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発　言　者 会議のてん末・概要

事務局（渋谷
課長補佐）

　皆様おはようございます。定刻となりましたので、ただ今より、文化財保護審議会を
始めさせていただきます。
□会議に入ります前に、事務局より3点ご連絡がございます。まず1点目ですが、本日
は１０名の審議会委員の皆様にご出席いただいておりますことから、会議が成立してお
りますことをご報告します。
□２点目は、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、何人も会議が非公開にされたときを除き、会議を傍聴で
きることになっております。本日傍聴席の定員は5名とさせていただきました。傍聴要
領につきましては前回と同様でございます。
□３点目でございますが、同条例第10条の規定により、本日の審議会の会議録は市の
ホームページ等を通じて公開することになっております。会議録では皆様の発言がほぼ
全文に近い形で要点筆記され公開されますので、その旨ご了解いただきたいと思いま
す。また会議録は長期間公開されるため、皆様の発言内容が正しく記述されているか、
会議録を皆様にご確認いただいた後、会長に署名をいただくという手順にしたいと思い
ますがよろしいでしょうか。                                       □

委員 異議なし

事務局（渋谷
課長補佐）

　それではこれより会議に入りたいと思います。はじめに石井会長よりごあいさつをお
願いします。

石井会長 （あいさつ）

様式第２号（第５条関係）

　　　　　　　審議会等会議録

事務局（渋谷
課長補佐）

　ありがとうございました。次に田中教育部長よりごあいさつ申し上げます。

田中部長 （あいさつ）

事務局（渋谷
課長補佐）

　ありがとうございました。それでは、これより議事に入りますが、議事の進行に関し
ては、久喜市文化財保護審議会条例第６条第２項に従い、石井会長に議長をお願いした
いと思います。石井会長よろしくお願いします。

石井会長
　それでは議事に入りたいと思います。 初に平成24年度の事業報告についてでござ
います。事務局からご説明お願いします。

事務局（渋谷
課長補佐）

　それでは議事（１）平成24年度事業報告についてご説明いたします。資料の記載形
式の関係から、説明の重複を避けるためにも、議事（２）平成25年度事業計画につい
てもあわせてご説明したいのですがよろしいでしょうか。

石井会長 　皆様よろしいでしょうか。

委員 異議なし



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（渋谷
課長補佐・栗
原担当主査・
中村主査・巻
島主事・松村
主事）

（資料に従い、各事業項目担当者が説明）

石井会長 　ありがとうごいました。ただ今の説明に対してご質問はございますでしょうか。

針谷委員
　資料「４　文化財の展示に関すること」の指定文化財「吉田家水塚」運営事業の平成
24年度団体見学者ですが、１４団体というのは具体的にどのような団体でしょうか。

事務局（松村
主事）

　１４団体の内訳は、学校関係では鷲宮小学校3年生の社会科見学、栗橋北彩高校1年
生の地理科目での見学がございました。またこの他は、市の事業の一環での公開になり
ます。一例ですが、広報広聴課の「市内めぐり」や自治振興課の野辺地町との交流事業
等がございました。

針谷委員
　こちらの事務局でおつくりになった「吉田家水塚展示案内」は市内の各小中学校並び
に高校に配布はされているのでしょうか。

事務局（丸山
課長）

　ご指摘の資料については送付してはおりませんが、「吉田家水塚」を公開する際、各
小中学校にポスターを配布しております。また今年１月から郷土資料館が小学校の副読
本の内容に合わせた展示「ちょっとむかしの道具たち」を開催しておりますが そのご

課長）
本の内容に合わせた展示「ちょっとむかしの道具たち」を開催しておりますが、そのご
案内を各小中学校に送付する際、「吉田家水塚」や青葉小学校の文化財展示室の案内
と、展示解説もご利用できる旨を明記し周知を図っております。

