
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３回久喜市文化財保護審議会

開催年月日 平成２７年３月１４日（土）

開始・終了時刻 午後２時００分から午後４時３０分

開催場所 菖蒲総合支所４階　ボランティアビューロー他

議長氏名 石井　昇（会長）

出席委員氏名

欠席委員氏名 新井浩文、槙島知子

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

配布資料

平成２６年度第３回久喜市文化財保護審議会次第

資料２　市指定文化財候補一覧　【非公開】

郷土資料館だより　笛の音

会議の公開又は非公開 一部非公開

傍聴人数 ０人

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、針谷重輝

(1)　平成２６年度事業報告について

(2)　平成２７年度事業計画について

(3)　市指定文化財候補の検討について

(4)　現地視察（神明神社樹木名称プレート他）

資料１　久喜市教育委員会文化財保護課　平成２６年度事業報告・平成２７年度
事業計画



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

全委員 （了解）

石井会長 　（あいさつ・略）

石井会長

全委員 　（異議なし）

石井会長

全委員 （了解）

事務局
（中村主査）

　　皆さまこんにちは。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、平成２６年度第３回文化財保護審議会を始めさせていただ
きたいと思います。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３条の規定に
より会議は公開を原則とし、かつ第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。
　ここで皆様にお諮り致します。本日の議題３の市指定文化財候補の検討についてでございま
すが、同条例第５条の「非公開とすることができる会議」として、　第２項に特定の個人を識別す
ることができるもの、第４項に内部における審議、検討又は協議に関することで公にすることに
より率直な意見交換若しくは意見決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間
に混乱を生じさせるおそれ、又は特定の者に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれのあ
るものが、ございます。
　議題３はこれらに該当すると思われるため、会議を非公開としたいと思いますが、いかがでし
ょうか。

事務局
（中村主査）

　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。
　なお、本日は会議のあとに、「神明神社の社叢」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。
　それでは改めまして、石井会長さんからのごあいさつをお願い申し上げます。

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、石井会長さんに議長となっていただき、議事を進行していただきたい
と思いますので宜しくお願いします。

　　では、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します。
はじめに本日の議事録の署名につきましては、名簿順ということで、高橋委員さんにお願いした
いと思いますがよろしいでしょうか。

　それでは、「議題１　平成２６年度事業報告について」と「議題２　平成２７年度事業計画につい
て」は関連がありますので、一括して事務局からの報告を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

発　言　者 会議のてん末・概要

（資料１に基づき説明・略）

石井会長

針谷委員

石井会長 　はい。３点ほど針谷委員からご質問がございました。よろしくお願いいたします。

石井会長

事務局
（栗原係長）

　ただ今、事務局からの報告がおわりました。ご意見、ご質問等がございましたらお願いします
。

　では３点お願いしたいと思います。
　１点目は＜４　文化財の展示に関すること＞の「吉田家水塚運営事業」・「本多静六記念館展
示案内事業」についてです。開館した当時に比べ、年を経るにつれてだんだんと入館者が減少
する傾向にありますが、２７年度に向けて、水塚では来館者やリピーターを増やすためのＰＲ又
は周知方法はどのように考えていらっしゃるか。更に本多静六記念館についても同様ですが、
今回、埼玉新聞の折り込みで本多静六の紹介コーナが６回ほどございました。その点を踏まえ
て、平成２７年度はどのような周知方法を執られるのか、ということが２点目の質問になります。
　もう１点は＜７　文化財愛護思想の普及に関すること＞ですが、今回、新規として出前講座を
実施していらっしゃいますが、以前、私から提案させていただいたものを実施いただいた部分も
あるのかなと思いますが、例えば講師の派遣が９回とございますが、これは小学校でしょうか、
中学校でしょうか、更にどの学年に派遣されたのか、おわかりになれば教えていただきたいと思
います。また、今後さらに派遣の学校を増やしていただければと思いますが、増やすためのＰＲ
方法・周知方法を現段階でどのように考えていらっしゃるか教えていただければと思います。
　以上でございます。

