調査 個人住宅建設 　寺山古墳の周溝が確認された。

8 井　尻 245.2㎡/2,765.53㎡ 確認調査 保育園建設 　遺構の分布は確認されなかった。

9 井　尻 1,473㎡ 本調査 学校建設 　方形周溝墓群（弥生時代中期）の本調査を実施した。

10 下宮田 268㎡/2,811㎡ 確認調査 太陽光発電設備建設 　遺構の分布、遺物の出土は確認されなかった。

11 本　郷 24.0㎡/257㎡ 確認調査 集合住宅建設 　遺構の分布、遺物の出土は確認されなかった。

12 請西 23.5㎡/338.59㎡ 確認調査 集合住宅建設 　遺構の分布、遺物の出土は確認されなかった。

13 田川 462㎡/9,983.27㎡ 確認調査 太陽光発電設備建設 　円墳の周溝が確認された。

14 本郷 27㎡/207.14㎡ 確認調査 個人住宅建設   平安時代の住居を確認した。

15 請西 15.81㎡/135.00㎡ 確認調査 学童保育所建設   古墳時代の土坑を確認した。

16 長須賀 4.24㎡/242.66㎡ 確認調査 個人住宅建設 　遺構の分布、遺物の出土は確認されなかった。

17 真里谷 4.24㎡/242.66㎡ 確認調査 個人住宅建設 　遺構の分布、遺物の出土は確認されなかった。

18 桜　井 古墳１基、1,980㎡ 本調査 市道整備 　鶴ヶ岡２号墳・鶴ヶ岡遺跡の本調査を実施した。

19 真里谷 60.3㎡/1,008㎡ 確認調査 太陽光発電設備建設   平安時代の土坑を確認した。

20 笹　子 4.05㎡/13.5㎡ 確認調査 携帯電話基地局建設 　遺構の分布、遺物の出土は確認されなかった。

21 木更津 5.22㎡/229.4㎡ 確認調査 個人住宅建設 　寺山古墳の周溝が確認された。

22 真里谷 22.2㎡/285㎡ 確認調査 太陽光発電設備建設 　遺構の分布、遺物の出土は確認されなかった。

23 真里谷 22.2㎡/285㎡ 確認調査 太陽光発電設備建設 　遺構の分布、遺物の出土は確認されなかった。

24 江　川 13㎡/120㎡ 確認調査 個人住宅建設 　遺構の分布、遺物の出土は確認されなかった。田向遺跡

遺　跡　名

東谷遺跡

上真船遺跡

鶴ヶ岡古墳群

鶴ヶ岡遺跡

山王宿遺跡

玉ノ谷遺跡

本郷一丁目遺跡

本郷Ａ遺跡

上ノ台遺跡

部田谷古墳群

本郷一丁目遺跡

本郷Ａ遺跡

浜長須賀古墳群

（寺山古墳）

浜長須賀古墳群

（寺山古墳）

井尻遺跡

井尻遺跡

浜長須賀古墳群

（寺山古墳）

柿ノ木遺跡

山王宿遺跡

木野根沢台遺跡

田向遺跡

高砂遺跡

真船古墳群

御所塚遺跡

真船古墳群

 

※上表のほか７４件の工事立会および試掘を実施した。 

 



 

 

 

 

 

 



鶴ヶ岡２号墳・鶴ヶ岡遺跡（市道中野畑沢線整備に伴う埋蔵文化財発掘調査） 

平成２９年度調査概要 

遺跡は、木更津市桜井字鶴ヶ岡 777-2 ほかに所在し、烏田川下流域左岸の台地上（標高

約 35ｍ）に立地している。  

今年度は、平成 29 年 11 月２日より、調査を開始し、平成 30 年３月中旬に終了の予定で

ある。 

調査対象面積は、古墳１基（鶴ヶ岡２号墳）、包蔵地 1,980 ㎡（鶴ヶ岡遺跡）である。 

鶴ヶ岡２号墳は、古墳時代前期（４世紀前半）に築造された円墳と判明した。 

古墳の主を葬った主体部１基が明らかになり、被葬者の両腕の位置より管玉４点の出土

があった。 

鶴ヶ岡遺跡では、弥生時代後期～古墳時代前期、後期の住居 15 棟の調査を行った。 

出土遺物は、弥生土器、古墳時代土師器等である。 

本年度の調査成果については、平成 30 年度事業として整理作業を行い、発掘調査報告書

の刊行を予定している。 

平成３０年度以降 

市道中野畑沢線整備に伴う埋蔵文化財発掘調査については、来年度以降、用地買収の進

捗等を踏まえ、調査を行う予定である。調査対象範囲は、遺跡範囲の北側（桜井運動場に

近い台地先端）に所在する鶴ヶ岡遺跡で、包蔵地約 12,000 ㎡である。 

   