針谷委員

　これらの資料が教職員の手に渡ることによって、実際に見学して確認してみようとい
うことにつながるわけです。情報というのが教職員にとって非常に大切な部分になりま
すので、こちらの資料をお配りいただけるとよいかと思います。
□それともう一点ご質問させていただきます。資料「９　郷土資料館に関すること」の
「学校教育への支援」についてでございます。小学校の見学団体が6校ございますが、
立地をみると、徒歩で見学に来られる学校が多いと思います。合併によって久喜市の範
囲が広がりましたので、見学に訪れてもらうだけでなく、出前キットを持って出前講座
ができるとより一層よいのではないかと思います。今回の「ちょっとむかしの道具た
ち」で展示している資料を学校の教室に持参し、学芸員の方が解説されるというのはい
かがでしょうか。

事務局（栗原
担当主査）

　小学校の団体見学は６校ありまして、青毛小学校のみバスを使用して見学いただいた
のですが、針谷委員のご指摘のとおり、徒歩で通える範囲の学校が多い状況です。出前
講座のご意見でございますが、今後準備をしまして、順次学校教育への支援は行ってい
きたいと思います。

石井会長 　市域が広がりましたので、出前講座についても今後ご検討いただければと思います。



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

柏浦委員

　資料から今年度の事業内容がよく分かりました。そこで何点か質問があるのですが、
まず「３　文化財の保護に関すること」の「収蔵庫の整備」ですが、本多静六記念館に
隣接する収蔵庫は民具が中心に収蔵されているのでしょうか。どのような内容かを教え
ていただければと思います。□次に「４　文化財の展示に関すること」の「本多静六記
念館展示案内事業」で「展示解説ボランティアの養成」をあげておりますが、展示解説
のボランティアは何名くらいを考えているのでしょうか。
□また「５　文化財の調査に関すること」の「古民家調査」についてですが、今回調査
された久喜地区のＡ家、菖蒲地区のＢ家は文化財指定を考えているのでしょうか。 後
に「郷土ゆかりの人物の基礎データ収集」はどのような人物を収集対象として考えてい
るのでしょうか。以上の点について教えていただけますでしょうか。

石井会長 　それでは質問に順次答えて頂きますでしょうか。

事務局（丸山
課長）

　１点目の本多静六記念館の収蔵庫の件ですが、こちらはまで完成したばかりで何も収
蔵されておりません。新年度に収蔵する予定ですが、それほど大きなスペースではござ
いませんので、民具等の収蔵は難しいと思います。何を収蔵するかについては今後検討
します。
□2点目のボランティアの養成についてですが、小山委員が会長を務めている、本多静
六博士を顕彰する会と協力しながらボランティア養成の連携を図っていきたいと思って
おります。ボランティアの人数については今後顕彰する会と調整を行います。
□3点目の古民家調査につきましては、今年度２件調査を実施しましたが、まずは記録
保存を図り、今後については文化財保護審議会で皆様のご意見を伺いながら進めていき
またいと思いますまたいと思います。
□４点目の人物調査ですが、特定した人物は考えておりません。市内にどのようなゆか
りの人物がいたのかを発掘する端緒として、過去の調査、あるいは文献等から洗い出し
を行うという、第一歩となる調査を考えております。

石井会長 　本多静六記念館のボランティアの件について、小山委員何かございますでしょうか。

小山委員

　本多静六博士を顕彰する会では、解説ボランティア養成のため自主的な勉強会を行っ
ているところでございます。ただし歴史的な展示等もございますので、文化財保護課の
専門的なご指導をいただかないとできません。いずれそうした点も調整の上、勉強会を
進めていきたいと考えております。

石井会長 　他にご意見はございますでしょうか。

新井委員

　収蔵庫の件でご説明願いたいのですが、収蔵庫整備で新しくつくられた６０平方メー
トルの収蔵庫は、どのような構造で、いつ頃から収蔵品を入れる予定でしょうか。
□またこれはお礼という形で申し上げたいのですが、今年度郷土資料館事業の歴史講座
を県立文書館と共催させていただきました。こうした形で市町村と県でここ2年間連続
で歴史講座を開催することができましたこと、また講座の成果をもとに、3月より県立
文書館で「栗橋関所関係文書展2―幕末の動乱と栗橋関所の廃止―」を開催しておりま
すが、お互いの成果を出し合えましたこと、ご協力いただきましたことを併せて感謝申
し上げます。



