
発　言　者 会議のてん末・概要

事務局（丸山）

　本日はお忙しい中、ご出席を賜りまして誠にありがとうございます。
本日の進行を勤めさせていただきます文化財保護課長の丸山でございます。どうぞよろ
しくお願いいたします。
  本委嘱式並びに会議は、久喜市審議会等の会議の公開に関する条例に基づき、原則公開
としております。
　また、本日の内容は録音させていただき、後日、同条例に基づき会議録を公開いたし
ますので、ご了解をお願いいたします。
　それでは、ただいまから、久喜市文化財保護審議会の委嘱式を執り行います。恐れ入
りますが、お名前をお呼びいたしますので、その場でご起立いただきたいと存じます。

（委嘱書交付）

事務局（丸山）

　ありがとうございました。
　なお、槇島委員におかれましては、都合によりご欠席のご連絡をいただいておりま
す。
　続きまして、柿沼教育長から、ご挨拶を申し上げます。

柿沼教育長 （挨拶）

事務局（丸山）

　ありがとうございました。
　続きまして、本日、皆さま方には初めてお会いする方もいらっしゃると思いますの
で、簡単な自己紹介をお願いいたします。委嘱状交付の順で、石井委員から順番にお願
いいたします。

（委員　自己紹介）

事務局（丸山）
　ありがとうございました。
　続きまして、事務局職員の紹介をいたします。

（事務局職員の紹介）

事務局（丸山）
　以上で、事務局職員の紹介を終わります。
　ここで、審議会の概要と委員の職務につきまして、事務局からご説明させていただき
ます。

事務局（池尻）

　それでは、配布いたしました資料に基づきまして、ご説明させていただきます。
　文化財保護審議会の設置の目的などでございますけれども、文化財保護審議会は、文
化財保護法第190条第2項の規定を受けまして制定されました久喜市文化財保護審議会
条例により設置されています。審議会の所掌事務に関しては、同条例第2条に規定された
第1号の「文化財の指定及び解除に関すること」から第6号までの各号に関しまして審議
し、建議することとなっております。委員の皆様の任期につきましては、同条例第5条の
規定により2年となっております。以上です。

事務局（丸山） 　なにか、ご質問がございますでしょうか。

（質問なし）

事務局（丸山） 　次に、傍聴要領につきまして事務局から説明をさせていただきます。

様式第２号（第５条関係）

　　　　　　　審議会等会議録
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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

事務局（池尻）

　傍聴要領案と書いてある資料をご覧ください。久喜市の審議会は条例により原則公開
でございます。公開にあたりましては、審議会ごとに傍聴要領を定める必要があること
から、案を提示させていただいたものでございます。内容につきましては、今まで定め
ていたものと同じものとなります。以上です。

事務局（丸山） 　なにか、ご質問ございますか。

（質問なし）

事務局（丸山） 　それでは、傍聴要領をご了解を頂いたということでよろしいでしょうか。

（異議なし）

事務局（丸山）
　それでは今後この傍聴要領に従って進めさせていただきます。
　ありがとうございます。以上で、委嘱式を終わります。

事務局（丸山）

　それでは引き続き、第１回会議の議事に入ります。はじめに、ただいまの出席者は、
９名でございます。この人数は、久喜市文化財保護審議会条例第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。
　議事の進行につきましては、同条例第６条第２項の規定により会長が行うこととなっ
ておりますが、会長がまだ選出されておりませんので選出されるまでの間、柿沼教育長
を仮議長としたいと思いますが、よろしいでしょうか。

（異議なし）

事務局（丸山） 　教育長お願いします。

柿沼教育長

　それでは、早速議事に入りたいと思います。
　「会長と副会長の選出」についてでございます。久喜市文化財保護審議会条例第６条
第１項に、会長及び副会長につきましては「委員の互選によって定める」旨が規定され
てございます。
　そこで、まず会長の選出についてでございますが、立候補・推薦などございました
ら、ご意見をお願いいたします。

針谷委員 　はい。

柿沼教育長 　はい、針谷委員。

針谷委員 　会長に石井昇委員を推薦いたします。

柿沼教育長 　会長に石井昇委員ということで推薦をいただきましたが、皆様いかがでしょうか。

（拍手）
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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

