
議題

様式第１号（第５条関係）

　　　　　　　　　会議概要

会議の名称 平成２２年度第１回久喜市文化財保護審議会

開催年月日 平成２２年７月１７日（土曜日）

開始・終了時刻 午前１０時００分から午前１１時４０分

開催場所 久喜市立郷土資料館

議長氏名 大川　婦美子（副会長）

出席委員（者）氏名
大川　婦美子・柏浦　勝良・金子　百合子・木戸　春夫・小山　千秋
武井　尚・田中　英司・針谷　重輝

欠席委員（者）氏名 新井　浩文・石井　昇

説明者の職氏名 小林文化財保護課長・田中課長補佐

事務局職員職氏名
吉田教育長・立川教育部長・柿沼教育副部長
小林文化財保護課長・田中課長補佐・中村主査・池尻主任・巻島主事
丸山郷土資料館長

委嘱式

１　委嘱書交付

２　教育長あいさつ

３　委員及び職員紹介

会議次第

議題

（１）会長・副会長の選出

（２）平成２２年度文化財保護事業について

（３）その他

配布資料

１　久喜市文化財保護審議委員及び文化財保護課・郷土資料館職員名簿

２　文化財保護事業について

３　平成２２年度　久喜市文化財保護事業計画

４　久喜市文化財保護審議会条例

５　久喜市指定文化財一覧・久喜市埋蔵文化財包蔵地一覧

会議の公開又は非公開 公　開

傍聴人数 ０人



様式第２号（第５条関係）

　　　　　　　審議会等会議録

発　言　者 会議のてん末・概要

教育長
それでは、ただいまから会議を開会いたします。会長、副会長の選出がまだですので、
わたくしが、議長を務めさせていただき次第に従いまして進めさせていただきます。
次第の（１）会長、副会長の選出ということですが、いかがいたしましょう。

針谷委員 事務局案があれば提案をお願いいたします。

教育長
事務局案があれば提案をというご意見をいただきましたが、委員のみなさま、そのよう
なことでよろしいでしょうか。それでは、事務局から案を提案してください。

事務局
（小林課長）

それでは、会長、副会長の事務局案をご提案いたします。
会長に、石井昇委員、副会長に大川婦美子委員をご提案いたします。
ご提案の理由といたしましては、石井委員におきましては、旧久喜市の文化財保護審議
委員として、また委員長としてご指導いただいておりますことからご提案いたしまし
た。また、大川委員さんにおきましては、旧市町の地域を配慮いたしまして、旧菖蒲町
の文化財保護審議員としてお骨折りをいただいており、また、女性委員という立場か
ら、細かな配慮で会長を補佐していただける方としてご提案をいたしました。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

教育長 ただいまのご提案ですが、委員のみなさまいかがでしょうか。

委員 異議なし

教育長

それでは、委員の皆様にはご了承をいただきましたので、会長に石井委員、副会長に大
川委員さんということで選出させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
ここで、私は所用がございまして退席させていただかなければなりませんが、このあと
の議事進行につきましては、大川副会長さんにお願いいたします。

大川副会長
ご選任をいただきましたが、このような大役が務まるか大変心配しております。みなさ
まのご協力をいただきながら進めさせていただければと思いますが、今日は初めての会
議でございますので、どなたかサポートをしていただけますでしょうか。

事務局
（小林課長）

それでは、私が進行の補助を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。

大川副会長
議題の（２）平成２２年度文化財保護事業について事務局から説明をお願いいたしま
す。

事務局
（田中補佐）

配布資料の２ページから４ページを説明　ー説明省略ー

大川副会長 ただいまの説明でご意見等ありましたらお願いいたします。

武井委員
文化財の保護事業の中で指定文化財管理補助、修繕補助という項目がありますが補助率
はどのくらいですか。

事務局
（小林課長）

民俗芸能の育成などに関する団体、指導者に対して補助金や指導員謝礼というような形
でお支払いしています。



武井委員 補助金等の支出については、経費の一部を補助しているということですか。

事務局
（中村主査）

補助金については、旧市町が行っていた方法で支出しております。

武井委員

旧市町の補助金の交付方法で行っているということですが、なぜ、このようなことをお
聞きするかといいいますと、指定はしたが管理に対する支援がなく、指定する側とされ
る側の信頼関係が築けないというようなことがありますので、指定したからにはきちん
としたサポートをお願いしたいということです。また、補助金の交付に対する統一した
基準というようなものはありますか。

