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令和元年度第２回木更津市文化財保護審議会 

議    事    録 

 

１ 会議名  令和元年度第２回木更津市文化財保護審議会 

２ 開催日時 令和元年１１月１９日（火）１５時３０分～１６時４０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７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・安藤道由主幹（文化財係長）・酒巻忠史副主幹・ 

       齋藤礼司郎主査 

５ 会議内容 議案第１号 諮問 木更津市指定文化財の指定について（公開） 

             ‐庚申塚９号墳出土方頭大刀・宮脇遺跡出土奈良三彩小壺‐ 

       報告第１号 台風１５号等による文化財被害について（公開） 

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    定刻となりました。令和元年度第２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。 

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。 

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    引き続きまして、髙澤教育長より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、

議長を会長にお願いするものといたします。よろしくお願いいたします。 
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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。令和元年度第２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、木更津市指定文化財の指定についての１件とな

ります。本件につきましては、平成３０年度から本市指定文化財の新指定候

補としてご審議いただき、昨年の１１月に郷土博物館金のすずにて実見し

ていただきました、「庚申塚９号墳出土方頭大刀」「宮脇遺跡出土奈良三彩小

壺」の２件を新たに木更津市の指定文化財に指定すべく、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

化財保護審議会へ諮問させていただきたいと存じます。 

諮問書を教育長より木更津市文化財保護審議会長にお渡しいたしますの

で、よろしくお願いいたします。 

古泉会長と髙澤教育長は会場中央へお進みください。 

≪髙澤教育長が諮問書を読み上げ、古泉会長へ手渡す≫ 

稲木課長    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    只今、教育委員会から諮問がありました、令和元年１１月１９日付け木教

文第３６５号「木更津市指定文化財の指定について」（諮問）について、審

議いたします。 

 事前に委員各位に本件について資料概要が届けられていると存じますが、

改めて事務局からの説明を求めます。 

稲木課長    概要につきましては、担当の安藤から説明申し上げます。 

安藤主幹    ≪資料概要について説明≫ 

古泉会長    ありがとうございました。只今、事務局から本件について説明がありまし

たが、概要および事務局の説明について、みなさんから補足等ございました

らご発言願います。 

古泉会長    本件につきましては、これまで委員の皆様方には数回にわたり、熱心に協

議していただくと共に実見をし、歴史的背景を含む資料の詳細については、

概ねの共通認識が構築できたと思われます。笹生委員による調査結果を踏

まえまして、本議案について具体的な協議に移らせていただきます。 

古泉会長    「庚申塚９号墳出土方頭大刀」「宮脇遺跡出土奈良三彩小壺」を、市指定

文化財に指定することの適否について、ご意見・ご質問等、忌憚の無いご発

言をお願いします。 

古泉会長    この件に関しましては、意見が出尽くしていまして、ここで改めて確認す

るまでもありません。ご意見が無ければ、質疑終局と認め、議案第１号につ

いての採決に入ります。 

お諮りいたします。 
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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」当該「庚申塚９号墳出