柿沼教育長
　それでは、会長につきましては、石井委員にお願いをしたいと思います。
　続きまして、副会長の選出でございますが、立候補あるいは推薦等ございましたら、
ご意見をお願いいたします。

針谷委員 　はい。

柿沼教育長 　はい、針谷委員。

針谷委員 　副会長に大川婦美子先生を推薦いたします。

柿沼教育長
　ただ今、針谷委員から大川婦美子委員を副会長にとのご意見をいただきました。皆様
いかがでしょうか。

（拍手）

柿沼教育長
　ありがとうございます。それでは、大川委員を副会長ということで決定させていただ
きます。それでは私は仮議長の任を解かせて頂きたいと思います。ご協力ありがとうご
ざいました。

事務局（丸山）
　ありがとうございました。それでは会長・副会長が選出されましたので、ご挨拶をい
ただきたいと思います。はじめに、石井会長からご挨拶をお願いいたします。

石井会長 （挨拶）

事務局（丸山）
　ありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。
　続きまして、大川副会長からご挨拶をお願いいたします。

大川副会長 （挨拶）

事務局（丸山）
　ありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします
　なお、柿沼教育長につきましては、この後、所用がございますので、ここで退席させ
ていただきます。

（柿沼教育長退席）

事務局（丸山）
　それでは、議事の進行につきましては久喜市文化財保護審議会条例第６条第２項の規
定により、石井会長にお願いいたします。石井会長と大川副会長は前の席にご移動いた
だければと思います。

石井会長
 　それでは議事を再開いたします。議題２、「平成２９年度事業報告・平成３０年度事
業計画について」です。
　事務局の説明をお願いいたします。
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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

事務局（池尻）

　はい。事前にお送りしました資料のなかにございます、「久喜市教育委員会文化財保
護平成２９年度事業報告・平成３０年度事業計画」という資料をご覧ください。こちら
の資料につきましては事前にお目通ししていただいているかと思いますので、主要な箇
所のみ説明をさせていただきます。
　４文化財の公開に関することのなかで、三つ目のところに、本多静六記念館展示改修
事業がございます。こちらは、記念館の開館後に本多家から新たな資料の寄贈があった
ことから、それらの資料を中心に展示の改修を行うものでございます。
　続いて５の二つ目、市指定文化財「久喜八雲神社の山車行事（天王様・提灯祭）」調
査事業でございます。こちらは、久喜八雲神社の山車行事、いわゆる久喜の提灯祭りで
ございますけれども、平成2８年度から調査を実施しておりまして、今年度で調査が終了
し、報告書を刊行する予定です。
　続きまして、８市史編さんに関する中の、人物ブックレット刊行事業でございます。
今年度は「迦葉院関係資料」が市の指定文化財になっている「黙山元轟（もくざんげん
ごう）」を取り上げます。
　さらに９で郷土資料館でございます。この中の1番上に書かれている展示事業のなかの
特別展になりますが、今年度は「祈りと願い　彩る獅子」と題して獅子舞をテーマとし
た特別展となります。
　簡単ですけれども以上となります。

石井会長
　はい、ありがとうございました。ただいまの事務局の説明に対して何かご質問ござい
ますでしょうか。

　（質問なし）

石井会長
　よろしいでしょうか。
　板垣先生、林先生何かご質問は。
　板垣先生、どうぞ。

板垣委員
　それではですね、郷土資料館の関係で展示のところのスポット展示として現在行われ
ている「助産師さんの往診鞄」なのですが、具体的な内容を教えていただけますか。

事務局（巻島）

　現在行われているスポット展「助産師さんの往診鞄」ですけれども、合併前の栗橋町
時代に、地元の助産師の方から助産師の道具を多数いただいておりまして、２年前の学
芸員実習でその資料を実習生に整理してもらったことがございました。そのとき、実習
生に仮展示をしてもらったのですが、もう１回資料の見直しをさせていただきまして、
今回スポット展として市民の皆様に見ていただこうと思い、展示をさせていただいてお
ります。

