
平成２９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２９年度第３回木更津市文化財保護審議会 

２ 開催日時  平成３０年３月１６日（金）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 多目的室Ｂ 

４ 出 席 者  文化財保護審議会委員 出席４名 

        古泉忠之委員（会長）・高崎芳美委員（副会長）・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・堀切由彦教育部部長・岩埜伸二教育部次長・ 

山口玲子文化課長・小高幸男主幹（文化芸術振興担当総括）・ 

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（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指定について（答申） 

報告事項  平成 29年度の木更津市文化財行政の概要報告について 

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 29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、笹生委員がご都合により欠席しておりま

すが、委員の半数を超える４名のご出席をいただきました。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、「木更津市保護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。 

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、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



長にお願いするものといたします。  

古泉会長    それでは、議長を務めさせていただきます。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、事務局へ本日の議事についての説明を

求めます。 

山口課長    本日の提出議案は、「木更津市指定文化財の指定について（答申）」の１件

となります。 

提出議案の内容については担当から説明させていただきます。 

中能主幹    第１号議案につきましては、木更津市文化財保護条例第４条第３項の規

定に基づき木更津市教育委員会から木更津市文化財保護審議会へ平成 28年

８月１日付けで木教文第 213 号にて諮問させていただき、本審議会におい

て協議を重ねて参りました。 

「木更津市立 金田小学校 旧校舎」の木更津市指定文化財の指定につい

てでございます。委員の皆様には答申書案を１月末に送付しご意見等をお

伺いしたところです。本日は お手元の答申書案を最終確認していただき、

木更津市文化財保護条例第 17条の規定により、正式に審議会から答申を受

けることとなっております。 

古泉会長    議案第１号といたしましては、木更津市立金田小学校旧校舎の木更津市

指定文化財の指定についての諮問です。 

それでは、お手元の答申書（案）について、ご意見等があれば発言を願い

ます。 

古泉会長    答申書案につきましては１月末に送付してありましたが、ご異議ないよ

うですので質疑については終了いたします。 

それでは、本答申書（案）につきましては原案どおりとし、正式に木更津

市教育委員会へ答申するものといたします。皆様よろしいでしょうか。 

異議なし 

このあと、答申書の作成について事務局に伺います。 

山口課長    しばらくお時間をいただければ、正式な答申書を作成させていただきた

いと存じます。 

古泉会長    正式な答申書を作成するとのことですので、作成していただいている間、

暫時休憩といたします。 

        事務局は答申書の作成をお願いします。 

（担当は答申書の作成作業に入るため一旦退室する） 

                  ↓ 

（担当は答申書に押印後入室し会長へ） 

古泉会長    答申書が出来ましたので、休憩を取り消し再開いたします。 

それでは平成 28年８月１日付け木教文第 213号で諮問があった「木更津

市指定文化財の指定」について、木更津市文化財審議会は本答申書により木



更津市教育委員会へ答申するものといたします。 

事務局には準備をお願いいたします。 

 

山口課長    はい、それでは、古泉会長と髙澤教育長には会場中央へお進み願います。 

        教育長は会長の正面へ  

          ↓（介添え：高崎副会長） 

古泉会長    答申書読み上げ 

          ↓ 

髙澤教育長   答申書受け取り 

        

山口課長    ありがとうございました。自席へお戻りください。 

古泉会長    今後の事務取扱につきましては、事務局に一任するものといたしますが、

遺漏の無いように進めていただくようお願いいたします。 

それでは、議案第１号「木更津市指定文化財の指定について」に関する審

議を終了させていただきます。 

以上で本日上程された議案の審議は終了となります。 

続きまして、報告事項があるようですので、事務局には報告をお願いしま

す。 

山口課長    報告といたしまして、平成 29年度の木更津市文化財行政の概要報告を各

担当から順に報告いたします。 

 

１．文化財補助事業について（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、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、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・伝承育成事業に対

して補助をしています。金額につきましては、資料に示したとおりになりま

す。 

 

２．文化財所有者等への啓発および支援等について（中能主幹） 

        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等、随時文化財

パトロールを行っており、今年度の被害はありませんでした。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 100部、

木更津市富士見の厳島神社の「波の伊八」の社殿彫刻について 50部作成し、

お渡ししました。 

 

３．指定文化財等の保護・活用について（中能主幹） 

        平成 29年度県指定文化財緊急対応等補助事業といたしまして、金鈴塚古

墳樹木伐採業務を実施しました。実施理由はここに書いてあるとおりです

が、桜の木が植えられてすでに 50～60年が経過して枝が広がり老木となり、

強風時に近隣住民や接道利用者へ人的被害が起きる恐れがあることや、大

型台風の強風により、墳丘盛土の崩落や、特に石室袖口の２本の樹の根元の

崩落が懸念されることから、安全確保と崩壊回避のために伐採を行いまし

た。もうひとつ、同じ事業になりますが、桜井の峯薬師さんと呼ばれている

お寺、正式名称「東光院」の「木造薬師如来立像」の指定文化財説明板が、

設置から 33年が経過し、文字が読めなくなっているところや写真も不明瞭

となり、説明内容も最新の調査結果に改める必要があることから、説明板を

改修いたしました。 

        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、上総木更津金鈴塚古墳出土品国宝化推進事業として５点実施しま