土方頭大刀」「宮脇遺跡出土奈良三彩小壺」の２件を、同時に市指定文化財

に指定することに、賛成の方は挙手をお願いします。 

        ≪挙手全員≫ 

古泉会長    挙手多数です。よって本案は可決されました。只今、指定することについ

てご了解をいただきましたが、答申に係る今後の事務について、如何取り扱

いますか。事務局の考えがあれば聞かせてください。 

稲木課長    今後の答申に係る事務についてご説明申し上げます。本審議会からの教

育委員会への答申につきましては、次回の審議会において答申頂くことを

考えております。 

答申書の作成につきましては、只今の審議内容を踏まえて、笹生委員に概

要および指定文化財としての適否についての内容等を、改めて検討してい

ただき、事務局が協力して次回の審議会までに、各委員へ答申書（案）を作

成し、送付いたしたいと存じます。 

その後、次回の審議会において答申書（案）の内容について、ご審議をい

ただき、採決後に正式な答申書を以ってあらためて答申いただく流れとな

る旨を了承願います。 

古泉会長    事務局から答申に係る今後の事務についての説明が有りましたが、その

旨を了承いただけますでしょうか。 

        ≪異議なし≫ 

稲木課長    本日お休みの笹生委員には、改めて本日の諮問についてお伝えし、お願い

したいと存じます。 

古泉会長    事務局には、委員に協力し、次回「答申」までの事務を遺漏なく遂行して

ください。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。 

以上で今回上程された付議議案の審議は終了となります。 

続きまして、報告１件があるようですので、事務局からの説明を求めます。 

稲木課長    報告につきましては、酒巻の方からさせていただきます。 

酒巻副主幹   ≪報告第 1号 台風１５号等による文化財被害について報告≫ 

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。 

古泉会長    安西家住宅ですが、戸がはずれて風が吹き込んだとのことですが、中のも

のが飛んだりはしなかったのですか。 

酒巻副主幹   中の調度品の部品がはずれたということもありましたが、建物そのもの

自体はあまり被害がありませんでした。あとは周囲の木はかなり倒されま

した。 

御巫委員    鎌足桜の写真を見て思ったのですが、折れたと聞いたときはよっぽど傷
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んでいたのかなと思いましたが、破断面の写真を見ると特に傷んではいな

いようなので、何で倒れたのかなと思いました。 

酒巻副主幹   先ほどの写真は、保存会の方と文化課職員がいっしょに、倒れて傷んだ部

分の少し下を切って破断部を整えて、そこに殺菌剤である黄色い薬剤を塗

布しました。 

御巫委員    それでは残っている太い幹は、また同じように強い風が吹くと、折れる可

能性があるかもしれませんね。 

酒巻副主幹   この太い幹は、台風前はもう少し立っていたのが強風で下に曲がったも

ので根が少し浮いています。これについては、保存会の方とまだ根があるの

で見守ろうという話になりました。 

御巫委員    残っている太い幹に、先ほどのグミの木のように支柱をするか考えられ

ますか。 

古泉会長    その太い幹を支柱で支えるかどうかですね。 

御巫委員    桜の場合、どういう方法がいいか、状態にもよりますが。今年は大丈夫だ

と思いますが、来年はまたどうすればいいのかと思いました。 

古泉会長    これだけ枝がたくさん出てれば、風速４０～５０ｍの風が吹けば、かなり

の被害が出ますね。 

御巫委員    グミは枝が柔軟で弾力がありますが、サクラはボキッと折れてしまいま

す。今回の台風で、サクラが一番被害を受けています。 

高崎委員    祖株があるのは高蔵寺だけですか。 

稲木課長    指定しているものはこの株だけですが、指定はしていないのですが兄弟

と言われてるものは、アカデミア公園にあります。 

古泉会長    高蔵寺の裏にあるのですか。高蔵寺と特に敷地の関係があるのですか。 

稲木課長    高蔵寺の境内の中にあります。当初は指定されるときに元々は個人の敷

地にあったもので、これを寄付したいという話になりまして、市としては保

管する場所として、矢那地区から離れたところではなく、地元の方で高蔵寺

だったということです。 

黒田委員    下郡の旧郵便局舎の修理はこれから行われるでしょうが、具体的にはは

ずれてしまった瓦を新しい瓦に張り替えるということですか。 

稲木課長    旧郵便局舎については国の登録有形文化財ですので、国の補助等があり

ませんので、所有者の方に補修してもらうことになります。瓦は、大きく変

わらない同系色のもので新しい瓦でもかまわないのですが、あまり外観が

変わらない感じで修繕してほしいと国・県からの要望をそのまま伝えてい

ます。修理後、報告書を提出するという形ではないのですが、報告をうける

形で確認をとります。 

古泉会長    具体的にどこが被害を受けたのですか。 

稲木課長    四隅に伸びる棟合わせのところが被害を受けまして、そこにはブルーシ



- 5 - 

 

