
　　　　　　　　　　　　　　

発　言　者 会議のてん末・概要

石井会長

　はじめに、ただいまの出席者ですけれども、９名でございます。この人数は、条例第
７条第２項の規定に基づく定足数に達しておりますので、ご報告いたします。
　それでは、早速議事に入りたいと思います。はじめに、議題１で、「平成２８年度新
規設置の指定文化財説明板の文章について」です。
　皆様のお手元にございます資料をもとに、委員の皆様からご意見を伺って参りたいと
思います。はじめに「西大輪の獅子舞」の文章と写真につきまして何かご意見がござい
ましたら、よろしくお願いいたします。いかがでしょうか。

武井委員 　ちょっといいですか。

石井会長 　はい、どうぞ。

武井委員

　この間送られてきた資料ですと「河畔砂丘群」に関してはルビがある。ところがほか
の「西大輪の獅子舞」と「銅造阿弥陀如来立像」についてはルビがついていないもんで
すから、このあたり統一したほうがよろしいのでは。県指定だからつける、市指定だか
らつけないというわけではないでしょうから。

石井会長 　はい。

武井委員
　説明板である以上はルビをつけたほうがベターであるということです。ただ、どのレ
ベルでルビをつけるかは、またいろいろ皆様方個人個人で違うと思うので、このあたり
は事務局に一任してつくってもらうか。

石井会長
　そのへんいかがでしょう。ルビのほうの問題。西大輪のはルビがふってあり、獅子舞
と阿弥陀如来にはルビがふってないのですけれども、そのへんは全体の整合性のからみ
だと思うのですが、いかがでございましょう。何か事務局ございますか。

事務局 　はい、ルビをこちらにご一任いただければ、また担当の先生とお話ししながら。

石井会長 　はい、いかがでしょう。

武井委員 　それでいいと思います。

石井会長
　ではまたあとで事務局とよく相談していただいて。整合性をもたせていただければと
思います。それでよろしいでしょうか。

全委員 　（異議なし）

石井会長 　はい、続きましてほかにございますでしょうか。

全委員 　（意見なし）

石井会長 　よろしいですか。

全委員 　（意見なし）

石井会長
　ないようですので、「西大輪の獅子舞」につきましては、このような文章と写真で決
定したいと思いますが、いかがでございますでしょうか。よろしいでしょうか。

全委員 　（異議なし）

石井会長
　はい、ありがとうございました。つづきまして、「中川低地の河畔砂丘群　西大輪砂
丘」の文章についてですが、いかがでございましょうか。

石井会長 　田中先生いかがですか。

田中委員 　あ、私ですか。

石井会長 　いいですか。田中先生がお書きになってらっしゃるんですよね。

田中委員 　いえもう、私は（事務局の草案が）ちゃんとよくできてると思ってます。

石井会長
　そうですか、ありがとうございます。田中先生が原案をお作りになってるので。は
い、どうぞ。

様式第２号（第５条関係）
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髙橋委員

　私はちょっとよくわからなかったですけど、昨年度でしたか、この地域の久喜市の見
学会で回ったことがあるんですが、かなり珍しい話だと伺ったんですけど。全国的に珍
しいと書いてあるけれども、幸手の権現堂あたりと砂丘は関係はないんですか。あっち
も砂丘みたいな感じがしないでもないんだけど。

田中委員 　利根川の関係ですかね。

髙橋委員 　ええ。

田中委員 　利根川って蛇行してますから、量は変わってきますけど。中川もそうですし。

髙橋委員 　やっぱりこちらのほうが珍しい？

田中委員
　規模としては大きいんじゃないんでしょうか。昔は私が子供のときは大輪の松原と
いって本当に松があった。さすがにそこまでは。大宮栗橋線でなくなりましたけど。

髙橋委員 　ちょっとわからなかったものですから。ありがとうございます。

石井会長 　この神社のところはとてもいいみたいですね。

髙橋委員 　はいあそこは。びっくりしましたね、あんな高くまで。

石井会長
　それでは「中川低地の河畔砂丘群　西大輪砂丘」につきましては、このような文章で
決定したいと思いますがよろしいでしょうか。

針谷委員 　はい。

石井会長 　はい、どうぞ。

針谷委員

　このなかで、長さと幅という表記があるのですが、先ほど話にでてました神社、浅間
神社でしょうか。標高が非常に高いということがありまして、河畔砂丘の標高で一番高
い部分は標高何メートルという表記が入ると、よりいっそうイメージ化しやすいのかな
ということです。

