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発　言　者 会議のてん末・概要

事務局（池尻
担当主査）

本日は大変お忙しいなか、ご出席をいただきまして誠にありがとうございます。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。私、本
日の進行役を務めさせて頂きます郷土資料館の池尻と申します。よろしくお願い申し上
げます。
会議に入ります前に、事務局から４点ほどご報告とお願いを申し上げたいと思いま

す。まず、１点目でございますが、本日の審議会につきましては、過半数の委員の皆さ
まの出席を頂いておりますことから、文化財保護審議会条例第７条の規定により、会議
が成立しておりますことをご報告いたします。なお、本日の欠席者は、新井浩文委員と
針谷重輝委員でございます。
２点目でございますが、参考資料「久喜市文化財保護審議会条例」をご覧いただきた

いと存じます。本審議会の役割につきまして、再確認をさせていただきたいと思いま
す。所掌事務第２条をご覧ください。読み上げさせていただきます。第２条 審議会
は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議し、かつ、これらの事項に関し必
要と認める事項を建議する。（１）文化財の指定及び解除に関すること。（２）市指定
文化財の修理復旧又は滅失若しくはき損の防止の措置に関すること。（３）市指定文化
財の現状変更の許可及び環境保全のための必要な施設の勧告に関すること。（４）文化
財の買収に関すること。（５）文化財の出品公開に関すること。（６）前各号に掲げる
もののほか、文化財の保存及び活用に関し必要と認める事項。以上の通りでございま
す。よろしくお願い申し上げます。
次に３点目でございますが、「久喜市審議会等の会議の公開に関する条例」第７条の

規定により、本審議会は、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、となっておりますのでよろしくお願いいたします。なお、傍聴人の定員は５人、傍
聴要領についてはお手元にお配りした資料の通りで、前年度と同様となっております。
資料は既にお送りいたしましたが、内容をご確認いただけましたでしょうか。

全委員 　（同意）

事務局（池尻
担当主査）

次に４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一般に公開することになっております。会議録では、委員
の皆様の発言が、ほぼ全文に近い形で要点筆記され、公開されることになりますので、
その旨ご了解をいただきたいと思います。以上でご報告とお願いを終わります。

　委嘱式／教育長あいさつ／審議委員・職員紹介（略）

事務局（池尻
担当主査）

それではこれより会議に入りたいと思います。（１）会長・副会長の選出についてで
ございます。議事の進行にあたりましては、会長・副会長の選出が済むまで仮の議長を
柿沼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。

全委員 　（同意）

事務局（池尻
担当主査）

　よろしくお願いいたします。

柿沼教育長

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、文化財保護審議会条例第６条第１項
の規定に基づき、委員の互選により会長を選出することになっております。ご意見・ご
推薦がございましたらご発言をいただければと思います。

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

様式第２号（第５条関係）

　　　　　　　審議会等会議録

金子委員
引続き石井先生にお願いしまして、審議を進めていただけたらと思います。よろしく

お願いいたします。

柿沼教育長
ただ今、昨年度に引き続いて石井先生に会長をというご推薦がありましたが、皆様い

かがでしょうか。

全委員 　（同意）

柿沼教育長 　ご承認いただけるようであれば拍手をお願いいたします。

全委員 　（拍手）

柿沼教育長
ありがとうございました。拍手多数ということで、全員異議なしという承認をいただ

きました。改めてありがとうございます。では、副会長の方はいかがでしょうか。どな
たかご意見いただけるとありがたいのですが。

柏浦委員 　前年度に引続き大川さんにお願いできればと思います。

大川委員 　どなたか他の方にお願いいたします。

柿沼教育長 　前回に引き続いて大川委員に是非というご推薦がございましたが。

全委員 　（拍手）

大川委員 　どなたか代わっていただけたら助かるのですが。

柿沼教育長長
大川委員、皆様方からご賛同の拍手をいただきましたので、今年度もよろしくお願い

いたします。それでは、会長に石井委員様、副会長に大川委員様で決定をさせていただ
きます。どうぞよろしくお願いいたします。

全委員 　（拍手）

柿沼教育長
それでは、私は仮議長を退任させていただきます。どうぞ２年間よろしくお願いいた

します。

事務局（池尻
担当主査）

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。よろしくお願いいたします。

石井会長 　（あいさつ・略）

事務局（池尻
担当主査）

　それでは、続きまして大川委員お願いいたします。



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

大川副会長 　（あいさつ・略）

事務局（池尻
担当主査）

ありがとうございました。ここで誠に恐縮ではございますが、教育長につきましては
所用がございますので、これをもちまして退席させていただきます。

柿沼教育長 　どうぞよろしくお願いいたします。

事務局（池尻
担当主査）

それでは、議事進行のため配置を換えさせていただきますので、石井会長、大川副会
長はお席の移動をお願いいたします。

　（座席移動）

事務局（池尻
担当主査）

お待たせいたしました。それでは議事進行につきましては、久喜市文化財保護審議会
条例第６条第２項の規定に基づき、石井会長に議長となっていただき、議事を進行して
いただきたいと思います。

