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査・巻島主事・松村主事

議題

（１）会長・副会長の選出について

（２）「本多静六記念館」展示設計業務委託について

（３）市指定文化財「吉田家水塚」公開要領について会議次第

様式第１号（第５条関係）

　　　　　　　　　会議概要

（３）市指定文化財「吉田家水塚」公開要領について

（４）古民家調査の実施について

（５）その他

平成２４年度第１回久喜市文化財保護審議会次第

資料1　「本多静六記念館」展示設計業務委託について

資料2　市指定文化財「吉田家水塚」公開要領について

資料3-1～4　久喜地区・菖蒲地区・栗橋地区・鷲宮地区古民家調査一覧（非公開）

会議の公開又は非公開 公開

傍聴人数 ０人

配布資料

会議次第



発　言　者 会議のてん末・概要

事務局（渋谷
課長補佐）

　事務局より連絡です。まず、本日の審議会の公開に関してですが、久喜市審議会等の
会議の公開に関する条例第７条の規定に基づき、本日傍聴席を用意しました。なお定員
は5名とさせていただきました。傍聴要領につきましては配布させていただきましたの
でご覧ください。もしご意見等ございましたら、後ほどお願いします。また同条例第
10条の規定により、本日の審議会の議事録は市のホームページ等を通じて公開しま
す。                                        □
□次に会議の傍聴についてでございますが、久喜市審議会等の会議の公開に関する条例
第５条の規定により、個人情報に関する事項を含んおります関係から、議事（４）の
「古民家調査の実施について」及び配布資料３につきましては、非公開とさせていただ
きたいと思いますがいかがでしょうか。皆様におはかりしたいと思います。

委員 異議なし

事務局（渋谷
課長補佐）

　異議なしということで、議題（４）に関しては非公開とさせていただきます。
□続きまして、会議資料次第の裏面に久喜市文化財保護審議会条例を掲示しました。同
条例で定めております、審議会の所掌事務に関して、確認のため読み上げたいと思いま
す。（以下事務局より同条例中の所掌事務について読み上げ　～略～）
□以上確認の意味も込めまして読み上げさせていただきました。
□それでは議事（１）「会長・副会長の選出」に入りたいと思いますが、議事の進行に
あたりましては、会長・副会長の選出まで仮の議長を吉田教育長にお願いしたいと思い
ますがよろしいでしょうか。

様式第２号（第５条関係）

　　　　　　　審議会等会議録

委員 異議なし

吉田教育長

　それでは、新たに会長・副会長を選出いたしますので、私が仮の議長として議事を進
行させていただきます。まず会長の選出ですが、条例により、委員の互選より会長・副
会長を選出することになっておりますので、ご意見・ご推薦がありましたら、発言をお
願いいたします。

委員 （意見なし）

吉田教育長
　特にご意見がございませんでした。それでは事務局案を提案してよろしいでしょう
か。

委員 異議なし

吉田教育長 それでは事務局案の発表をお願いします。

事務局（丸山
課長）

　事務局案を申し上げます。前回に引き続きまして、会長を石井委員に、副会長を大川
委員にお願いできればと思います。事務局からの提案は以上です。
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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

吉田教育長
　ただ今、事務局より会長と副会長の提案がございましたので、あわせて審議していた
だければと思います。事務局案として、これまで通り石井委員に会長を、大川委員に副
会長をという意見が出されましたが、皆様いかがでございましょうか。

大川委員 私は他の人に変わっていただけるのなら、変わっていただきたのですが。

吉田教育長
　ご本人は遠慮されていますが、委員の互選ですので、改めて審議させていただきま
す。会長は石井委員、副会長は大川委員でご承認いただけますでしょうか。

委員 異議なし（拍手）

吉田教育長
　ありがとうございました。拍手ということで、全員異議なしとの承認をいただきまし
た。改めまして、会長に石井委員、副会長に大川委員ということで決定させていただき
ます。これにて仮議長のを退任させていただきます。ありがとうございました。

