
平成２８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２８年度第１回木更津市文化財保護審議会 

２ 開催日時  平成２８年８月１日（月）午後３時００分～午後４時３０分 

３ 開催場所  木更津市役所朝日庁舎２階 会議室Ｂ 

４ 出 席 者  文化財保護審議会委員 出席５名 

        高崎芳美委員（会長）・古泉忠之委員（副会長）・笹生衛委員 

御巫由紀委員・多田信子委員 

        教育委員会事務局 出席９名 

        髙澤茂夫教育長・堀切由彦教育部長・齊藤良二教育部次長 

山口玲子文化課長・中能隆主幹（文化財担当総括） 

小高幸男主幹（文化芸術振興担当総括）・酒巻忠史副主幹 

安藤道由副主幹・松本勝副主幹 

５ 会議内容  議案第１号 木更津市指定文化財の取扱いについて（答申） 

議案第２号 木更津市指定文化財の指定について（諮問） 

６ 公開・非公開の別  議案第１号：非公開、議案第２号：公開 

７ 傍 聴 人  なし 

８ 議事進行 

 

中能主幹    ただいまから、平成 28 年度第１回文化財保護審議会を開催いたします。

開催にあたり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一部非公開で行います

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。 

次に資料の確認をお願いいたします。 

【冊子・答申書案・諮問書写の確認】 

        それでは次第に従いまして、初めに高崎会長からご挨拶をお願いします。 

      【高崎会長挨拶】 

ありがとうございました。 

中能主幹    続きまして髙澤教育長からご挨拶申し上げます。 

 【髙澤教育長挨拶】 

中能主幹    ありがとうございました。ここで教育長には一旦退室いただき、答申書が



まとまり次第、再度ご入室いただくことになっております。 

      【髙澤教育長退室】  

中能主幹    それでは、木更津市文化財保護条例第 19 条第３項の規程によりまして、

「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、高崎会長に議長をお願いいたします 

高崎会長    それでは、議長を務めさせていただきますので、よろしくお願いします。

平成 28 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。

委員の皆様方のお手元には事前に本日の審議会資料が届いていたと思いま

すので、早速、第１号議案について審議を進めさせていただきます。 

議事の内容についてですが、「木更津市審議会等の会議の公開に関する条

例」第５条第１項第４号により非公開とすることといたしますが、いかがで

しょうか。 

各委員     異議なし 

高崎会長    異議が無い旨を確認いたしました。従いまして、本日の議案第１号を非公

開での審議といたします。議案第１号は、木更津市指定文化財の取扱いにつ

いてとなっています。宗教法人高蔵寺所有の指定文化財の指定解除に係る

諮問案件で、前回開催した平成 27年度第３回審議会において教育委員会か

ら諮問がありましたことを受けて、本審議会は、木更津市文化財保護条例第

17 条により、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ことが本審議会の任

務となっております。 

本日は、事前に事務局から皆様へ送付されております、資料ならびに前回

の意見等を踏まえた作成された答申書（案）について審議していただき、答

申書を木更津市教育委員会へ提出をしたいと存じますので、よろしくお願

いいたします。答申に係る趣旨説明を事務局からお願いいたします。 

中能主幹    当該案件について経緯等について説明申し上げます。資料の１ページに

ありますとおり、昭和 51 年１月 17 日に所有者から当該文化財に係る指定

申請書および同意書が提出されました。所有者からは、当初は諸々の規制の

対応に困難が予想されたことから、指定について固辞していましたが、当時

の文化財担当者からの強い説得があったため、本堂以外の建物も含めて市

の指定について同意したとのことでした。 

昭和 51年２月 17日に市の指定文化財第 17号として指定されました。昭

和 51 年４月 14 日に、当時の審議委員であった小川政吉先生より当該文化

