
様式第１号（第５条関係）

　　　　　　　　　会議概要

会議の名称 平成２６年度第２回久喜市文化財保護審議会

開催年月日 平成２６年１２月１３日（土）

開始・終了時刻 午前１０時００分から１１時００分まで

開催場所 久喜市立郷土資料館　２階視聴覚ホール

議長氏名 石井昇（会長）

出席委員氏名

欠席委員氏名 針谷重輝

説明者の職氏名 渋谷文化財保護課長・栗原係長・中村主査

事務局職員職氏名 渋谷文化財保護課長・栗原係長・中村主査

会議次第

議題

（１）市指定文化財候補の検討について

（２）平成２６年度古民家調査報告について

（３）その他

配布資料

平成２６年度第２回久喜市文化財保護審議会次第

資料１　久喜市の指定文化財一覧

資料２　大輪神社の大蛇作り

資料３　平成２６年度古民家調査結果

連載久喜歴史だより（第３６回）　江戸時代の村の変遷を物語る　大輪神社の藁蛇

平成２６年１０月１１日（土）大輪神社の大蛇作りの様子

会議の公開又は非公開 公開

傍聴人数 ０人

新井浩文・石井昇・大川婦美子・柏浦勝良・金子百合子・高橋兼一・武井尚・
田中英司・槙島知子



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

　それでは改めまして、石井会長からのごあいさつをお願い申し上げます。

石井会長 　（あいさつ・略）

石井会長

全委員 　異議なし

石井会長

事務局（中村
主査）

　皆さまおはようございます。本日は大変お忙しいなか、また、お寒いなか、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、平成２６年度第２回文化財
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中村と申しま
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３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。
　次に２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人でございます。
　最後に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、委員の皆さまの発
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。なお、本日の会議が終わりましたあとに、現在郷土資料
館で開催しております第５回特別展「発掘！縄文時代のむら―地獄田遺跡展―」の視察を予定
しておりますので、よろしくお願い申し上げます。

事務局（中村
主査）

事務局（中村
主査）

　ありがとうございました。それでは、議事進行につきましては、文化財保護審議会条例第６条
第２項の規定にもとづき、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
いますのでよろしくお願いします。　　　　　　　　

　皆様のご協力をもって議事を進行して参りたいと思いますので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、名簿順ということで、金子委員にお願いしたいと思い
ますが、よろしいでしょうか。

　金子委員お願いいたします。それでは、議題（１）市指定文化財候補の検討について、事務局
より説明をお願いします。

事務局（栗原
係長）

　まず始めに、資料の差替え及び追加について説明させていただきます。本日の会議次第でご
ざいますが、展示視察の追加がございましたので、差替えさせていただきました。また、追加資
料でございますが、久喜市文化財指定認定基準、遺跡見学会のお知らせ、郷土資料館の第５
回特別展「発掘！縄文時代のむら―地獄田遺跡展―」の図録を追加してございますので、ご確
認ください。
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　　　　　　　審議会等会議録