事務局（渋谷
課長補佐）

　ありがとうございました。それでは、ここで石井委員より会長就任のごあいさつをお
願いしたいと思います。

また改め 会長と う 大事な仕事を仰せ かりま た 年間務めさせ ただ
石井会長

　また改めて会長という、大事な仕事を仰せつかりました。２年間務めさせていただい
たのですが、何もできなくてという思いが強かったのですが、皆様の協力であと２年間
務めさせていただければと思います。よろしくお願いします。

事務局（渋谷
課長補佐）

ありがとうございました。それでは、続きまして大川委員お願いします。

大川副会長
　今日は副会長職を放免になるかと思い参加しましたが、お役に立てていないという思
いが強く、ただ勉強はさせていただいて本当にすごくありがたかったと思います。もう
少しがんばってみようと思いますので、よろしくお願いします。

事務局（渋谷
課長補佐）

　誠に恐縮ではございますが、教育長はこの後所要がございますので、これをもちまし
て退席させていただきます。

吉田教育長 （退出）

事務局（渋谷
課長補佐）

　議事進行のため配置を整えさせていただきますので、石井会長、大川副会長は前の席
へ移動をお願いします。

石井会長・大
川副会長

（石井会長・大川副会長前席へ移動）

事務局（渋谷
課長補佐）

お待たせていたしました。議事の（２）以降の審議を石井会長の進行でお願いします。
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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

石井会長

　これから議長を担当させていただきます、石井でございます。皆様のご協力で議事を
進行していきたいと思いますのでよろしくお願いします。では議事の（２）「本多静六
記念館」展示業務委託についてということで、事務局よりご提案よろしくお願いしま
す。

事務局（渋谷
課長補佐）

資料1　「本多静六記念館」展示設計業務委託について
（事務局より資料に基づき要点を読み上げる）

石井会長 何かご質問等ございますでしょうか。

委員 （意見なし）

石井会長 針谷委員いかがでしょうか。小学校教育のことについて触れていますが。

針谷委員

　資料１の３に「小学生にも理解し易いよう」と書かれていますが、郷土の歴史・偉人
を学習する上で、有効な手だてになればと思います。近隣の小学校は徒歩で行くことは
できると思いますが、合併によって市の範囲が広がったので、場合によっては、他の施
設を見学する途中に寄るということもあるかと思います。そのような意味で、周囲の小
中学校に展示に関する情報発信をしていただきたいと思います。どのような展示を行っ

が
針谷委員

ているかの写真や、何が学べるかということです。
□また、小学生や子どもたちにとって分かり易い解説書や、解説プリント、そのコー
ナーの中で学習できるようなワークシートの準備を考えていただけると幸いだと思いま
す。このことは、文化財保護課だけでなく、久喜市の社会科の主任会等とタイアップし
て、社会科の先生方にも意見を求めて教えていただくと門戸が広がると思います。

石井会長
　子どもたちにも理解できるワークシートを作ってはどうかといことと、市内の社会科
の先生のご協力を仰いだ上でという方が小学生にも分かりやすいのではというご提案で
すが、今の提案に関して何かございますか。

事務局（渋谷
課長補佐）

　小学生向けのシートということで、ご意見がございましたが、展示解説をどの年齢層
にあわせるかということが課題としてあるかと思います。小学生につきましては、おっ
しゃるように、別のシートで、なるべく平易な文章で、しかも持って帰れるようなもの
ができればよいと考えております。それから学校の社会科の先生との協力関係について
は、今後、必要に応じて連携することを考えております。

石井会長 今の説明で針谷委員よろしいですか。

針谷委員 はい。ぜひよろしくお願いします。

石井会長 田中委員何かございますでしょうか。
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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

田中委員

　私は県立博物館在職当時、「大宮公園120年」という記念展示に関わりました。大宮
公園ができて120年経ち、しかも上野公園や日比谷公園と同じ古い公園なので、県の公
園課からの依頼で展示をしました。当初は公園ということなので、展示できるものがあ
るのかと思ったのですが、探してみますと案外ありまして、絵葉書や浮世絵のほか、小
説の中に本多静六に関わる記述がでてきました。また固くて地味なところですが、公園
の設計書や公文書もあります。田山花袋は埼玉県内を旅行して小説を書いているのです
が、そうした中にも探せば意外と見つかるものだと思いました。
□歴史展示と言いますと、仏像や甲冑や刀のような「もの」をイメージするのですが、
公園をテーマにした展示もできるということを職員一同再認識しました。本多静六記念
館も、今あるものを移すということが前提なんでしょうが、探せば展示できそうなもの
がまだあると思います。