財に係る調査報告書が提出されました。ここまでが指定にかかる経緯であ

ります。 

次に指定解除に関する経緯ですが、平成 28年２月４日に所有者から指定

解除に係る申出書が提出されました。このことを受けて、平成 28年３月 28



日開催の文化財保護審議会へ諮問させて頂いたところです。 

３月の審議会では、現地に赴き、委員の皆様にも実見していただき、この

案件について様々なご意見を頂戴いたしましたが、「指定解除で止むを得な

い」となったとしても、審議会としては「遺憾の意」を盛り込んだ形で答申

とする必要がある。また、他の文化財所有者と行政との間に、今後このよう

なことが生じないように、文化財保護行政について所有者に理解を得る必

要がある。当該事案については、今後の文化財保護行政に係る検討の拠り所

となるように、その経緯等を記録として留める必要がある等のご意見を頂

戴し、答申については今回までの継続審議といたしたところです。 

今回お示しした、答申案については、これらのご意見を盛り込んだ素案を

事務局で作成し、委員の皆様に確認して頂いたものです。なお、事務局にお

いての考え方については、資料の２ページにあるとおりでございます。 

従って、今回の答申につきましては、木更津市文化財保護条例第３条およ

び第５条第１項、ならびに同条第２項の規定に基づきまして、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３月 28 日付け木教文第

471号として諮問させていただいた案件でございます。 

前回の審議会からの継続審議となっておりますが、今回作成しました答

申案を改めて不備等が無いかをご確認いただいたうえで、正式に答申を頂

きたいと存じます。 

高崎会長    只今の事務局からの趣旨説明について、ご意見・ご質問があれば発言を願

います。 

古泉委員    確認ですが、昭和 51年１月 17日に所有者から指定の同意書が提出され、

２月 17 日に市の指定文化財として指定され、４月 14 日に調査報告書が提

出されたということですが、その後、平成 28年２月４日までの間に、高蔵

寺から指定文化財の取り扱いについての申し出ですとか、管理、運営につい

ての相談はなかったのでしょうか。そういったことが全くなくて、平成 28

年２月４日、突然に指定解除の申し入れがあったのでしょうか。 

中能主幹    昭和 51年から平成 28年２月４日までの経緯につきましては、平成 11年

度までに行われた３回の改修事業をおこなう際にお話がありました。その

後も、大きな改修等を行ないたいというお話が何度かありましたが、市の予

算等が限られている旨、これまでも高蔵寺には改修事業に伴う補助を行っ

たという経緯がある旨を説明し、他の指定文化財所有者との公平を保つと

いう観点からも、補助が困難であることをご理解いただいた経緯がござい

ます。 

御巫委員    高蔵寺は、40 年も前に指定を受けています。今回指定解除の申出という

ことになりましたが、こういったことが、他の指定物件にも起こりうるのか

確認し、情報を引き継ぐことが大事であると思います。 



高崎会長    こうした事例は、ほかにもあるのでしょうか。 

中能主幹    前回の審議会でもご指摘をいただきましたが、今のところ指定解除の要

望というようなお話はございません。 

笹生委員    答申文書の案については、うまくまとめていただきました。御巫委員のご

指摘にもありましたが、一番問題となるのが所有者の代替わりのときです。

親の代は同意したが、子の代になって、同意しかねるといったことが起こり

えます。引き継いだ時に指定文化財ということを重荷に感じる人も多いと

思います。代替わりの情報を事前に把握しておくことが大切になると思い

ます。 

高崎委員    ほかにご意見等はありませんでしょうか。これまでの委員皆様のご発言

と事務局の説明により本件についての共通認識が構築できたと思われます。

それでは、本答申書（案）につきましては原案どおりとし、正式に本審議会

の答申として木更津市教育委員会へ提出するものといたします。疑義等無

い旨をあらためて確認いたします。 

各委員     異議なし 

高崎会長    全委員異議なしとのことですので、平成 28年３月 28日付け木教文第 471

号で諮問があった「木更津市指定文化財の取扱いについて」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。 

