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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

事務局
只今から、平成23年度第2回久喜市文化財保護審議会を開催させていただきます。次第
に従いまして進めさせていただきます。始めに、石井会長にご挨拶をお願いいたします。

石井会長 あいさつ　～略～

事務局
本来なら、事務局を代表いたしまして、立川教育部長が出席の予定でしたが、急な所用が
ございまして、こちらには参っておりませんが、皆様に宜しくご審議いただきますようにと申
しておりました。それでは、議事の進行を石井会長にお願いいたします。

石井会長
次第に従いまして進めさせていただきます。
最初に（１）市指定天然記念物「霊樹寺の松並木」について事務局から説明をお願いしま
す。

事務局 霊樹寺の松並木について説明　～略～

石井会長
この松並木につきましては、小山委員が調査されているようですので、補足説明をお願い
します。

小山委員

所見として書いておきましたが、指定当初の19本から5本にまで松が減少し、並木としての
存在意義がなくなり、また、15年前に土壌改良を行ったにもかかわらず、現時・現地の環
境が老松にとって不相応であるかと判断されます。さらに、住民及び残った松の安全・安
心は保障できませんので、解除してもやむを得ないかなと思います。

石井会長 小山委員に補足説明していただきましたが、この件につきましていかがでしょうか。
武井委員 市道の部分はどこまでですか。
事務局 民地境以外は市道扱いになっています。

武井委員
松並木が市道上にあるということですね。市道上ですと、お寺だけの問題だとは思いませ
んが。

事務局
所有者は霊樹寺です。指定当時も霊樹寺ということでしたので、文化財保護課も霊樹寺も
そのように認識しています。

田中委員 １本だけ倒れたようですが、その要因はどうだったのですか。

事務局

当日の夜、すぐに現地に行ったのですが、中は空洞でした。旧鷲宮町で平成7年から4か
年かけて樹勢回復事業ということで、樹木医に診断いただいて樹勢を回復するための措
置をしてきました。樹木医の診断で土壌改良すれば回復するだろうと診断され、実際に回
復し背も延び、枝も繁茂してきました。ただ結果的には当時からかどうかはわかりません
が幹内部は空洞のままで、樹勢が回復したことにより頭が重くなって倒れた可能性もあり
ます。写真を見ていただければわかると思いますが、修繕した時に支柱で支えていたの
で、恐らくこの1.5ｍから2ｍ位のところで折れたのだと思います。

石井会長 写真を見ると繁茂している感じがしますね。
針谷委員 残りの4本の状況はどうですか。
事務局 小山委員。この間診断なさってどうですか。
小山委員 外傷はなさそうですね。ただ、こちらについても土壌の環境は悪くなっている状態です。
石井会長 4本全部伐採ということになり、松並木は無くなるということですね。

事務局

所有者の意向はそういうことです。旧鷲宮町の文化財保護審議会でも度々話題になって
いました。年々減っていく状況で実際に３分の１位になってしまったのですが、なかなか解
除までには至らなかったところがあります。ただ、今回につきましては、所有者の前で倒木
しましたが、今後は民家に影響を及ぼす可能性もありますので、お寺の方で檀家総代会
を開き、その後役員会、さらに松に隣接する４軒の方々を集めて皆さんに意見を聞いて、
ここまで守ってきたが、安全性のことを考えるとそれもやむを得ないだろうと、お寺がその
ような意見に達したようです。

石井会長 いかがでしょうか。指定解除ということでよろしいでしょうか。
委員全員 了承。

事務局

御了解いただけましたので、今後正式に教育委員会から文化財保護審議会に対して諮問
があるかと思うのですが、改めて答申という形でお集まりいただくのは大変だと思います
ので、文案は、会長さんのご確認をいただいた後に、教育委員会に答申という形で出させ
ていただいてもよろしいでしょうか。

石井会長
その点いかがでしょうか。順序が逆になりますが、改めて会議を開くというのもお忙しい委
員方ですので、そういう方法で進めさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。