事務局
（渋谷課長）

　私からお答えさせていただきます。
　まず、＜４　文化財の展示に関すること＞の吉田家水塚の来年度の予定ですが、２６年度に
はじめて図書館との共催事業、また地元の栗橋郷土史研究会の方々との共同事業を実施いた
しました。栗橋郷土史研究会につきましては、地元で大変活発に活動されている団体でござい
ます。私どもといたしましては、吉田家水塚を地元の歴史・文化の拠点施設にしたいと考えてお
りまして、これにはやはり地元の方々の協力が大切ではないかと考えております。また、こうい
った研究会の方々の色々なご意見を伺いながら、それに沿った展示内容等を考えていきたいと
思っております。ですから、来年度もこのような民間の団体との共同事業を、来年度も一緒に検
討しながらテーマを決めて行きたいと考えています。まだ具体的なテーマは決まっておりません
。

　また、図書館との共催事業につきましても、今年度がはじめてでございます。大変好評をいた
だきまして、次回も実施したいとのお話もございました。現在、水塚の会場には地図等が飾って
ありますので、これがなけれがもっと雰囲気が出るのにとのご意見もございました。今後は手法
を考えまして、昔話等、お話の会に沿った雰囲気を醸し出せるような会場作りにも工夫していき
たいと考えております。基本的には、今年度の事業を更に拡大していく方向で進めて参ります。

　２点目の＜７　文化財愛護思想の普及に関すること＞でございますが、出張講座を平成２６年
度にはじめて実施いたしました。この９回の内訳でございますが、学校数ですと８校になります。
８校で９回でございます。学年は、小学校は３年生と４年生です。３年生につきましては、これは
「昔の生活」ということで、授業に沿った内容となっております。また、４年生につきましては、こ
れは「本多静六について」というテーマで実施いたしました。この他、中学校が１校ございまして
、こちらは太東中学校から「本多静六と役所の仕事」というテーマで依頼をいただきました。これ
は全校１年生から３年生まで、約４００人を対象に実施いたしました。
　今後の計画・ＰＲでございますが、校長会で資料を配布いたしまして、学校の要望に沿ったテ
ーマでの講座を提案して参ります。校長会の他、指導課の方とも相談しながら、文化財保護課
での出張講座や文化財普及事業等をご活用いただけるよう、先生方へのお働きかけをお願い
して参ります。
　以上でございます。

　よろしいでしょうか。
　では、他にございますでしょうか。



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

武井委員

武井委員 　３件まとめて行うということですね。

武井委員 　カビの被害というのは保管の問題からなのでしょうか。

武井委員 　その保管庫はスチール製ですか。

田中委員 　定期的に例えば虫干し等されることはなかったのでしょうか。

田中委員

石井会長

柏浦委員 　絵画というのは仏画でしょうか。

　いくつかご質問させていただきますが、まずは吉祥院の県指定文化財の３件ですが、これは
来年度の修復が決定しているということですね。

事務局
（渋谷課長）

　はい。来年度の吉祥院の修復につきましては、既に見積等も取ってございます。また、県との
調整も済んでおりますので、４月に入りましたら早々に事業を進めて参りたいと考えております。

事務局
（渋谷課長）

　はい、そうでございます。加えて申しますと、吉祥院は平成１４年にも一度修復を行っておりま
して、その際、京都の業者に委託いたしました。今回も同じ業者と調整しているところでございま
す。

事務局
（渋谷課長）

　専用の保管庫を購入されたそうなのですが、それが湿度の調節が上手くいかなかったようで、
保管していた軸物全てが湿ってしまったそうです。

事務局
（渋谷課長）

　スチール製のようです。導入した際は、保管専用ということで県の補助金で購入したそうなの
ですが、機械の不具合が発生したようで上手く機能しなくなってしまったようです。

事務局
（渋谷課長）

　最近までは年に１、２回程、関係者にお見せする事があり、これが虫干しも兼ねていたような
のですが、たまたまなのか１年以上開けていなかったようです。
　今回発見した契機といたしましては、県から文化財の所在調査の依頼がございまして、文化
財保護課で一斉に文化財を確認したところ、カビを発見したというところでございます。

　スチールというのは保管庫の外側の材質の問題なのでしょうね。
　京都の大きなお寺でも、年に一遍虫干しを兼ねて特別展示として拝観等させています。あのよ
うな形でもいいので、定期的に日を設けてはいかがでしょうか。せっかくの貴重な絵画を拝観さ
せていただけますし、虫干しにもなりますので。県と相談されてこのように公開する方式も考え
てみてはいかがでしょう。同じようにしまいっぱなしにしていますと、また湿気が籠もってしまいま
すから。

事務局
（渋谷課長）

　元の保管庫は廃棄になりまして、新しいものにされたようです。今後は、お話にもございました
ように、定期的に公開していただくか、虫干ししていただくか、そういった形でお願いして参りた
いと思います。

