
発　言　者 会議のてん末・概要

事務局（河上）

　皆様、こんにちは。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。
　本日の進行は文化財保護課の河上が務めさせていただきます。どうぞよろしくお願い
いたします。
　それでは定刻となりましたので平成30年度第２回文化財保護審議会を始めさせていた
だきます。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。なお、針谷委員につきましては、所用で途中退席をされるとご連絡を受け
ております。
　本会議は、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、本日の会議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、次第に沿いまして石井会長よりごあいさつをお願いいたします。

石井会長

　みなさんこんにちは。
　あたたかくいよいよ春めいてきてたところでございまして、お忙しいなかご出席いた
だきまして誠にありがとうございました。
　久喜市も合併してもう5周年を過ぎ、ひとつのまとまりとして文化として、ひとつのま
とまりの顔ができあがりなければならないという感じがするのであります。
　考古からですね近世、近代までとっても面白い魅力的なまちだと考えております。特
に菖蒲の天王山塚古墳、それから栗橋の関所、それから久喜の甘棠院、それから鷲宮神
社、それぞれそれぞれの顔があって、とても魅力的なところなんじゃないかというふう
に。
　あるとき古河に行ったんですけれども、古河の人たちが久喜ってとてもいいですね、
なんですかあの提灯祭はとっても魅力的ですよ、というお話しをされていました。それ
ほどほかの市にとって、憧れの的なのではないかと思います。そういう意味でも文化財
的に振興していくことが、文化財保護審議会あるいは文化財保護行政のひとつの役割か
なと感じているところであります。今日も多くの議案があるようですので是非慎重審議
いただきまして、今後の文化財保護行政の向上に振興に大いにあげていただければ幸い
かなと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

事務局（河上）

　ありがとうございました。続きまして、次第３の議事でございます。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項の規定により会長が行うことと
なっております。
  石井会長お願いいたします。

石井会長
　それではしばらくの間議長を務めさせていただきます。はじめに、議事録署名人でご
ざいますが、2名指名させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

委　　員 （異議なし）

石井会長 　名簿順で板垣先生と大川先生にお願いしてもよろしいでしょうか。

委　　員 （異議なし）

石井会長
　ありがとうございます。板垣先生、大川先生よろしくお願いいたします。
　それでは議事にはいります。議題１、平成30年度事業報告・平成31年度事業計画
（案）についてです。事務局の説明をお願いいたします。

事務局（池尻） 　（資料に基づき説明）

事務局（大野） 　（資料に基づき説明）

様式第２号（第５条関係）

　　　　　　　審議会等会議録
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石井会長 　ただいまの事務局の説明に対して何かご質問はございますでしょうか。

委　　員 　（質問なし）

石井会長
　よろしいでしょうか。何かありますか。では、議題２に行ってよろしいでしょうか。
　続きまして、議題２　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）

　文化財調査についてご報告いたします。資料２と３、追加資料１をご覧下さい。
　はじめに資料２－１と２－２になります。こちらは無形民俗文化財調査の大輪神社の
大蛇づくり作りについてのご報告でございます。
　大輪神社の大蛇作りにつきましては、過去に委員の先生方や職員によって２度の調査
を行ってまいりましたが、今年度は板垣委員に調査を行っていただきました。
　大蛇作りは１０月１５日に行われる秋祭りに向けて、大輪神社の鳥居に藁の大蛇を付
けるものでございます。資料２－１は１０月８日に大蛇づくり作りの作業を行った際の
報告書、資料２－２は１０月１５日の祭り当日の報告書でございます。
　大蛇作りにつきましては、資料２－１の裏面に板垣委員の所見がございますけれど
も、４のところで、他の地域では春や夏のフセギ行事として多く行われているのに対し
て、秋の収穫感謝の行事としては珍しい貴重な行事との所見をいただいているところで
ございます。また、２－２の所見のところで、昔から祭日を変更していないところです
とか、、甘酒祭りとして現在も甘酒を出していることなどの評価をいただいているとこ
ろでございます。
　一方、今後の調査の課題として、２－１の所見欄の最後にございますとおり、現在、
東大輪地区の方々のみで行われておりますけれども、かつては西大輪地区の人々も大蛇
作りを行っていたということで、西大輪地区の方々にも聞き取り調査を行う必要がある
とのことでございます。また、２－２の所見欄の最後にございますけれども、大蛇の処
理について今年度は調査ができませんでしたので、今後調査を引き続き行っていく必要
があるものでございます。以上となります。