石井会長
　皆様のご協力で議事を進行していきたいと思います。よろしくお願いいたします。
始めに、議事録の署名につきましては、これまでの順番を踏襲いたしまして柏浦委員

にお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。

全委員 　異議なし

石井会長
ということで、柏浦委員お願いいたします。それでは、議題（２）市指定文化財の名

称変更について、事務局より説明をお願いします。

事務局（栗原
係長）

説明に入ります前に、資料の訂正がございましたので、お手元に差し替え資料をご用
意させていただきました。こちらの資料をご覧ください。
今回諮問いたしました、名称変更の対象となった文化財は、72件ある市指定文化財

のうちの19件でございます。市指定文化財の名称については、すでに平成25年12月
14日開催の平成25年度第1回久喜市文化財保護審議会、平成26年3月16日開催の第2
回久喜市文化財保護審議会において審議していただいたところでございます。今回の名
称の変更案は、これまでの審議内容を踏まえたものとなっておりますのでご理解願いま
す。
このうち、名称の変更案を差し替えさせていただきましたのは、久喜市指定第23号

「ナシの記念碑」についてでございます。前回の審議会における最終的な変更案は「梨
栽培功労者五十嵐八五郎報恩碑」でございましたが、再度事務局で検討させていただき
ました結果、「ナシの記念碑」の名称変更案につきましては、「埻玉梨の功労者五十嵐
八五郎報恩碑」の方がより適当であると判断し、これを諮問案としたものでございま
す。皆様のお手元には手違いにより、誤ったものを送付してしまいまして、たいへん申
し訳ありませんした。この場を借りてお詫び申し上げます。
「ナシの記念碑」の名称変更案を「埻玉梨の功労者五十嵐八五郎報恩碑」に差し替え

させていただいた理由ですが、次の通りでございます。
第1に、「埻玉梨」という用語は、県内で栽培・出荷される梨の総称、いわゆる埻玉

県産の梨の意味で使用されており、この意味で「埻玉梨の功労者」という言葉は、県内
における梨の普及・栽培の功労者である五十嵐八五郎を形容する上で適当であると考え
るに至ったこと。第2に、文化財の活用という点でも、「埻玉梨の功労者」とする方
が、五十嵐八五郎の功績をより具体的に表現できるとともに、印象深くかつ容易に理解
できるのではないかとの結論に至ったこと。



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（栗原
係長）

以上から、「ナシの記念碑」の名称変更案につきましては、前回の変更案である「梨
栽培功労者五十嵐八五郎報恩碑」ではなく、「埻玉梨の功労者五十嵐八五郎報恩碑」を
変更案としたものでございます。
　この他の18件の名称変更案につきましては資料1の通りでございます。
なお、差し替えには反映しておりませんが、上から3行目の菖蒲町指定第1号 聖観

音菩薩坐像及び厨子の現行名称は、正しくは聖観世音菩薩坐像及び厨子で、観音ではな
く観世音でしたので訂正させていただきます。また、下から3行目以下の指定番号に、
鷲宮町指定第1号及び鷲宮町指定第10号、鷲宮町指定第14号とございますが、正しく
は、鷲教文1号及び鷲教文10号、鷲教文14号ですので訂正させていただきます。以上
でございます。

石井会長 　議題（２）について、ご意見・ご質問等ございますでしょうか。

武井委員
前回の３月１６日の審議会で皆さんで議論した内容が、事務局の考えで、今日の資料

のようになった訳です。前回の会議との整合性を保つ必要があると思います。

石井会長
埻玉梨の記念碑の名称変更について武井委員からご意見がございました。他に金子委

員いかがでしょう。

金子委員
合併前の各市町で付けられていた名称を統一するという点では、非常にすっきりした

と思います。ただ今、武井委員がおっしゃった事については、もう尐し考えてみたいと
思いますので時間をください。

石井会長 　田中委員いかがでしょう。

田中委員

名称は非常にまとまっていいと思います。今、武井委員がおっしゃった梨の用語につ
いては、なかなか難しいかなと思いました。一般的な「埻玉梨」という名称そのもの
は、私はそんなに違和感はないです。ただ、審議の経過をどのようにして名称に反映し
ていくか、確認していかなければならないという気がいたします。