委員全員 了承。
石井会長 続きまして、（２）市指定有形文化財「六角名号塔」の現状変更について説明願います。
池尻主任 六角名号塔について説明　～略～

石井会長
文化財と松を保存したいということで現状変更を御了解ということになるかと思うのです
が、この点いかがでしょうか。これも小山委員に関係してくるんですが、いかがでしょうか。



小山委員
松が傾いているということは、根が機能していないということです。北側の根が切られてい
るか、腐っているということです。現地調査が必要です。

新井委員

３点ほどお尋ねしたいのですが、もし離すなら塔からどの程度離すのか。２番目に①を本
堂の脇に移すというのは、年代が新しいからいいのか、古地図に載っているのではやむを
得ないですが。３番目に部材にモルタルを入れて大丈夫なのでしょうか。文化財の修復で
モルタルを使うというのを聞いたことがないので、その点何を使って修復するのか確認し
たいのですが。

石井会長 以上３点について、事務局からご説明がつくようでしたらお願いします。

池尻主任
①番を動かしたい理由としては、塔が全体的に端にあり、門の方に来てしまい、車の出入
りができなくなるため、本堂の脇に移動させたいというものです。また、動かす距離につい
ては、明和の部分が空くので約２ｍほど動くことになると思います。

石井会長 もともとは、ここにあったのですか。

池尻主任

古い境内図がなかったので詳しいことはわかりません。今町史編さんでも調査を行ってい
て、古文書の調査でもお伺いしているのですが、なかなか古文書がなく、昭和３０年代に
地元の郷土史家が書いた深廣寺誌というのがありまして、その中に配置図があり、現在と
同じ位置になっています。それより古い配置図は見当たらなかったです。

石井会長 モルタルの件はいかがでしょう。

池尻主任
逆にご意見いただければありがたいのですが。文化財の修復でどのような物を使用する
のでしょうか。

武井委員
最近の文化財の修復では、モルタルより石の接着剤を使うということです。ただ、接着剤も
劣化するのでいつまで持つかわかりません。震災後の修復では石の接着剤を使っている
そうですね。

新井委員 文化財を修復している市町村に聞いた方がよいだろうと思います。

柏浦委員
杉戸町でも修復したことがあるので参考にしたらいかがですか。石塔は①番が一番新し
いのですよね。②番以降は年代順に並んでいるのですか。

池尻主任
中央から両側に広がっていくような感じです。お寺さん側から古い順に並べたいとの意向
がありましたが、こちらとしては当時何か意図して建てたかもしれないので、今建っている
状態にしてほしいと伝えてあります。

木戸委員
基礎設置部分のコンクリートは、地面上むき出しとなってしまうのでしょうか。景観上よくな
いので現状のままにするのでしょうか。

池尻主任
基礎を調査したところ現状から５０㎝あるので、一度外して、地中に基礎を作って、もう一
度その石を載せ直すのでコンクリートは見えなくなり、現状と同じような形で基礎の石が見
える状態になると思います。

木戸委員 基礎の下には何もないですよね。

池尻主任
まだ掘っていないのでわかりませんが、掘るときには立ち会わせて頂き調査する予定で
す。

木戸委員 地下構造については、調査していただきたい。

田中委員
基本的な問題として、無指定の松を守るために指定文化財を動かしていいのか。この塔
から見ると、松の方がずっと若いですね。昭和５３年に指定された当時の現状を維持する
のが大切です。

丸山課長

私も、田中委員さんと同じ意見でした。実際に住職さんにお会いしたときに、その話が出
て、もう３００年以上この位置・この状態で石造物が残ってきたのだから、この位置は動か
さない方がいいのではないのですか、と話はしました。指定・無指定にかかわらず住職さ
んは、この松も大切であるので、今回の経緯になった次第です。