発　言　者 会議のてん末・概要

石井会長 　議題（１）について、今後新たに指定する文化財についてご意見ございますでしょうか。

武井委員

石井会長 それについてはいかがでしょうか。

事務局（栗原
係長）

　それでは、市指定文化財候補の検討について、ご説明いたします。資料１をご覧ください。
　現在、久喜市内には９７件の国･県･市指定文化財があります。このうち市指定文化財は７２件
でございまして、内訳は別表のとおりとなっております。これらの指定文化財は、合併前にそれ
ぞれの旧市町で指定されたものであり、新市になってからの指定は、まだ１件もございません。
　教育委員会並びに文化財保護課では、「久喜市総合振興計画」、「久喜市教育振興基本計画
」に基づき、「文化財の保存・継承」と「地域文化資源の発掘」について、計画的に推進してまい
りたいと考えております。このため、今後も貴重な文化財の発掘、保護、継承、活用に努めてい
くため、市指定文化財の新たな候補を検討してまいりたいと考えているところでございます。そ
のため本日は、「市指定文化財候補の検討について」を議題とさせていただいたところでござい
ます。
　なお、これより前に、平成２５年１２月１４日開催の文化財保護審議会におきまして、議題「そ
の他」の中で、市指定文化財の候補について話題とさせていただいたところでございますが、そ
の際、事務局候補案として、菖蒲町小林の島田家文書（鷹場関係史料）、三箇小学校の本多静
六ゆかりの寄せ植えの松、栗橋の鎌倉古道を例としてお出しいたしました。
　また、委員の皆さまからは、３件の候補案が出されました。１つは、宮内純に関連して巌谷小
波（いわやさざなみ、児童文学者）の書簡のお話が。２つ目は、遷善館に関連して井上清兵衛（
顕亮）の墓石のお話が。３つ目に、江面の宝光院にある「亀田先生の墓（亀田貴徳）」のお話が
あったところでございます。
　その後、事務局におきましても、検討を重ねてきたところでございますが、本日はこうした経緯
も踏まえ、活発なご意見をいただけましたらと考えているところでございます。
　なお、今後、話を整理していくうえで、資料２として、１０月１１日土曜日に、鷲宮地区の大輪神
社で行われました「大輪神社の大蛇作り」についてまとめてみましたので、これにつきましてもご
意見を頂けたらと存じます。
　「大輪神社の大蛇作り」につきましては、今年の「広報くき１０月１日号」でも「久喜歴史だより」
としてお知らせしたところでございますが、指定文化財の候補にあげてもおかしくない無形民俗
文化財と考えているところでございます。
　それでは、委員の皆さんの忌憚のないご意見をお願いしたいと思います。

　事務局では、データとなる資料を整備しつつあるのでしょうか。してないから意見を求めるとい
うことなのでしょうか。事務局としての中長期的な方針があるのでしょうか。調査している、してい
ないに関わらず、何らかのデータを出して、それらについて今後計画的に調査していくという、中
長期的な展望のなかで指定を検討するべきではないでしょうか。
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　　　　　　　審議会等会議録

発　言　者 会議のてん末・概要

石井会長 　ということですので、今日は皆さん自由に、候補案についておっしゃってください。

武井委員

石井会長 　ということでよろしいでしょうか、武井委員。

武井委員

石井会長

武井委員 　はい。

事務局（渋谷
課長）

　事務局の方針ということですが、追加資料でお配りいたしました平成２４年に作成した久喜市
文化財指定認定基準が、今後の指定の指針の一つでございます。貴重な文化財を継承してい
くには、これからも指定していく必要があると認識しております。武井委員のおっしゃった一覧表
を出してという段階には至っておりません。その前の段階です。ちょうど１年前の審議会で意見
を出していただいたときに、３件ほど候補案的なものが出ましたが、まだ具体的な内容まではつ
かめていないところです。また、事務局が提示したものにつきましても、具体的な調査は行って
おりません。今日は、皆さまにいろいろご意見を出していただいて、候補となる一覧表のようなも
のをつくりたいと考えています。それを、まずは事務局で調べて、その後、委員さん方の力をお
借りして候補を絞り、具体的に指定に向けていきたいと考えております。

　主旨は了解しました。ただ、資料２の「大輪神社の大蛇作り」をいっきに指定の話に持っていっ
てしまうのですか。

事務局（渋谷
課長）

　この資料２ですが、実は前回いろいろお話をいただいたときに、名称と内容が出ましたが、実
際に指定をしていくとなった場合、名称はもちろん、どこにあって、誰が管理しているのか、それ
から、概要を客観的に見たもの、或いはそれに対する所見のようなもの、そういったものを踏ま
えたうえで、この様式に準じた形でご提案をいただけたらと思い、項目を整理しやすくするため
に、ひとつの様式としてお配りしました。したがって、これを即候補としてご審議いただくわけで
はございません。ただ、先月文化財保護課で調査した際に、文化財として指定してもおかしくな
い内容ではないかということで、その一例として提示させていただきました。

　議題が候補の検討となっていますから、様式という話になってしまうと、結局、文化財の指定
の手順、調書のとり方とか、基本的なものをどうするかということで考えてよろしいですか。

事務局（渋谷
課長）

　様式につきましても、今後皆さんに見ていただく上で、こういった情報も必要ではないかという
ものがあれば、ぜひ追加していただきたいと思います。基本的には、文化財の台帳をもとにアレ
ンジしたものです。ですから、指定文化財となったときに、当然、台帳に登載しますのでそれに
必要な要件として、こういった様式を作ったというわけです。

