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議長氏名 石井　昇（会長）

出席委員（者）氏名
新井　浩文・石井　昇・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

欠席委員（者）氏名 針谷　重輝

説明者の職氏名 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

事務局職員職氏名
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

議題

（１）市指定有形文化財「吉田家水塚」移築事業について

　　ア　移築事業について

　　イ　移築後の計画について

（２）その他

　　ア　「一里塚」の現状変更について

　　イ　平成２２年度　久喜市文化財保護事業中間報告について

１　市指定有形文化財「吉田家水塚」移築事業について（1～7ページ）

２　「一里塚」の現状変更について（8～14ページ）

３　平成２２年度　久喜市文化財保護事業中間報告について（15～16ページ）

４　埼玉県東部地区の指定文化財　わがまちの宝物１冊

会議の公開又は非公開 公開

傍聴人数 １人

配布資料

会議次第

様式第１号（第５条関係）

　　　　　　　　　会議概要



発　言　者 会議のてん末・概要

事務局
（小林課長）

それでは、ただいまから会議を開催させていただきます。会議に先立ち本日はじめて出
席いただきました新井委員をご紹介いたします。恐縮ですが、自己紹介をお願いいたし
ます。

新井委員 自己紹介　～略～

事務局
（小林課長）

次第に従いまして進めさせていただきます。石井会長ごあいさつをお願いいたします。

石井会長 あいさつ　～略～

事務局
（小林課長）

次第の３の議事でございますが、議事進行は石井会長よろしくお願いいたします。

石井会長
それでは、（１）市指定有形文化財「吉田家水塚」移築事業について事務局から説明を
お願いします。

事務局
（田中補佐）

ア　移築経過報告について説明　～略～
イ　移築後の計画について説明　～略～

石井会長 それでは、ただいまの説明にご質問等があればお願いいたします。

武井委員 移築の基本設計についてはどうなっていますか。

事務局
（小林課長）

移築にかかる基本設計等関係予算は本年２月の補正予算に計上しております。工法につ
きましては復元工法をもちいまして、できるだけ原材料を活かしてまいりたいと考えて
おります。工事の請負業者につきましても経験のある専門的な業者にお願いしていきた
いと考えております。

田中委員
蔵内には水塚に関係する船や洪水に備えた生活を示す調度類などがあると思いますが、
そのようなものもきちんと保存していくべきだと思います。その点についてはどのよう
に考えていますか。

柿沼副部長

吉田家は元商家でありますので、水塚に関係するもの以外に商業を営むうえでの調度類
などがあったのかと思います。現在は蔵内には調度品等は何もない状態でございます
が、ただいまのご意見を踏まえまして、吉田さんに提供していただけるものがあるか確
認してまいりたいと考えております。

武井委員
移築後の蔵内には展示資料として内容のあるものを展示していただきたいと思います
が、水塚の所管はどこになりますか。

事務局
（小林課長）

文化財保護課が所管となります。

武井委員 移築後の水塚は、郷土資料館の分館という位置付けになりますか。

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
（小林課長）

移築後の活用方法としては、資料館というより展示室ということになると思います。今
後、展示内容や展示方法など郷土資料館との連携を図りながら進めてまいりたいと考え
ています。

武井委員

日常的な管理については、責任あるところをきちんと定めて管理していただきたいと思
います。また、保存するもの、展示するものについては、専門家から意見を聞くなどし
て決めていくというのが好ましいと思います。ある程度展望が示せるようになりました
ら審議会に示していただき委員の意見などを聞きながら進めていただきたいと思いま
す。

石井会長
移築後の展望につきましては、示せるようになりましたら、あらためて審議会に提案し
ていただければと思います。

新井委員

水塚について、３点ほど確認させていただきたいと思います。１点目は、建造物の調査
についてでございます。２点目は、文化財指定の建造物は一般の建物とは異なりますの
で、設計監理については、文化財について専門的な知識、技術等を持った業者にお願い
したいということです。３点目は、指定文化財の建造物は構造等大幅に変えられません
ので、展示のために、内部を変えるというようなことはできないということです。この
３点についてどのように対応されるのでしょうか。

事務局
（田中補佐）

建築基準法、埼玉県の福祉のまちづくり条例に沿って移築をいたしますので、展示物に
あわせるような形で基本的な構造を変えるということはございません。設計監理につき
ましては、文化財の移築等に実績のある専門的な事業所の選定について、関係課と調整
してまいりたいと考えております。

田中委員 水塚の移築という事例は県内でほかにありますか。

事務局
（田中補佐）

埼玉県の建築安全課との移築協議の中で確認したところでは、埼玉県が扱った建築基準
法第３条第１項第３号の指定では、過去１０年間の実績では、３件で、岩槻市の遷喬
館、和光市の旧富岡住宅、八潮市の太田家住宅が指定されております。