石井会長 本多静六に関する資料やものはどのくらいあるのでしょうか。

事務局（渋谷
課長補佐）

　資料としましては、本多静六の生家である折原家の資料、それから本多家の資料が合
わせて数百点あります。それから行政文書も現在調査しているところなのですが、国立
公文書館等に使えそうな資料がございます。また日比谷公園につきましては、デジタル
アーカイブズでインターネットで見られる状態ですが、開園当時の設計図や絵葉書があ
るようです。資料の総点数のは把握していませんが、おおよそ千点近くありまして、さ
らにこれから、本多静六の設計した地方の公園のポスターやパンフレット等を収集する
予定でおりまして、今後これらを展示に活かしていきたいと思っています。

石井会長 折原家の文書は現在鳩ヶ谷にあるのではないですか。

事務局（渋谷
課長補佐）

　不二講に関する資料が鳩ヶ谷にありますが、本多静六関係資料は旧菖蒲町時代に寄贈
いただきました。洋行日誌や旧東京山林学校時代の書簡等貴重な資料が遺されていま
す。

石井会長 ものとしましては大変多くの資料があるようですね。武井委員いかがでしょうか。

武井委員 本多静六に関してはあまり知識がないのですが。

田中委員 県の文書館に資料があるのではないですか。

武井委員
　県の行政文書の中には、静六とのやり取りをした記録がありますが、いわゆる家文書
の中にはあまりないかと思います。

石井会長 それでは小山委員、ご専門でもありますのでよろしくお願いします。
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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

小山委員

　本多静六に関しては「知られざる偉人」、何で知られていないのか、不思議の１つで
す。よくよく考えてみますと、本多静六は自身の過去の仕事を後世に伝えないよう全部
消しているのですね。そこが不思議なところです。しかし調べてみると数々の偉業が出
てくるのです。そうした資料はかなりあります。旧菖蒲町時代に本多静六の顕彰事業を
始める時から、渋谷さんが関わっておりまして、資料に関しては渋谷さんがよくご存知
です。記念館に関しては、学校関係とどのように連携を図っていくかということが出て
いますが、企画段階時に副読本を全校に配布するということが構想されていましたが、
これをどのように教育現場に採用し、使ってもらえるかが課題だと思います。できれば
市内全校で歩調を揃えた教育システムをとってもらい、記念館を見ていただければと思
います。旧菖蒲町内の人でさえ本多静六を知らない人は多くいます。本多静六顕彰会
も、会員の３分の２が県外の人です。地元として普及・PRしていくことが課題となって
います。市の取り組みに、ご子孫である本多家としましても非常に感謝しているようで
す。今後とも本多静六の顕彰事業に関しては、市とタイアップし、車の両輪のような形
で顕彰会も支援していこうと考えております。

石井会長

　個人の名前を冠した館が久喜にもできるというのは本当にすばらしいことですよね。
先ほども言いましたけれども、子どもたちをこの館に誘導するにはどうすればよいのか
というのが課題です。深谷市では渋沢栄一を取りあげた道徳教材をつくっています。そ
のような意味では、道徳の教材として本多静六の資料を作成し、全校に配布し取りあげ
ていただければ、子どもたちを学校から記念館へ呼びこむことができるのではないかと
思いました。小山委員のご提案をおいおい実行していただくと助かるかと思います。続
いて木戸委員いかがでしょうか。

木戸委員
先ほどの説明で、情報コーナー等で小学生に何か体験できるような展示がしたいとのこ
とでしたが、具体的な案はお持ちでしょうか。

事務局（渋谷
課長補佐）

具体的には決まっておりません。ただ見るだけではなく、子どもが何かに触れて、記憶
や思い出に残るような展示ができないか設計業者と共に考えているところです。

石井会長
何かよいお考えがございましたら、事務局まで提供していただければよいかと思いま
す。

事務局（渋谷
課長補佐）

よろしくお願いします。

石井会長 金子委員、いかがでしょうか。
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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

