
平成３０年度第１回木更津市文化財保護審議会 

議    事    録 

 

１ 会 議 名  平成３０年度第１回木更津市文化財保護審議会 

２ 開催日時  平成３０年８月８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Ｆ 

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８名 

        髙澤茂夫教育長・岩埜伸二教育部部長・秋元淳教育部次長・ 

稲木章宏文化課長・安藤道由主幹（文化財担当総括）・酒巻忠史副主幹・ 

齋藤礼司郎主査・稲葉昭智副館長（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新指定候補の選定について 

報告第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ついて－ 

報告第２号  上総金鈴塚古墳出土品（重要文化財）の国立歴史民俗博物

館への貸出しについて 

報告第３号  木更津市指定文化財の所有者の変更について 

６ 公開・非公開の別  公開 

７ 傍 聴 人  なし 

８ 議事進行 

 

安藤主幹    ただいまから、平成 30 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。 

開催に先立ちまして、４月より教育委員会も新体制になりましたので、部

長以下自己紹介をお願いします。 

【自己紹介】 

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。 

【教育長挨拶】 

安藤主幹    それでは、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 30年度第１回木更津市文化財保

護審議会の議事を進めてまいります。先ず、事務局へ本日の議事について

の説明を求めます。 

稲木課長    はい、本日の提出議案は、お手元の資料にありますとおり、 

議案第１号 木更津市指定文化財の新指定候補の選定についての審議と、 

報告第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ついて－ 

報告第２号 上総金鈴塚古墳出土品（重要文化財）の国立歴史民俗博物館

への貸出しについて 

報告第３号 木更津市指定文化財の所有者の変更について 

の４件となります。 

それでは、本日の内容を担当から説明させていただきます。 

安藤主幹    お手元の資料をご覧ください。 

議案第１号は、木更津市指定文化財の新指定候補の選定についてでござ

います。 

のちほど報告第１号でご説明いたします、金田小学校旧校舎の指定につ

いてと関りがございますが、金田小学校旧校舎の指定の件につきまして

は、後でご説明させていただきたいと存じます。新指定の候補として、本

日取り上げさせていただきました考古資料２点のほかに、彫刻・石造物も

候補として取り上げることを考えましたが、無住のお寺に所蔵されてい

るなど安全面で問題があり、古文書等につきましては現在行なわれてお

ります木更津市史の活動を見ながら、指定を考えていきたいと存じます。

そのため、今回は庚申塚９号墳出土の方頭大刀と宮脇遺跡出土の奈良三

彩小壺の２点に絞って、ご審議いただきたいと存じます。 

古泉会長    只今、提出された議案について、事務局から具体的な説明をしていただき

たいと思いますが、委員の皆さんよろしいですか。 

－異議なし－ 

古泉会長    では、事務局よろしくお願いします。 

安藤主幹    第１号議案の候補２点について、説明させていただきます。２ページをご

覧ください。 

（１）は、庚申塚９号墳出土方頭大刀です。 



【２ページの説明】 

続きまして（２）は、宮脇遺跡出土奈良三彩小壺 です。 

【４ページの説明】 

以上２点の候補について、ご審議願います。 

古泉会長     それでは議案第１号について審議します。 

事務局から指定するにあたり遜色がないものと考えられるとのことで

すが、いかがですか。 

笹生委員     考古資料が多いかなという印象がありますが、1990 年代以降多くの遺

跡で発掘調査が行われ、その資料活用ということがなかなか難しいなか

で、考古資料について精力的に指定していこうという方向性はあってい

いのかなと思います。今回、考古資料２点を指定という方向で考えてい

くのは、文化財活用という意味では好ましいのではないかと思います。

庚申塚９号墳出土方頭大刀と宮脇遺跡出土奈良三彩小壺は、ちょうど、

どちらの遺物も時代的には７～８世紀で、律令国家ができる段階のもの

がこの２点の資料です。できれば、松面古墳出土の資料があれば、それ

が一番、首長クラス、トップのお墓で、金鈴塚古墳に続く古墳ですから、

それがあれば一番望ましいのですが、地元にはありません。地元の有力

者のその次のクラスであり、刀は一般的な刀ではありますが、保存状態

も良いので、その意味も含めて、指定になっても良いのではないか思い

ます。また、小壺も都から持ってこないとないものなので、県内では千

葉市種ヶ谷津遺跡など、お祭りや儀礼に伴うような遺跡での出土例があ