石井会長 　標高という問題、どうだろうかというんですが。それは田中先生わかりますかね。

田中委員
　あまり高さはないんですね、もともと低地なんで。それでやっぱり砂丘って動いちゃ
うんですね。標高はどこかに入れてもいいかもしれませんね。

武井委員 　県の報告書には書いてなかったかな。

髙橋委員 　標高が一番高いところは神社のところなんですか。

田中委員 　私もそこまでは。

石井会長 　どうでしょう。

事務局

　『埼玉県の地質鉱物』という本の中では、「標高は一番東側に分布する砂丘列がもっ
とも高く、稜線に15メートルの等高線に囲まれた地域が２カ所ある。このうち最高点
は17.2メートルで、東側の低地との比高が6.6メートルある。」というような言い方を
しております。ですから今、田中先生のほうからもありましたように、動く部分もある
ので、ある部分とある部分との比較は結構綿密にできるんですけれども。ここがこうだ
よというのが、なかなか言いにくいような書き方をしているのかなという気がします
ね。特に、今回指定になっている西大輪神社より明らかに浅間社の方が高いですから、
西大輪神社のあそこの指定地の説明文として逆に浅間社の方を挙げてしまいますと、ど
うなのかなという部分は個人的には感じるんですけれども。

石井会長 　いかがでございますでしょうか。なかなか標高って特定するのが難しいかな。

新井委員
　だったら、指定地部分に限って高さが測れれば、入れるというのがいいんじゃないで
すか。指定の範囲内で高いところ。やはり一般の方の場合、高さが表記されてる方がイ
メージしやすいとは思いますよね。
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髙橋委員

　やっぱり、私が行ったとき感じたんですけど、大宮栗橋線を見下ろすような感じで
ね、非常に段差があるんで、高さがあったほうが確かに親切かなという感じもしないで
もないんですけど。表記の仕方がどういうふうになるかですが、そのくらいとかね。挙
げたほうがイメージはしやすいですよね。

田中委員

　現地標高何メートルとか、その神社のある場所の高さ。厳密にやっちゃうと、極端に
いえば風化して動いちゃった場合には現状の変更みたいな感じにとられるかもしれない
ですが。あんまり厳密にやると、かえって難しいかもしれないですね。どこかポイント
になるようなところだけでも現地標高で。

石井会長 　どこか特定の場所で標高ということになりますでしょうか。

事務局
　事務局の方では特定の場所の標高というのは今のところ持ち合わせていない数字で
す。先ほどもいくつか資料を見ていたんですが、やはり最高点17.2メートルというのは
表記があるんですが、どこがといわれるとはっきりは書かれていないですね。

田中委員 　特定できないですよね。

髙橋委員 　一番高いところでほぼ17.2メートルという、そういう表記はないんですよね。ほぼ。

石井会長 　要はどこが17.2メートルなのかという。

髙橋委員 　一番高いところですか。

石井会長 　一番高いところというのはどこかという。

髙橋委員 　そこまで必要なんですか、こういうのは。

田中委員
　参考だから、例えば「神社の位置する場所は」とか、そういう形にするかですよね。
やっぱりおそらく動いちゃうと思うんですよね。

事務局
　数字としては標高または低地との比高差がありますが、低地との比高差というのがよ
く報告書のなかでは出てきますね。

石井会長 　では、これにつきましては表現をどこかに入れるということでいかがでしょうか。

全委員 　（異議なし）

石井会長
　また事務局と田中先生のほうでちょっとどこに入れるかは勘案していただけますで
しょうか。それでよろしいでしょうか

田中委員 　標高より比高のほうがあれかな。旧利根川みたいなちゃんとした川が。

武井委員 　西側に利根川の流路があるわけだから。そっちからみてとかっていう。

石井会長 　比高も変わっちゃうでしょ。

武井委員 　比高も変わる。

田中委員

　今変わったうえに我々が住んでるだけで。なかなか難しいでしょうね。時代もある程
度期間もわたって堆積するわけですから。まあ、参考のためにどこどこの神社では標高
何メーターに位置しているという形で、そこを中心にしてこうやって砂丘が広がってい
るような。あくまで参考として。