木戸委員
私としては田中委員と同じ意見です。一個人としては分かりますが、文化財保護審議会と
しては文化財を優先して守るべきと考えます。

石井会長 小山委員いかがでしょう。

小山委員
塔の芯の部分はどのようになっているのでしょうか。修復するときは芯が中に通っていると
思いますが。

池尻主任 下の蓮のところに穴があって、塔の下の部分に２０㎝石が出ています。

石井会長
今の芯のこともさることながら、今田中委員と木戸委員が提案された問題は非常に大きな
テーマかなと感じますが、その辺いかがでしょうか。

新井委員
碑の順番を変えずに動かすことは、①もここに建てられた経緯があるので、移設するとい
うのはおかしい。

石井会長
新井委員が言われた点ですが、置かれた場所に意味があるということで案件と異なって
いる。金子委員いかがでしょう。

金子委員
①をこの場所にという理由書などないわけですよね。文化財としては資料がない場合には
現在の状況を維持することが大事と考えて。松を保護するために動かすというのは疑問を
感じます。ですから住職さんと調整することができるかでしょうね。

石井会長 大川委員いかがですか。

大川副会長
松が何年もつのか、そのために動かす価値はあるのかなと思います。移動することは好
ましくなく、現状維持がいいと思います。



石井会長 現状変更をしないということを、住職さんと調整できるかどうかということですが。

丸山課長

先ほど申しましたが、最初にお会いした時に話したのは、動かさないでほしいと要望はし
ました。その時は一度考えると言うことでしたが、結果的には動かしたいと言う話となりま
した。指定文化財ですが所有者がいる。所有者の要望を静止まではできないのではない
でしょうか。もう一度所有者にお話しすることはできると思いますが、それでもやはり動か
すと言うことになれば、どう対応していいのか疑問なところでございます。

田中委員
文化財を保護するということで「六角名号塔」は指定されているはずです。極端に言えば
松を移して移植できないか。そういう案も含めて考えていただきたい。あくまで指定文化財
は「六角名号塔」ですので、そのように所有者に話してもらいたい。

武井委員
設置予定の位置について、再度調整してみる価値はあるのではないですか。現在の位置
が歴史的に価値を持っているのではないですか。見た感じですと、松は塔より後ですね。

新井委員
①から⑧を入口側に移して、⑨から21を前にすると現状とはあまり変わらないと思います
が。

池尻主任 寺の敷地の境界ぎりぎりなので、困難と思われます。

田中委員

保護審議会として、どう対処するかということを考えなくてはいけない。無指定のものを生
かすために指定してあるものを動かすということになりますと、これが前例になると思いま
す。やはり、文化財保護審議会委員の立場として住職に再度お話しいていただきたい。こ
の基本線は譲れないのではないでしょうか。

石井会長 文化財保護行政の在り方が問われていることになるわけですね。

丸山課長
また、誠意をもって話したいと思います。それでも動かすと言った場合にはどうしようかな
というのが正直な話です。文化財保護審議会の総意ということでご住職さんに伝えます。

石井会長
この会議の問題で、その後のことはご住職さんとのからみもあるので、文化財保護審議会
としての意見ということにさせていただきたい。

田中委員 文化財保護審議会の総意として住職さんに伝えていただきたい。
針谷委員 指定された当時と同様に、現状のままの状態を残すことが重要と考えます。

石井会長
一番大事なのは、この塔を後々まで守ることが重要であり、後世にきちっと伝えていくこと
なんだろうと思います。

武井委員
この塔が建造物として指定されているのは珍しいですね。水塚も建造物で指定してありま
すよね。

丸山課長

前回の保護審議会でも、指定文化財の種別を見直す必要があると話題にでましたが、合
併前は、それぞれの市町で種別を違うようなとらえ方をしていたのが現状です。よってそ
れらについては、これから見直していかなければいけないと思いますし、今後の課題だと
思っています。

田中委員 保護審議会の意向を、もう一度伝えていただいた方がいいと思います。
石井会長 今の文化財保護審議会の意向ということでお伝えいただけますでしょうか。
丸山課長 はい、わかりました。この審議会の意向を伝えたいと思います。