ります。本当はこの遺構の性格が墓であるのか、お墓の可能性が高いの

でしょうが、何であるのか性格が分かればということはあります。また、

指定も小壺だけでやるのか、いっしょに出土した図版２～４の土師器も

一括して指定するのか、指定の方法も検討しなければなりません。都と

上総国、木更津との密接なつながりをアピールできる資料なのかもしれ

ません。 

古泉会長     ありがとうございます。それに関連して何かありますか。 

御巫委員     この２点は、いま博物館に収蔵されていますか。 

稲葉副館長    三彩小壺については、常設展で展示しています。また、方頭大刀につき

ましては、前までは常設展で展示していたのですが、長期の展示は資料

にダメージを与えるので、現在は収蔵庫に格納しています。 

笹生委員     保存処理は終わっているのですか。 

稲葉副館長    方頭大刀につきましては、一回保存処理をしています。ただし、現時点

では、直ちに２回目の保存処理は行わないと長期の常設展示には耐え

られない状況です。といいますのは、残りが良すぎて責金具等の金具が

宙ぶらりんに浮いているためです。ですので、台座のほうをきっちりと



固めないと、展示することによって資料を痛めてしまう可能性があり

ます。 

髙澤教育長    三彩小壺というのはどういう使い方をするものなのですか。 

笹生委員     上につまみがついた蓋がついて、薬壺のような形になります。基本的に

はお祀りの場や儀式の場に置かれた捧げもののような形で並べられた

と考えられます。これだけで宮脇遺跡がそのようなお祀りの場で使わ

れたという可能性もありますが、断言はできません。そのため、指定す

るときの説明書きをどこまで書くかということが悩ましいところです。

資料としては非常におもしろいもので、ひとつ言えるのは、都と木更津

がつながっている、地元では作れない資料、恐らく平城京の工房で作ら

れた資料ということになります。 

古泉会長     都と木更津の関係が分かって大変興味深いです。今、笹生委員からもあ

りましたが、いろいろな背景を探っていかないといけませんが、見通し

的にはどうですか。 

安藤主幹     遺跡での検出状況を精査していかなければなりません。ただ、資料のと

おり、土坑での出土状況のプランが明確なラインではなく破線であり、

限界があります。土層断面図は明瞭ではありますので、そちらで精査し

ていきたいと考えています。 

笹生委員     出土状況はこれが限界だと思いますので、他の類例と比較して説明す

るしかないと思います。 

古泉会長     小壺だけでなく土師器など一緒に指定するやり方もあるという意見も

ありましたが、その辺はいかがでしょうか。 

安藤主幹     土師器は報告書の図を見ると残りが良いように見えるが、３点とも残

りは良くありません。次回、土師器も用意いたしますので、併せて見て

いただいて検討していただければと考えています。 

古泉会長     次回、実際に実物を見てからということがいいですね。 

         審議は尽くされたと思いますが、事務局は今後どのように進めていく

予定ですか。 

稲木課長     ともに現在は郷土博物館金のすずに保管されていますので、次回実物

をご覧いただき、その後諮問をさせていただきたいと存じます。 

古泉会長     皆さんよろしいですか。とくに異論もないようですので、次回実物を見

せていただきながら、審議を深めたいと思います。 

         では、続きまして事務局より報告をしていただきたいと思います。 

安藤主幹     報告第 1号につきましては、私からさせていただきます。 

         前回の３月１６日に委員の皆様から答申をいただきました金田小学校

旧校舎について、その後の情勢の変化で、当面教育委員会会議にかけず、

指定を先送りさせていただきたく、ご説明いたします。 



         【今までの審議会での経過の説明】 

         そして、前回、３月１６日の第３回審議会で文化財保護審議会より答申

を受けました。 

その後、本件につきましては、５月１４日に木更津市史編集部会委員で

もある渡邉義孝氏から修復についてご意見をいただき、耐震工事と文

化財保護の両立をさせるために、補強の方法や、安全上の理由から中央

階段を使用できない場合の進入経路など、具体的な方策を検討してい

ただきました。 

具体的には、中央階段が小学生の基準に合わないことにつきましては、

２階北側のバルコニーから旧校舎へ入る案、耐震基準をクリアするた

めには校庭側に補強フレームを入れる案などを提示していただき、そ

れをもとに３案を作成し検討をしました。 

それを受けて、教育委員会内で (１)現状を活かして１階を小学校とし

て使用し、２階を資料室とする案、(２)１・２階とも小学校として使用

する案、(３)用途を変更して資料館等として活用する案の３案を候補

として、(２)の旧校舎の１・２階とも使用し、２階北側の部屋を分けて

いた壁を取り除き、３教室などに改修し利用する案を中心に検討をし

てきました。 

しかしその後、４月現在の住民基本台帳人口から推定される児童数の

見込みが出され、本校舎の空き教室を加えても金田地区の児童数増加

に対応しきれない予想以上の数字となる見込みとなったため、旧校舎