した。 

        一つ目は、推進事業のキャラクターとして、「きさポン」の古墳時代装束

バージョンをデザイナーの方に依頼し作成しました。二つ目は、『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？？』という小学生や

一般向け講習会用の教材を、パワーポイントにより作成しました。三つ目は、

今お手元にありますが、金鈴塚古墳普及版パンフレットとクリアファイル

を作成しました。来年度４月になりましたら、小学６年生を対象に配布致し

ます。四つ目は、先ほど髙澤教育長からも話がありましたが、３月４日に福

祉会館市民ホールを会場に「公開講座」として、保護審議会委員でもありま

す笹生衛 國學院大學教授に『金鈴塚古墳と祖（おや）の信仰』として、ご

講演いただきました。五つ目は、事業の周知のための通信用封筒を印刷いた

しました。 

 

４．埋蔵文化財調査について（酒巻副主幹） 

        埋蔵文化財調査についてですが、平成 29年度の埋蔵文化財調査件数、確

認調査、本調査を行った件数はこの表のとおり 24件でした。 

内訳は本調査２件、確認調査 22件です。また、そのほかに、74件の試掘・



建設工事の際の工事立会を実施しました。あわせて約 100 カ所近くについ

て職員が対応したことになります。表の９番と 18番は、それぞれ本調査を

実施しました。いずれも市の事業により実施したもので、９番の井尻遺跡は

中郷小建設に伴う調査、18 番の鶴ヶ岡古墳群・鶴ヶ岡遺跡は、市道中野畑

沢線の整備事業による調査でした。 

下の表は、市役所での遺跡の有無等を確認する窓口紹介件数は、平成 29

年度は約 950件で、前年度までと比較して大幅に増加いたしました。 

14 頁は、鶴ヶ岡２号墳・鶴ヶ岡遺跡の今年度の調査概要になります。古

墳時代前期（４世紀前半）に築造された円墳１基と、弥生時代後期から古墳

時代前期・後期の住居跡 15軒を実施しました。平成 30年度にこの遺跡の整

理作業を実施、発掘調査報告書刊行を予定しています。 

 

５．国庫補助事業の経過報告について（安藤副主幹） 

区画整理事業に伴う平成 29年度の埋蔵文化財整理作業は、請西遺跡群に

ついて実施しました。 

請西遺跡群のうち、山伏作遺跡、野焼Ａ・Ｂ遺跡の整理作業を行いました。

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実施し、29

年度は請西遺跡群発掘調査報告書ⅩⅦとして報告書を刊行しました。これ

が，山伏作遺跡の集落についての最終の報告で、30 年度に残りの１冊、墳

墓編の刊行を予定し、土器や埴輪の実測、トレース作業等を行っております。 

また、野焼Ａ・Ｂ遺跡は平成 27年度から整理作業を開始しており、30年

度に１冊、31 年度に１冊の報告書の刊行を予定しております。現在、土器

の接合、実測、トレース作業を進めているところであります。 

今後の計画ですが、国庫補助事業として、請西遺跡群の残り、野焼Ａ・Ｂ

遺跡、東山遺跡、諏訪谷古墳の整理作業および報告書の刊行、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 32年

度までの計画で着手する予定ですが、これらは主に縄文時代のものでござ

います。 

また、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をしていきたいと思います。 

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

で、本年度も３月末までに集報 22が出来上がり納本される予定です。 

 

６．市史編さん事業の経過報告について（小高主幹） 

        今年度は、木更津市史編集委員会を３回実施しました。議題の内容につい

ては、16 頁のとおりです。主な活動は、市史編纂に関わる調査にあたり、

市史編集部会を設置し、歴史系・自然系・民俗系の分野の７つの部会(42名)



を設置しています。主な成果としましては、市史の広報誌として『木更津市

史編さんだより』第２号を発行しました。また、今回で第４回になりますが、

国立千葉大学法人千葉大学との共催により、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」を 12月 16日に開催し、160人

近くの参加があり、大変盛況に終わりました。また、そのほかの広報誌とし

まして、今年度末に『木更津市史』創刊号と、平成 26～28年度に行った『木

更津市市史編さん事業公開講座記録集』という講演録を刊行いたします。 

 

７．金鈴塚古墳出土品再評価事業について（郷土博物館金のすず 松本副主

幹） 

        平成 29年度事業報告についてです。金鈴塚古墳共同研究、金鈴塚古墳再

整理報告書に向けた整理作業を実施しています。現在、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り実測図や写真実測データの