石井会長 　よろしいでしょうか。

板垣委員 　はい。

石井会長 　林先生いかがですか、よろしいでしょうか。

林委員 　はい。

石井会長 　ほかにいかがでしょう。

（意見なし）
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様式第２号（第５条関係）

　　　　　　　審議会等会議録

石井会長
　続きまして、議題３「文化財調査について」、事務局からご説明をお願いいたしま
す。

事務局（池尻）

 　はい、事務局で調査を実施しました三つの文化財についてご報告させていただきま
す。
　一つ目が、「大輪神社の大蛇作り」でございます。こちらは平成２６年にも調査を実
施しておりまして、以前の審議会のなかでもご報告させていただいておりますが、無形
の民俗文化財ということもありまして、継続性の確認も含めまして、再度調査を行った
ところでございます。当日はビデオでの撮影を行っております。詳細につきましては報
告書をご覧いただければと思います。
　二つ目が、「太田神社境内白山社米津氏奉納灯篭」でございます。こちらは久喜北に
ある太田神社の境内社である白山神社の石灯篭２基になります。久喜藩主の米津氏に関
する資料になりますが、久喜市史編さん当時は調査が行われていなかった資料です。久
喜に残された米津氏関係の資料というのは少なく、その点で貴重な資料であると思いま
す。ただし、銘文では灯篭ということになっておりますが、裏面の写真見ていただくと
灯篭の火を灯す火袋が欠けているものと思われますので、本来の形であったかどうかも
う少し検討が必要であると思われます。
　三つ目が、「井上家墓標」でございます。本町１丁目にございます、天王院の境内に
ある井上家の墓標調査になります。井上家は、久喜の遷善館の設立時に資金的な援助を
したということが、『新編武蔵風土記稿』に記されております。そこでは「村民清兵
衛」と表記されておりますが、井上家がその家にあたると考えられており、現在３基の
墓標が残されております。今回の調査は、銘文の調査をし、改めて読み下し文の作成を
し、法量の計測を行ったものでございます。簡単ですが、以上になります。

石井会長 　３点の調査について報告がございました、いかがでございましょう。

（熟考中）

事務局（池尻）

 　事務局から補足でございます。井上家の墓標は３基が残されておりますが、まずは井
上勝政の墓でございます。こちら孫兵衛ですとか忠左衛門という通称の人物でございま
す。この人物が、商業的に成功していって米津氏の方から重用されたということが記さ
れている銘文が残されております。もう一人、井上顕亮（けんりょう）ですが、この墓
は夫妻の墓となっています。ここでは通称で清兵衛と記されておりますが、来歴は詳し
く書かれておりません。もう一人の井上義輔（ぎすけ）、こちらは来歴が書いてありま
すけれども通称は書かれていません。
　このなかで『風土記稿』に書かれている「村民清兵衛」ということで、通称としては
２代目の顕亮にあたると一般的に考えられています。久喜の遷善館の碑がありますけれ
ども、その裏面の銘文に人物名が出てきて、そこには３代目の井上義輔の名前で出てき
たと思いますので、遷善館に寄附をした人がどの代にあたるかなど、２代目と３代目の
功績をきちんと整理していく必要があると考えているところでございます。
　補足として以上になります。

石井会長
　天王院さんにある井上３代のお墓ということになるということでございますけれど
も、管理している方はいらっしゃらないんですよね。

事務局（池尻）
　井上家の末裔の方が久喜にいらっしゃらないので、管理としてはお寺さんがしている
形になっていると思うのですけれども、明確な所有者というと分からないところがござ
います。

5



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

石井会長
　酸性雨などでだんだん字が読めなくなってきている状況なんですよね。
　何か、はいどうぞ。

板垣委員

　板垣です。「大輪神社の大蛇作り」につきまして何点か教えてください。
　埼玉県東部において大蛇作りというのは地域的に見ると、南部の八潮とか三郷、北部
ですと鷲宮・幸手を中心に行われているということで、鷲宮地区のなかに入っておりま
す。地域的な面でも面白いといいますか貴重な行事だと思います。なおかつ時期的に多
くが春祈祷で大蛇が作られるんですが、秋の豊作感謝ということで、ひとつの特徴にな
ろうかと思います。作り方で確認させていただきたいんですが、まず、大蛇を作るとき
の工程のなかで大変さというのが顎の固定の仕方です。これ（報告書、以降同じ）を見
ると割り箸で固定するということなので、どちらかというとやりやすいタイプです。
もっと複雑な結いこみもあるんですが、ただこれをみていくと柿で目玉ですとか唐辛子
で爪をつくったり、唐辛子の爪を付けて胴体に差し込むやり方が、非常に手の込んだや
り方だと思います。これもひとつの特徴になるかと思います。ですからこの行事自体
が、先ほどいいました地域的な面や時期的な面、それから作り方などの面から非常に重
要な要素を持った行事かと思います。
　唐辛子の爪というのは具体的にどういった形で差すんですか。