石井会長 　では、補足等板垣先生何かございますでしょうか

板垣委員

　資料の写真を見ていただければ、大蛇作りの様子あるいは１５日のときの祭礼の様子
がわかるかと思います。先ほどの所見のところでもありましたように、県内東部地区で
行われている大蛇作りにつきましては、オビシャ行事の一環として１月、２月に行われ
たり、あるいは春のフセギ、春祈祷として行われているのが多く見られる事例でありま
す。三郷とか八潮とか、東南部でよく見られる行事であるのに対しまして、こちらは秋
祭りに行われるということで、そういう意味でもこれはどちらかというと、秋の収穫を
お祝いするような甘酒祭り、オビシャとの関連もあります。久喜市、旧の鷲宮ですが、
このような形で行われているというのは非常に重要な行事かなと思います。以上です。

石井会長
　ありがとうございました。
　ご報告を引き続きお願いいたします。

事務局（池尻）

　次に資料３の考古資料調査　佐間小草原遺跡の中世墓群出土遺物についてのご報告で
ございます。資料の３をご覧ください。こちらにつきましては、栗橋町史など既存の情
報を職員によって整理したものでございます。
　佐間小草原遺跡につきましては、昭和44年の土地改良工事中に不時発見された遺跡
で、板碑３７基、蔵骨器２固体などが見つかっております。その後、栗橋町史編さん時
の平成１７年度に学術調査を行いまして、土壙ですとか溝跡などの遺構と、板碑や瓦
片、漆塗りの椀などが見つかっております。資料３については以上となります。

石井会長
　はい。ありがとうございます。
　続きましてご報告をお願いいたします。
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事務局（池尻）

　次に、追加資料１として本日配布いたしました、考古資料調査の足利遺跡旧石器時代
遺物についてのご報告でございます。こちらにつきましては田中委員に調査を行ってい
ただいたものでございます。
　足利遺跡につきましては、本町小学校の建設に伴い、昭和４７年、１９７２年に発掘
調査が行われております。旧石器時代から縄文時代、古墳時代にいたる各時代の遺物が
見つかっておりますが、旧石器時代の遺物としてナイフ形石器、細石刃、尖頭器など、
１１点の遺物が確認されております。
　これらの遺物の評価につきましては、報告書の所見欄にございますけれども、後期旧
石器時代後半の代表的な石器が揃っていること、４０年以上前に市教育委員会主導で調
査が行われ、本市における最古の住人の足跡を確認できたことなど大きな意義をもつ、
との所見をいただいているところでございます。
　以上でございます。

石井会長 　では、補足ということで、田中先生。

田中委員

　はい。東部地域は石器はあまり見つからなかったんですけれども、なかったわけでは
なくて、どうしても低地なので、ロームの堆積があまりよくなくて、見つからなかった
のですが、この足利の場合は、わりと早い時期にしかも代表的な石器がまとまって出た
ということで、非常に面白い。市の歴史を語るとき、最初に訪れた人々という項目は必
ずありますので、その意味でも市の歴史の最初を飾る意味では、典型的な石器も出てお
りますので、非常にいい資料です。

石井会長
　ありがとうございました。久喜の文化財として大変貴重だというお話しを田中先生か
らいただきました。ほかに何かご質問はございますでしょうか。
　はいどうぞ。

針谷委員

　ただ今追加資料１でご案内いただきました足利遺跡についてです。
　実は平成２８年度の３月に校舎の４階に設置していました足利遺跡の遺物等を文化財
保護課のご協力によりまして、２階のほうに半分移設をしまして、いろいろなかたにご
参観いただくかたちにしました。もし機会がありましたら本町小学校においでいただき
ましてご参観していただければと思います。以上です。

石井会長
　本町小学校のほうで展示がされてるようですので、針谷先生のほうから報告がありま
した。いかがですか、ほかにございますでしょうか。

委　　員 　（意見なし）

石井会長 　では続いて。

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
　今、資料で出てた報告書の関係は、来年度指定にしていく考えでいいわけですか。確
認がひとつ。

石井会長 　そのへん、いかがでしょうか。
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武井委員 　もうひとつ

石井会長 　はい。

武井委員
　蛇作りと、次の大輪の秋祭りの関係。これは不可分の報告書でいいと思うんですが、
もし、指定という問題が起きた場合に、板垣委員はどのようにこのふたつの行事、ふた
つをわけるか、もしくはひとつとしてみたほうがいいのか、そのあたり見解を。