事務局
（中村主査）

補助率につきましては、旧久喜市では１００％というものもあると思います。それぞれ
の状況をみないと割合を出すのは難しいと思います。

柿沼副部長
補助金の支出に関する統一した基準がないということであれば、事務局としては、早急
にそのような基準を定めていくということだと思います。

武井委員
文化財の活用事業に説明板設置という事業がありますが、このようなものは１００％と
いうことになるんだろうと思います。

事務局
（中村主査）

旧市町において補助金のあり方など協議を行ってきましたが、新市になって以降の方針
としましては、補助の方法、金額等統一していくということで調整をしているところで
す。

事務局
(池尻主任）

旧鷲宮町においては、管理補助は出していませんでしたが、新市になり新たに管理費と
いうことで定額の補助の予算を確保しております。

柿沼副部長
旧栗橋町では、管理費というものは補助しておりませんが、文化財の修繕の場合に基準
を設けてございまして、上限を５０万円として経費の1/2までを補助しておりました。

事務局
（小林課長）

来年度の予算を要求するなかで、旧１市３町がそれぞれ対応してきたものを統一して執
行できるようご意見をいただきながら統一的な基準ができるよう勉強していきたいと考
えています。

田中委員
補助金については、個人で管理している方にとっては非常に大切なことですので、補助
率等を定め、その根拠をきちんとしておかなければならないと思います。そのような規
定を定め補助金等が不平等にならないようにしておくことが大変重要です。

大川副会長 ほかにご意見等ございますか。

柏浦委員
文化財の活用ということで、各地区文化財展示室の活用という項目がありますが、旧市
町にはそれぞれそのような施設があるのでしょうか。

事務局
（小林課長）

旧鷲宮には本日の会場であります郷土資料館、菖蒲では文化会館のアミーゴ内に、栗橋
では同じく文化会館のイリス内に、久喜市では文化財展示室として青葉小学校内に展示
室がございます。

柏浦委員
青葉小学校内の文化財展示室には、地域の文化財が多数展示・保存されていますが、こ
ちらに各地区の文化財を集めるということは難しいことでしょうか。

事務局
（小林課長）

青葉小学校内の文化財展示室では、昨年埼玉県の緊急雇用創出基金を利用し、未整理の
文化財資料の整理を行いました。旧菖蒲地区には遺物が多数保管されておりますが、こ
ちらの遺物につきましては、本年度、基金を利用して整理する予定で準備を進めている
ところです。



大川副会長

私的なことですが、旧菖蒲町の栢間地区から出土した遺物の一字一石経を利用して県民
活動センターでの講義の際の資料として利用しておりますが、その他旧菖蒲町には文化
財など手付かずで山積されているものが多数あります。そういったものが整理されてい
くのは大変ありがたいことで、これからもそのような方向で進めていっていただきたい
と思います。

柏浦委員
栗橋宿の強化堤防の関係で、水塚を含め移転計画について、その規模等現在の状況につ
いてご説明いただければと思います。

柿沼副部長

利根川の強化堤防に関する状況でございますが、ご承知のとおり旧栗橋町の東側に利根
川が流れております。その利根川堤防の中で加須地区において基盤漏水という現象がお
きており江戸時代から６度にわたって改修が行われています。これにより違った土質の
土砂が積み上げられておりますが、この土質につきましては、なかなかなじまないとい
うことで層の隙間をぬうようにして水が漏れているということがはっきりしてきまし
た。このため国土交通省では堤防強化対策として現在の堤防の幅を大きく広げるという
計画を進めることになったところです。旧栗橋町は日光街道の宿場町ということで、こ
の付近には町並み約３００軒程度がございますが、こちらの町並みが移転の対象となる
という大変大規模な事業であります。事業の内容でございますが、現在の堤防の幅は約
１０ｍほどですが、この幅を７倍ほどに広げるというものでございます。そして、この
堤防上に旧栗橋町の指定文化財であります「吉田家水塚」があります。「水塚」につき
ましては、利根川の堤防が氾濫した際の避難、物資の保管等を行うために盛土をし蔵を
設けたものでございます。この水塚の移転にあたっては、利根川上流河川事務所と移転
交渉を進めてまいりましたが、ようやく今年度中には移転交渉が整うかなというところ
までまいりました。できれば本年度契約を取り交わしまして、本年度から次年度にかけ
て移築の準備を進めているところでございます。

大川副会長 ほかにご意見等ございますか。

田中委員
開発行為に当たっての埋蔵文化財の包蔵地の事前確認などはどのような方法で行ってい
ますか。

事務局
（中村主査）

こちらの郷土資料館をはじめ各総合支所の教育委員会の分室に包蔵地の地図をお配り
し、それに基づき対応していただいています。

田中委員
事前に公共事業にかかるものは、事業計画などが前年度に示されることがありますが、
そのようなものに対する配慮は何か関係課間の内部会議のようなもので対応をしていま
すか。

