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会 議 次 第 

 

辞令交付 

 

１．開 会 

 

２．教育長あいさつ 

 

３．会議内容 

 

    議案第１号  会長・副会長の選出について 

 

 

議案第２号  木更津市指定文化財の新指定候補の選定について 

 

 

４．閉 会 
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議案第１号 会長・副会長の選出について 

 

木更津市文化財保護審議会委員名簿（平成 30年 11月１日～32年 10月 31日） 

高崎 芳美 たかさき よしみ 再任６期目（平成 20年 11月就任） 

古泉 忠之 こいずみ ただゆき 再任４期目（平成 24年 11月就任） 

笹生  衛 さそう まもる 再任４期目（平成 24年 11月就任） 

御巫 由紀 みかなぎ ゆき 再任４期目（平成 24年 11月就任） 

黒田 加奈子 くろだ かなこ 再任２期目（平成 28年 11月就任） 

 

 

 

 

 

会 長       

 

 

 

 

 

副会長 
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議案第２号  木更津市指定文化財の新指定候補の選定について 

 

（１） 庚申塚９号墳出土方頭大刀 

 

庚申塚９号墳は、平成４年度に発掘調査を実施し、平成 11・12年度に整理作

業を実施しました（１）。 

木更津市請西字庚申塚（今の請西東二丁目）の標高 41～45ｍの丘陵の南側斜

面部に造られた方墳で、墳丘規模は東西で 14.0ｍ・南北で 15.2ｍを測り、周溝

は斜面の最も低い部分を除いた、三方向をコの字状に巡らせています（最も深

い北側での深さは 1.7ｍ）。また、自然地形を利用して墳丘部は造られており、

最も残っていた部分で約 1.1ｍの盛土が確認されました。 

古墳は組合式の刳抜式箱形石棺２基を埋葬施設としたもので、方頭大刀を出

土した第２埋葬施設は、古墳が造られるとともに、最初に埋葬されました。 

第２埋葬施設の石棺は、断面コの字形に刳り抜いた２つの石（軟質砂岩）を

合わせて棺身とし、大きさは長さ 219cm・幅 63cm・高さ 39cm、内法の長さ 182cm・

幅 39cm・深さ 21～25cm・厚さ 12～13cm で、蓋には長さ 218cm・幅 74cm・厚さ

24cmの 1枚の板石（軟質砂岩）が使われていました。 

頭部に高さ 4cmの段差を設けて枕としており、西頭位に埋葬されていました。

また、方頭大刀は被葬者の左足元から、佩表を上にして鞘と柄の木質のみが失

われただけの、良好な遺存状態で出土しました。 

方頭大刀は全長 107.5cm で、刀身・刀装具とも重厚な造りのものです。大刀

本体の長さは 95.9cm、刃身長 76.1cm・茎長 19.8cm、身部幅 2.20～3.30cm・背

幅 0.55～0.70cm、茎幅 1.96～2.80cmのもので、刀身は切刃造りで、カマス切先、

関は浅い両関をしています。また、金銅製の倒卵形の喰出鐔（①、長径 5.15cm・

短径 3.45cm・厚さ 0.60cm）は、茎部に金銅製鎺（②、長さ 2.25cm・長径 3.10cm）

を付けたあと装着されており、さらに沈線や刺突で施文された金銅製鐔縁金具

③で固定されています。 

金銅製柄頭④は長さ 5.70cm・最大幅 5.00cm・最大厚 3.70cm で、比較的丸み

をもった頭頂部をしていて、把側には沈線や刺突で施文された縁金具⑤を伴い

ます。把木は鎺下まで至り、柄頭と茎は紐通し孔とされる鵐（鳩）目金具⑥で

一体化されています。 

鞘は、黒漆塗りの鞘の一部に金銅製の刀装具を用いたもので、金銅製鞘口金

具（⑦、長さ 4.20cm・長径 3.70cm・短径 2.40cm）に接して、金銅製の櫓金式双

脚足金具の１つ（⑧、一の足）が付けられていたほか、17cm 離れてもう１つの

足金具（⑨、二の足）が取り付けられていて、２つの足金物に吊帯紐を通して

佩用する構造となっています。また、先端には短めな金銅製鞘尻金具（⑩、長
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さ 5.20cm・長径 3.80cm・短径 2.25cm）が付けられています。 