石井会長
保護審議会の意向を伝えていただくのが最優先であると思いますが。それでよろしいで
しょうか。

委員全員 了承

金子委員
①の塔の位置の移設は現状のままとしていただく。また、塔の地中部分に遺構があるとし
たら、基礎設置の措置は考えなくてはならないと思います。

丸山課長 位置的な部分は現状のままという解釈でよろしいですか。
田中委員 地下埋設遺構がどのようになっているのか気になりますね。

木戸委員
修繕することは、滅多にありませんので実測等の調査をお願いします。また、記録をしっ
かりと残してください。

丸山課長 その場合は立ち合います。遺構等があれば実測等を実施します。
石井会長 この塔はずれただけですよね。倒れたのではないですよね。
丸山課長 ずれただけです。倒壊の可能性がありましたので、緊急に解体しました。

木戸委員
この審議会では基本的には保護を審議する立場で、塔は歴史的な位置付けとして高いも
のだと考えています。よって現状のままでの保存が主だと考えます。

石井会長 ということで、事務局よろしいでしょうか。住職さんとよく話し合ってください。
丸山課長 はい。わかりました。住職さんと再度よく話し合います。
石井会長 続きまして、（３）の「吉田家水塚」の移築について説明願います。
小澤係長 「水塚の移築について」説明　～略～
石井会長 先ほどの提案のなかで、フェンスの件について各委員のご意見をお願いいたします。

柏浦委員
水塚の上に設置するか、下に設置するかですね。上にした場合は落下防止ということです
ね。

丸山課長
工事の段階でフェンスの位置がまだ変えられます。また、上になった場合は景観が良くな
く、下にすると防護柵の意味がなくなると考えられます。

石井会長
ただ、子供たちが遊びに来たり、見学に来たりするのですから防護柵を作るのも大事です
し、子供たちの安全が第一ですね。



木戸委員 フェンスの高さは。
丸山課長 150㎝です。
石井会長 150㎝でしたら小学校５・６年の身長ですね。
木戸委員 ちょっと高いですね。でも、子供の落下防止にはなりますね。
石井会長 児童達の腰ぐらいだと110～120㎝くらいですかね。

丸山課長
塚の高さは約２ｍありますから、かなり高いです。気をつけなくてはいけないのは、たぶん
お年寄りと子供なんですよね。

針谷委員

フェンスの件ですが、小学校でいえば、4年生が社会科見学で「水との共生」というところか
ら水塚を見学することが、コースの一つとして含まれる可能性も出てくると思います。塚の
高さが２ｍということですと、落下する危険性が子供の場合無いとはいえません。ただ景
観的に見るとフェンスが無いほうが、当時の生活空間をかいま見るにはいいかもしれませ
ん。よって、あまり目立たないような、いわゆる水塚と一体感があるような色合いと、あとは
構造的なもので、ある程度の高さは必要です。

金子委員

もう少し目立たないようなアクリル板の材料ではいかがなものでしょう。以前美術館の吹き
抜けをアクリル板でやったことがあったのですが、子供はそれを覗き込むのですよね。そ
れも怖くて見てられないので、全部アクリルで止めたんですよ。頭が出ないような隙間のア
クリルにして、建築物を利用したという形にしたんですが、この場所もフェンスではなくて、
透明アクリル板をそこに張り付けたり、もう少し水塚とイメージが合うような白い壁などを使
うなど。もっとデザイン的に工夫、検討してみてはいかがでしょうか。

石井会長
基本的には、今お話しされたように安全性の面から考えると、どうしてもフェンスを設置せ
ざるを得ないですので、あとは、金子委員が言われたように外観と調和のとれるフェンスを
考えていただくと言うことでいかがでしょうか。

丸山課長
移築工事の契約は済んでおりますので、施工業者は決まっているので、その枞の中で検
討させていただきます。高さは120～140㎝がよろしいのですかね。設計上は150㎝となり
ます。