　様式云々の話はともかくとして、今回、事務局が言っているのは、指定に値するようなものが
あったら、皆さんで自由に意見を出し合うということですので、武井委員、よろしいでしょうか。
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発　言　者 会議のてん末・概要

柏浦委員

石井会長

高橋委員

石井会長 　それはいかがでしょうか。旧久喜市ではどうでしょうか。

　樹木の関係は、環境課で保存樹木・樹林の指定を行っております。

　旧鷲宮町では植物について、鷲宮町史で若干ですが紹介しております。

石井会長 　久喜地区では樹木保存のプレートがかかっていますが、ほかの地区でもあるのでしょうか。

田中委員

石井会長

金子委員

　私も武井委員と同じです。合併もあり、久喜市は非常に広くなりましたので、私は久喜地区は
ある程度分かるのですが、その他の地区はほとんど分からない状況です。ですから、将来指定
する文化財の候補の一覧が必要ではないかと思います。その候補について、資料２にあがって
いるような台帳がないと、指定する基準があいまいになってしまうのではないでしょうか。指定す
るのは１年に１件とか２件というように、慎重に進めていかないといけないと思います。事務局に
は大変でしょうけど、ぜひ、一覧表と基本台帳を作成していただきたいです。その中から、選ん
で検討していくという作業が必要ではないかと思います。

　今、武井委員・柏浦委員がおっしゃっている台帳はゆくゆくは事務局で作成し、それに従って
指定していくのでしょうが、今日はそういうことではなく、こういうものがあるという情報を事務局
に提供していただければよろしいのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

　旧菖蒲町が作成した樹木調査の本は、かなり詳細に調査がされています。菖蒲地区以外でも
、調査をされているのでしょうか。調査資料があれば、候補をあげやすいのではないかと思いま
す。

事務局（中村
主査）

事務局（栗原
係長）

事務局（渋谷
課長）

　合併後、他地域でも同じような保存樹木の看板がかかっています。ですから、保存樹木に関し
ては環境課に問い合わせれば、データは入手できると思います。

　候補リストの問題に絡んでなのですが、旧市町村史からおおまかにリストを作り、さらに審議
会で、一回では終わらないでしょうが、しっかり調査をして確定していくというのが建設的ではな
いかと思います。

　市町村史の中で取り上げられているものをリストアップするということですね。金子委員、どう
ぞ。

　次の資料３というのもご説明いただけるのでしょうが、この数字だけを見ても内容までよく分か
らないわけですよね。これから話を深めていく、調査をしていく前にしなければならないのは、現
状を理解することです。これらの資料に沿って、新しい指定文化財の候補を提案してほしいとい
う話だと思うのですが、もう少し具体的にこの数値の中身について知らなければならないと思い
ます。実際に調査に立ち会ったりしないと、次の話に進まないと思いますが、いかがでしょうか。
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　　　　　　　審議会等会議録

発　言　者 会議のてん末・概要

石井会長

金子委員 　はい。

石井会長 　新井委員、どうでしょう。

新井委員

大川委員

　１週間ほど飾られた後、焼却されるということです。　

大川委員

　合併前に旧鷲宮町で展示を行ったことがあります。

大川委員

石井会長 　指定文化財に値するようなものだと思います。ぜひ検討していただければと思います。

田中委員

金子委員

　金子委員は久喜地区にお住まいの方ですから、久喜の文化財については分かるけれども、
ほかの地区については名称のみで実態は分からないので、その点を理解しなくては、指定候補
の話まで踏み込めないということでしょうか。

　市町村でも文化財指定のための調査は行っていると思うのですが、埼玉県でも例えば、古文
書や近代和風建築の調査など県が市町村に依頼して行った調査が過去に何回かあります。そ
ういった調査の報告書等があると思うので、まずは、そうしたものから各ジャンルの拾い出しをし
たらよいのではないかと思います。
　それと冒頭の話と関係するのですが、資料２で台帳を作るのであれば、最終的には指定が目
的なので、それまでの調査の過程が分かるような記録欄を付けておくとよいと思います。