石井会長 　参考として。そうですね。ということなんですが。

事務局 　事務局のほうに一任させてもらってよろしいですか。

石井会長 　では、事務局の方に戻してよろしいでしょうか。

全委員 　（異議なし）

事務局
　ではまた、担当の田中先生と相談しながら決定させていただきます。標高なり、比高
差なり、どちらかの案内ができるような数字をできるだけ出すということで。

石井会長 　はい、それでよろしいでしょうか。
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全委員 　（異議なし）

石井会長
　では続きまして、「銅造阿弥陀如来立像」についての文章と写真についてお伺いいた
します。いかがでございますでしょうか。

柏浦委員

　細かい表記のことなんですけども、２行目のですね、「銅造で高さは23.0センチメー
トル」とありますけども、小数点ですよね、この点ね。縦書きのときは真ん中でいいん
じゃないかという気がしますけど、どうなんでしょうか。
　それと３段落目の２行目の一番上の「製作」ですけども、衣偏は入れない方の「制
作」じゃないかと思うんですが。これはよくこういう形で書かれるんですが、芸術作品
とかこういう仏像とか精神的なものは、衣偏が入らないと思うんですよね。衣が入るの
は機械とか物質をつくるときで。

齋藤委員 　彫刻なんかでも普通はそうですね。

田中委員 　私はむしろ逆かと。

石井会長 　いかがでしょう。その衣偏、「製作」の「製」。

新井委員 　あとは、仏像なんで「造立」にするとか。その方がいいかもしれないですね。

石井会長
　その方がいいかもしれませんね。「造立」の方が文章としてはいいかもしれません
ね。それでいかがでしょう。柏浦先生いかがですか。

柏浦委員 　はい、結構です。

石井会長
　では、そういうことで事務局の方よろしいですか。「製作」ではなくして、その文
字。

事務局 　４段落目のところでまた出てくるのでそちらも直してしまってよろしいでしょうか。

新井委員 　あぁ、「製作」ね、使ってますね。

田中委員
　衣をとっちゃうと現代アートのようなイメージがちょっと。近代以降のアートである
と私にはあるんですよね。それまではアートというよりは信仰であったり、道具であっ
たりをつくるのに使っていて、こっちの方が私には違和感がある。

石井会長 　４段目の方に「造立」というのが

田中委員 　「製作」ではなくて「造られた」でいいのでは。

武井委員 　難しく考えないで。

柏浦委員 　平仮名で「つくられた」にしちゃえば。

石井会長 　どうしますか。

柏浦委員 　一番無難なのは平仮名で「つくられた」にしちゃえばいいんじゃないんですか。

石井会長 　平仮名。

柏浦委員 　私は衣偏がつくとなかなか。

石井会長 　礼拝物として「製作」という文字を消す、消して平仮名にしていく。

武井委員 　つくるって字はしんにょうの方ですよね。

事務局
　２段落目に「造立」ということばが出てきて、３段落目に「造られたようだが」とい
うふうに直されて、そのあとの段落でまた「製作」というところを考えていただいて。

石井会長 　ここに「製作」があるんですよね。

事務局 　その後にまた「造立」という言葉がでてくるので。
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石井会長 　「造立」という言葉があるんですね。

石井会長
　「礼拝物として造られたようだが」、「仏像が造られた年代」というふうに直すので
すか。いかがですか。

石井会長 　新井先生いかがですか。

新井委員 　そうですね、統一するなら統一しちゃってもよろしいかと思うのですが。

武井委員
　こういう風にしたら。「「念仏本尊」とあることから、当初は坂木氏の個人的な礼拝
物であったようだが」。「造る」って書く必要ないんじゃない、前にあるわけだから。