金子委員

　本多静六記念館がこのように立ち上がったり、水塚の展示が立ち上がったり、郷土資
料館がしっかりとした仕事をされているのを見て、久喜市が文化に非常に力を入れてき
て、嬉しく思っています。
□しかし、先ほど針谷委員がおっしゃったように、与えるほうからの発信だけではな
く、これを活用する人の網・ネットをつくっていかないと、このつながりがつながって
いかないのではないかと思いました。本多静六記念館ができるのは、合併した久喜市の
スタートラインとしては非常に貴重なものですから、学校の先生方が起点になると思う
のですが、社会科の先生方の研究会などを教育委員会が力を入れて応援し、記念館を
使って理解してもらうような流れをつくらないと、せっかくこれだけお金をかけて、英
知をまとめたものですからもったいないと思うのですね。ぜひ学校との連携は、教育委
員会が中心となって、先生方を支援していただければありがたいと思います。これはお
願いしたい点です。

石井会長
　そうですね。ぜひそのような意味では、様々な講座を企画していただいて、普及・PR
していただくのがよろしいのではないでしょうかね。柏浦委員いかがでしょう。

柏浦委員
　資料１の４に展示構成として、（１）と（２）をあげておりますが、スペースにおけ
る割合はどの程度をお考えでしょうか。また、この２つを関連させる展示を考えている
のか、別々のものとしての展示を考えているのかをお聞きしたいと思います。

事務局（渋谷

　本多静六に関する展示が、ほぼ８割近くになると思いますが、一応７割から８割、残
りの２割から３割が菖蒲地区の歴史に関する展示になると考えております。関連性とし
ましては 本多静六の生まれ育 た菖蒲地区という観点で 全時代を網羅する形で 本事務局（渋谷

課長補佐）
ましては、本多静六の生まれ育った菖蒲地区という観点で、全時代を網羅する形で、本
多静六を学びながら、菖蒲地区の歴史も学べるという流れを考えております。現在菖蒲
地区の歴史を扱った施設がございませんので、ここを有効に活用していければと考えて
おります。

石井会長
　菖蒲地区は、収集した民俗資料が充実していますよね。そうした意味でも、これらの
資料を公開していくということも、大きな意味があることですので、資料１の４（２）
でとりあげているのでしょう。他にいかがでしょうか。

事務局（丸山
課長）

事務局説明の補足をいたします。展示工事に関しては、今年度中に終了し、来年度早々
に開館できるようなタイムスケジュールで現在進めているところです。

石井会長 展示を説明する方は常勤で配置する予定なのでしょうか。

事務局（丸山
課長）

　記念館の整備と展示作業までは文化財保護課で管轄し進めますが、実際の館の管理に
なりますと、菖蒲総合支所の総務管理課で行います。展示解説のための常勤職員を置く
か置かないかは、今後の検討課題となりますが、総務管理課での対応になると思いま
す。

石井会長 そうですか。そうすると記念館を整備するまでが文化財保護課ですか。
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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（丸山
課長）

　できあがったら関係ないというわけではございません。小学生への見学解説や、顕彰
する会と連携を図るなかで解説員をお願いすること、さらには資料の入れ替え等につき
ましては当課担当で考えています。

柏浦委員 公開日等はどのようになるのでしょうか。

事務局（丸山
課長）

　それにつきましてもまだ詰めておりませんが、菖蒲総合支所が開庁している日と、コ
ミュニティーセンターが入所している関係で休日も庁舎が開いています。そうします
と、年末年始を除いて開けることができますが、記念館展示室を具体的に何時から何時
まで開けるかや、年間何日間開けるかは、今後関係各課と協議してまいりたいと思いま
す。

金子委員

　文化財保護課の仕事が増えて大変になると思いますよ。社会科見学等の対応まで職員
が出かけていくのでは、長時間制約されるでしょうし。むしろそれならば、施設の近所
でボランティアを募集して育成して、その方たちに対応していただく方がよろしいので
はないでしょうか。