石井会長

あまり低くすると、今度は頭が出て、意味がなくなるのではないのですか。そういう意味で
は150㎝ぐらいあれば外に顔を出さないですから。安全のことを考えれば、低いより高い方
がいいのではないのですかね。ということで、事務局いかがでしょうか。予算の範囲内で
やっていただけたらと思います。
また、展示についてはいかがでしょうか。特にないようですね。

石井会長 続きまして、（４）の久喜市文化財指定・認定基準について説明願います。
中村主査 「久喜市文化財指定・認定基準(案)について」説明　～略～

石井会長

1番の有形文化財の指定にあって、原則何年以上のものを対象にするか、また、工芸品
の5番目の原則個人のものは対象にしないという補足説明があったわけですが、いかが
でしょうか。
内容が濃いので、なかなかこの場で決定というのは無理ですので、何かお気づきの点が
あったらお話しをしていただくということで、よろしいでしょうか。

田中委員
県もやむを得ず、この項目を入れています。刀剣類については、骨董的な色合いが強く、
美術品としての売買による所有者の変更が頻繁にあるため、県よりも把握するのが早
かった。個人のものはやむを得ないかなと思っています。

丸山課長 神社とかお寺さんが持っているものは動かないだろうということですね。

武井委員
個人のものが多いですが、由緒・由来をきっちり把握しないといけない。ですから、何年と
いうことよりも、市にどのように関わりがあるかが大切だと思います。大切なのは地域性の
問題です。

田中委員
指定・認定の相談は要するに、あれはどうなんだ、これはどうなんだ、というのが山のよう
に出てくると思います。これは、あくまでも公のものですから、内規を作ってその中で示し
ていくのがいいと思います。

石井会長
認定基準(案)を設けていただいて、また、今後もさらに検討していただいて、そして、内規
みたいなものを検討していく必要があるのかなと思うのですが。

石井会長 これを見ていただいて、次回に検討していただくということでよろしいでしょうか。
委員全員 了承
石井会長 続きまして、（５）その他ということで、事務局より説明願います。
丸山課長 その他ということで、お知らせも含めて３点ございます。

池尻主任

経蔵院の本尊の市指定文化財の地蔵菩薩像が3月11日の大震災で倒れて、袈裟の一部
が壊れました。檀家総代の方と管理している業者と話し合い、どうせ直すのであれば古く
なった部分も一緒に直したいという話があり、先月、京都の業者に修理に出したとのことで
した。修理の方法等は、後日修理届を提出していただきたいと思ってます。

池尻主任
次に、本日追加でお配りいたしました資料ですが、前回の会議で図面を作成したほうが良
いとのことでしたので、一里塚の等高線図を20㎝の等高線で作成しました。原図は40分の

巻島主事
次に、お配りしたチラシのように催馬楽神楽が出演しますので、ご見学いただければ幸い
です。



石井会長 時間がある方は、見学されてはいかがですか。
新井委員 経蔵院の関係ですが、どちらの業者ですか。
池尻主任 この話があったのが今週なので、まだ把握しておりません。
新井委員 修理方法等気になるので、確認を取っていただけますか。
石井会長 では、修理方法を確認してください。

武井委員
霊樹寺の他に、下早見の鷲宮神社のマツ並木があったと思いますが、被害はありました
か。

丸山課長
台風の日の翌日、天然記念物の被害状況を見て回りましたが、鷲宮神社のマツ並木は、
鳥居に近い１本の上部の方で枝が折れかかっていましたので、保存会に連絡しました。

石井会長 それでは、議事の方は皆様のおかげで無事終了し、司会を事務局にお返しします。

丸山課長
長時間に渡りご審議ありがとうございました。本日の意見を参考にいたしまして、今後も文
化財行政推進に努めて参りたいと思います。

丸山課長 最後に大川副会長、あいさつをお願いいたします。
大川副会長 あいさつ　～略～

会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためにここに署名する。

　　　　平成24年1月30日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　久喜市文化財保護審議会会長　　石　井　　昇