石井会長 　最初に、指定にするか、どうぞ。

事務局（丸山）

　今回３件の調査の結果を提出させていただきました。そのなかで大輪神社の大蛇作り
につきましては、来年度の追加調査が必要である状況でございます。それから資料３の
佐間小草原遺跡の中世墓群出土遺物につきましては、原稿では文献調査のみなので、す
でに５０年経過していること、それから平成１７年には栗橋町史のときに再度その遺物
の調査をしているのですが、確実に現存するのかどうか。これは青葉小学校内にありま
すので、その確認を来年度中に行いたいと思っております。そういうことも含めて、最
終的に調査が終了した段階で委員の皆様のご意見を伺って、指定に向けた諸手続きが必
要であるということがこの会でまとまればその後、教育委員会の諮問等の手続きに入っ
てまいりたいと考えてございます。

石井会長 　ということで、よろしいでしょうか。

武井委員 　はい。

石井会長 　はい、続きまして。

板垣委員

　はい。武井委員さんのご質問にお答えいたします。武井さんが、おっしゃるとおり、
この大蛇作りと秋まつりは一体の一連の行事ととらえられております。これから指定の
方法、名称等についても検討が入るかと思うんですが、これは大蛇作りということで無
形といいますか、有形の大蛇を指定するのではなくて、大蛇作り全体を指定すような、
行事全体を指定するような形で、無形の民俗文化財の形になろうかと思います。当然、
秋祭りも一体として含めた指定の方法が、私は今の段階では、よろしいと思います。ま
た、調査を進めるなかで、決めていきたいと思っております。

石井会長  　はい、事務局のほうで。

事務局（丸山）

　はい。これにつきましては、現在地元の有志で集まっている「桜会」という団体と、
その他行政区の東大輪上と下の当番の方々がやってございます。これをもし指定に向け
て検討していくならば、保存組織をつくっていかないといけないと思っております。で
すから、来年度の調査のなかで、そのあたり今後の保存のために組織体制を地元として
できるかどうか、確認していきたいと思っています。

石井会長
　ということで、文化財指定については、今後の検討となろうかと思いますが、それで
よろしいでしょうか。

委　　員 　（異議なし）

石井会長 　では続きまして、何か。

　（針谷委員退室の旨を告げる）
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石井会長 　続きまして議題３、その他ということで、委員の皆様から何かありましたらどうぞ。

事務局（池尻） 　よろしいでしょうか、

石井会長 　はい。

事務局（池尻） 　今の議題２のところで、もうひとつ資料４の説明がございます。

石井会長 　はい、では抜けていたようですので、どうぞ。ご説明してください。

事務局（池尻）

　はい。資料の４をご覧いただきたいと思います。
　これも文化財調査の一環でですね、平成31年度以降の文化財調査一覧になります。
平成３１年度以降の文化財調査についてでございすけれども、１　地獄田遺跡の祭祀遺
物、２　佐間小草原遺跡の中世墓群出土遺物、先ほどのご報告させていただいたものは
職員による調査になりますので、専門家による現物調査等も検討していきたいと思いま
す。次に３　日光社参舟橋の虎綱、　４　大内家歴代の墓所、　５　古久喜の獅子舞、
６　絵馬　を考えております。このなかから、調査の条件が整った文化財の調査を考え
ているところでございます。以上でございます。

石井会長
 　平成３１年度以降の文化財調査候補一覧ということのご説明がございました。
　何かありますでしょうか。６点程今後の調査の候補ということで出ていますので。

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
 　６番目の絵馬調査と市内に残された大絵馬。これは来年度の展示計画がありましたよ
ね、資料館の。

事務局（大野） 　はい。

武井委員 　連動ですか。

事務局（丸山）

　まだ詳細は詰めておりませんが、郷土資料館のほうで特別展、「絵馬」を予定してお
ります。その計画をたてる際に今までの報告書等を再度確認しましたしたところ、市内
に約３５０点の大絵馬がございます。当然ながら、展示ですべては無理ですけれど、そ
のなかで優品を展示したと思っております。展示にあたっては、当然ながら調査に入っ
てまいりたいと思っておりますので、今候補一覧のなかに挙げた絵馬調査は基礎調査と
いうことで、認識しております。このなかで事務局レベルで、いいものであろうと認識
をもったものについてはまた皆さんのご意見を伺うとともに、専門家の方の調査に入っ
ていきたいと考えております。