事務局（渋谷
課長補佐）

　今のご意見ですが、まさに小山委員の本多静六博士を顕彰する会の方たちと連携を図
りながら、一緒に資料を見ながら、解説の方法を覚えていただき、ボランティアとして
解説員をお願いできればと考えております。解説員をお願いできればと考えております。

石井会長

　そうですね。今の本多静六記念室だと、職員を呼んで開けてもらわなければならない
ので、子どもたちが行っても利用しづらいでしょうから、常時開けていただいて、子ど
もたちにも説明できるボランティアがいるというシステムをつくるとよいと思います。
それでは顕彰する会と連携していただいて、このような館ができることはとてもすばら
しいことですから、ぜひ子どもたちが活用できるようやっていただければと思います。
大川先生何かございますか。

大川副会長
　小山先生のおっしゃったように、お恥ずかしい話ですが、私も本多静六を知らない一
人でしたが、文化財保護審議委員をお受けしてからは、少しずつ勉強し、関心を持つよ
うになりました。

石井会長 他に何かございますでしょうか。

小山委員

　少し付け加えさせていただきます。三箇小学校の事例ですが、今から２０年ほど前か
ら、本多静六に関する特別教育を立ち上げまして、本多静六誕生日の７月２日前後の１
週間を「本多静六週間」として設定し、全校各学年に応じた学習を行っています。旧菖
蒲町からもご支援いただき、関係資料を学校に備えました。教室内だけでなく、県が整
備した「本多静六の森」にまで出かけて屋外での学習も行っております。これは他の学
校でもある程度参考になるのではないかと思います。教育委員会のほうでいずれ、タイ
アップしていただいて、市内他校でもやりやすいような教育をやっていただければ、顕
彰会として援助する準備ができています。例えば何年生に本多静六の話をしてください
という依頼はありました。あるいは「本多静六の森」での学習活動などにも対応できま
す。市全体として今後どのように本多静六の教育に取り組んでいくのか、顕彰する会と
して、できることには協力をするつもりでおります。
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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

　これまでは「菖蒲の本多静六」であったわけですね。それをいかに栗橋地区の子ども
や、鷲宮地区の子どもたちにも教えていくか、「久喜市の本多静六」と見られるよう子
どもたちを育てていくということが大切かなと思います。そしてそれは記念館を通じて
育てていくということになるのだと思います。他にご意見があれば、渋谷さんや小山委
員にまでお話ししていただければと思います。以上でよろしいでしょうか。なければ続
きまして、市指定「吉田家水塚」公開要領についてに移ります。事務局からご説明お願
いします。

事務局（渋谷
課長補佐）

資料2　市指定文化財「吉田家水塚」公開要領について
（事務局より資料に基づき要点を読み上げる）

石井会長 何かご質問等ございますでしょうか。

木戸委員
　資料２の１の公開日時の中に「５人以上の団体で事前の申し込みがあったとき」とあ
りますが、非公開となっている日でも公開するということでしょうか。

事務局（渋谷
課長補佐）

公開するということです。

石井会長 栗橋文化会館の休館日の火曜日でも申し込みがあれば開館するのですね。

事務局（渋谷
課長補佐）

同じ扱いになります。

小山委員 申し込みの窓口はどちらになりますか。

事務局（丸山
課長）

文化財保護課になります。

石井会長 これは学校に周知徹底はされるのですか。

事務局（丸山
課長）

今後そうしたいと考えております。
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　　　　　　　審議会等会議録

針谷委員

　お聞きしたいことが２点あります。まず１点目ですが、公開にあたる団体の申し込み
ということで、５人以上という人数の基準をお考えになった理由をお聞きしたいと思い
ます。というのは、２点目にも関係しますが、社会科見学ということで今までもお話し
たところではありますけれども、場合によっては、子どもたちに、知的好奇心をくすぐ
る郷土の学習のできる施設があるということを話をして行ったり、行けない場合でも写
真を展示したり、若しくは資料で説明したりすると、土・日曜日や長期休業日中に行っ
てみたいという子どもたちも出てくると思います。その場合、非公開日でも家族そろっ
て見に行きたいということがあっても、５人以下ということが考えられます。
□あわせて、先ほどの本多静六記念館の件とも重複する部分ですが、ぜひとも小学生に
も分かるような展示をお願いします。低地との関わり、水との関わりなどは、小学校５
年生の社会科で、低地や山地や気候の条件によってどのような生活をしているのか、そ
れらを含めて国土の認識、日本の国土理解にもなるものですから、以上２点について回
答をお願いします。