調査前墳丘全景                墳丘調査風景 

   



住居跡調査風景 

５ 国庫補助事業の経過報告 

区画整理にともなう平成 29 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、山伏作遺跡、野焼 A・B 遺跡発掘調査分の整理作業を実施。山

伏作遺跡は国庫補助事業として平成 26 年度から整理作業を開始。平成 29 年度については

請西遺跡群ⅩⅦとして報告書を刊行。平成 30 年度までに残り１冊の報告書刊行を予定し、

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冊の報告書刊行を予定し、土器の接合、実測、トレース作業等

を進めている。 

・山伏作遺跡（弥生時代後期～古墳時代中期の集落跡と弥生時代後期～奈良時代の墓域） 

・野焼 A・B 遺跡（弥生時代後期～奈良時代の集落跡と弥生時代中期～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          



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 H36

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 3,805 5,525 5,500 4,324

野焼遺跡 9.9 14,779 1,000 2,600 2,895 3,646 4,638
東山遺跡

諏訪谷古墳 2.8 4,203 2,223 1,980

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 1,559 685

小計 55.7 126,031 36,560 10,465 10,000 10,000 10,001 8,195 8,125 8,395 7,970 8,420 7,900 0 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 0 0 0 0 1,450 1,490
塚原遺跡(真

武根含む） 10.9 16,334 2,580 1,000 775 0 0 0 0 0 0 0 6,550 3,939 1,490

塚原古墳群 8.5 12,744 2,571 6,510 3,663

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 0 0 0 0 8,000 8,000 8,000 6,654

100 192,340 36,560 42,964 11,728 11,428 10,001 8,195 8,125 8,395 7,970 8,420 7,900 8,000 8,000 8,000 6,654

10,000 10,000 10,001 8,195 8,125 8,395 7,970 8,420 7,900 0 0 0 0 79,006

1,728 1,428 0 0 0 0 0 0 0 8,000 8,000 8,000 6,654 33,810

0 1 2 2 1 1 2 1 4 0 0 0 0 14

0 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

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

刊行報告書　単費

 

（平成 30 年 2 月 22 日 現在） 

６ 市史編さん事業の経過報告について 

木更津市史編集委員会

平成２9年度

第２回木更津市史
編集委員会(１月
１７日)

議題　木更津市史編集部会組織の見直しについて

第３回木更津市史
編集委員会(３月
１４日)

議題　木更津市史編さん事業の進捗状況について

実施日程 内　　容

第１回木更津市史
編集委員会(７月
２７日)

議題　委員長、副委員長の選出について

 

・『木更津市史編さんだより』第 2 号の発行（H29 年 11 月 3 日） 

・『木更津市史研究』創刊号の発行（H30 年 3 月末予定） 

・『木更津市史編さん事業公開講座記録集（平成 26～28 年度版）』の発行（H30 年 3 月末予定） 

・木更津市市制施行７５周年記念 国立大学法人千葉大学共催 

木更津市史編さん事業公開講座 

「暮らしから見つける木更津の文化資源」の開催（H29 年 12 月 16 日） 



木更津市史編集部会　各専門部会部会長・部会委員名簿

部会長 加藤修司 部会長 河名　勉 部会長 滝川恒昭

部会委員 阿部昭典 部会委員 吉井　哲 部会委員 川戸貴史

上野祥史 石和田秀幸 盛本昌広

小澤　洋 服部一隆 湯浅治久

小髙春雄 柴　裕之

島立　桂 小髙春雄

本間岳人 本間岳人

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 川﨑史彦 部会委員 栗原克榮 部会委員 田村　勇 部会委員 相澤敬吾