ートをかけています。 

高崎委員    これは補助金が出るのですか。 

稲木課長    国の登録記念物には、修理を行う補助金の制度がありません。 

高崎委員    所有者は大変ですね。 

稲木課長    長屋門のほうも被害を受けていました。 

黒田委員    真武根陣屋遺址の石碑のほうはこれからどうなるのでしょうか。 

稲木課長    真武根陣屋遺址は石碑ではなく地面が指定になっています。石碑につい

ては昭和４１年に林さんから寄贈を受けまして、石碑自体は指定がかかっ

ていません。石碑については、林さんと親交があった請西の林さんが中心に

なって再建するかどうかについてみなさんで話し合っています。再建した

折には市で受け取ってもらってもいいか、寄付してもよろしいですかとい

う話を受けています。 

古泉会長    その他、ご質問等がないようでしたら、続きまして報告等何かございます

か。 

安藤主幹    今月の９日実施しました、上総木更津金鈴塚古墳出土品国宝化推進事業、

公開シンポジウム「金鈴塚古墳の主に迫る」について報告させていただきま

す。当日ご参加いただけなかった委員の皆さまには、当日の資料を配布させ

ていただきましたが、当日は５名のパネラーをお招きして、無事シンポジウ

ムを終えることができました。 

参加者は、当日を含めた申込み２０１人に対して、実際には１７０人が参

加され、目標としました２００人には達しなかったものの、昨年の講演会の

１１９人を大きく上回る方の参加がありました。 

内訳は、市内１１１人・県内３８人・県外２１人で、県外の方は最初北海

道から島根県まで申し込みがありましたが、結果としては、福島県・群馬県・

栃木県・埼玉県・東京都・神奈川県・長野県・山梨県・静岡県・兵庫県から

参加されました。 

５名のパネラーによる３５分ずつの発表のあと、１時間強の討議を行い

ましたが、プロジェクター２台を並べて、図を投影するなどして、聞いてい

る方に分り易い討論をめざしましたが、映像が多く分かりやすかったとか、

面白かった、続編を期待するなどの感想がありました。 

古泉会長    高崎先生は当日参加されましたが、印象などいかがでしたか。 

高崎委員    おもしろかったです。当日の安藤さんの画面での討議を受けての修正な

どおもしろかったです。まったく考古学が分からない人は、専門的で分から

ないかもしれませんが。でも、おもしろい企画でした。内容的には、１日で

納めるのが大変ですが、しょうがないですよね。宮代さんが朝日新聞の夕刊

などで宣伝してくれてましたので、結構、木更津・千葉の読者が来てくださ

ったんじゃないですかね。また、次回を楽しみにしています。 
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古泉会長    けっこう集まるものですね。 

高崎委員    古墳好きな人が結構います。古墳巡りとか。あと、歴史好きのよく見る方

がいらっしゃいました。高校の教員とか。 

黒田委員    このシンポジウムの内容は、本が刊行されますか。 

安藤主幹    来年度予算に、記録集の予算を計上しています。予算がつけば、記録集を

刊行する予定です。資料をくださいという問い合わせが多くありますし、出

られた方も冊子が欲しいという声も聞かれます。実際、当日資料は６３頁に

なります。今、資料が無い状態なのでお断りしている状態なので、出たら教

えてくれという問い合わせがきだしています。 

古泉会長    記録集はキチッと作ったほうが良いです。事業に一貫性がありますので

刊行した方がよいです。 

古泉会長    では、その他、事務局の方から報告はありますか。 

安藤主幹    私からもう１件、７月１９日未明の金鈴塚古墳の積石崩落後についてで

すが、県・文化庁とも話しあって、保存のあり方を検討していきたいと存じ

ます。重要文化財に指定されている石棺がある、通常人が入らない、石室内

の石積みの状態が悪くなっていて、大規模な修復が必要なのかどうかを診

断できる方を探しているところです。もし、石室内は問題ないということで

したら、今回崩れた屋根のない羨道部分の石積みを安定させ、再び階段を上

がった部分まで近づけるようにするのか、今の単管で作った防護柵を改修

するのみにして道路部分から見学するのに留めるのかなど、今後、見学者の

安全と石室の保存の観点を優先に考え、どのように修復したら良いか、検討

して行きたいと存じます。 

笹生委員が県の文化財保護審議会で取り上げてくれるとのことでしたが、

審議会の日は台風が来た日かその次の日の予定で、そのため延期になって

いて、昨日順延した文化財保護審議会が実施されましたが、県の保護審議会

でも文化財の被害状況の報告がなされ、あまり金鈴塚古墳については深く

討議がなされなかったとのことです。今後、県と文化庁とも協議しましてど

うやって保存していけば一番いいのかを検討していきたいと思います。 

古泉会長    質疑終局と認め、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、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。令和元年度第３回木更津市文化財保
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護審議会につきましては開催期日を３月後半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。 

 

令和元年１２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 