石井会長
それでは、以上で水塚の議事は終了とさせていただき、次の議事に移らせていただきま
す。一里塚の現状変更について、事務局の説明をお願いいたします。

事務局
（池尻主任）

ア　一里塚の現状変更について説明　～略～

木戸委員 現在のお堂を小さくするということですが、礎石はどのようにするのでしょうか。

事務局
（池尻主任）

コンクリートで地面とフラットにするということでございます。

木戸委員 現状の礎石の掘り込みはわかりますか。

事務局
（池尻主任）

それはわかりません。
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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

木戸委員
礎石の掘り込み工事を行う際は２０ｃｍほどになると思いますが、塚本体のダメージは
きちんと把握しておくべきだと思います。この点についてはどのように対応されるので
しょうか。

事務局
（小林課長）

現地確認につきましては、副部長、私、保護課職員と一緒に現地にまいりまして地元の
方と一緒に確認をしてきたところでございます。地元の意向といたしましても、文化財
として理解していただいておりまして、そのうえで塚の形状は現状どおりとするという
ことでございました。

柿沼副部長

一里塚に対する地元の認識でございますが、弁財天堂内には祠がございまして、その祠
を守るというかたちでお堂が建てられております。地元では弁財天堂と塚は一体となっ
たものとして受けとめている状況でございます。現状でございますが、ただいまカラー
の写真をおまわししておりますので、ご覧いただけばおわかりになると思いますが、お
堂の雨漏りや強い西風が吹くと塚上の樹木の影響で塚が崩れるという状況が出てまいり
ました。地元としてはこのような状況をぜひとも改善したいという強い意向がありまし
て、このたびの申請になったということでございます。

石井会長
地域の方にとって地域に密着した弁財天堂の建替えということは、大変重要な事業であ
るということがよく理解できます。他にご意見等ございますか。

木戸委員
樹木を伐採後、玉石を置くというようなことですが、玉石を置くというのは元の形とは
異なることになると思います。元の現状をきちんと把握しておく必要があると思います
が、その点についてはどうでしょうか。

柿沼副部長 調査を行いまして、元の形で残せるようにしてまいりたいと考えております。

石井会長 絵図にはどのように描かれているのでしょうか。

事務局
（池尻主任）

絵図では土と木のみが描かれています。

木戸委員 一里塚の大きさはわかっていますか。

事務局
（池尻主任）

残念ながらわかっておりません。

石井会長 現状の保存とその対策をよくとりながら進めていっていただきたいと思います。

柿沼副部長
委員のみなさまには専門的な知識をお持ちでございますので、みなさまのご見解等をい
ただきながら進めてまいりたいと考えております。

石井会長
参考になる資料、文献等があれば事務局へ提供していただければと思います。また、地
域にもそのような資料等があればお示ししていただければと思います。

4
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様式第２号（第５条関係）

　　　　　　　審議会等会議録

武井委員
現状の図面がないという事であれば、実測図を作成してみてはどうでしょうか。後々、
参考にもなりますし役立つものになると思います。

事務局
（池尻主任）

現状の調査を行い図面を作成していきたいと思います。

小山委員

樹木の伐採についてですが、現在の樹木は自然に生えていた樹木なのか、人工的に植え
たものなのか、調べたうえで伐採というような対応になるかと思います。白岡町にある
一里塚は本来の形と変わってしまっています。文化財というものは、原則いじらないと
いうことが基本ですので、元の景観に近づけるためには、原点に返るということから樹
木の生態の調査をすることも必要です。

石井会長
小山委員は、樹木医という樹木に関する専門家ですので、調査をする際には、ぜひご足
労いただいて専門的な立場からご指導いただければと思います。

田中委員

樹木ということに関連して、行田のさきたま古墳群では、さくらを植樹しましたが、そ
のさくらの木の根が古墳群を侵食しはじめています。このような、後で困る問題もおこ
ることにもなりますので、ただいまのご意見のようによく確認しておくことが必要だと
思います。弁財天堂は、地域に愛されているようなので、建て替えは行ってもらってよ
いと思います。

石井会長
弁財天堂の改修については、そのようなことも含め調和を図りながら進めていただくと
いうことでよろしいでしょうか。それでは、次の議題の平成２２年度久喜市文化財保護
事業中間報告について事務局の説明をお願いします。

事務局
（中村主査・
巻島主事）

イ　平成２２年度　文化財保護事業中間報告について説明　～略～

石井会長 ただいまの説明についてご質問等ございますか。

柏浦委員 青葉小の文化財展示室の公開は、１０月ですが、例年この時期に公開していますか。

事務局
（中村主査）

毎年、この時期に公開しています。今年で１０年目を迎えることになるかと思います。
小中学校の夏休み期間ですと冷房設備がありませんので、非常に暑く、見学は難しい状
況ですので例年この時期に公開しています。