【髙澤教育長入室】 

山口課長    それでは、高崎会長と髙澤教育長には会場中央へお進み下さい。 

【高崎会長が答申書を読み上げ、髙澤教育長へ手渡す】 

山口課長    自席へお戻りください。 

高崎会長    今後の事務手続きにつきまして事務局から説明願います。 

中能主幹    当該案件についての今後の事務手続きについて説明申し上げます。木更

津市教育委員会組織及び運営規則第８条第 16号により文化財の指定及び解

除することについては、教育委員会会議において議決を要する事項となり

ます。従いまして、教育委員会会議に議案として提出させていただきます。

直近は９月 23日が定例会となります。教育委員会会議の議決を経て、木更

津市指定文化財の指定を解除することとなります。その後、指定解除につい

て告示により周知するとともに、文化財保護法第 182 条の規定に基づき文

化庁長官へ報告いたします。指定書の返還につきましては、改めて所有者へ

の報告の際に返還をして頂く予定です。以上が今後の手続きの概要となり

ます。 

高崎会長   ありがとうございます。今後の事務の取扱いにつきましては、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号に関する審

議を終了させていただきます。 



高崎会長   続きまして、議案第２号といたしまして「木更津市指定文化財の指定につい

て」の議事を進めるものといたします。 

山口課長   教育長より諮問書を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。高崎会長と髙澤教育長に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、高崎会長へ手渡す】 