石井会長
　よろしいでしょうか。特別展の絵馬の一環として調査をし、その後ということでござ
いますでしょうか。

事務局（丸山） 　はい。

石井会長 　補足で何かありますか。館長さん。
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事務局（大野） 　ございません。

石井会長 　では、他にございますでしょうか。はい、どうぞ。

田中委員

　全体なんですけれども、調査は毎年やられていて非常に活発でいいと思うのですが、
審議会はやはり、現状の調査を把握すること。それから旧来の指定文化財を守ることと
ありますが、やはり新しい文化財。新市になってからまだ１件も新指定がないというの
は寂しいかぎりです。この調査で、無論継続するもの、今後補足調査が必要なものを分
けるにしても、そうでないものはスケジュールにしたがって従っていいサイクルで諮問
答申して指定にもっていくというサイクルを是非つくっていただきたい。

石井会長 　よろしいでしょうか。何か。

事務局（丸山） 　はい。そのように努力してまいります。

石井会長 　はい、お願いいたします。他にいかがでしょう、はい、板垣さん。

板垣委員

　報告書の関係でですね、委員のみなさんいらっしゃいますので、提灯祭の報告書につ
いて、ご説明をさせていただきます。
　さいたま民俗文化研究所が、教育委員会の委託を受けまして２年半かけてまとめたも
のでございます。３００ページをこえる県内の市町のお祭り行事とすると内容の濃いも
のにできあがったと考えております。特に、提灯祭の由来、山車行事がいつ頃から行わ
れていたのかということにつきまして、ひとつは山車行事の発祥のいわれといいます
か。天明年間の浅間山云々の話しがあるんですが、それにつきましては、今回の調査の
なかで、従来そのような話しが伝わっていたのは、山車行事としてみることは難しい、
見ることはできないでしょうということの内容になっています。
　それと、山車がいつ頃から久喜にもたらされたかということにつきましては、文献と
道具の入っている箱書き等から、江戸、近世の末までこの本のなかで年代も入っており
ますけれども、確認ができました。ただ、久喜は明治の大火で新町、本町とも被害を
蒙ってますので、実際今残っているのですと明治２０年代以降の山車がありますけれど
も、時代的には幕末までは遡れるということになっています。
　現在のような提灯祭の様子が現れたのがいつかということにつきましては、やはり記
録的な文献等は残ってないですが、明治２０年代以降非常に祭り行事が盛んになってい
ます。あるいは、伝承のなかで幸手とか蓮田の井沼から提灯祭の明かりが見えたという
のが、地元幸手とか蓮田から聞えてますので、その当時はかなり高い。地元の方は15段
の段数をというようなことを言っておるんですけれども、それから電線等が架設され
て、６段７段なってまた、近年12段13段という形になってます。その辺の盛衰の様子
等につきましても、きちっとおさえられることができました。あと、提灯祭のなかで、
山車行事の目的というのが神輿迎え、神輿送りのときの行事。神輿を天王院の八雲神社
から御仮屋に移動するときの付祭り要素のひとつとして、山車が迎えたということも記
録等もしっかり確認をとることもできました。いづれにしても、昼間の人形山車から夜
の提灯山車、この転換を見事にやっているのは、このお祭りだけです。あるいはひとつ
ひとつの日除けの幕ですとか色々特徴があります。人形山車の組み方、人形を飾るとこ
ろがその地域によって二重構造、重層構造の山車もありますし、一段のものもありま
す。そういう特徴もふまえることができました。
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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

板垣委員

　それから事務局に申し上げます。従来の自治体の教育委員会が関わる報告書、出版物
につきましては、市民とか県民とかあるいは全国に発信する努力が従来、少なかったの
ではないでしょうか。文化財の理解をしていただくためには、特に久喜の報告書を皆さ
んに理解していただく、市民あるいはまわりの県民の方に理解していただくには、この
報告書をお祭り前までには広く行き渡していただきたい。ということです。是非これ
を、活用を今後図っていただければというふうに思います。よろしくお願いします。

石井会長
　ということで、提灯祭のことについて板垣先生のほうからご報告がありました。そう
いう趣旨で事務局のほう、考えていただければと助かるかなと思いますが、いかがでご
ざいましょう。

事務局（丸山） 　はい、わかりました。

石井会長
　いかがでございましょう。どうぞ。何でも結構ですので、どうぞ。
　議題３その他にも入っているのかなと感じるんですが、その他でも結構ですのでどう
ぞ。何かありましたら。林先生いかがですか。