新井委員 　そうですね、「製作」とってしまえばいいんですね。

武井委員 　存在していたことがわかればいいわけで。

石井会長 　もう一回言って。

武井委員 　「坂木氏の個人的な礼拝物として存在していたようだが」といったような意味で。

石井会長 　「礼拝物として」、その次は。

武井委員 　「あった」。

石井会長 　「あった」？

武井委員
　「存在していたようだが」。そういう意味で。その前に「坂木神左衛門によって造立
された」ってあったでしょ。造立、造立、造立が続くと。

新井委員 　では、「礼拝物であったようだが」。

石井会長 　「礼拝物であったようだが」。

新井委員 　はい。

武井委員 　そのへん上手く考えて下さい。

石井会長 　その次の「仏像が製作された年代」というのはどう。それは「製作」でいいの。

田中委員 　「造られた年代」。

石井会長

　ここは「造られた年代」ということだそうです。もう一度確認しますね。
　３段落目のところは「当初は坂木氏の個人的な礼拝物としてあったようだが」という
形にする。それから次の段落の「仏像が造られた年代と開基の時代は重なるが」という
ふうに直す。

武井委員 　「個人的な礼拝物であったようだが」というのが。

石井会長 　どこ。

武井委員 　さっきの。

新井委員 　「個人的な礼拝物であったようだが」。

石井会長 　「であったようだが」ですか。はい、よろしいですか。

大川副会長 　「であるが」、「不明であるが」で、が・がになってしまいますよね。

田中委員 　あとは丸を入れちゃうとかね。

石井会長 　あぁ、そうだね。「その後経緯は不明であるが」。「が」が続いちゃいますね。

新井委員 　そこで切っちゃいましょうか。「個人的な礼拝物であった。」。

齋藤委員 　「個人的な礼拝物であったようだが、その後経緯は不明である。」。丸で切るとか。

新井委員
　そうですね。１行目で正蓮寺の本尊としての説明が入っているので、それでいいかも
しれないですね。
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武井委員
　だからあれじゃない。「であったようだが、正蓮寺に伝わり本尊となった経緯は不明
である。」とひっくり返せばいいでしょう。

石井会長
　逆にすればいいいんだ。そうすれば、「が」が続かないんだ。そういうふうにしま
しょうか。新井先生どうですか。

新井委員 　結構です、それで。

石井会長
　じゃあ、逆にしましょうか。「当初は坂木氏の個人的な礼拝物であったようだが、正
蓮寺に伝わり本尊となった経緯は不明である。」というふうにするとすんなりいくと。
それでよろしいでしょうか。

柏浦委員 　ちょっと質問なんですけど

石井会長 　はい、どうぞ。

柏浦委員
　「この像は」と冒頭にありますよね。「この像は」とはあれですか、次のページの写
真が、この前に貼り付けられるんでしょうか。

事務局 　一般的には文章の後に写真を置くことが多いようです。

柏浦委員 　写真を貼るわけですね、わかりました。それであればいいと思います。

石井会長 　写真も案内板に印刷されるわけですね。ということです。よろしいでしょうか。

全委員 　（異議なし）

石井会長 　どうでしょう、これで文章は。よろしいでしょうか。

全委員 　（異議なし）

石井会長 　事務局の方それで。

事務局 　それでは今のところですが、確認をさせて下さい。

石井会長 　はい、どうぞ。

事務局

　2段落目の「造立」はそのまま「造立」ということで、3段落目の「「念仏本尊」と
あることから、当初は坂木氏の個人的な礼拝物であったようだが、正蓮寺に伝わり本尊
となった経緯は不明である。」というふうに直すと。4段落目の「仏像が製作された」
は、「仏像が造られた」に直すと。最後の「造立」はそのまま「坂木氏が平安を願い造
立したものとも考えられる。」で活かすと。そういう理解でよろしいでしょうか。

石井会長 　はい。ということでよろしいでしょうか。はい、どうぞ。

齋藤委員

　普通に知っている人が読む場合は問題ないでしょうけど。何もこういった知識がない
人が見た場合、その人が造ったような表記だと、その人が制作者であるように感じやす
いんじゃないかと。要は力のある人が、仏像をつくる職人に命じて造らせるようなもの
ですよね、これは。なので、子どもなどは勘違いするかなと思いました。今までので表
記されていたものは、そういったことについては。

石井会長 　新井先生どうですか。

新井委員
　一応、その最後から2段落目に「坂木氏が平安を願い」と入れてあるので、それで理
解していただけると思うんですけど。

石井会長 　基本的には本人が造ったというのはないですよね。

齋藤委員 　「造立」という文字だと、そういう感じのイメージがあるんですけど。

田中委員 　「奉納」とか。

齋藤委員 　「奉納」とかそうですよね。

田中委員 　「奉納」は自分で造って行動することと。
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齋藤委員
　「造立」という文字を「造った」と言い換える部分がでてくると、勘違いしてくるか
なと思っただけなんですけど。