事務局
（中村主査）

５００㎡以上の開発行為には、開発建築課からの照会があります。また、小規模なもの
でも開発行為にかかる担当課からの事前協議の起案文書は関係課長に合議という形で
行っています。

田中委員 個人住宅などの対応はどうしていますか。

事務局
（中村主査）

埋蔵文化財の包蔵地の確認ということで業者が来課した場合には、適宜対応していま
す。

田中委員
公共事業などの開発行為に対する対応の仕方で、旧市町で足並みがちがっているものは
統一しておくべきだと思います。開発行為が進んでからでは遅いというのが実情です。

針谷委員

何点かご質問いたします。
１点目は、教職員の研修受け入れということで、初任者研修などの受け入れの４館の
ネットワークシステムはどうなっているでしょうか。２点目は学校の団体見学という点
で栗橋の関所、あるいは水塚を見学したい場合など移動手段の補助はどうでしょうか。
３点目は出前講座的なものでの教育学習としての対応はどうでしょうか。以上、お尋ね
いたします。



事務局 文化財調査 は 文化財保護審議委員が兼ねることもできますので保護審議

事務局
（小林課長）

教職員の研修につきましては、依頼があれば当課の職員が対応させていただいておりま
す。交通の便は、新市で市バスを配置する予定がないということですので大きな課題だ
と考えています。各地域の施設の活用ということは大変重要だと思いますし、各地域で
企画展などが開催できれば非常に好ましいことだと考えています。

針谷委員

地域とのかかわりで得るものは大変貴重だと思います。地域を知る、育てるそういった
意味でも文化財の活用や資料館などとの連携は重要だと思います。出前講座などは青葉
小でも行っていただきました。今後、出前講座の分野をアレンジするなどしてより講座
内容を増やしていっていただきたいと思います。

事務局
（小林課長）

文化財の活用事業に、文化財マップの作成がございますが、これらのマップをお配りし
て児童のみなさまが文化財を見る、手に触れるというようなことを体験していただくこ
とで有効に活用していただければと思っております。

武井委員
文化財の保護事業で文化財整理というものがありますが、データを集約してデータベー
スを作るということなのか、また、誰がやるのかということになりますが、保護審議会
条例の文化財調査委員との関連も含めご説明ください。

事務局
（小林課長）

今まで収集・保存したもので各地区に点在している未整理なものを整理するということ
は、大変厳しい状況にあるというのが実情です。例をあげれば本町小学校内にある文化
財の展示室には、埋蔵文化財などが展示してありますが、通常は一般の方はご覧になれ
ないという状況です。このようなことも含め各地区に残っている文化財、民具等を整理
することは大変重要でありますので、先ほどご説明いたしましたが埼玉県の緊急雇用基
金を利用して整理などを行いました。今後もそのような方法とあわせ臨時職員をあてて
その整理に努めていきたいと考えています。

武井委員 文化財調査委員については、どうでしょうか。

事務局
（小林課長）

文化財調査委員については 文化財保護審議委員が兼ねることもできますので保護審議委員について 、
委員のみなさまにお願いしたいと考えております。

立川部長

ただいまの事務局の説明に補足をさせていただきますが、昨年度は埼玉県緊急雇用創出
基金を利用いたしまして、展示室の公開にあわせて文化財整理事業ということで５人の
臨時職員を任用し、文化財の整理等を行いました。また、本年度も同基金を利用いたし
まして、旧菖蒲町で発掘された遺物等の整理を行う予定になっております。文化財調査
委員の設置の件でございますが、文化財の専門的事項を調査するため必要があるとき
は、文化財調査委員を置くことができると審議会条例で規定しておりますので、そのよ
うな事案が発生したときに設置したいと考えております。

大川副会長 ほかにございますでしょうか。

小山委員

旧菖蒲町の文化財行政は非常に遅れており、職員のなかに専門職として学芸員がいても
そのような職員を文化財行政の関係課に配置しないという状況があります。また、大変
重要な文化財をプレハブの倉庫にしまったままにしており、虫干しなどは行政がやらず
に私たちが見るに見かねて行っているという状況があります。このままでは文書など貴
重な資料が汚損してしまうというような危惧もあります。旧菖蒲町の状況はこのような
ことなので、新市として文化財のあり方をぜひ見直すべきだと思いますし、適当な職員
がいなければ外部から専門の方を呼んでこのような手の届かなかった部分を新市として
底上げしていくことが大変重要だと考えております。学芸員の配置を適正に行うことや
市内に眠れる文化財、輝ける文化財を確認、見聞して共通理解をし市の文化財行政をぜ
ひ見直していただきたいと思います。



