
発　言　者 会議のてん末・概要

事務局
（堀内課長）

　それでは定刻となりましたので、平成２９年度第２回文化財保護審議会を開催いたし
ます。
　本日は大川委員から都合により欠席の旨のご連絡をいただいておりますので、ご報告
いたします。本会議は審議会等の会議の公開に関する条例に基づき原則公開としており
ます。
　また、本日の会議内容は録音させていただき、後日同条例に基づき会議録を公開いた
しますのでご了解をお願いいたします。
　それでは議事に入ります。議事の進行につきましては文化財保護審議会条例第６条第
２項の規定により会長にお願いしたいと思います。
　どうぞよろしくお願いいたします。

石井会長

　はじめにただ今の出席者数は９名でございます。この人数は条例第７条第２項の規定
に基づく定足数に達しておりますのでご報告いたします。それでは早速議事に入りたい
と思います。
　はじめに「議題１　平成２９年度新規設置の指定文化財の説明板の文章について」で
す。
　皆様のお手元にございます資料をもとに、委員の皆様からのご意見を伺って参りたい
と思います。何かご意見はございますでしょうか。

柏浦委員 　よろしいですか。

石井会長 　はい、どうぞ。

柏浦委員

　非常に良くまとまっている文章だと思うんですけど、よくわからないので質問なので
すが、最初に「上清久八坂神社では山車行事が行われている」と書かれていますが、こ
れは神社が行っている祭りと言っていいのでしょうか。それとも、上清久地区でお祭り
を行っているということなのでしょうか。その辺りがわからないので教えていただきた
い。

石井会長 　いかがでございましょうか。

事務局
（堀内課長）

　久喜の八雲神社の山車行事もそうなのですが、あくまで神社の山車行事ということ
で、一般的にご案内しているものですから。地区というよりは神社ではといった方が良
いと思います。ただ、あまり宗教色が強くなると敬遠される恐れもありますので。

石井会長 　いかがでしょう。

柏浦委員 　わかりました。

石井会長 　続きまして、いかがでしょう。

新井委員 　では、ひとつよろしいでしょうか。

石井会長 　はい、どうぞ。

様式第２号（第５条関係）

　　　　　　　審議会等会議録

1



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

新井委員
　後半の部分で「子供たちが『あーらーらー』と声を上げながら」という部分がありま
すが、この「あーらーらー」はひらがな表記の方がいいのでしょうか。それとも民俗学
ではカタカナ表記が多いのですけれども、その辺はいかがでしょうか。

槇島委員
　カタカナでも良いかとは思うのですが、この場合は子供たちが「あーらーらー」と
言って回るということであって、民俗語彙としての漢字が当てはまらないからというも
のではなかったので、ひらがなを採用しています。

新井委員 　例えばその２行前のツジギリは民俗用語としてカタカナにされているわけですよね。

槇島委員 　はい。民俗語彙としてあるかと思いますので。

新井委員 　漢字に当てはまらないということですね。掛け声ですものね。

槇島委員 　そうですね。掛け声ですね。

新井委員 　どちらがいいのでしょうか。

柏浦委員 　ツジギリというのはカタカナの方がいいのですか。

新井委員 　漢字で表記する場合もあると思いますけど。

槇島委員 　この場合はカタカナで、民俗語彙として扱わせていただけたらと思います。

柏浦委員 　そうですか。

槇島委員 　漢字ありきというよりも、言葉ありきで、ここでは伝承されてきたのだと思います。

石井会長
　いかがでございましょうか。
　今、草案を作っていただいた方からのご説明があったわけですけれども。

武井委員 　ちょっといいですか。

石井会長 　はい、どうぞ。
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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