新井委員
　もし、気になるんであれば、2段落目の「造立」を「奉納」に変えてもいいんですけ
れども。

齋藤委員 　それほど強く気になったわけではないんですけど。難しいですね。

柏浦委員 　厳密に言うとね、そうなんですけどね。

石井会長 　「奉納」ということになると、どこに奉納したかという問題になるかなと。

新井委員 　それが不明なんですよね。

石井会長 　それが不明だから、「奉納」という文字はあれですね、ちょっと。

齋藤委員 　「奉納」じゃないですね。

石井会長 　そうですね。しんどいです。

齋藤委員 　自分で神事をするために造らせたんですもんね。

武井委員
　そうなってくると、4段落目の「一色氏と奉納者坂木氏」という言い方がおかしく
なっちゃいますね。だから奉納者じゃなくて。

新井委員 　そうなんです。

武井委員 　これは明らかに個人仏じゃないかな。

新井委員 　はい、そうだと思います。ただ経緯がわからないので。

武井委員
　そもそもだって、長井庄、つまり今の熊谷で造られ、なんで一色氏と関係があるかそ
れ自体だって分からないわけだし。

石井会長 　だと、この奉納は。

武井委員 　だから、もともと流れてきたものだからと推測するしかないわけですよ。

田中委員 　最終的には奉納ですけどね。

石井会長 　直接坂木氏が奉納したとは言い難いんでしょ。

事務局
　参考までに前回事務局の案で出したのは「願主となって造立された」というような表
記をさせていただいてます。

武井委員 　それが入ったほうがいいかもね。

石井会長 　どこにそれを入れますか。

新井委員 　「坂木神左衛門が願主となって造立」ですかね

田中委員 　銘文に入ってるというのもありますが。

武井委員 　お子さんは銘文読めないから。

田中委員 　あぁそうか。

武井委員 　全体的に考えないと。

石井会長 　ここに銘文がはいちゃってるんだよね。だからあんまりくだくだいわないほうが。

武井委員

　ここにいる人だったらいいけども、結局見に来た人がこの銘文を理解できるかという
と、それは別問題だから。結局一般の人が意味がわからなければ、というので説明がつ
くわけでしょ。ただ最初から銘文とっちゃえって話になっちゃうと、この銘文が銅造の
阿弥陀さんの一番のね。

石井会長 　じゃあ、このところ少し変えましょうか。住人坂木のところ。

新井委員 　「坂木神左衛門が願主となって造立したものである」としたほうがいいと思います。

石井会長 　どうですか。武井さんどうですか、今の文章で。

7



　　　　　　　　　　　　　　

発　言　者 会議のてん末・概要

様式第２号（第５条関係）

　　　　　　　審議会等会議録

武井委員
　わかんないってことはないでしょう。願主はわかるでしょう。だから事務局の当初案
に戻ると。

石井会長 　そうそう、願主というのを入れるという。新井先生それでよろしいですか。

新井委員 　はい。

石井会長 　じゃあ事務局、それでいかがですか。

事務局 　はい。

石井会長 　では、そういうふうに直しましょうか。

石井会長 　はい、どうぞ。

針谷委員 　別のところなんですが。

石井会長 　あ、ちょっと待って。今のところ文章再確認してください。

事務局 　よろしいですか。

石井会長 　はい。

事務局

　では、2行目で「銅造で高さは23.0メートル」の点を中黒にするということですね。
それから、２段落目の最後「（現熊谷市妻沼付近）の住人坂木神左衛門が願主となって
造立したものであることがわかる。」と訂正いたします。次の段落「「念仏本尊」とあ
ることから、当初は坂木氏の個人的な礼拝物であったようだが、正蓮寺に伝わり本尊と
なった経緯は不明である。」となる。最後４段落目「仏像が製作された」を、「造られ
た年代」に直すと。以上うちの方で把握しているのは４か所でしょうかね。