全国で 30例ほど出土している装飾を施した（金銅装など）方頭大刀の中でも、

本例は良好な資料として取り上げられることが多く、この大刀に伴う櫓金式双

脚足金具は、枠形櫓の枠形に段があり、枠形の幅が双脚より張り出したもので、

７世紀中葉から７世紀第３四半期の年代が研究者によって与えられています（２

～４）。やや新しい時期に作られた十五郎穴横穴 32号墓から出土した方頭大刀は、

十五郎穴横穴 32号墓出土銅装金具方頭大刀として、ひたちなか市の指定文化財

となっています。 

方頭大刀は、金鈴塚古墳出土の飾大刀（双龍環頭大刀など）より、やや時期

が遅れて登場する飾大刀で、金銅製の刀装具を使用するものの、装飾性の面で

は地味な感じを与えるもので、福島雅儀氏は本例について原正倉院刀様式を代

表する実用刀としています（５）。 

石棺に副葬された遺物は方頭大刀のみで、古墳からはほかに、丸底の長頸瓶

片が出土しています。ともに破片を図上で復元したもので、⑪は墳丘の中央、

第１埋葬施設の上から、⑫は東側の周溝から出ています。 

また、大刀と供に埋葬された人骨は、国立科学博物館人類研究部梶ヶ山真里

氏の報告によると、保存状況が悪いため、詳細まで特定できなかったものの、

歯の咬耗（象牙質が大きく露出し、ブロカのⅢに相当）から壮年後半と推定さ

れ、大腿骨の形態（古墳時代男性平均値より太い）や出土状況から、古墳時代

男性平均身長 163cm を上回る大柄な男性であったと推定されるとのことである
（１）。 

 

（１）當眞嗣史（編）『請西遺跡群発掘調査報告書』Ⅶ－庚申塚Ａ遺跡・庚申塚Ｂ遺跡－、木更

津市教育委員会、 2001年 

（２）瀧瀬芳之「円頭・圭頭・方頭大刀について」『日本古代文化研究』創刊号、古墳文化研究

会、1984 年 

（３）下江健太「方頭大刀の編年」『定東塚・西塚古墳』、2001.3、岡山大学考古学研究室 

（４）豊島直博「方頭大刀の生産と古代国家」『考古学雑誌』第９８巻第３号、日本考古学会、

2014年 

（５）福島雅儀「金鈴塚古墳石棺内出土 金銅装装飾圭頭大刀」『金鈴塚古墳研究』第６号、木

更津市郷土博物館金のすず、2018年 
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 第１図 庚申塚９号墳墳丘図・平面図 
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 第２図 庚申塚９号墳墳丘土層断面図・石棺内出土状況図 
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第３図 庚申塚９号墳埋葬施設実測図 

 

第４図 庚申塚９号墳出土須恵器 

 

⑪ 

⑫ 
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第５図 庚申塚９号墳出土方頭大刀 

 

①  

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 
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（２） 宮脇遺跡出土奈良三彩小壺 

 