事務局（池尻） 　唐辛子を藁の隙間に差し込んでという形です。足の数も特に決まっていないです。

板垣委員 　２、３個ですか。

事務局（池尻） 　爪として５個くらいで、足の数も特に決まっていないです。

石井会長 　はい。

板垣委員
　非常に大事な伝統的な行事だと思いますので、これからも残せる形でまた、記録保存
していければと思います。

石井会長
　ということですので、是非。
　今後指定にする予定なんですか。

事務局（丸山）

　まだ具体的な指定の動きはないですけれども、前年、それ以前から調査してます。そ
れから、今年度につきましても、これからご教授いただきたいと思います。
　今年の６月２日に文化財保護法が改正になり、簡単に申し上げますと今までは保存中
心だったのが、保存と活用というスタンスに大きく舵を切ろうとしているのではないか
と思っております。それ以前から歴史文化基本構想ということで、市町村で指定も未指
定も一体となって、地域で保存活用していく計画をつくりましょうという話がありまし
た。その実現化をしようとするのが文化財保護法の改正ではないかと考えております。
そういったことも踏まえまして、まず今まで、旧１市３町のなかでどんな調査をしてき
たかをまとめることと、具体的にいくつかの調査を毎年実施していって最終的にはその
活用、保存はもちろんですがその活用等に向かっていければいいなと思っています。

石井会長
　よろしいでしょうか。
　はい、どうぞ。

武井委員
　所見というところで「桜会のメンバーと各耕地」とありますが、この桜会とはどんな
人達ですか。
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様式第２号（第５条関係）

　　　　　　　審議会等会議録

事務局（池尻）
　地元の方々で作ってる会でして、これ以外にも大晦日のときに、密蔵寺というお寺か
ら大輪神社までのところの道に灯篭を立てたりするなど、地域の振興を行っているよう
な団体でございます。

石井会長
　いかがでしょう。よろしいですか。
　ほかにご質問等ございますでしょうか。

　（質問等なし）

石井会長
　では、ありがとうございました。
　次に「平成30年度以降の調査について」事務局からご説明をお願いいたします。

事務局（池尻）
　はい、「平成30年度以降の文化財調査候補一覧」がございますので、こちらをご覧く
ださい。

事務局（池尻）

　平成30年度以降の文化財調査につきましては、1から６と挙げておりますが、
　1番は、本町7丁目を中心に広がっております、足利遺跡で発掘されたナイフ形石器等
の旧石器時代の遺物でございます。
　2番は、菖蒲町小林に所在しております、地獄田遺跡から出土しました縄文時代後期・
晩期の土偶や石棒などの祭祀関係の遺物でございます。
　３番は、佐間に所在します佐間小草原遺跡から出土しました板碑38点や瀬戸瓶子・常
滑大甕といった蔵骨器などでございます。
　４番は、八甫地区の鷲宮神社に残されたものになりますけれども、将軍の日光社参
時、利根川にかけられました舟橋の虎綱の一部と考えられる綱となります。虎綱は市内
に何点か残されておりますけれども、正確な長さは測っておりませんが恐らく最長のも
のになるのではないかと思われるものでございます。
　5番は、江戸時代に鷲宮神社の神主を務めた大内家歴代の墓所でございます。
　6番は、古久喜地区に伝わる古久喜の獅子舞になります。毎年7月第4日曜日に行われ
ているものでございます。
　簡単ではございますが、以上となります。

事務局（丸山）
　これを含めて、ほかにもこういったものを調査したほうがいいのではないかなどのご
意見いただければありがたいと思います。

石井会長
　ということです。
　はい、どうぞ。

髙橋委員

　私は委員になりまして4年経過したんですけれども、会議の中で植物の関係の調査報告
は1回だけ求められましたが、資料等も本も出ていません。5月17日に、市内の名木6箇
所を調査したんですけれども、それはこういう機会に調査結果を報告したほうがよろし
いですか。それとも文書でまとめているので、それだけで構わないんですか。ただ、そ
ういう機会がほとんど植物に関してはないもんですから。