事務局（丸山
課長）

　まず５人以上とした理由ですが、通常市の施設では、団体を１０人以上としていると
ころが多いようです。ただ１０人集めるのは大変だろうということで、５人くらいであ
れば集めやすいと考え、５人以上としました。また家族で行きたいとか、宿題で子ども
たちのグループで行きたいというような、具体的な事例までは想定しておりませんが、
資料２の１公開日等の「文化財保護課が特に必要あると認めたとき」もありますので、
できる限り対応します。ただしケースバイケースになると考えています。
□それともう１点、小学生でも分かる展示にしてほしいとのことですが、先ほどの本多
静六記念館のようにワークシートで補う等を含めて、子どもたちが教材として活用でき
るような展示にしたいと考えております。

柏浦委員
　確認ですが、水塚の建物自体は屋外にあって、いつでも外からみることができて、中
の展示に関してが、今回の要領に書かれていることにあたるのですね。

事務局（丸山
課長）

その通りです。

石井会長
　他にございますでしょうか。ボランティアの件はどうなりましたでしょうか。吉田家
水塚にボランティアは付かないのですか。

事務局（丸山
課長）

水塚の管理で、公開している日はどう対応するかということでしょうか。

石井会長
　いえ、公開している日の説明者として、例えば水塚について詳しく勉強されている方
のようなボランティアは付かないのですか。子どもたちが来たときに説明できるボラン
ティアは付かないのですか。

事務局（丸山
課長）

　これも本多静六記念館同様、必要であれば、とりあえずは課の職員対応を考えていま
す。しかしゆくゆくは様々な形でご協力いただけるような、個人・団体の育成が必要で
あると考えています。

石井会長 そうですね。文化財保護課だけでは大変ですよね。
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様式第２号（第５条関係）

　　　　　　　審議会等会議録

事務局（丸山
課長）

　通常開館しているときは、シルバー人材センター等に委託して、管理してもらうよう
考えております。それにつきましても、簡単な資料ですが、展示資料の説明、水塚の説
明ができるようなマニュアルを作成しておいて、委託先の職員の方にも簡単な説明がで
きるようにしたいと考えております。

石井会長
　他に何かございますでしょうか。それでは続きまして議事（４）「古民家調査の実施
について」ですが、こちらは先ほどの審議をもちまして（個人情報保護の観点から）非
公開としますのでよろしくお願いします。

事務局（中村
主査）

　本日お配りした資料３－１～４をご覧ください。資料はこれまで収集した旧4市町分
のデータですが、調査時期に開きがあり、現在既に無くなっている家屋もありますの
で、これをもとに、再確認をして、候補を数件に絞りたいと考えています。調査は専門
機関への業務委託を予定しております。現在のところ、埼玉県文化財保護審議会委員
で、鷲宮町史編さん時の古民家調査でも実績のある芝浦工業大学の渡辺洋子教授への依
頼を考えています。年間２件程度の調査を予定しております。調査家屋の絞込みです
が、築50年以上で古そうな民家であること、可能であれば近世の建築であること、あ
る程度の規模を有する建築物であること、建築史学上貴重な特徴を有すること、保存状
態がよいこと、所有者の了解が得られること等を条件として考えております。なお調査
報告書の作成まで含めると、契約履行に相当の期間を要することが予想されるため、本
日委員の皆様からいただいたご意見を踏まえ、調査家屋の選定は今後文化財保護課で進
めていきたいと考えています。よろしくご審議お願いします。