武井委員 　埻玉梨うんぬんではなくて前回の会議内容との整合性の問題です。

石井会長 　今、田中委員がおっしゃった事とは別ですか。

武井委員
それとは別です。これはあくまでも審議会の議論を反映していくということで、名称

というのは、それが全てになってしまいますので、改めて慎重に今日の会議で全体の合
意を得るべきだと思います。

石井会長 　大川委員いかがでしょうか。

大川副会長 　難しい問題ですね。

柏浦委員
確かに、手続き的には武井委員のおっしゃる通りと私も思ったのですが、より適切な

名称にするということであれば、新しい案はよりわかりやすいのではないかという気が
いたします。ただし、手続きには疑問があります。
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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

今、武井委員・田中委員・柏浦委員のおっしゃられている前回の審議の経過を踏まえ
てということですが、新たな名称「埻玉梨」へ変更するというのは、審議会の議論を軽
視するものではなく、それを踏まえた形で事務局から提案されているものでしょうか
ら、それを良として承認してはいかがでしょうか。

武井委員

私自身は「埻玉梨」を名称に含むのはいいと思いますが、厳密にいうと栽培の功労者
ですので、「栽培」を名称に入れるべきだと思います。技術指導者ですから、これで
「埻玉梨の功労者」だけとなると、単なる一農家に過ぎなくなります。やはり、梨の普
及に携わった人ですので、それに見合った名称を付けたいと思います。

石井会長
ただ、広い意味でいえば「埻玉梨の功労者」というのは、ある意味で技術も含めてい

るので良いのではないかと思います。広く考えればですが。

武井委員 　皆さんの総意で決めていただければと思います。

金子委員

よろしいですか。名称の決め方の問題ですが、事務局で示されたこの資料（１）の案
は何の資料に基づいて「埻玉梨」という名称にしたのでしょうか。前回の会議を踏まえ
つつ、このような理由で改称したという根拠が、もう尐しはっきりすれば、武井委員が
おっしゃられたような疑問や考えを持たれている方も納得できるのではないでしょう
か。事務局の方々の議論の経過も説明していただければと思います。そうすれば前の審
議を生かして、その上で事務局の方の議論も生かした名称について、この場で改めて議
論が始まるのではないかと思いますので。

石井会長 　いかがでしょう。その辺は。

事務局（渋谷
課長）

先ほど武井委員からご指摘いただきましたが、決してこの審議会を軽視するというつ
もりではございませんでした。しかし、結果的にそのようにとられても仕方のないこと
でございます。これは事務局の丌手際でございます。率直にお詫び申し上げたいと思い
ます。
なぜ、このような事になったのかという経緯でございますが、前回の３月１６日の会

議の際、「埻玉梨」はブランド名なのかというお話が出ましたが、その後、五十嵐八五
郎の関係が書かれている『埻玉県果実連三十周年記念誌』という本を探しまして、この
本の中に「埻玉梨」という言葉がでてくることを確認いたしました。これは先ほど栗原
からご説明させていただきました通り、埻玉県内で栽培されている梨の総称という形で
使用されています。
それと、前回の会議でも出ましたが、「埻玉梨の元祖」という言葉があります。これ

は資料的な根拠と言うものはないものですから、やはり文化財として「元祖」を使用す
るのはいかがなものかということがございました。ただ、一般的に五十嵐八五郎と言っ
た場合、埻玉県で編さんされた人名事典にも「埻玉梨の元祖と言われている」というよ
うな記述もございます。先ほどの説明にもございました文化財の活用と言う点で、久喜
市が梨の産地としてアピールして行く中で、この記念碑も何らかの形で使用できないか
というような事で、事務局といたしまして「埻玉梨」という文言を、今回入れさせてい
ただいたという事でございます。
今日の審議につきましては、先ほどの武井委員のお話にありました通り、再協議と

いったことで、前回の協議を踏まえました形で、是非審議いただけたらと思っておりま
すのでよろしくお願いいたします。

石井会長 　と言うことですので、金子委員おわかりになりましたでしょうか。
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金子委員 　はい。

石井会長
「埻玉梨」の名称を使わせていただくということですが、新しいところで槙島委員、

今の議論を聞いていていかがですか。

槙島委員
金子委員がおっしゃっていました様に、私も「埻玉梨」という名称はどこから出てき

たのかという事に疑問を持っておりましたので、今の説明を聞けてよかったと思いま
す。

石井会長
ということで、決して前回の会議を否定するということではなく、それを踏まえた形

で、今回再協議ということで名称を付けるといった事です。武井委員のおっしゃられて
いる事についても、説明が行われたと思うのですがよろしいでしょうか。

柏浦委員

再協議ということであればよろしいかと思います。尐し唐突な事務局の説明でしたの
で違和感がありましたが、私達委員の中で前回の会議で決まった名称も時期が来て考え
直せば、より適切なものもあるのではないかと思います。より適切な名称になるという
のであればよろしいのではないかと思います。