林委員

　そうしましたら、文化財調査、指定に向けてのスケジュールのなかで、審議委員が指
定する文化財の調査といいますか、どこかで現物を見る機会というのを諮問する前に、
作っていただければと思います。どうしても専門の人だけ見て、諮問がきてそれでどう
するという話しになりがちかと思いますので、ご都合のつく委員さんは是非、指定前に
一度現物を見ていただいて、それから指定の審議をするという形をしていただければと
思います。よろしくお願いします。

石井会長 　林先生からそういう提案がございましたが、事務局のほうどうですか。

事務局（丸山） 　はい、そういう機会を設けて、また委員の皆様から意見をいただきたいと思います。

石井会長
　前に一回やりましたですよね。あれ、とってもよかったかなというふうに思いますの
で、是非またそういう企画をされるといいかなと思います。他にございますでしょう
か。どうぞ。

事務局（池尻） 　それでは事務局から1点ございます。

石井会長 　どうぞ。

事務局（池尻）

　先ほど板垣委員からもお話がありました提灯祭についてなんですけれども、委員の皆
様のご意見を伺いたいのですが、提灯祭についてですね、今現在、文化財の指定名称と
して報告書の表紙にありますとおり、「久喜八雲神社の山車行事（天王様・提灯祭）」
と、括弧書きで「提灯祭」と入れております。
　一方、祭りを行っている久喜市祭典委員会では、提灯の「ちん」の字に旧字のちん・
とうの字をあてており、送り仮名も「り」を附けております。こちらの表記なんですけ
れども。
（「提燈祭り」文字、河上提示）
　そのため、観光行政のなかで使っている書き方とですね、文化財行政のなかで使う書
き方が異なっております。観光も含めて文化財の活用が求められているなかで、文化財
の名称として現状のままでいいかという意見もありまして、その辺の文化財名称の考え
方についてご意見があれば伺いたいところでございます。以上です。

石井会長 　その字に統一するということですか。
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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）

　現状で異なっておりますので、そのあたりを、たとえば指定の名称を変えたほうがい
いという意見があるのか。あるいは指定の名称は変えないほうがいいという考え方もあ
るかと思うんですけれども。その辺の考え方について、ご意見を伺えればというところ
です。

石井会長 　はい、どうぞ

事務局（丸山） 　事務局としては、こちらにしてほしいという考えはございません。

石井会長
　はい、ということだそうです。委員さんのご意見はいかがでしょうでしょう。
　ちなみにこちらでは、指定名称と違いますね、下がね。

事務局（池尻） 　「ちん」の字と送り仮名をつけるかたちになります。

石井会長 　はい、どうぞ。

田中委員

　指定名称がこれなんですよね。これで指定して、公になっているわけですね、これを
変えるっていうことになると例えば祭りの「り」を入れるにしたって指定変更を届けな
ければならないんですよ。逆にいえば指定名称はこういうことだと周知してもらったほ
うがよろしいんじゃないでしょうか。名称というのは、極端にいえば点ひとつそのとき
に加えて認識されれば、もうそのままずっといっちゃうわけで。

事務局（丸山）
　あくまで指定名称ということですよね、地元がその字を使うのは今までの歴史があり
ますから。

田中委員
　それはしょうがない。誤字があったりするときがあったりして、その変更届けって一
回指定すると非常に面倒です。

武井委員 　いいですか。

石井会長 　はい、どうぞ。

武井委員
　報告書の５８ページ。
　この場合、お仮屋の神事と御神燈、ごしんとうって読めばいいのかな。

板垣委員 　はい。

武井委員
　御神燈の「燈」ね、提灯のあれだよね、この場合特にこの字を使ったのか。ほかは提
灯はみんな。

板垣委員 　いいですか。

石井会長 　はい、どうぞ。

板垣委員
　御神燈拝領式というのは、比較的新しい行事なんですね。その行事名称がこういう文
字を使われているので、これをそのまま使ったんです。

武井委員
　うん。最近どういうわけだか、かえってやたら旧字が使われるようになってきて、漢
字の使い方が非常に混乱しているんですよね。
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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

板垣委員

　提燈祭り通りって通りの名前もありますよね。それは先ほどの名前なんですけれど、
私も田中さんが言うように、指定名称は指定名称でいいのかなと。確かにこれを書くと
きは非常にややこしいときはありましたけれども、指定名称は変えなくていいのかなと
いう気がしますけど。