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）

　収蔵庫につきましては、本多静六記念館自体が旧菖蒲町議会の議場を活用しておりま
す。議場の傍聴席であった部分を収蔵庫として整備しました。収蔵庫は温湿度管理はで
きない構造になっており、5段の棚を１６個入れております。棚の幅からすると、大き
な資料は収蔵できないのではないかと考えております。現在菖蒲地区の農業者トレーニ
ングセンターに出土遺物や図書資料があります。そうした資料を整理していかなければ
ならないと考えておりますので、そうしたものも含めて何を収蔵するかを今後考えてい
きたいと思います。

石井会長 　あそこにある資料をそのまま収蔵庫に収蔵するわけではないのですね。

事務局（丸山
課長）

　ご指摘の通りです。

石井会長 　それでは木戸委員お願いします。

木戸委員

　「８　市史編さんに関すること」の「マイクロフィルム撮影事業」についてですが、
市史編さん事業で大量の古文書を収集されていると思いますが、市の方で所蔵している
古文書類があるのかどうかということと、資料の痛み等を考えてどのように保存してい
るのか、またマイクロフィルムをデジタル化する予定があるのかをお聞きしたいと思い
ます。

マイクロフ ルム撮影につきましては マイクロフ ルムと紙焼本 使い勝手のよい
事務局（巻島
主事）

　マイクロフィルム撮影につきましては、マイクロフィルムと紙焼本、使い勝手のよい
ようにＣＤ－Ｒに焼いた、目録と画像データがリンクするものを作成しております。デ
ジタル化というのは今後検討する必要があるかとは思いますが、現状では行っておりま
せん。

木戸委員

　「２　指定文化財に関すること」になると思うのですが、市内にいわゆる「鎌倉古
道」と称される部分が遺っていると思います。現在文化財指定されてはおりませんが、
なかなか調査ができるわけでもございませんし、伝承に基づくものと思われますが、伊
坂や松永にありますので、歴史的には中世まで遡り得るのではないかと思っておりま
す。近年各地の「鎌倉古道」と言われている場所が開発等によって失われつつあります
ので、調査や保存対策をしていただければということで提案させていただきます。

事務局（丸山
課長）

　久喜市総合振興計画の施策の中に「地域文化資源の発掘」がございます。木戸委員か
らご指摘のありました道等を念頭に置きながら今後検討してゆきたいと考えておりま
す。

石井会長 　他にご意見はございますでしょうか。田中委員いかがでしょうか。



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

　質問ではないのですが、「２　指定文化財に関すること」の「指定文化財台帳整備」
について意見がございます。合併して台帳をつき合わせると、指定名称や員数の表記が
ばらばらだろうと思います。私は2年間市町村へ派遣になった時、合併がちょうどあり
まして、台帳のつき合わせをし、整理しました。今まで懸案だったものがつきあわせて
よい形にまとめていただければと思います。
□それともう一つ「久喜歴史だより」の掲載ですが、文化財の周知についてよい成果が
あるのではないかと思います。そこで一つ意識していただきたいのが、個人の所有者を
意識していただければと思います。指定文化財は公が管理団体としてある場合もあるの
ですが、個人の場合、代が替わってしまったり、変更があった場合忘れられてしまうこ
とがあります。個人で指定文化財を守っていくことは大変なことですし、指定されたと
きの所有者はよく覚えているのですが、何代にもわたると忘れ去られてしまうことがあ
るので、どこかでそうした個人を顕彰することもよいのかなと思います。
□本日は持参しませんでしたが、文化庁では、国宝・重要文化財の個人所有者向けにパ
ンフレットを作っておりまして、非常に大事な文化財を守っていただきありがとうござ
いますという内容で、分かりやすいイラスト入りで配布しています。
□一番大事なことは、市民に知っていただくと同時に、今管理している個人所有者に理
解していただくということだと思います。天然記念物に虫がわき、切られてしまったと
いうことが過去にはありましたので、そうしたことを念頭においていただければと思い
ます。