石井会長 質問等ございますか。

田中委員 これは要するに指定文化財にするための調査ということですか。

事務局（丸山
課長）

　将来的にはそうしたことも踏まえて、出せるデータはすべて出して、その中から年に
１～２件程度選んで継続的調査を進めるつもりです。

石井会長 他にいかがでしょうか。この近辺で古民家調査はどこがやっているのでしょうか。

事務局（丸山
課長）

　調査方法は、専門家が行っている場合、文化財担当職員が行っている場合、市町村史
編さん時に行っている場合等があります。久喜市では旧4市町分のデータがございま
す。

田中委員
　埼玉県での全県下での古民家調査は行われていないのですね。恐らく県で行った近代
化遺産の調査データがこの資料３のベースになっているのではないですか。

事務局（丸山
課長）

　このデータ自体はそれだけではないと思います。もうなくなってしまったものも多い
のですが、茅葺屋根の建物等近世の建物も多く含まれていたと思います。旧鷲宮町では
町史編さん時の昭和５５年頃のデータなので、県の近代化遺産の調査にあわせたもので
はありません。
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　　　　　　　審議会等会議録

田中委員

　国の登録文化財もベースは近代化遺産で、前提とすれば、それがそのまま指定文化財
として、移行できたのですが、現在は条件が厳しくなっています。指定文化財でもよい
のですが、現状保存が可能であれば、登録文化財は基準も緩やかなので、街のランド
マークとして観光にも活用できると思います。この候補の中からよさそうなものを登録
文化財にすれば活用がしやすいと思います。

事務局（丸山
課長）

　調査を計画的に進めながらですけれども、田中委員よりご指摘のあった、登録文化財
か指定文化財かは今後検討しながら、この文化財保護審議会でご意見を伺いたいと思い
ます。それから 近県から連絡があったのですが、国の登録文化財の場合、調査官が１
人で全国の調査をしているようなので、候補とする場合早めに県に申請したほうがよい
とのことです。いずれにしましても、計画的に調査を進めてまいりたいと考えておりま
す。

田中委員

　国の調査官は現地視察は基本的にしないと思うのですが、書類審査は年間２万件程度
あるようです。実際には建造物だけでなく、天然記念物もできるんですね。天然記念物
は数が少なく、指定は難しくても、登録でよければ、国の登録天然記念物という形もで
きます。この近辺ですと日本工業大学にある旋盤等も国の登録文化財で、指定文化財で
はありません。建物以外でも登録文化財であれば、各文化財の分類をそのままあてはめ
て登録できます。指定文化財が難しければ登録文化財をうまく活用すればよいと思いま
す。ただし建造物は全国に膨大な数があるので、埼玉県内だけでも１０００件はあるの
ではないでしょうか。市町村によって差異は大きいのですが、県と相談しながら進める
とよいと思います。

石井会長

　それでは古民家調査については、文化財保護課で計画的に進めるということで、何か
ありましたら、文化財保護課までお話しをしてください。以上でよろしいでしょうか。
以上で議案（４）の非公開は解除したいと思います。では、 後に議案（５）「その
他」です。

事務局（渋谷
課長補佐）

・郷土資料館の企画展・特別展の案内について（事務局より口頭にて説明　～略～）
・公職者名簿の公開について（事務局より口頭にて説明　～略～）

石井会長
文化財保護審議委員のお名前、住所、電話番号等が市のホームページに載るようです
が。

事務局（渋谷
課長補佐）

ホームページに掲載されるのは氏名のみです。

石井会長 公職者名簿というのはどちらで管理されるのですか。

事務局（渋谷
課長補佐）

市役所の庶務課で管理します。

石井会長 それは公開されるのでしょうか。

事務局（渋谷
課長補佐）

請求があった場合公開されます。
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石井会長 それでは、氏名、住所、電話番号を掲載してもよいということでよろしいでしょうか。

委員 異議なし

事務局（渋谷
課長補佐）

ありがとうございます。

事務局（丸山
課長）

久喜市教育基本計画策定の意見聴取について（事務局より要点説明　～略～）

石井会長 これは全員が出したほうがよいのですか。

事務局（丸山
課長）

ご意見がある方のみで結構です。

石井会長 他に何かございますでしょうか。

委員 （意見なし）

石井会長
　特に意見がないようですので、今日の議事は滞りなく終わることができました。皆様
のご協力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２４年6月２6日　　　　石井　昇
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