石井会長 　それでよろしいでしょうかね。

全委員 　（異議なし）

石井会長 　それでは針谷先生どうぞ。

針谷委員

　書き始めの冒頭の「この像は」というところですが、こそあど言葉が出る場合にはそ
の文章のなかに明示されることによってその位置がわかりやすいと。「この像は」とい
うのはタイトルの銅造阿弥陀如来立像を受けているのだと思うんですが、最終段落は
「この阿弥陀如来立像は」とあります。例えば、整合性を持たせるのであれば、「この
銅造阿弥陀如来立像は」の書きだしにして、最終段落の「この」の次に「銅造」を入れ
て揃えた方がよいのかどうかということですが。

柏浦委員
　私もさっき言ったように、冒頭に「この像は」と出てくるのはちょっと違和感があり
ますよね。「この像は」というのを、例えば削除して「正蓮寺の本尊の阿弥陀如来像
は、銅造で高さ何メートル」っていうふうにしちゃまずいんでしょうか。

石井会長

　そしたら、こうしたらいいんじゃないですか。「正蓮寺の本尊として阿弥陀如来立像
は伝わっている。銅造の高さは」にしちゃったらどうか、いかがでしょう。「この像
は」というところがひっかかるということなんですが。
　髙橋先生いかがですか。

髙橋委員
　難しくてわからないですけども。あまり細かくなくても文章的にわかるような感じも
しないでもないんですけど、専門家の皆さんはもっと詳しいでしょうから。

田中委員
　ほかは指定名を、その本体の名称を入れてますよね。「西大輪砂丘は」、「西大輪の
獅子舞は」とか。どうせだったら「銅造阿弥陀如来立像は、今日に伝わっている」とい
う。

石井会長 　そうしたら共通性になりますね、整合性を持ちますね。いかがでしょう。

田中委員 　冒頭のところはそれぞれ指定物の対象を入れる。

齋藤委員
　冒頭に「阿弥陀如来立像は、本尊として伝わっている」の後に、「銅造で」という説
明になるのがちょっと重複になるので、文章的にどうかなと。
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石井会長 　新井先生いかがでしょうか。

新井委員

　そしたらですね、指定名称を頭につけるという統一をしたいということですので、
「銅造阿弥陀如来立像は、正蓮寺の本尊として今日に伝わっている。」で切ってしまい
ます。それで「高さは」で、「銅造」については本体名に入ってますからそれで結構だ
と思います。

石井会長 　はい、よろしいでしょうか。それでは先生もう一度。

新井委員
　はい。「銅造阿弥陀如来立像は、正蓮寺の本尊として今日に伝わっている。高さは
23.0センチメートル」で、「銅造で」をとるということですね。

石井会長 　というふうに直したいとのことですが、それでよろしいでしょうか。

全委員 　（異議なし）

石井会長 　では、事務局の方よろしいですか。

事務局 　ではまた、直しを入れてご用意いたします。

石井会長
　はい、ではほかにございますでしょうか。三つとも冒頭にでてくるという意味では整
合性をもつような感じがいたしますので。

事務局

　では、「西大輪の獅子舞」を含めたルビについては、この場ではお示しできないの
で、お時間をいただきたいと。それから「中川低地の河畔砂丘群　西大輪砂丘」の修正
についてもお時間をいただきたいと。
　「銅造阿弥陀如来立像」については、今直して参ります。