石井会長 　今の２点についていかがでしょうか。

　２点目のご指摘についてですが、おっしゃる通りと思いますので、今後努めていきた
いと思います。それとあわせて、年に１回文化財保護課から指定文化財管理者へ、文化

事務局（丸山
課長）

いと思います。それとあわせて、年に１回文化財保護課から指定文化財管理者へ、文化
財の維持・管理の補助金を支給することができます。申請書を送付した際に、例えば文
化財が被害を受けた時にご連絡くださいや、すぐにご一報ください等のご案内もしてお
りますので、田中委員のご意見も踏まえて所有者への顕彰等も検討していきたいと思い
ます。

石井会長
　第１点は文化財の指定のあり方も含めて今後調整し、検討していただけるということ
でよろしいでしょうか。

事務局（丸山
課長）

　はい。分かりました。

石井会長 　続けてご意見等ございますでしょうか。



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

武井委員

　はい。１つは、文化財防火デーの周知についてですが、文化財の防火・防犯について
所有者へ周知を図るのは、文化庁から来た文書を市教育委員会から所有者へ出されてい
るのでしょうか。もう１つは実際に防火訓練を行うのかということです。来年度も今年
度同様に事業を行うとのことですが、市内には県指定文化財の建築物があります。例え
ば菖蒲地区の久伊豆神社等ですが、無住や管理人が不在のところは訓練を実施した方が
よいのではないかと思います。
□それと、古写真の調査の件ですが、これは市史編さん関係者とも話をしたのですが、
栗橋地区ではかなりの数の写真が流出しているようです。つまり現在の利根川強化堤防
の工事で家が取り壊されて、写真の問題だけでなく、大きな変化で建物が無くなり、も
のが無くなり、特に文化財的なものが無くなっていくということです。今考えてみると
強化堤防ができる話のあった時点で手を打つべきだったのではないかと思うのですが、
一旦市中に出たものを後から追いかけるのは大変難しい話なので、新たな古写真の発掘
調査とは、どのような形で行うのでしょうか。市内全域が対象でしょうか。地域を区
切って行うのでしょうか。また収集するのに市の広報紙を利用したりと、いろいろなや
り方があると思います。来年度のことなので、ある程度考えが固まっているでしょうか
ら、教えていただければと思います。

石井会長 　１つは防火についてですが、いかがでしょうか。

　防火デーの通知は、県教育委員会からの通知とあわせて市からの文書も所有者へ送付
しております。それから防火訓練等については現在は予定はございませんが、今後検討
したいと思います。
□３点目の古写真の調査方法ですが 具体的な詳細な計画は立てておりません ただ

事務局（丸山
課長）

□３点目の古写真の調査方法ですが、具体的な詳細な計画は立てておりません。ただ
し、平成２５年度は久喜市栗橋町史の近代を扱った通史編下巻を刊行する予定です。ま
たあわせて郷土資料館では秋に特別展で古写真を展示を予定しておりますので、栗橋地
区はもちろん、市内全地区の紹介をしようと思っております。今まで旧市町で収集して
きた古写真が多数ございますが、整理が済んでいないものも多数ありますので、まずは
その整理をします。また新たな資料を発掘するということで、方法等はこれから検討し
ていきますが、広報紙での呼びかけ等を考え、新たな収集の取り組みをしたいと思いま
す。以上です。