を教室に改修してもまかなえないという状況になり、旧校舎の活用の

方法について見直しをする必要が生じました。 

小学校に８クラス程度の施設を造る必要があり、その後中学校も教室

を増やす必要があることから、旧校舎の改修に予算を回すことは厳し

く、平成 29年度第１回審議会などでいただきました、人が入って活用

ができない状況では文化財の価値が半減してしまう、指定されたが廃

屋というのは避けるべき、などのご意見を尊重し、市として今後の利活

用についてもう一度精査をさせていただきたいので、利活用の方向性

が定まらない現状での指定は好ましくないだろうということになり、

指定を延期させていただきたく、ご報告させていただきます。 

古泉会長     以上のとおりでございますが、委員の皆さん、いろいろなご意見がある

と思いますがございますがどうでしょうか。 

笹生委員     難しい選択になってきているだろうなという感じがします。金田小学

校の校舎をどういう方向にもっていくかという絵が、ある程度見えな

いと活用の方向についての議論ができません。市の方針が定まった上

で、審議会で改めて活用方法について考えるという形でよろしいのか



なと私は思うのですが、いかがでしょうか。 

古泉会長     笹生委員は当初から金田小学校の児童数の推移についておっしゃって

いました。正にそういったことになってしまいました。具体的に絵が描

けない状況のなかで議論はできないというご意見でした。 

岩埜教育部長   市から現状を説明させていただきたいと思います。金田小学校につい

ては、平成 30年度は現在 182名が在籍しています。推計上では、区画

整理が終わっている東地区は平成 36年には 379名に、今整理している

西地区は平成 36年には 443名になります。完全に６クラス以上と、特

別教室２クラスで計８クラスが不足します。平成 33年度頃には、その

教室数を確保しなければならず、足らないクラス数分を増築して対応

して確定した上で、その後旧校舎の活用方法を考えていきたいと考え

ています。 

古泉会長     各学年１クラスで、計６クラスですか。 

岩埜教育部長   １年生が現在２クラスになっていまして、７クラスです。 

古泉会長     ８クラス程度で大丈夫ですか。 

髙澤教育長    平成 36年度で８クラス分が不足ということですが、今、特別支援学級

は入れていません。０歳児までは現に住んでいるので児童数が読めま

すが、年度途中で入ってくる児童数は読めません。１クラスぐらい跳ね

上がるのはよくあることなので、読みづらいということはあります。旧

校舎は４クラスあって、仮に８クラスになったときに４クラス分の耐

震工事を行って、足らない４クラス分のプレハブ新校舎を建設する場

合、旧校舎にかける耐震工事でかなりの金額がかかるでしょうし、新し

い校舎を建てる分でも同様にかなりの金額がかかるものと思います。

それならば新しい校舎で８クラス建設した方がいいのではないかとい

う意見が出てくるでしょうし、微妙なところの難しさがあります。活用

しなくても保存して利用できればと考えています。調整が難しいとこ

ろです。 

笹生委員     予算面と教室数を見ながら検討するのが現実的だと思います。 

髙澤教育長    平成 32年度には足らなくなるので、至急、結論を出さなければなりま

せん。 

古泉会長     タイミング、推移を見ながら進めていくしかありません。審議会としま

してそういった意見を受けまして指定延期として受け入れます。 

稲木課長     報告第２号、第３号につきましては、郷土博物館金のすずの稲葉副館 

長にお願いしたいと存じます。 

稲葉副館長    【７ページ、９ページの報告】 

古泉会長     委員の皆さん、ご意見はございませんか。 

高崎副会長    歴博側からは単年度ごとの借用とありますが、理由がありますか。 



稲葉副館長    金のすずとしては、常設展なので単年度は避けたいと申し入れていま

すが、向こうの事務手続き上、単年度ごとの方が絶対間違いが無いとい

うことです。 

黒田委員     歴博はそうなのですが、事務担当の方が１年間で変わってしまう。借用

の書類のような長期間の場合忘れてしまいます。 

古泉会長     単年度がよいということですね。 

黒田委員     借用になった場合、金のすずでは展示はレプリカになりますか。歴博で

見るしかなくなってしまうのですか。 

稲葉副館長    基本的に、歴博でしか見れなくなってしまう状況になります。ただし選

定に当たりましては類似した資料があるものということで、これしか

ないというものは避けてもらいました。当初はもう少しほかの資料借

用の要望がありましたがお断りしました。 

古泉会長     ほかにご意見やご質問はございませんか。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。 

稲木課長     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 30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８月２８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 