事務局 　（文章案配布）

事務局
　それでは、銅造阿弥陀如来立像の文章がお手元の方にいきましたので、一回事務局の
方で読み上げさせます。

事務局

　はい。
　「久喜市指定有形文化財（彫刻）
　銅造(どうぞう)阿弥陀(あみだ)如来(にょらい)立像(りゅうぞう)
　指定年月日　昭和52年9月8日
　所　在　地　久喜市上川崎407
　銅造阿弥陀如来立像は、正蓮寺の本尊として今日に伝わっている。
　高さは23.0センチメートル、重さは1.19キログラムあり、両手首より先を除いて、
頭部と体部は一体で鋳造されており、両手はそれぞれ別に蝋で付けられている。
  また、像の背面には「奉作立　念佛（仏）本尊阿弥陀如来　願主　武藏国長井庄目沼
郡坂木神左衛門　元亀三年壬申十月吉日」の陰刻銘があり、戦国時代の元亀3年
（1572）10月に長井庄目沼郡（現熊谷市妻沼付近）の住人坂木神左衛門が願主となっ
て造立したものであることがわかる。
　「念仏本尊」とあることから、当初は坂木氏の個人的な礼拝仏であったようだが、正
蓮寺に伝わり本尊となった経緯は不明である。
  正蓮寺は戦国時代、古河公方足利氏の家臣で幸手城主の一色直朝が開基した寺院と伝
えられている。仏像が造られた年代と開基の時代は重なるが、一色氏と奉納者坂木氏と
の関係は詳らかではない。
　当時は武田氏が久喜市周辺に乱入するなど最前線にあたっていたことから、戦乱のさ
なか願主の坂木氏が平安を願い造立したものとも考えられる。
　この阿弥陀如来立像は、戦が続く世の中で一時の平安を願った人々の信仰を現在に伝
えている。
　平成２９年　月　日　　　久喜市教育委員会」
以上です。

石井会長 　はい、よろしいでしょうか。

武井委員 　この「奉納者」っていうのは、やめようよ。
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石井会長 　「奉納者」って、あれだよね。

武井委員 　わたしの考えでは、「一色氏と坂木氏の関係は」で。

石井会長
　「奉納者」って取ってしまった方がいいよね。そうじゃないと正蓮寺に奉納したと捉
えられがちですね。

新井委員 　取っていいと思います。

石井会長 　取った方がいいかもしれませんね。

武井委員 　新井さんが一色氏をあれだけ調べて出てこないんだから。

新井委員 　たぶん戦利品だと思いますよ。可能性としては。

石井会長
　奉納してないのでしょう。では奉納というのは取りましょうか。ということで最終決
定よろしいですか。

全委員 　（異議なし）

石井会長
　では、最後に、本日配布しました答申案はございますでしょうか。
　よろしいですか。では事務局の方から読み上げていただけますか。

事務局

　はい、それでは読み上げさせていただきます。
「久文保審第２号平成２８年１２月１９日、久喜市教育委員会教育長　柿沼　光夫様
久喜市文化財保護審議会　会長　石井　昇
文化財の活用について（答申）
平成２８年６月２７日付け久教文第１３８号で諮問のありました標記の件について、下
記のとおり答申します。
　記
　次の３件の平成２８年度新規設置の指定文化財説明板の文章については、別紙のとお
りとする。
　　１ 埼玉県指定天然記念物「中川低地の河畔砂丘群　西大輪砂丘」
　　２ 久喜市指定無形民俗文化財「西大輪の獅子舞」
　　３ 久喜市指定有形文化財（彫刻）「銅造阿弥陀如来立像」」
以上でございます。

石井会長 　何かご意見ございますでしょうか。

全委員 　（意見なし）

石井会長
　それでは答申案につきましては、このような文章で決定したいと思いますが、よろし
いでしょうか。

全委員 　（異議なし）

石井会長
　ありがとうございます。議題１「平成２８年度新規設置の指定文化財説明板の文章に
ついて」の答申決定としますがよろしいでしょうか。

全委員 　（異議なし）

石井会長
　ありがとうございました。それでは決定した答申資料一式について、事務局に修正し
ていただき、本日中に委員の皆様に配布してください。次に議題２の「その他」という
ことですが、委員の皆さまから何かございますか。

全委員 　（意見なし）

石井会長
　それでは、これですべての議事を終了とさせていただきます。進行の任を課長のほう
にお戻しをさせていただきたいと思います。
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事務局

　すいません、一点だけ。先ほど答申を決定していただきありがとうございました。こ
の後はですね、答申書を基に所有者・管理者の方と相談をさせていただくのと、併せて
県指定については埼玉県との調整をさせていただいたうえで最終決定をして看板の設置
に行きたいと思いますので、その過程で多少のてには程度の文章については変わる可能
性もある、ということをご理解いただければと思います。あの、本旨が変わるようなこ
とがあれば改めて審議会と調整させていただくになるかと思いますが、そのようなこと
が無いように事務局としてもやっていきたいと思います。

石井会長 　よろしいでしょうか。

全委員 　（意見なし）

石井会長 　はい、ではこれで閉じさせていただきたいと思います。

会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためここに署名する。

平成２９年　１月　１６日　会長　　石井　昇
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