石井会長
柏浦委員よりご意見いただきましたが、再協議ということで、積極的な意味で「埻玉

梨」という名称を付けるということでよろしいでしょうか。

武井委員 　はい。いいです。

石井会長 　はい、これでよろしくお願いいたします。

事務局（渋谷
課長）

　ありがとうございます。

石井会長
それでは、諮問の（２）市指定文化財の名称変更については、原案の通り変更すると

いうことで答申してもよろしいでしょうか。

全委員 　（同意）

石井会長
ご了解いただけましたので、議題（２）市指定文化財の名称変更についての審議は終

わりにさせていただきたいと思います。
　続きまして、議題（３）その他について、事務局から報告を求めます。

事務局（中村
主査）

天然記念物の関係で２点ほどございます。資料はございませんが、１点目といたしま
して、下早見の鷲宮神社のマツ並木の伐採についてご報告いたします。昨年度から５本
伐採しておりまして、まず昨年の１０月１６日の台風２６号による倒木で、翌日に伐採
となりました。続きまして、マツノザイセンチュウの被害による枯死が２本ございまし
て、１１月２７日に２本とも伐採しております。それから原因丌明の枯死で今年の４月
９日に２本伐採しております。ただ今１本の様子を見ている最中でございます。以上で
ございます。



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

石井会長 　ただ今、事務局からご報告がありましたが、何かご質問はありますか。

全委員 　（質問・意見なし）

石井会長
樹木については、小山委員に代わり高橋委員がお入りになったということで、高橋委

員はご専門ですので、いろいろとご意見等うけたまわれるのではないかと思います。い
かがでしょうか。よろしいでしょうか。

全委員 　（質問・意見なし）

事務局（中村
主査）

それでは２点目といたしまして、天然記念物調査の結果報告についてですが、４月
２１日に高橋委員と菖蒲神社のフジ、清福寺の大イチョウ、川瀬家のイヌマキの樹勢調
査を行いました。
菖蒲神社のフジについては、１６年前に樹勢の衰退を招きましたが、環境改善により

回復してきています。通常の管理は氏子さんによるボランティア作業が中心で、枝の剪
定や枝締めを定期的に行っています。
清福寺の大イチョウは、本堂に近接しているための極端な枝切り、山門内が狭いため

木の周囲まで全面舗装が行われていて、イチョウのためには必ずしも恵まれている状態
ではありませんが、諸々の条件下では、このような管理をせざるを得ないものと思われ
ます。
川瀬家のイヌマキですが、近隣の市街化の進展で日照り・風通し等多尐影響はありま

すが、生育はほぼ順調ということです。病害虫の問題もあまり無く、枯れ枝等が発生す
ると業者に依頼し、対応されているとのことです。以上です。

石井会長 　天然記念物調査について何か質問ございますでしょうか。

全委員 　（質問・意見なし）

石井会長 　ございませんか。事務局から他に何かありますか。

事務局（栗原
係長）

委員の皆さんの個人情報についてでございます。今後、市の公職者名簿及び文化財非
常災害対策の一環として、県の文化財保護協会の名簿に委員の皆様のお名前、住所、電
話番号を搭載させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。個人情報でござ
いますので、支障のあるという委員さんがいらっしゃいましたら、お申し出いただけれ
ばと思います。

石井会長
個人情報の件は、もし異論があれば、事務局にそれぞれ申し込んでいただければと思

います。よろしいでしょうか。

事務局（渋谷
課長）

尐し補足させていただきますと、公職者名簿につきましては公文書館と各支所で、閲
覧方式で見られるようになっております。そこに各審議会ごとに、お名前、住所、電話
番号が掲載されます。どうしても個人的に出したくないというような場合には、掲載し
ないことができるということです。こちらの審議会につきましては、今までは皆さんの
そういった情報は掲載させていただいております。
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石井会長
といことでございますのでよろしいでしょうか。他に何かご意見ございますでしょう

か。この際ですので何かどうぞ。

全委員 　（質問・意見なし）

石井会長
ありませんでしょうか。では、ご意見が無ければ今日の議事を終了したいと思いま

す。ご協力ありがとうございました。

事務局（池尻
担当主査）

石井会長ありがとうございました。長時間にわたり、ご審議いただきありがとうござ
いました。以上をもちまして本日の会議を終了させていただきます。それでは閉会のご
あいさつを大川副会長、お願いいたします。

大川副会長 　（閉会あいさつ・略）

会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためここに署名する。

平成２６年６月１３日　柏浦　勝良