木戸委員
保存ということは、現状の宿場町としての状況を記録として残していくということで

武井委員

旧他町の文化財を知らないというのが私たち委員の現状だと思いますので、一度機会を
設けていただきまして、委員のみなさまが市内に点在する文化財の管理状況を自身の目
で確認させていただき共通理解を持ちたいと思います。それから、ただいまの小山委員
のご意見にもありました課題を解決するための文化財の基本的なデータを整理していた
だきたいと思います。そのようなデータがないと文化財保護審議会が何のために設置さ
れているのかということになるかと思います。事務局には負担をかけることになります
が、よろしくお願いします。

事務局
（小林課長）

私も各地区の文化財の収集・保存施設を巡回し確認いたしましたが、各地区の施設を見
て現状を知っていただき共通認識を持っていただくことは大変有意義なことだと考えま
す。市内の文化財の視察の件につきましては、できるだけ早くそのような機会を計画い
たしまして、追ってご連絡をさせていただきます。その際には、みなさまのご参加をよ
ろしくお願いいたします。文化財のデータの蓄積につきましては、職員間でも協議をし
ているところでございますが、審議委員のみなさまのご意見等を踏まえ鋭意進めてまい
りたいと考えております。

大川副会長 ほかにございませんでしょうか。

木戸委員
栗橋宿の関係で強化堤防のお話がありましたが、栗橋宿の大部分が堤防の下になるとい
うことですが、宿場町としての歴史があるわけですが、利根川上流河川事務所との話し
合いの中で堤防構築に伴う栗橋宿の扱いはどのようになっているでしょうか。

柿沼副部長

先ほど申し上げましたように堤防の高さの７倍の幅が埋まってしまい堤防になってしま
うということにになります。この堤防の構築に伴う栗橋宿の町並みの保存ということに
ついては、保存というより記録ということで利根川上流河川事務所に再三に渡って申し
入れを行っているところです。河川事務所としては個別の補償ということになります
が、補償部分につきまして記録として残していくということになるだろうと考えており
ますので、そのような記録をデータとして保存していただけるようお願いをしていると
いう状況でございます。

木戸委員
保存ということは、現状の宿場町としての状況を記録として残していくということで
しょうか。

柿沼副部長 現状を記録として残していくというものでございます。

木戸委員 埋蔵文化財ということでは何かあるでしょうか。

事務局
（池尻主任）

一部は埋蔵文化財の包蔵地でございますので、県の生涯学習文化財課と協議をするとい
うことになると思います。

木戸委員
埋蔵文化財の包蔵地ということであれば、試掘等調査をする際の準備が必要だと思いま
す。

柿沼副部長
関所跡など包蔵地でありますので、河川事務所には掘削等のお願いをしてきたところで
すが、実際にはそのような状況にはなっておりません。今後、状況を見まして、何らか
の手を講じてみたいと考えております。

田中委員
ただいまの件は、県の生涯学習文化財課が所管となりますので市が直接協議をお願いす
るということにはならないと思います。連携をとりながら進めていただければよろしい
のではないかと思います。

柿沼副部長 県の生涯学習文化財課と連携をとりながら進めてまいります。

大川副会長
ほかにございますか。ないようですので議題の（３）その他について事務局からお話が
あるということですのでお願いいたします。



事務局
（小林課長）

その他でございますが、委員のみなさまのお名前、ご住所、お電話番号を市のホーム
ページ、公職者名簿、久喜市の教育等に掲載させていただいてよろしいか委員のみなさ
まにおはかりいたします。

立川部長

ただいまの説明は、委員のみなさまのお名前等を公職者名簿に登載させていただいてよ
ろしいかという趣旨のものでございまして、公職者名簿はご住所、お名前、お電話番号
を掲載させていただき市の情報を共有化して関係課間等で必要な場合に有効的に活用さ
せていただくものでございます。市のホームページや「久喜市の教育」にはお名前だけ
を掲載させていただきます。

事務局
（小林課長）

その他の２点目でございますが、本日の会場であります郷土資料館では、合併を記念い
たしまして、「新・久喜市の歴史と文化」と題しまして本日から第１回企画展を開催い
たします。後ほど館長がご案内いたしますのでぜひご覧いただきたいと存じます。

大川副会長 以上でよろしいでしょうか。

立川部長

一言申し上げさせていただきます。本日は貴重なご意見をいただきましてありがとうご
ざいました。文化財保護課につきましては、新市になりまして新しくできた課で旧１市
３町の文化財を集約して保護・活用を推進していくということで、まだ、これから色々
と文化財行政を進めていかなければなりません。どうぞ委員のみなさまには今後ともご
指導いただければ幸いでございます。ありがとうございました。

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22年7月30日

　　　　　　　久喜市文化財保護審議会副会長　大川　婦美子
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