
平成３０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 30年度第３回木更津市文化財保護審議会 

２ 開催日時 平成 31年３月 25日（月）13時 00分～14時 20分 

３ 開催場所 木更津市役所朝日庁舎２階 会議室Ｅ 

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）・笹生衛委員・御巫由紀委員 

       教育委員会事務局 出席９名 

       髙澤茂夫教育長・岩埜伸二教育部長・秋元淳教育部次長 

       稲木章宏文化課長・小高幸男主幹（文化芸術振興担当総括）・ 

       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に係る資料概要報告 

       報告第１号 平成 30年度の木更津市文化財行政の概要について 

       報告第２号 金鈴塚古墳出土品再評価事業について 

              －平成 30年度事業の成果－ 

       報告第３号 史跡貝渕木更津県史蹟の現状変更について 

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   平成 30年度第３回木更津市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。本日は、黒田委員がご都

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

成立していること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、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》 

安藤主幹   引続きまして、髙澤教育長お願いします。 



髙澤教育長 《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項の規定により「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。 

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、木更津市指定文化財の新指定に係る資料概要報告の

１件となります。宮脇遺跡の三彩小壺につきましては、遺跡全域の報告書の作

成が終わっておらず、三彩小壺と同時期の遺構等を把握するのに時間がかか

るため、次回に報告していただくこととし、本日は庚申塚９号墳の方頭大刀に

ついて報告をいただきたいと存じます。 

報告につきましては、笹生委員お願いします。 

笹生委員  庚申塚９号墳の方頭大刀の概要を報告していきたいと思います。資料は１頁

からになります。実際に既にこの大刀については見ていただいておりますが、

資料名は方頭大刀、員数は１振、種別は有形文化財（考古資料）、木更津市郷

土博物館金のすずで保管しています。所有者は木更津市で、製作年代は７世紀

という見解です。細かな部位の法量は省きますが、全長 107.5 ㎝という比較

的長い大刀になります。概要は後で読んでいただければと思いますが、木更津

市請西の庚申塚Ａ遺跡・Ｂ遺跡に所在した古墳群は、新しい時代になってきま

すと四角いお墓が造られるようになりますが、その方墳の９号墳から出土し

たのが、この大刀になります。資料の２段落目を見てもらうとわかりますが、

刳抜式箱形石棺の中に入っていたということで非常に残りが良いものです。

年代がちょうど古墳時代から律令国家として日本が成立する奈良時代にかけ

て、どのように大刀が移行していったかということを見るのに、極めて重要な

資料ということになります。特に今回の庚申塚９号墳の大刀の特徴というの

は、ほぼ全部完全な形で残っているというのが非常に大きいです。木質である

鞘等については腐食が進んでしまって一部失われているところがありますが、

その他の部分については、ほぼ完全な形で残されています。全国が律令国家と

して再編成されていく段階で、地方の有力者がどういった大刀を持っていた

のか、ほぼ完全な形で推定できるという意味では、非常に希有な例といっても

よろしいかと思います。全国的に見ても非常に価値を持っています。というこ

とで、資料２頁の「９市指定文化財としての適否」についてですが、古墳時代

後期から奈良時代の飾大刀の変遷を考えるうえで引用されることが多く、非

常に残りが良いということで極めて有用な歴史資料になる。これが木更津市

域だけでなく、全国的に価値の高いものであるということで、木更津市指定文

化財として指定することが適切であると判断されます。 



そして、最後、資料２頁の「10今後の取扱いについて」ですが、市の所有と同

時に市の博物館で適切に保管・管理されているということがありますので、今

後の活用・公開なども含めて、非常に条件がよろしいかなと思います。今後、

積極的にこういう価値を市民だけでなく千葉県、全国的に知らせて、活用して

いただきたいと思います。私からの概要説明は以上になります。 

古泉会長  お忙しい中、ご報告ありがとうございます。 

      議案第１号は、木更津市指定文化財の新指定に係る資料概要報告でしたが、報

告についてご意見等があれば発言を願います。 

古泉会長  指定にはふさわしい資料という報告でございました。その他、ご意見等がない

ようでしたら、以上をもって議案第１号の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。 

安藤主幹  報告第１号といたしまして、平成 30年度の木更津市文化財行政の概要につい

て、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（安藤主幹） 

文化財補助事業は、社会教育の振興を図るため、予算の範囲内において、木更

津市補助金等交付規則及び木更津市教育振興事業補助金交付要綱に基づき、

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です。 

 