實形裕介 駒　早苗 松田睦彦 篠﨑　貞

菅根幸裕 髙木澄子 菅根幸裕 田村　満

本間岳人 渡邉義孝 島立理子 成田篤彦

渡邉義孝 大橋智子 入江英弥 湯谷賢太郎

大橋智子 小田島高之 谷城勝弘

佐山淳史 木暮文雄

福澤　陽

考古部会 古代部会 中世部会

近世部会 近現代部会 民俗部会 自然部会

 

７ 金鈴塚古墳出土品再評価事業について   

－平成２９年度事業の成果－ 

木更津市郷土博物館金のすず 

１ 平成２９年度事業報告 

・金鈴塚古墳共同研究、金鈴塚古墳再整理報告書にむけた整理作業 

業者委託による出土品の写真実測をはじめ、共同研究協力者による実測図や写真実測デ

ータのデジタルトレースを実施した。 

報告書の構成案は平成２９年８月に実施した検討会の席上にて、出席した共同研究協力

者８名にはかり、執筆者分担なども含めて意見をあおいだ。 

・重要文化財指定書の記載変更にむけた目録および台帳整備 

文化庁担当調査官、千葉県教育庁文化財課担当者および教育部文化課職員列席のもと、

調査官自身が目録、台帳と資料を全点照合する作業を実施した。 

（4月 26日、8月 28日、９月 26日、11月 17日、２月 23日、3月 12日実施） 

・冊子『金鈴塚古墳研究』第６号の刊行。（３月末刊行予定） 

２ 新年度以降の事業計画 



金鈴塚古墳共同研究について 

・歴博主導により、平成３０年度に民間出版社から「共同研究」の総括報告 

書を刊行予定（目次別紙）。 

・歴博 古墳時代常設展示室リニューアルで共同研究の成果を公表。 

郷土博物館金のすず常設展示全体のリニューアルを検討。 

・歴博との協定は平成３０年度で終了。 

新規事業の立ち上げについて 

・金鈴塚古墳再整理報告書等刊行事業の立ち上げ。 

・原稿執筆まで実施する予定。 

重要文化財指定書の記載変更にむけた目録および台帳整備 

・作業については、平成３０年度中に完成させる。 

 文化庁での審議は平成３２年度をめざし、再整理報告書を審議の資料として添付する。 

・冊子『金鈴塚古墳研究』の継続刊行。 

 平成３０年度に、『金鈴塚古墳研究』第７号を刊行予定。 

 

３ 今後の課題 

・金鈴塚古墳研究成果の公表については、前述のとおり、平成３１年度および３２年度

に実施するフロン対策に伴う博物館空調設備の大規模改修工事が終了して後、全館燻蒸

後に実施する。 

・金鈴塚古墳出土品の再整理報告書刊行後に判明する研究成果等も見込まれ、また、共

同研究協力者の中からも継続調査の要望があるため、博物館通常事務の中で、引き続き

調査・研究・報告の継続を検討していきたい。 



巻頭図版
刊行の言葉
例言
目次
挿図目次
表目次
図版目次

金のすず

金のすず

小林
金のすず
金のすず
各協力者

田中
上野
上野
上野
上野
上野
上野
田中
田中

上野・田中

谷畑
福島

谷畑

上野
谷畑

小　結 各協力者
澤田

小　結
澤田

小　結
上野

銅鏡
小　結

木櫛

第２節　布
金糸
布

第3節　繊維

第4節　鑑鏡

琥珀棗玉

蜻蛉玉・練玉

ガラス丸玉

ガラス小玉

滑石臼玉

飾履（東博所蔵）

耳環
玉類
瑪瑙勾玉

水晶切子玉

銀透彫金具
銀飾金具
金銅製巴形飾金具
金銅製花形飾金具

金歩揺

銀環
銀木実形垂飾
銀葉形飾金具

第４章　出土品の考古学的再調査
第1節　装身具類
金鈴・金銅鈴
金銅透彫金具

第３章　金鈴塚古墳の概要
第1節　遺構（石室・石棺・木棺）
第2節　出土位置の同定
第3節　資料対照表

第2節　昭和25年の調査
第3節　平成の調査
第4節　墳形・石室の現状

第3節　地理的環境
第4節　歴史的環境

第2章　既存の調査
第1節　昭和8年の調査

序章
第1節　再整理に至る経緯と経過
第2節　調査体制と協力者

上総金鈴塚古墳再整理報告書

木更津市・市長・教育委員会・教育長

新指定名称を使用。

誰にするか

先行研究については第６章で
触れてもらう予定のため、こ

こでは割愛する。

原則事実記載のみ。
順番は、基本「目
録」に準じる。

 