宮脇遺跡は木更津市田川字狢沢ほかに所在する遺跡で、標高 100ｍの台地上に

位置しています。山砂採取に先立ち昭和 62年から平成３年にかけて発掘調査が

行なわれ、縄文時代早期・同前期・弥生時代中期・同後期・古墳時代前期・奈

良平安時代の遺構が確認されています。 

奈良三彩小壺は平成３年度に発掘された西側地区で検出された土坑から出土

しましたが、当初は火葬墓と認識されたため（１）、２号火葬墓と注記されていま

す。しかし、遺跡内から検出された奈良・平安時代の火葬墓は、19基中 17基が

方形に溝をめぐらす方形区画墓であり、土坑内から焼土や人骨の出土が認めら

れないことや土の堆積状況から、火葬墓という根拠は薄いと考えられます（２）。 

この土坑は長軸 1.8m・短軸 1.3m・確認面からの深さは 45cm の不整方形をし

たもので、西側はほかの土坑に壊されています。奈良三彩小壺とともに、土師

器甕（２）・土師器杯（３・４）も出土していますが、奈良三彩小壺は底面から

20cm 浮いた１層とした土の中から、ほぼ正位の状態で出土したほか、２の甕は

底部を５層上面に接するように正位の状態で出土し、３層によって固定されて

いたと捉え、火葬墓とする根拠の１つとしてきました。 

また、２点出土している土師器杯のうち１点は必ずしも残りの良いものでは

ありませんが、いずれも底面から約 20cm、奈良三彩小壺とほぼ同じ高さで出土

し、３は伏せた状態で出土しました。これらの共伴した土師器杯の年代観から、

この土坑は８世紀第３四半期頃のものと推定されます。 

奈良三彩は正倉院にも納められている、中国の唐三彩を真似て作られた焼物

で、宮脇遺跡から出土した小壺は、口径 3.9cm・高台径 4.4cm・器高 4.5cmの大

きさで、釉は基本的に３段構成をしており、透明釉（白釉）は上段＋下段と中

断が交互に３単位配置され、褐釉は中段白釉の上の部分と上下段白釉の間の部

分で３単位ずつわずかに配されています。 

有蓋三彩小壺は福島県から福岡県にかけて約 90ヶ所の遺跡から出土し、県下

で 24例 25点が確認できるとのことですが（３）、破片も含めるともう少し多くな

るようです。本例は蓋を欠くものの、褐釉も明瞭に確認でき、遺存状況は県内

トップクラスのものと考えられます。 

また、県内では指定されている例は無いようですが、文化財に指定されてい

る例として、相模原市田名坂上遺跡で同じ程度のものが市指定文化財となって

いるほか、松本市下神（しもかん）遺跡熊坂 10号住居址出土のものが一部欠損

しているにもかかわらず市指定文化財となっています。 

 

（１）豊巻幸正「宮脇遺跡」『千葉県の歴史』資料編 考古３（奈良・平安時代）、千葉県、1998 

  年 
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（２）甲斐博幸「宮脇遺跡出土の奈良三彩小壺」『木更津市文化財調査集報』７、木更津市教育

委員会、2002年 

（３）田所 真「施釉陶器の量産と普及」『千葉県の歴史』資料編 考古４（遺跡・遺構・遺物）、

千葉県、2004年 

 

千葉県内出土奈良三彩小壷                  （文献：注３） 

1 国府台遺跡 市川市国府台 国府   

2  国分遺跡 市川市国府台 寺院関係   

3  下総国分尼寺跡 市川市国分 国分寺 接合品。一部欠損 

4  下総国分寺跡 市川市国分 国分寺   

5  宿ノ後遺跡 柏市布施 集落遺跡   

6  大井東山遺跡 沼南町大井 寺院跡 脚部欠損 

7  鳴神山遺跡 印西市戸神 寺院跡   

8  麻生天福遺跡 栄町麻生 集落遺跡   

9  井戸向遺跡 八千代市萱田 寺院跡 ２点．１点は破片. １点は D147住居出土。 

10  白幡前遺跡 八千代市萱田 寺院跡 一部欠損 

11 上谷遺跡 八千代市保品 寺院関係   

12  種ヶ谷津遺跡 千葉市中央区生実町 祭祀遺跡 ２点．１点は破片 

13  文六第６遺跡 千葉市緑区小食土町 寺院跡   

14  大椎第２遺跡 千葉市緑区大椎町 寺院関係   

15  丸山遺跡 千葉市緑区小山町 寺院関係   

16  芳賀輪遺跡 千葉市緑区野呂町 寺院関係   

17  上総国分寺跡 市原市惣社 国分寺 
 

18  上総国分尼寺跡 市原市山田 国分寺   

19  坊作遺跡 市原市山田 国分寺 口縁部わずかに欠損 

20 宮脇遺跡    

21  長田船久保遺跡 成田市長田 集落遺跡 013号住出土。二彩。 

22  荒磯遺跡 成田市磯部 墳墓   

23  織幡妙見堂遺跡 香取市織幡 寺院跡   

24  飯倉鈴歌遺跡 匝瑳市飯倉 集落遺跡   
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第６図 宮脇遺跡三彩小壺出土土坑土層断面図 
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（参考） 

   
     相模原市田名坂上遺跡出土      松本市下神遺跡熊坂 10号住居址出土 

 

 

 

第７図 宮脇遺跡出土奈良三彩小壺・土師器 
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○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。 
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（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
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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
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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
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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。 
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○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。 
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(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 



- 20 - 

 

 

（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 
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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。 
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○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。 

 