事務局（丸山） 　ぜひご報告をいただければありがたいと思います。

髙橋委員 　危惧されるものがあったものですから。よろしいですか。

石井会長 　はい。
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髙橋委員

　5月17日に、文化財保護課の方と回りまして、市内に6箇所あるんですね。
　まず一つ目は「清福寺」というお寺があるんですがそこの「大イチョウ」。これは大
きな剪定をした関係で樹勢が乱れたところがあるんですけれど、今はほとんど順調で
す。
　それから鷲宮神社の、久喜の自動車学校のちょっと先にある鷲宮神社の松ですが、こ
こは非常に危機的な状況ですね。なぜかというと、松というのは非常に水に弱いんで
す。その水に弱い松の参道の脇に水田がありまして、その影響が一番大きいと思うんで
すけど、そのほか雨とか田んぼを歩く人たちの関係で根がかなり浮き足立ってですね、
対策としたらそこに腐葉土かなにかで盛り上げるべきなんでしょうけども、予算もない
ということで、当初28本あった松が今は12本になっていると。そんな状況でですね、
何とかならないかと言ったら、やはり予算上の問題でちょっとできない。そういう状況
ですね。
　それから同じ久喜で「川瀬家のイヌマキ」というのがあります。これは一時、日本ミ
ツバチが洞（うろ）に巣を作ってしまって、少し木を弱らせてるかなとの思いもあった
んですが、今は取り除かれていて非常に順調に育っています。
　それと同じくすぐ近くに「旧渡辺家のタブノキ」というのがあるんですね。これは相
当古い木なんですね。私がいた4年ほど前はそんに傷んでなかったんですよ。ところが去
年と今年はですね、特に上層部のほうの枝が相当枯れてまして、今年の調査では中間の
ところの太い枝までもですね、枯れ枝が目立っております。その原因というのがです
ね、そこはかなり広い庭と畑が隣接してまして、根を弱らすような状況ではないんです
ね。たぶん、地上部の生育と根からの養水分の吸収がですね、老木のためにバランスが
悪いんじゃないかと思うですね。結果的には相当強い剪定をすればよろしいんでしょう
けども。そこの家主さんが遠方に住んでいてそういうのもできないということで危惧さ
れるんですね。
　そのほか「菖蒲神社のフジ」とか「菖蒲栢間の神明神社」、この辺は非常に順調に伸
びております。
　とにかく問題のあるのは、「鷲宮神社の松」と「旧渡辺家のタブノキ」、この辺は
ちょっと心配かなというのがあります。
　簡単ですけれども、以上です。

石井会長
　ありがとうございました。
　これもまた行政のほうでよく考えていただくということでよろしいでしょうか。
　ほかにございますでしょうか。

針谷委員 　はい。

石井会長 　はい、どうぞ。

針谷委員

　針谷でございます。1番についてお聞きしたいと思います。「足利遺跡の地」というの
は本町小学校の校歌にも歌われているところでございます。今後の予定ということで調
査についてはいつごろ、どのような内容で、そして公開・情報発信をどのようにさらに
記録について、どのようにおまとめになるご予定なのかをお聞きしたいです。

石井会長
　はい、よろしいですか。
　どうぞ。
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事務局（池尻）

　はい。こちらは一度発掘調査報告書ということで、刊行はされておりますので、その
なかで特に価値を明らかにするために、遺物の一部再調査を考えています。そして、今
年度中に事務局のほうでまとめたいと考えております。再調査後、情報発信等につきま
しては、行っていきたいと考えております。

針谷委員

　ちなみにですけれども、本校の4階に展示されていた、その遺物等をできるだけ多くの
方に見ていただきたいということで2年半前になりますが、文化財保護課のご協力によ
り、2階の職員室への通路のところに展示をしていただきました。それらのものもあわせ
てまた、展示のリニューアル等をお願いできれば幸いと存じます。

石井会長 　今の点は。

事務局（丸山）
　はい。検討させていただいて、本町小学校と調整をさせていただきます。すぐにリ
ニューアルというのは無理かもしれませんが、こういった調査をしながらその成果をま
た展示なり子どもたちに還元できればと考えております。

石井会長
　ということでよろしくお願いいたします。
　はい、どうぞ。

田中委員
　足利遺跡は、40年位前に掘った後では、その周辺の調査というのは何か追加でありま
したか。同じような時期の遺跡がでているというのはなかったか。足利遺跡はあくまで
も甘棠院の範囲だけに限定されて遺跡の範囲でしたか。