２．文化財所有者等への啓発および支援等について（安藤主幹） 

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、今年度は被害がありませんでした。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と、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、リーフレットを作成し、お渡ししまし

た。 

 

３．指定文化財等の保護・活用について（安藤主幹） 

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。今



年度は、真武根陣屋遺址については特に荒れていなかったので剪定等を行な

いませんでしたが、「鎌足桜」祖株につきましては祖株周辺の除草・剪定等を

実施しました。 

文化課で管理している資料の閲覧・提供等については、資料閲覧等が４件、資

料提供等が６件ございました。この数字には博物館で対応したものは含まれ

ません。このうち、諏訪谷横穴群の人骨につきましては、国立科学博物館なら

びに歴史民俗博物館によります「先史日本における人骨のＤＮＡと炭素 14年

代をもとにしたヤポネシア人（日本列島人）の起源に関する研究」の資料とし

ての提供であります。 

 

４．上総木更津金鈴塚古墳出土品国宝化推進事業（安藤主幹） 

一点目は、小学生向け金鈴塚古墳周知用イラスト・パンフレットの作成を実施

し、今年度は原画の作成まで行っています。 

二点目は、古墳時代装束作成です。これにつきましては、小中学生が授業等で

着用体験するための男女装束各１着を作成しました。身長 160cm 前後まで着

用が可能で、腰の部分で調整できるようになっています。２月 23日の上総木

更津金鈴塚古墳出土品国宝化推進事業公開講座にて公開いたしました。 

三点目は、その上総木更津金鈴塚古墳出土品国宝化推進事業の公開講座です。

２月 23日に中央公民館多目的ホールにおいて実施しました。第１部は「近年

の発掘調査から分かったこと－浜長須賀古墳群、松面古墳－」というテーマで

文化課職員が発表し、第２部は「朝鮮半島から見た古墳時代の木更津、そして

金鈴塚」というテーマで、国立歴史民俗博物館准教授の高田貫太氏から発表し

ていただきました。申し込みは 146名、受講者は 119名ございました。 

 

５．埋蔵文化財調査について（安藤主幹） 

埋蔵文化財調査についてですが、平成 30年度の発掘調査等については件数が

表のとおり 25件でした。このうち、工事立会が３件ございまして、確認調査・

試掘といった発掘調査が 22件です。資料６頁のグラフを見ていただきますと、

本調査については今年度０件でしたが、確認調査・試掘と工事立会は、昨年度

とほぼ同様の件数でした。 

また、整理作業については、昨年度本調査を実施した鶴ヶ岡２号墳・鶴ヶ岡遺

跡につきまして、木更津市埋蔵文化財発掘調査報告書第 18集として刊行いた

します。また、平成 30年１月から 12月の確認調査等の結果を、木更津市文化

財調査集報 23として刊行いたします。 

続きまして、窓口対応件数ですが、３月 18日現在で 954件、先週末の時点で

975件ありまして、昨年の件数を超えました。文書取扱件数ですが、３月 18日

現在で 139件、今日現在で 140件です。確認調査等件数と工事立会件数の内訳



を資料８頁にグラフで示しましたが、確認調査等件数で圧倒的に多いのが太

陽光発電関連です。件数は個人住宅と同じですが、日数は太陽光発電が 16日

と半分弱を占めています。工事立会件数ですが、件数・日数とも東京電力関係

が多くを占めています。 

 