石井会長
　武井委員よろしいでしょうか。特に古写真のデジタル化は必要かと思いますのでよろ
しくお願いします。小山委員何かございますでしょうか。

小山委員

　「２　指定文化財に関すること」の「天然記念物パトロール」についてですが、新規
の事業でして、先日パトロールを実施し、報告は未だ出しておりません。
□なぜこの時期に行ったかといいますと、特に落葉樹は葉が落ちてからでないと木の異
常や正確な樹形が分かりませんので、葉が落ちた時期ということで３月を選びました。
来年度は、報告もございますので、１１月か１２月に実施したいと考えております。
□そこで次のことに気づきました。１点目は、管理者と、指定者で十分な意見交換がな
されているかということです。
□また２点目は、木は環境の変化によって、ストレス、衰弱、病気、怪我、枯死に至
る。木は常に健康サインを発信しているが気付かない。瀕死の状態になって気付く例が
多いのが実情のようです。巡回診断の目的は、早期発見にあります。
□３点目は、生物文化財の管理には、関係者に環境と樹木生理と樹木医学の基礎知識に
ついての共通理解をいただく必要を痛感しました。以上役職柄、私の仕事として取り組
んでいかなければならないと考えています。
□また巡回中耳にしたことで、詳細は確認していませんが、県指定天然記念物に関し
て、合併したら補助がなくなったとの声を耳にしました。
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事務局（丸山
課長）

　合併後に補助がなくなったということはないと思います。旧市町の指定を引き継いで
おりますので、改めて補助がなくなったということはないと思います。ただ小山委員が
おっしゃるように、天然記念物も含めて市内の文化財の保護には全力で努めてまいりた
いと考えております。

小山委員
　実際に耳にしたのですが、十分な意思疎通ができていなかったのかもしれません。ま
た後で確認してみたいと思います。

事務局（丸山
課長）

　今まで指定文化財の維持・管理に対する補助金１万円を申請に応じて交付しておりま
すが、これは旧久喜市のみが行っていたもので、合併後は市全体の文化財に対象を広げ
ました。多少ではございますが、ご理解いただければと思います。

石井会長 　上の基準にあわせたわけですね。

事務局（丸山
課長）

　実施しているところにあわせました。

石井会長
　実施しているところにあわせたということで、今後とも小山委員には天然記念物等で
大変お世話になりますけれども、市としては実施しているということでお話していただ
ければと思います。

小山委員 　その旨了解しました。

石井会長 　金子委員ご意見どうぞお願いします。

金子委員

　資料にまとめていただき大変わかりやすかったのですが、５人あるいはもっといる文
化財保護課の職員の方には、案内資料作りから、審議会の資料作りまできめ細かく対応
していただき、さらに要求するのも申し訳ないのですが、私たちの要望にもこうして取
り組んでいただきながら大変ありがたいと思います。
□さらに要求するとすれば、例えば「吉田家水塚」を公開する時や、「本多静六記念
館」を公開する時は、市民にアピールするチャンスですので、広報紙に訪れた方の声や
アンケート等を掲載してみてはいかがでしょうか。「これができてよかった。」という
声もとりあげていただき広報するのはいかがでしょうか。大変なことは分かるのです
が、できるだけ効果的な、教師・学校に対する広報と、家庭・市民に対する広報と工夫
していただき、一番効果的と思うオープンの時期に、参加した人の声や見学している写
真等をできるだけ広報紙でとりあげアピールしてみてはいかがでしょうか。

石井会長
　文化財広報ということなのだと思います。金子委員のご提案ですがいかがでしょう
か。

事務局（丸山
課長）

　郷土資料館が平成２３年度にリニューアルして、平成２４年度の「広報くき」５月号
で特集記事を組み、こう変わりましたということを周知しております。そういうことも
踏まえて、今後も広報紙やホームページ等で今以上に周知活動を行っていきたいと思い
ます。

武井委員 　ちょっとよろしいですか。

石井会長 　武井委員お願いします。
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武井委員 　先ほどの天然記念物の関係で、環境課との関係は何かあるのですか。