　大輪神社の大蛇作りを拝見しましたが、大蛇を作る方が年配者ばかりでしたが、出来上がっ
たものを見ると、すごいなと思ったのですが、あれはあの後どうなさるのですか。

事務局（栗原
係長）

　拝見する方が少ないと思いますので、出来上がったものをどこかで展示できないものでしょう
か。

事務局（栗原
係長）

　ああいった例は菖蒲地区では見たことがありませんし、藁であれだけ見事に作れるのはすば
らしいと思います。皆さんが一日がかりで作られて、私は楽しく拝見させていただいたので、子
供さんたちも見れば楽しいと思いますが、いかがでしょうか。

　大蛇作りは保存会として存続しそうですか。無形民俗文化財となると、伝える人がいないと指
定の意味がなくなってしまいますから。

　それは文化財すべてにいえると思います。例えば、お祭でも子供たちが集まらず、どの地区で
も問題になっていると思います。文化財は、物を見せて、興味を持ってもらって、若い人たちを引
き込んでいくというような、連鎖をつくっていかなければいけない時期に来ているかもしれないで
すよね。今後日本の伝統文化をどうしていくのかが問題だと思います。
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田中委員

金子委員

田中委員 　逆に継承していくことを指定の条件とするしかないですね。

高橋委員

槇島委員

石井会長

武井委員 　我々のほうから候補を出さないと難しいのでしょうか。それとも、事務局で出しますか。

石井会長

武井委員 　はい。

　そういう点では、鷲宮地区の千貫神輿なんかは外部の人に呼びかけて、日本中で神輿担ぎを
しているグループがうまくサポートしています。そのような外部の人たちを入れないとできないか
もしれないですね。

　外部の人がサポートするのもいいのですが、来ていただいたら来ていただいたで問題も起きる
ようなこともあったりして、難しいですよね。それで文化が根付いていくのでしょうか。

事務局（渋谷
課長）

　大輪神社の大蛇作りですが、特に後継者はいらっしゃらないようです。例えば、指定をすること
を前提に地元と話し合いを持つことで、それが保存や継承のきっかけとなればいいかなとも考
えております。

　その関係で参考になるか分かりませんが、地元の方が小学校の校長先生に、村祭りのことを
子供たちに知らせてもらうように頼んだそうです。その結果、普段の１０倍近く子どもたちが集ま
りました。

　鷲宮東中学校では、地域の方をゲストティーチャーとして招いて６回ぐらいにわたって様々なこ
とを教えていただいています。地元のことですので、例えば大蛇までは作れなくとも、子供たち
は藁を撚ることはやったことがないでしょうし、大蛇作りという行事を知る機会にもなり、地元と
学校とのつながりもできるよいきっかけになると思います。

　無形民俗文化財の指定と後継者の問題は非常にリンクしているという感じがいたします。その
ような意見をもとに、今後、指定物件について考えていくということでよろしいでしょうか。

事務局（渋谷
課長）

　埼玉県の例を申し上げますと、事務局で案を出して審議会にかける、或いは審議会の委員の
先生からもご提案をいただくというように、両方から候補を出して審議をしているようです。久喜
市といたしましても、できればそのような形で、次回までには一覧表のような形で候補をあげて
いきたいと思っております。できれば、委員の皆さまからも、それぞれ地元に詳しい方や、市町
村史関係で詳しい方もいらっしゃいますので、候補がありましたら、項目だけでもかまいません
ので、この場でなくとも、文化財保護課に直接ご意見いただければ、次回の審議会ではそういっ
た提案も含めて、一覧表にできたらと考えております。