６．国庫補助事業の経過報告について（齋藤主査） 

今年度は、請西遺跡群のうち、山伏作遺跡、野焼Ａ遺跡、野焼Ｂ遺跡発掘調査

分の整理作業を実施しました。 

野焼Ａ遺跡は国庫補助事業として平成 27 年度から整理作業を開始しまして、

今年度については請西遺跡群ⅩⅧとして、弥生時代後期から奈良時代の集落

跡について報告書を刊行しました。野焼Ａ遺跡・野焼Ｂ遺跡の弥生時代中期か

ら奈良時代の墓域については、平成 31年度に１冊の報告書刊行を予定し、今

年度から土器の接合、実測、トレース作業等を進めています。 

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し、平成 30

年度については請西遺跡群ⅩⅨとして、弥生時代後期～奈良時代の墓域につ

いて報告書を刊行し、山伏作遺跡の整理作業は終了しました。 

今後の計画についてですが、資料９頁の表のとおりですが、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 33年度までの計

画で着手する予定です。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する予定です。 

 

７．市史編さん事業の経過報告について（小高主幹） 

木更津市史編集委員会については、３月 26日に第２回編集委員会を開催する

予定です。議題につきましては資料の通りです。 

活動につきましては、12月 22日に木更津市史編さん事業公開講座「明治 150

年記念 木更津地域から見た明治」として開催いたしました。こちらは入場者

が 133名ございました。 

刊行物の発行状況及び予定ですが 11月３日に『木更津市史編さんだより』第

３号発行いたしました。また、３月末に『木更津市史研究』第２号と『木更津

市史編さん事業公開講座記録集』29 年度版を刊行いたします。市史刊行のた

めの調査・研究を行っております編集部会ですが、７部会設置しています。歴

史系部会が５、民俗部会が１、自然部会が１となっています。部会長７名、部

会員 39名、調査員７名、合計 53名で市内、また市外の資料等の調査を行って

います。これについては来年度も継続して実施していく予定です。 

 

古泉会長  只今の報告第１号について、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。 

笹生委員  資料９頁の国庫補助事業の請西遺跡群の整理作業については、市の教育委員

会の努力でここまで進めていただいて大変ありがたいのですが、そろそろ先

が見えてきているところなのかなと思っています。遺跡があった地域に新し

い住宅街ができてきて、その地域の歴史を知る上で非常に重要な資料ですの

で、このあたりで整理作業が終わった段階で、企画展を行ったり研究等を行っ

ていただいて、市民に知っていただいた方がいいかなと思います。市の貴重な

財源も投入されていると思いますので、市民に還元する意味でも、また新しい

住民の方も増えてきていると思いますので、その人たちに積極的にアピール

できる材料としても、是非、研究を進めていただいて、その成果を市民に還元

していただけたらと思います。 

古泉会長  ありがとうございます。もう様変わりしていますからね。あの地域は大きい小

学校もありますし、子供たちも増えてきていますので学校教育にも関わって

くることでもありますし、そのことについて、案のようなものはありますか。 

稲葉副館長 実際にそれらの成果を元にして、文化課と調整を図りながらやっていきたい

と思いますが、今のところ学校では、４月・５月に請西小で出前授業を実施し

ています。その中で必ず請西遺跡群について取り上げております。子供たちも

自分たちの住んでいるところはこんな所だったんだとその当たりの食いつき

は実際、良い感触を受けています。今のところ請西小だけでしかやっていない

ので、ほかの事業とも調整を図りながらやっていきたいと思います。 

笹生委員  鹿島塚遺跡など、まだ墳丘が残っている遺跡も取り上げてもらって、遺構・遺

物の両面で周知してもらればと思います。 

古泉会長  出前授業はとても、有効だと思いますので、よろしくお願いします。 

小高主幹  今の補足ですが、市史編さん事業の中の編集部会の考古部会ですが、これまで

の調査成果をデータ化しています。その成果については、公開講座でも活用し

ていればと考えています。 

古泉会長  その他、ご質問等がないようでしたら、続きまして報告第２号、第３号を続け

てお願いします。 

 