田中委員

　よっぽど明らかに意味が違うとかね、決定的な違いがあれば、こういう表記ってよく
起こりますよね、今はもっと簡単にしているとか。指定名称っていうのはこれの形で公
示したわけですよね。それで公に認められちゃうから、それをまた名称変更の手続きを
ふまなきゃならない。

武井委員
　60ページ61ページのね、この図も提燈山車巡回コースの「提燈」。火に登る。やっ
ぱりこの字になってるんですよね。このあたり編集する過程でこれはとならなかったの
か。

板垣委員
　すいません、武井さんいいですか。
　ここの６０と６１ページについては、祭典委員会の資料を使ってるので、直しようが
なかったんですよね。

武井委員 　そのままね、わかった。

板垣委員 　はい、我々では直せなかった。

武井委員 　ああ、了解。ここに書いてあった。

板垣委員 　要件が、一字も直さないでもらいたいということで、データをそのまま。

武井委員 　企画運営部の提供ってね。

石井会長 　そういう意味では別でも。

田中委員

　それはかまわない。残念ながら指定名称の重みは大きいんですよね、案外。そういう
ときは割りとさらっといっちゃうんだけど。一字一句これでいいのかって結構すごく、
検討しなければならない。ある市なんかは、県の指定民俗文化財の俗がエトノスの族に
なってた。市民の間でなんとか族の族になって、フォークロアでないのもあるんです
よ。それでひろまっちゃって。だから指定名称は指定名称で、あとはそういう形で近づ
けてもらうって努力を少しずつするってことなんでしょう。

武井委員 　これ指定したときは、もうずいぶん昔だな。

石井会長 　もうずいぶん前だから。

武井委員
　あの時は提灯祭で指定してくれと。それは祭りの意味からいって板垣さんの話にあっ
たように、提灯祭は付けたりなんですよね。ちゃんとした神輿の、やっぱり八雲神社の
名前を入れてこういう名称にしたんです。あくまでこれは天王様。

石井会長 　なかなか当時は検討というのは。

武井委員
　名称の文字に関しては議論されなかったのではないか、名称そのものの問題。そうい
う記憶があります。当時の会議録がもしあれば確認していただきたい。
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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

石井会長 　ということで。課長さんだいたい今のご意見で斟酌していただいて。

事務局（丸山） 　はい。

武井委員 　それで祭典委員会は納得してるんですよ、名称は。

事務局（丸山） 　今ですか。

武井委員 　あのときは。

事務局（丸山） 　あのときですね。わかりました。

田中委員
　それが今はそっちの町で使われている名称が一般的になって、変えるのが難しいって
ことであればそれは。ただ変更の手続きが必要ですよね。

石井会長
　じゃ、そういうことでよろしいでしょうか。他にいかがでしょう。髙橋先生この際で
すので、どうぞ。

髙橋委員
　特にはないんですが、自然研究やってましてね、固有名詞というのがありましたら、
それは動かさずにそのまま使いますね。途中で変えるとかはなく。それは自然研究では
ご法度ということで。でもこの世界では、よくわからないものですから。

石井会長 　はい、ありがとうございます。いかがですか。

武井委員 　指定された文化財の研究が進んで、新しい性格がわかったとか。

田中委員 　そうですね、昔からこの文献ではこっちの文字が使われた形があればいいですけど。

武井委員
　しばしば名称変更というのは、官報とか県報で告示してあります。手続きをもってと
なりますかね。

田中委員 　そうですね。まあ、ちゃんと裏づけのあるようなものを提示してですね。

石井会長 　では、齋藤先生どうぞ

齋藤委員

　そうですね、私のほうからも特にはないんですけれども。今のお話の続きですとやは
り、どこからそれが使われるようになったのかっていうのが調べられたら面白いなとは
思いますよね。たぶん字面がこのほうが雰囲気が出るのか、そういう感じで使われるよ
うになったんでしょうか。興味があります。調べていただければと思います。

石井会長
　はい、ありがとうございます。他にございますでしょうか。
　よろしいでしょうか。他にご意見等ございませんでしょうか。

委　　員 　（意見なし）

石井会長
　ないようですので、これですべての議事を終了いたしました。このあとの進行につき
ましては、事務局のほうにお戻ししたいと思います。
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　　　　　　　審議会等会議録

事務局（河上）
　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２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31年4月11日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　板垣　時夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大川　婦美子
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