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。 

高崎会長   只今、教育委員会から諮問がありました、平成 28年８月１日付け木教文第

213号「木更津市指定文化財の指定について」（諮問）について、今後、調査の

成果等を精査して新指定を念頭に審議するものといたします。これまでの経

緯を踏まえて専門家による建造物の調査は、どの程度の進捗であるか事務局

でわかる範囲で説明をお願いします。 

中能主幹   今回の諮問につきましては、昨年度の第１回、第２回の審議会にて「木更津

市立金田小学校旧校舎の国の登録有形文化財化への可能性について」の議案

で審議・実見を重ね、文化財としての可能性を模索してきた案件でございます。

これまでの審議等の内容に踏まえ、事務局として検討した結果、市指定文化財

の新指定候補として検討することが適当であると判断したことから、改めて、

新指定を念頭に審議を賜るべく正式に諮問することといたしました。 

また、現在、歴史的建造物に造詣深い渡邉義孝氏に建造物調査を依頼してお

ります。渡邉先生は習志野市に在住され、尾道大学の非常勤講師をされており

ます。渡邉先生を含めた「復興小学校研究会」の方々により、５月に現地調査

が行われましたが、調査後の経過報告として、当時の様相を色濃く残すもので

あり、市指定文化財の新指定候補として検討する価値がある建造物であると

の評価をいただいております。次回の審議会では、調査を担当され渡邉氏に調

査成果について発表をいただく予定になっております。 

さらに、平成 27年度から実施している市史編集部会委員の調査協力により、

金田小学校や金田公民館に保管していた文書等資料の中に当該建造物に係る

資料（図面等を含む）が数多く残っていることが判明しており、今後の調査に

よっては新たな事実確認ができる可能性が拡大したところであります。 

具体的な審議については次回以降とさせて頂きたいと存じます。経緯、進捗

状況等の説明は、以上となります。 

高崎会長   只今の説明について、ご質問があれば発言を願います。 

笹生委員   指定に向けて検討をしているということは良いことですが、指定文化財の 

活用、指定文化財がどのような意味を持っているということが市民にうまく

浸透していないと問題が起きてきます。市長部局、特に観光やまちづくりと連

携した保護活用が重要になります。校舎がシンボル的な存在となる可能性が

あって、震災の後の耐震建築という側面もあり、現在でも耐震建築が大きな問



題となっていますが、近代の耐震建築の歴史を知る上でもとても重要な資料

となってくるでしょう。次回の調査成果の発表を受けて指定書の案が作られ

ることになると思いますが、その中に金田小学校の校舎が持つ大震災との関

わりについて具体的な記述を書いてもらいたい。そうすればそれを使った活

用ができると思います。指定後の報道の内容もその部分を強調するようにし

たほうが良いと思います。報道によって指定する意味が市民に浸透すること

にもなります。 

県でも観光課、自然保護課とも連携する文化財保護を経験してきましたが、

是非そういう形に繋げられたらと思います。観光部局、都市計画部局との連携

がないと文化財活用、文化財保護は難しくなってくると思います。日本遺産に

ついても、県内でもいくつか認定されました。様々な文化財についてもそうい

う方向へもっていければ、人が来るようにもなりますし、まちづくりという意

味でも重要な位置づけとなります。ただ古いから重要ですというだけでは、今

後の活用には繋がらないでしょう。 

中能主幹   笹生委員より、指定書の案の作成というお話がありましたが、これにつき 

ましては、次回以降、指定後の活用の方法まで、審議を深めたうえで、進め 

て行きたいと考えております。 

多田委員   笹生委員のお話にあった、他の部局との関連については、防災に関わる部 

局との関わりも大切だと思います。子どもたちのなかでも、自分たちの学校 

が、大震災からの復興の中で造られたものである、ということがわかります 

し、毎年授業をやって行くにしても、一年に一度確認できますし、実際に見 

ながら話を聞くということもできます。そこで、地域の防災訓練を行ったり 

防災関連のものを置く、文化財を自分たちの文化という意識も育つと思いま 

すし、守っていくための力にもなる人たちが増えていくのではないか。 

       それと、現地に調査の際にたくさんあった、資料が残っていましたが、建 

      物の指定に付けたりのかたちで一緒にできないか、そのようにできたらいい 

のではないでしょうか。ご検討をお願いします。 

中能主幹   事務局としましても、現地の資料については関心があるのですが、一度に 

指定するのか、後日追加で指定するのかについては、次回以降の審議会で議 

論していただきたいと思います。建設に伴う資料、建設日誌等も残っていま 

した。指定の方法について、今後検討したいと思います。 

古泉委員   市史編集部会の委員による資料調査の話と、小学校、公民館に保管の文書類

には具体的にどのようなものがあったかを教えていただきたいのが一つと、

金田小学校の 110周年記念の式典の記念誌と、金田中学校の 50周年記念誌を

見る機会があったのですが、かなり写真が残っていますね。具体的にどのよう

なものが残っているのか。また地域史の重要な資料として、記念誌には具体的

な名前や事項が出てきます。関東大震災があってからの地域の歴史を知る上



でとても貴重なものです。それが金田に残っている。かつては他の地域にもあ

ったと思いますが、校舎が新しくなり、耐震構造になりどんどん失われていく

のが現実です。これ以上失ってはならないものです。 

教育の関係から言うと子どもたちに近・現代史の中どのように伝えて行く

かですね。小学校３・４年生向けに社会科副読本を作っていますが、その中に

文化財というページもありますので、その中でも紹介していく、子どもたちに

木更津市の歴史ということで伝えて行くことの重要性を認識しました。 

小高主幹   現在、木更津市史編さん事業を手がけておりますが、昨年 12月に市史編集 

部会を立ち上げまして、その中に近現代部会も含まれております。金田地区 

につきましては、学校に保管されている文書類、金田公民館、そちらに旧金 

田村関係の文書、周辺地域より寄贈された元個人所有の古文書類等がござい 

ます。それについて、調査をしております。 

学校では日誌類、地図、写真、その他の学校関係資料があり、目録の 

作成と写真撮影を行っています。金田公民館には、学校建設に関する資料等

があります。古泉委員がご覧になった写真もこれに含まれておりますが、資

料数が多く、調査を開始したばかりですので、詳しい調査内容についての報

告は受けておりません。 

高崎会長   他に、ご発言がないようでしたら、本日の審議を終了させていただきま

す。 

委員の先生方には、長時間の審議にご協力ありがとうございました。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。本年度第２回木更津市文化財保護審 

議会についてですが、10月末日をもって現審議会委員の任期が満了となるこ     

とに伴いまして、次期審議会委員委嘱の事務を進めさせていただきたいと存 

じます。委員の皆様には 改めてご相談等させていただきますが、引き続

き、 

木更津市の文化財行政にご協力頂ければと願っております。 

なお、開催期日を 11月初旬頃に予定しております。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２８年８月 １日 

議事録署名人 木更津市文化財保護審議会 

      会長 高崎 芳美 