事務局（池尻） 　後ろの本町小学校のほうまでになります。

田中委員 　県道のほうは県が掘ってましたよね。

事務局（池尻） 　はい。

田中委員 　続きになるのか、切れてしまうのか。

事務局（池尻） 　包蔵地としては別の範囲になってます。

田中委員 　別の範囲ですね。

石井会長 　田中先生よろしいでしょうか。

田中委員 　はい。

石井会長 　ほかにございますでしょうか。

（意見なし）

石井会長 　次に入らせていただいてよろしいでしょうか。
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（異議なし）

石井会長
　続きまして議題４その他ということになりますが、何か事務局のほうでございますで
しょうか。

事務局（池尻）

　はい。本日お配りしました、「文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営に関す
る法律の一部を改正する法律の概要」という資料がございますので、こちらをご覧くだ
さい。先ほど丸山課長から報告がありましたけれども、6月に国会で文化財保護法の改正
案が可決されまして、来年の4月1日から施行となります。お配りしましたものは文化庁
のホームページに掲載されている資料でございます。
　主な改正点としては、4点ございます。（１）として「地域における文化財の総合的な
保存・活用」とございます。都道府県がやることと市町村がやることがあるのですが、
市町村としては②の文化財保存活用地域計画を作成し、国の認定を申請できること。こ
れは歴史文化基本構想を法的に位置づけたものとされています。③として文化財保存活
用支援団体を指定することができるというものです。
　二つ目、（２）として「個々の文化財の確実な継承に向けた保存活用制度の見直し」
とございます。こちらは国指定の文化財につきまして、個別の保存・活用計画を作成し
て国の認定を申請できるものとなっております。
　続いて三つ目、（３）として「地方における文化財保護行政に係る制度の見直し」と
ございます。下の2番、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正で、現在教
育委員会で行っている文化財保護の事務について地方公共団体の長が担当できるように
なります。これと関連いたしまして、もしそのようなことを行う場合には、「文化財保
護審議会を必置とすること」ということが文化財保護法のなかで規定されております。
また、②として市町村に「文化財保護指導委員を置くことができる」という条文がござ
います。
　四つ目といたしまして、（４）として「罰則の見直し」がございます。国指定の重要
文化財等損壊した場合などに、罰金刑の引き上げが行われるようになったということに
なります。
　以上になります。

石井会長
　よろしいでしょうか。今文化財行政における改正に関する法律の概要についてご説明
いただきました。
　何かご質問等ございますでしょうか。

石井会長 　齋藤先生何かございませんか。もし何かありましたらどうぞ。

齋藤委員
　はい。この改正によりまして久喜市のほうで今までと違った対応するとか、計画が変
わってくるとか予定されているのでしょうか。

石井会長 　はい、どうぞ。
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事務局（丸山）

　法が施行されるのが、来年の4月1日以降なので、特に現段階で何が変わるということ
は申し上げることはできないんですけれども、実際に法律が施行されますと、先ほど申
しましたように、保存中心主義だったのが、活用をどんどんしていきましょう、と。守
りながら活用してきましょう、ということになりますので、ここにも書いてあります通
り、都道府県のほうで「文化財の保存・活用に関する総合的な施策の大綱を策定でき
る」と。まだ埼玉県の動向はわからないのですけれども、もしこういった大綱ができれ
ば、当然ながらそれに沿った形で「市町村は、都道府県の大綱を勘案し、文化財の保
存・活用に関する総合的な計画を作成し」ということになっておりますので、いずれに
してもこれがすぐできるか別にして、先ほどの中でもご検討いただいたように、市内の
文化財をしっかり調査して保存するとともに、少しでも多くの方々にいろんな形で活用
していきたいと思っています。

石井会長 　いかがでしょうか。質問ございますでしょうか。

（意見なし）

石井会長 　よろしいでしょうか。

（異議なし）

石井会長
　それでは、これですべての議事を終了いたしましたので、この後の進行につきまして
は、事務局にお戻ししたいと思います。

事務局（丸山）
　議事の進行をありがとうございました。これをもちまして、平成３０年度第１回文化
財保護審議会を閉会とさせていただきます。

　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３０年８月６日　 　石井　昇
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