　事務局と委員の皆さんの両方から候補を出して、いいものを指定していくということで、武井先
生、それでいかがでしょうか。



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

石井会長

石井会長 　という報告でしたが、何かご質問はございますでしょうか。

田中委員

石井会長 　該当するものはありますか。

田中委員

　それでは、議題（２）の平成２６年度古民家調査結果報告について、事務局から報告をお願い
します。

事務局（栗原
係長）

　資料３をご覧ください。本年７月から１０月にかけて、久喜市内の古民家建築について職員に
よる調査の結果をまとめたものでございます。なお、この調査は、埼玉県近代和風建築総合調
査を兼ねて実施したものでございます。名称、所在地、所有者、建築年代、種類、保存状況など
を、一件一件訪問しまして、調査いたしました。
　今回の調査により、久喜市内で８９件１２４棟の古民家建築が確認できました。件数と棟数が
異なるのは１件のお宅に門や蔵など複数の対象がある場合があるためです。前回の調査結果
２３７件３２１棟と比較して、件数で６２．４％の減、棟数で６１．４％の減となり、市内における古
民家建築が減少していることが分かりました。
　地区別にみると、特に栗橋地区で、件数が８８．９％の減、棟数で９１．９％の減となり、古民家
建築の急激な減少があったことがわかりました。これは利根川堤防強化事業の進展に伴うもの
と推測されます。
　建築年代別にみると、幕末期が２１．０％、明治期が４５．０％大正期が２０．２％となり、幕末
期から大正期の建築物が多数を占めました。建築年代が明らかな最古の建築物は嘉永６年（１
８５３）のもので、最新の建築物は昭和３８年（１９６３）のものとなっております。
　種類別にみると、一般住宅が３２．３％、蔵が３３．０％、物置･納屋が１７．７％、門が９．７％、
店舗が７．３％、となっております。
　なお、今回の調査では対象となりうる建物であっても、空き家等で保存状態が悪いもの及び所
有者等から調査対象除外の申し出があった場合、調査から外しました。以上でございます。

　久喜市の店舗が９棟ということですが、登録有形文化財に該当するようなものはないのでしょ
うか。川越などは登録有形文化財に登録された店舗を活用しています。登録有形文化財に該
当し、所有者の了解が得られたなら、申請すべきではないでしょうか。商売にうまく利用して、そ
れが町おこしにもつながると思います。

事務局（渋谷
課長）

　事務局では、登録有形文化財にしたいというような要望は今のところ聞いておりません。制度
が広く理解されていないということもあると思います。登録有形文化財というだけで宣伝になって
、いいとは思いますが、実際改築したりというときに多額の費用がかかるという問題があります
。もちろん、登録有形文化財にしたいというご相談があれば、こちらでも検討したいと思います。
また、今回調査対象となった中の１件で、指定文化財にできないかという相談を受けました。家
を直したいということなのですが、今の久喜市の補助制度ですと、最高で１００万円の補助金で
す。その家は江戸末期建築の茅葺屋根です。直すとなると１億円近くはかかると思われるので
、１００万円ではとうてい足りないということと、指定文化財となると、現状変更の問題等も出てき
ますので、現実的に難しいということをご説明しました。

　おそらく、制度として知られてないと思います。やはり、古民家調査等の接触のあるときに、登
録有形文化財のような制度があることを伝えるべきだと思います。



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

石井会長

田中委員

石井会長 　久喜市にもそういったものがあると、訪れる人が増えて活性化しますね。

新井委員

石井会長 　いかがでしょうか。

柏浦委員 　調査というのは専門家に依頼して行うのですか。

石井会長 　久喜地区の古民家はどちらが調査したのですか。

　芝浦工業大学です。３日間調査を行い、その後補足調査を２日間程度行っております。

　久喜の本町通りの古い商店等は修復しましたが、町場の雰囲気のある商店として、とてもいい
ものが残っていますよね。田中委員のおっしゃったように、市が牽引をしていくと、申請しようと
する人が増えるかもしれないですね。

　おそらく、県内でもかなりの数が登録されていますし、建築物だけでなく、指定文化財と同じジ
ャンルが登録できます。補助金の必要もありませんし、久喜市にもあるといいと思います。

　田中委員の意見に関連して、身近な例ですと、幸手市内で最近国登録有形文化財の登録が
あり、街カフェとして若い人に人気です。観光スポットの一つとなっているようです。さきほど所有
者の問題があったと思いますが、場合によっては所有者が維持するのが困難ということもありま
す。そのようなときは市とか商工会が買い取ったり、借りたりして、登録有形文化財にして、観光
スポットにするという動きがあるようです。
　これは別件ですが、前回の調査と今回の調査までの間にどのくらい期間があったのかというこ
とと、短期間でこれだけの数が減っているとなると危機的な状況なので、今の段階で残っている
ものについて、少なくとも現状記録は取っておくべきだと思いますが、この点について検討の余
地があるのかどうかお聞きします。
　特に栗橋宿は強化堤防事業の関係で、宿場を形成している主な家屋が壊されてしまいました
。壊れてからでは遅いので、そういう調査を行うべきだと思います。