柏浦委員 青葉小の文化財展示室以外に、民具等を収集している施設はありますか。

事務局
（中村主査）

菖蒲地区では東小学校、栗橋地区はしずか館、鷲宮はこちらの郷土資料館で収集してい
ます。

金子委員
郷土資料館ではボランティアの育成ということをされていますが、何人くらいの方が活
動されていますか。

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

事務局
（池尻主任）

ボランティアとして登録されている方は８名程度、実際に活動されている方は５名ほど
いらっしゃいます。

木戸委員
遺物整理事業は県の緊急雇用創出基金を利用して実施しているようですが、どのような
計画をされていますか。

事務局
（池尻主任）

本年度は遺物の接合までを実施する予定です。平成２３年度につきましても基金を利用
して継続して遺物整理を実施する予定でおります。

木戸委員
緊急雇用創出基金は平成２３年度までだと思いますが、平成２４年度以降の計画はどの
ようになっていますか。

事務局
（池尻主任）

平成２４年度以降については、現時点では予定はございません。

木戸委員

出土した遺物を整理するという作業は、大変な時間と労力が必要になります。予算の手
当がないと掘ったら掘りっぱなしといった状態になってしまうことにもなります。ぜ
ひ、その後の作業計画を立てて、それに見合った予算の手当てをお願いしたいと思いま
す。

事務局
（小林課長）

菖蒲地区の遺物だけでも大変な量になっています。遺物の保管場所などについても、今
後、空き施設の有効利用という市全体の取り組みの中で考えていかなければなりませ
ん。いずれにいたしましても必要な予算措置の確保等に努めてまいりたいと考えており
ます。

武井委員
発掘調査が終了していて調査報告書が発行されていないものもあるようですが、これら
を今後、どのようにしていくというような長期的な計画はありますか。

事務局
（中村主査）

文化財整理については、継続して実施しております。また、菖蒲の東浦古墳の未整理の
出土品については、青葉小の文化財展示室に移しまして、文化財整理と並行して現在整
理作業をはじめたところでございます。未整理の出土品等につきましては、長期的に継
続して行っていきたいと考えております。

武井委員 成果品としての調査報告書の刊行はどのように考えていますか。

柿沼副部長
短期間でまとまるというものではございませんので、報告書の刊行は長期的なものにな
ると考えております。

武井委員
調査報告書の刊行というものは、所管課が刊行したいという意思表示をするかどうかに
もかかわることですので、財政当局にその意思表示をしていくということが必要だと思
います。

石井会長 調査から報告書の刊行まで長期スパンで考えていっていただきたいと思います。

事務局
（小林課長）

財政当局への働きかけ等につきましては、継続して行いまして報告書としてまとめられ
るよう努力してまいります。

田中委員 緊急雇用という事業には印刷製本費は入りませんか。
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様式第２号（第５条関係）

　　　　　　　審議会等会議録

事務局
（池尻主任）

事業費の総額の中で占める新規雇用者の人件費の割合が５０％を超えるという条件がご
ざいます。この条件をクリアーできればそういった予算に回せるということもあるかと
は思います。

田中委員
緊急雇用は雇用政策なのでそのようなことだと思いますが、調査報告書はきちんと発行
すべきですし、まだ発行されていない報告書については、一覧表などを作成し刊行計画
を立てておくことが必要だと思います。

石井会長 ぜひ努力していただき報告書等出版できるようよろしくお願いいたします。

新井委員 房川渡のプレートの設置予定の内容はどのようなものでしょうか。

事務局
（巻島主事）

栗橋郷土史研究会では、利根川の氾濫対策として護岸工事等により、関所跡や渡船場跡
が風化してしまう恐れがあることから、利根川上流河川事務所の協力をいただきまし
て、渡船場である「房川渡」の跡地を特定いたしました。これにより同郷土史研究会か
ら渡船場跡地に説明板（プレート）の設置要望が出されました。文化財保護課といたし
ましても、渡船場跡地の歴史的な役割等を考慮し、説明板を設置することとしたもので
す。

柏浦委員 設置する場所は河川敷の中になるのでしょうか。

事務局
（巻島主事）

河川敷の中の護岸ブロックの上になります。

柏浦委員 川に面した内側の側面ということですか。

柿沼副部長 川の内側、のり面でございます。

柏浦委員 明倫館の説明板を改修しているようですが、説明板はどのくらいもつものでしょうか。

事務局
（中村主査）

１０年くらいだと思います。

石井会長
ほかにご質問等ないようですので、以上で議事を終了し進行を事務局にお返しいたしま
す。

事務局
（小林課長）

大変活発なご審議をいただきまして誠にありがとうございました。いただきましたご意
見等を踏まえ、事業を進めてまいりたいと考えております。ありがとうございました。
それでは、閉会のごあいさつを大川副会長よろしくお願いいたします。

大川副会長 あいさつ　～略～
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　　　　　　　審議会等会議録

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23年3月1日

　　　　　　　久喜市文化財保護審議会会長　石井　昇
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