事務局（丸山
課長）

　環境課でも保存樹木への補助金を出しておりますが、詳しくは承知しておりません。
１本１０００円か２０００円だったと思います。指定文化財とはリンクしておりませ
ん。

石井会長 　指定文化財と保存樹木とで重複することはあるのですね。

事務局（丸山
課長）

　市内の指定天然記念物が保存樹木であるかは把握しておりません。

石井会長 　環境課のお仕事とのことですが。

武井委員
　例えば天然記念物になっている菖蒲の神明神社は、補助金という点では、環境課で補
助金を交付されたほうが、管理料としては多いのではないでしょうか。その点、神社な
ので、宗教法人だとまた違うのでしょうか。

事務局（丸山
課長）

　詳しくは私も分からないのですが、保存樹木という形で面的に補助金が出ているとい
う話は聞いておりません。

田中委員 よろしいですか田中委員 　よろしいですか。

石井会長 　田中委員どうぞ。

田中委員

　先ほどの補助金が打ち切られたという話がありましたが、県でも予算が削減される傾
向にあると思います。逆に市町村の方が天然記念物には補助金を出されているのではな
いでしょうか。それと予算枠は文化財は小さく、環境関係のほうが近年は整っていま
す。典型的なのはトキですね。トキは文化財保護法の特別天然記念物ですが、増殖に努
めているのは環境省です。そうした文化財指定で環境関係が予算を組んで保護している
という事例はいくつかあります。また行政だけでなく、企業のエコ関係の補助金や事業
で応募できるものもありますので、天然記念物の保護については、もう少し広い範囲の
分野で考える必要があるように思います。
□それからもう１点、マイクロフィルム撮影についてですが、市史編さん事業でマイク
ロフィルム化して保存を図っているということはよいことだと思います。マイクロフィ
ルムはいらないという意見も時々聞かれ、デジタルの時代にマイクロフィルムは不要と
いうことですが、国会図書館等では今でもマイクロフィルムで保存を図っていると思い
ます。デジタル保存ですと、保存形式が変わるとまったく使えなくなるということがあ
ります。マイクロフィルムですと２００年、３００年と保存できると思います。そうし
たツールが無くなれば話は別ですが、そうでなければ旧式なようでも、マイクロフィル
ムで残すというのは、非常によい視点であると思いました。

石井会長 　ありがとうございました。よろしいでしょうか。

事務局（丸山
課長）

　はい。
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石井会長 　その他にご意見ございますでしょうか。大川副会長いかがでしょうか。

大川副会長 　特にございません。

石井会長
　それでは時間の関係もありますので議事を終わらせていただいてよろしいでしょう
か。議事３「その他」については何かございますでしょうか。

事務局（渋谷
課長補佐）

　「その他」として１点ご報告します。今年１月１４日の降雪で、市指定文化財吉田家
水塚の屋根の雪が一気に落下して雨樋が破損するという事故がございました。どのよう
に修復するか建築・設計を施工された業者と相談したのですが、破損の一番の原因は、
「樋持」という金具にあることが判明しました。通常の住宅では、樋持が４５～６０セ
ンチメートル間隔であるのですが、吉田家水塚の場合１間おきにありまして、しかも金
具が上に伸び樋を支える形状でして、重さに弱いということが判明しました。つまり構
造上の問題で壊れてしまいました。それで対策を考え、樋持の数を増やすということも
検討したのですが、今回は雪留めという、瓦から雪が一気に落ちないように金具を付け
て、雪を屋根上で徐々に溶かすという方法をとることになりました。その工事が２月
いっぱいで終了し、３月７日に検査を行いました。そして今日もしくは明日中に足場が
外れる予定でおります。以上ご報告です。

事務局（丸山
課長）

　補足ですが、樋が壊れたのは、「大蔵」・「向う蔵」の２棟ある蔵のうち、「向う
蔵」のみです。それと雪留めについては、屋根瓦の間に差し込んで接着するもので、現
状を変更するものではなく、追加したという内容です。状を変更するものではなく、追加したという内容です。

石井会長 　といことでございますが、よろしいでしょう。

委員 （意見等なし）

石井会長
　それでは委員の皆様のご協力もございまして、大変中身のある審議になりました。あ
りがとうございました。以上で審議を終了したいと思います。

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２5年　4月   2日　　石井　昇
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