事務局（渋谷
課長）

　前回調査が行われたのは、一番古いものが鷲宮地区の昭和５５年で３５年以上たっておりま
す。一番新しいもので栗橋地区の平成１９年で７年たっております。また、古民家建築に関する
調査は一昨年２件行いました。費用にしますと、１件約５０万ほどかかりまして、それでも足りな
いぐらいでした。この調査を行って１番感じましたことは、調査の対象となるお宅に大変な負担
がかかり、安易にできるものではないということです。ですから、今回調査した古民家の記録保
存ということでは、例えば、取り壊しの際に間取りだけとらせていただくといった形で対処していく
のが現実的ではないかと考えます。

事務局（渋谷
課長）

　前回は２件のうち１件は芝浦工業大学の建築科に、もう１件は伝統技法研究会という古民家
を専門に調査する機関に調査を依頼しました。

事務局（渋谷
課長）
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石井会長 　１週間ですか。大変ですね。他に何かございますでしょうか。

金子委員

田中委員

　間に合えば、記録保存という形で対応していくしかないと考えております。

石井会長

全委員 　（同意）

石井会長 　続きまして、議題（３）その他について、事務局から報告をお願いします。

石井会長

　事務局がおっしゃったような取り壊す前の調査では、文化財の継承という視点では遅いので
はないでしょうか。早めに調査して保存を考えるべきではないでしょうか。

事務局（渋谷
課長）

　建造物の場合には、所有者が市に寄贈したいなどとなったとき、解体･移転と言う形をとると、
大きい家ですと、１億から２億かかります。さらに茅葺屋根ですと、その維持費もかかります。財
政的にも建造物の調査・保存は難しいというのが現状です。

　平成１９年が新しい調査ですから、東日本大震災以降、耐震基準の関係で壊された建物は相
当あると思います。遺跡ではありませんが、記録保存ということになるでしょうか。

事務局（渋谷
課長）

　なかなか難しい問題ですので、古民家調査報告については、以上の説明でよろしいでしょうか
。

事務局（栗原
係長）

　指定文化財への補助金・交付金の現況についてご報告させていただきます。
　今年度、市指定文化財補助金要綱を見直し、新たに指定文化財維持等交付金交付要綱を制
定いたしました。
　まず、交付金でございますが、新たに制定した指定文化財維持等交付金交付要綱に基づき、
文化財の維持管理のため、一律１万円の交付金を交付しております。今年度は、現在のところ
対象６０件のうち５３件の申請がございました。未申請７件のうち３件は、申請を希望しないとの
ことでした。
　補助金については、久喜市指定文化財補助金交付要綱を見直し、補助率を３分の２から２分
の１に変更いたしました。今年度はこれに基づき、９件の文化財について補助金を交付しており
ます。内訳は、鷲宮催馬楽神楽に２５万円、除堀の獅子舞に１５万円、八甫の獅子舞・西大輪
の獅子舞・中妻の獅子舞棒術に各５万６千円、久喜八雲神社の山車行事（天王様・提灯祭）に
２１万円、上清久八坂神社の山車行事に９万円、八雲神社の神輿に２万円、鷲宮神社のマツ並
木に１９万円となっております。
　補助金については、厳しい財政状況から全庁的に見直しを求められています。今後、このよう
な補助金のあり方について皆さんのご意見を伺うこともあると思いますので、よろしくお願い申し
上げます。以上です。

事務局（中村
主査）

　続きまして、お配りしましたチラシについてですが、来年の１月１７日の土曜日に、利根川の強
化堤防事業に伴う栗橋宿本陣跡・栗橋宿跡の遺跡見学会を行います。お時間のある方は、ぜ
ひ、ご見学ください。

　他に何かございますでしょうか。資料館特別展示の視察も予定しておりますので、これをもっ
て議事を終了させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
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全委員 　（同意）

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１２月２４日　金子　百合子

事務局（中村
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。
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