　そうですね。公開等していただければいいですね。是非田中委員がおっしゃられたこともお含
み置きいただければと思います。

事務局
（渋谷課長）

　はい。仏画で３点ございます。絹本着色の「如意輪観音像」「地蔵菩薩像」「五大尊像」の３点
で、鎌倉時代の作品です。



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

田中委員

武井委員

　民俗専門の方にお願いして調査したいと思います。

武井委員 　それはいいですね。

　予算としては委託料でなく報償費で対応いたします。

石井会長 　金子委員、いかがですか。

金子委員

金子委員

武井委員

　これは連動しております。

石井会長 　他にはいかがでしょう。

柏浦委員

　紙に付いたカビはなかなか取れにくいですからね。湿気を含みますよね。
　昔からずっと伝わっているものであれば、基本的には同じような方式で上手く公開しながらす
れば保存できるのかと思います。今は異常気象等もありますがね。

事務局
（渋谷課長）

　大雪等も影響していたようです。去年の２月１４日はかなりの大雪でしたので、それも影響して
いたようです。

　＜５　文化財の調査に関すること＞で、提灯祭りの基礎調査とありますが、これは外部委託で
しょうか。

事務局
（渋谷課長）

事務局
（渋谷課長）

　＜７　文化財愛護思想の普及に関すること＞の指定文化財説明板等設置事業で新設で５基
を予定しているということですが、こちらはどういったものでしょうか。

事務局
（渋谷課長）

　いくつか候補がこざいますが、鷲宮地区では無形民俗文化財の獅子舞が３件ございます。中
妻・西大輪・八甫です。それから、今お話いたしました吉祥院を候補として考えているところでご
ざいます。

　できるだけ予算の許す範囲で多くの看板を付けていただければ、文化財に対する理解もし易
くなると思い、お願いも兼ねて質問させていただきました。

　＜３　文化財の保護に関すること＞の「青葉小学校文化財収蔵庫整理事業」で、民俗関係資
料及び文化財関係書籍等に特化した収蔵庫として再整備とありますね。＜９　郷土資料館に関
すること＞の「収蔵資料の整理」では、郷土資料館の展示等に活かすため収蔵資料を整理しデ
ータベース化を行うとあります。この２つは連動していると考えてよろしいですか。それとも単独
、別々ということなのでしょうか。

事務局
（渋谷課長）

　１点お願いいたします。
　＜７　文化財愛護思想の普及に関すること＞の「文化財・歴史講座」ですが、こちらに｢栗橋城
　の機能と構造－栗橋城の実測報告を兼ねて－」とありますが、以前に伺った気がするのです
が、栗橋城は市外の遺跡ですよね。その遺跡を実測、現地調査したということなのでしょうか。

事務局
（渋谷課長）

　はい。五霞町教育委員会の協力を得まして、こちらから職員が出向きまして実測調査をいたし
ました。この成果は、栗橋町史の通史編上巻に平面図等として掲載いたします。



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

柏浦委員 　わかりました。

石井会長

〔これより非公開とする〕

石井会長 それでは事務局からの報告をお願いいたします。

（非公開案件につき省略）

石井会長

石井会長

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。

　では、以上でよろしいでしょうか。
　続きまして、「議題３　市指定文化財候補の検討について」に入りたいと思いますが、冒頭にご
ざいましたとおり、これより会議を非公開といたします。

　よろしいでしょうか。
　では、事務局から何かございますでしょうか。

事務局
（渋谷課長）

　貴重なご意見をいただきましたので、今後どのように進めていくか、事務局の方でよく協議い
たしまして、次回の審議会でお諮りさせていただきたいと思います。
　議題に戻りますが、先程事業計画の中で針谷委員から、本多静六記念館のご質問がござい
ましたが、私からのお答えから抜けてしまっておりました。来年度、記念館では、企画展を予定
しております。今、考えておりますのは、本多家から彰義隊の頭取で静六の養父であった本多
晋の資料と、日本で４番目の女医であった妻詮子の資料をいただく予定ですので、「養父本多
晋と妻詮子」という内容の展示を実施したいと考えております。事務局からは以上になります。

　意見がなければ、本日の議事を終了したいと思います。よろしいでしょうか。
ご協力ありがとうございました。

事務局
（中村主査）

　石井会長さん、ありがとうございました。
　長時間にわたり、ご審議を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さんお願いします。

平成２７年３月３０日　　　高橋　兼一
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