報告第２号 金鈴塚古墳出土品再評価事業について（稲葉副館長） 

１番目は、平成 30年度事業報告です。金鈴塚古墳共同研究事業は収束いたし

ます。国立歴史民俗博物館との共同研究協定は延長せず、今年度末を持って終

了します。また、冊子『金鈴塚古墳研究』７号を刊行いたしました。この７号

で最終号になる予定です。また、木製品の樹種同定作業を実施しました。金鈴

塚古墳の大刀がメインです。その結果として国産のものと考古学的に見られ

ていた刀の鞘は針葉樹で作られていました。その代わり、もともと朝鮮半島産

であろうと考古学的にみられていた大刀は全て広葉樹の鞘でした。その理由



としてひとつ考えられるのは朝鮮半島に杉や檜が生えていないということが

あるので、もともと環頭大刀として朝鮮半島産と思われていたものは部品と

して日本に入ってきたのではなく、鞘もついて日本に入ってきたものであろ

うという研究成果が得られました。それから出土品を比較する資料として他

古墳出土品の調査を行いました。群馬県の高崎観音塚古墳、山武郡殿塚古墳へ

調査に行っています。出土品目録作成及び台帳整備につきましては、一枚の資

料のものが目録になります。今まで指定の点数は 497 点でしたが、1057 点ま

でに増えました。 

報告書等刊行事業の立ち上げを行いました。執筆分担を確認し、執筆を依頼し

ました。Ｘ線写真情報を加えた実測図の修正作業を実施しました。また、出土

品撮影委託を実施しました。そのほかにつきましては、昭和 25年発掘調査当

時の調査風景模型を作成しました。 

２番目は、新年度以降の事業計画ですが、出土品目録作成及び台帳整備の完成

についてですが、文化庁から、あと須恵器について見る必要があるとのことで、

そちらを行います。報告書の刊行に向けて、報告書の内容と、台帳の内容をチ

ェックする予定です。また、一般向けの冊子として、写真集に近い形で『上総

金鈴塚古墳図鑑（仮）』を執筆の準備に入る予定です。博物館が新年度から２

年間、空調工事の為に休館するため、その間を利用して、常設展示をリニュー

アルしていきます。 

安藤主幹  続きまして、報告第３号の史跡貝渕木更津県史蹟の現状変更についてです。 

木更津市貝渕三丁目 10番にあります木更津県史蹟は、雨水の排水が悪く、台

風などの豪雨時には浸水を防止する土のうを積むなどして、住宅への浸水を

防いできましたが、その問題を解消するため、図のように木更津市が土塁の一

部を削り、集水桝を設けて、南側にあります水路へ排水できるようにするもの

であります。工事の時期については、土木課によります契約の手続きから、６

月上旬に着手し、６月下旬の工事完成を見込んでいるとのことです。 

古泉会長  ありがとうございました。只今の報告第２号、第３号について、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。 

高崎副会長 金のすずの空調工事の関係ですが、２年間ですか。その期間は、金鈴塚古墳の

遺物は見られないのですか。 

稲葉副館長 工事の設計が３月頭に上がってきました。われわれはその期間具体的にどう

いった形で動けるか分かっていなくて、温湿度管理が出来る所が限られてし

まい、その中にきっちり納めてないと文化庁も工事自体を許可出来ないとの

ことでしたので、かなり制約が多くありました。基本、展示は控えさせていた

だきたいと考えています。 

高崎副会長 かつて高校に勤めていましたので、課題で金鈴塚と博物館に行っていました

ので、２年間というのは‥。レプリカとかも増えましたが、それらを使っても、



たとえば中央公民館とかで展示はできませんか。 

稲葉副館長 今年度１年間、復元品を県立房総風土記の丘で、展示できないかといことで、

向こうも企画展を計画していて、金鈴塚をどうしても持ってきたい、ただ本物

は貸せませんということで、復元品を工事期間中の１年間でも貸してほしい

ということで、打診が来ているところです。ただ、そうした場合、１年間県立

房総風土記の丘に行ってしまいます。ただ、２年目は戻ってきていますので、

その時は何か考えようかなと思っています。 

高崎副会長 難しいですね。 

古泉会長  よろしいですか。それでは、報告事項についての質疑を終了します。以上で本

日の議案および報告事項につきましては、全て終了いたしましたが、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、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。 

稲木課長  本日はご多用のところ、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 31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３１年３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  印 