デジタルトレースを実施しています。報告書の構成案は、平成 29年８月に

実施した検討会おいて、資料の 18～20頁になりますが、執筆者分担なども

含めて意見をあおぎました。 

また、重要文化財指定書の記載変更に向けた目録および台帳整備につい

ては、文化庁担当調査官、千葉県教育庁文化財課担当者と文化課職員列席の

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、今年度は６回

実施し、次年度も複数回予定しています。 

また、冊子『金鈴塚古墳研究』第６号を年度末に刊行いたします。 

        新年度以降の事業計画についてです。平成 30年度に、歴博の主導により、

民間出版社から「共同研究」の総括報告書を刊行する予定です。また、歴博

において、古墳時代常設展示室のリニューアルで共同研究の成果を公表い

たします。また、郷土博物館金のすずにおいても、その成果をふまえて常設

展示全体のリニューアルを検討します。また、歴博との共同研究は、次年度

平成 30年度で終了になります。 

        また、歴博との共同研究は終了しますが、単独の事業として、金鈴塚古墳

再整理報告書等刊行事業を立ち上げ、原稿執筆まで実施する予定です。 

また、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につい

ては、平成 30年度中に完成させ、平成 32年度までに文化庁での審議をめざ

して、再整理報告書を審議の資料として添付いたします。 

また、冊子『金鈴塚古墳研究』を継続刊行し、平成 30年度に第７号を刊

行いたします。 

今後の課題といたしまして、先ほど歴博との共同研究との成果をふまえ

て郷土博物館金のすずにおいても常設展示全体のリニューアルいたします

と説明しましたが、これは平成 31・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終了後の、全館燻蒸後に実施いたします。 

また、金鈴塚古墳出土品の再整理報告書刊行後においても、共同研究協力

者の中からも継続調査の要望があるため、引き続き調査研究・報告の継続を

検討していきます。 

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。ご質問等ございましたらご発言を願います。 

高崎委員    ささいなことですが、寺山古墳はかつて公園として造成したときに人骨

が出土したため、その一角に供養碑があったはずで、また、その下の石材は

石室の石材だったはずですが、最近見に行ってきたらなくなっていました

が、どこに行ってしまったのでしょうか。 

酒巻副主幹   20 年近く前に寺山古墳の石室構築材が残っているという話を聞いた後に、

現地で確認しました。今年度の調査時に、調査した職員の間でもその話にな

って、現場を確認しましたが、どこにも残っていませんでした。今回の調査

時に富津の磯石のカケラは出土しましたので、古墳の石室はあったことは

間違いないと思います。 

高崎委員    私は、その写真は撮ってあります。その下の土台は石室石材で結構大きか

ったです。木更津東高校の生徒と見に行った。近所の人に聞けばわかるので

すかね。たまたま通ったときに、なくてびっくりした。 

中能主幹    表に自転車さんがあってそこの方に聞いたのですが、地元で片づけてし

まった。昔は人骨も結構出てきていたということでした。 

高崎委員    結構、立派な供養碑で、昔は卒塔婆も立てていて花もお供えされていた。

では、それについては分からないということですか。 

中能主幹    中の敷地、児童公園の敷地は市有地になります。今回の住宅建設にあたっ

て、児童公園の敷地は接続ができなくなり、公園自体もなくなるということ

です。そのため、隣接の土地所有者に対して公園の敷地部分を購入しないか

という話があったようです。 

古泉会長    埋蔵文化財調査についてですが、平成 29年度は窓口照会の件数が増えた

ということですが、何か理由はありますか。開発との関係ですか。 

中能主幹    開発行為がらみによるものです。土地の売買を目的にする方々が消費税

増税前に売買したいということを窓口での対応時に伺っています。 

古泉会長    ４市の共同の火葬場を建設するということですが、そのあたりに該当す

る遺跡はありますか。 

中能主幹    周知の埋蔵文化財包蔵地の外になります。火葬場建設の準備室から照会

も受けておりますが、そのため該当しない旨回答しています。 

黒田委員    博物館の空調設備改修工事の説明時の、フロン対策とは具体的にどんな

ことですか。 

 



松本副主幹   館の老朽化によりフロンの耐久年度の上限が過ぎてしまい、平成 31年度

に改修工事を行い、リニューアルいたします。法律の規制により使用できな

くなります。 

黒田委員    空調設備はフロン形式を使うのですか。違う形式になるのですか。 

堀切教育部長  地球温暖化により、フロンによる空調設備は行わないということです。 

黒田委員    わかりました。           

古泉会長    その他、委員からのご意見等ご発言はございませんか。  

        ご発言がないようでしたら、質疑終局と認め、報告事項についての質疑を

終了します。 

その他、委員からのご意見等ご発言はございませんか。 

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いたします。 

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。 

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、ご審議を賜り

まして、誠にありがとうございました。 

平成 30年度第１回木更津市文化財保護審議会については、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

合をお伺いした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３０年 ４月１０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 