大刀１ 獅噛環頭大刀 持田 『研究４号』刊行済み

大刀２ 獅噛環頭大刀 持田 『研究４号』刊行済み

大刀３ 獅噛環頭大刀 持田 『研究４号』刊行済み

大刀４ 単竜環頭大刀 大谷 『研究』に補足

大刀５ 単鳳環頭大刀 大谷 『研究』に補足

大刀６ 双竜環頭大刀（古式） 大谷 新規執筆

大刀７ 双竜環頭大刀（新式） 大谷 新規執筆

大刀８ 金銅装圭頭大刀 福島 『研究6号』掲載予定

大刀９ 金銅装圭頭大刀 福島 『研究6号』掲載予定

大刀１０ 金銅装圭頭大刀 福島 『研究6号』掲載予定

大刀１１ 頭椎大刀（新） 瀧瀬 新規執筆

大刀１２ 頭椎大刀（古） 瀧瀬 新規執筆

大刀１３ 銀装鶏冠頭大刀 齊藤 『研究』に加筆・調整

大刀１４ 銀装鶏冠頭大刀 齊藤 『研究』に加筆・調整

大刀１５ 金銅装鶏冠頭大刀 齊藤 『研究』に加筆・調整

大刀１６ 金銅装大刀 齊藤 『研究』に加筆・調整

大刀１７ 銀装圭頭大刀 瀧瀬

大刀１８ 鉄刀 齊藤 新規執筆

大刀１９ 金銀装大刀 齊藤 『研究』に加筆・調整加筆・調整

大刀２０ 金銅装大刀 齊藤 新規執筆

大刀２１ 倭装大刀 大谷 新規執筆

大刀装具片

齊藤
齊藤

内山

小　結 各協力者
宮代

小　結

馬具吊金具
銅鋲
鉄鋲

金銅雲珠
金銅辻金具
銅馬鐸
鉄地金銅張杏葉
金銅長方形鋲留金具
鉄地金銅張帯先金具

金銅鞍金具

鉄鉸具
壺鐙
鉄地金銅張壺鐙

鉄壺鐙

金銅障泥吊金具

甲冑小札

第6節　馬具
鉄轡
鉄地金銅張鏡板
鞍金具
金銀鞍金具

銀弓弭
銀両頭金具
鉄鏃
盛矢具

甲冑
衝角付冑

第5節　武器･武具
大　刀

『研究』に大刀19の銀
製刀装具を鞘尻金具と
して追加。

銀装鉄鉾
弓矢

 



齊藤（宮代）
齊藤（宮代）

小　結

谷畑
谷畑
齊藤（宮代）
大谷
大谷

小　結 各協力者

桃崎
藤野

小　結 各協力者
谷畑

小　結
永嶋

各協力者
小林

出土大刀の構造比較 大谷
鶏冠頭大刀 齊藤

工具
そのほか金属製品
土師器・須恵器
繊維類

上野

奥付

終章　
まとめ

上総金鈴塚古墳出土品目録

報告書抄録

着装品
鑑鏡
金属容器
武器
武具

馬具

第1節　X線調査
第2節　蛍光X線調査

第6章　考察
第1節　石室・石棺・木棺
第2節　出土品
装身具類

第９節　容器類
金属容器
焼成容器

第10節　自然遺物
人骨・歯牙

第5章　理化学的調査

第８節　その他金属製品
鉄鎹
鉄釘
斧状鉄製品
金箔
銀板

第７節　工具類
刀子
刀子装具

内容・小題については、

協力者と協議して最終決
定とする。六一書房で発

刊するものとの調整。

協議中。複数人で
分担している資料

については、担当
同士で協議する。

代表者が執筆？

新指定書の内容収録

 

 

 

 

 

 



 

○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

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、

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

○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） 

(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

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

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。 

 

 

 

 



 

 

○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。 

 

 