武井委員

　２行目の「かつては」から３行目の「されている」までの文章なのですけれども、
「かつては毎年旧暦六月七日から六月十五日まで行われる」を「行われた」にした方が
良いということが１つ。「かつては」というのが、「邪気を祓ったとされている」まで
全て含んでいるということでしょうか。そうすると、先ほど事務局の方で言っていた、
なるべく宗教色を匂わせないようにという話かもしれませんが、「邪気を祓った」とい
うのは宗教関係ではないので、今も「邪気を祓う」という意味合いがあるのかというの
が１つ。
　それから「天王組と呼ばれる人たち」とあるが、これが唐突なので、本村・新田・東
の三耕地と天王組との関係について一言説明があった方が良いかと思います。天王様の
天王であると思うのですが。
　私が生まれたところでは町に上と下があって、その真ん中の１組だけ「宮本組」と
いって、祭りの準備、取り仕切り、いわば行事役が専門で、担ぎは一切やらないのです
ね。そういう集団なのでしょうか。この天王組も山車引きはやるのか、やらないのか。
多分１年交代で祭りの当番を務めるのでしょうか、天王組というのは祭りの当番を務め
る人たちを呼んでいるのでしょうか。

石井会長 　その辺はいかがでしょう。

槇島委員

　確かにご指摘の通りだと思います。「六月十五日まで行われる」は「行われた」の方
が良いと思います。それから、後半の天王組という言葉なのですが、１年交代の当番さ
んは１年交代なのですが、天王組というのは家々で、この家は天王組の家だとか決まっ
ていて、毎年天王様に関わっている家のことですね。それを明確に入れるとなると少し
文章全体を直さないといけませんね。

石井会長 　それは入れないと、武井さんの言ったような混乱が起こるかもしれませんね。

槇島委員 　確かに少しその辺はわかりづらい文章ですね。

武井委員
　それは簡潔に入れられますかね。
　入れられなければ無理して入れる必要ないですね。

石井会長 　それを入れないと文章が正確にならないのではないでしょうか。

柏浦委員
　僕も各耕地ごとの当番に当たった人が天王組になるのかと、そういう人が固定でいる
のかと思いました。

石井会長 　そう読んでしまいますよね。

槇島委員 　その辺りは３行くらい全体的に直さないと難しいような気がします。

武井委員
　全体的に行数が著しく増えてしまうと色々と問題があるのであれば、どこか調整が必
要になりますね。行の間が空いているようであれば、１行くらい説明を入れてもらった
方がいいですね。

槇島委員
　「１年交代の祭りの当番と天王組と呼ばれる人たち」というのはいかがでしょうか。
簡単に変えるとすると、天王組の説明は出ていませんが、このようになるかと思いま
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
　下手をすると、柏浦先生みたいに「１年交代の天王組」と読んでしまう可能性もあり
ますから、その辺の工夫をした方が良いですね。

事務局
（堀内課長）

　事実関係を整理させていただきます。今回、槇島委員と事務局とで聞き取り調査をし
た中で、天王組については、各耕地３名ずつ世襲により組織されています。

石井会長 　その内容を入れられたらどうですか。

武井委員 　かなり明確になると思います。

石井会長 　槇島先生、どうですか。

槇島委員 　全体の文量が大丈夫でしたら、入れた方が良いと思います。

石井会長
　その方が文章が明確になるし、分かりやすくなりますよね。
　いかがでしょうか。

全員 　（異議なし）

石井会長

　それでよろしいですね。また、「行われる」を「行われた」に直すのもよろしいです
ね。
　ほかにございますでしょうか。
　先ほどの「あーらーらー」については結論が出ていませんが、ひらがなにしますか、
カタカナにしますか。

武井委員 　これは民俗用語ではないですよね。

新井委員
　掛け声ですね。
　これはどちらの表記が良いのでしょうか。
　「ヨイショ」などもカタカナにすることがありますけど。

武井委員 　一応、カギ括弧で括っていますからね。

石井会長
　普通はこのような掛け声の場合、どちらを使いますか。
　ひらがな表記ですか。カタカナ表記ですか。

柏浦委員 　カタカナのような気がしますね。

新井委員
　カタカナですね。例えば秩父夜祭で「ホーリャイ」という掛け声がありますが、
「ホーリャイ、ホーリャイ」とカタカナ表記をしますよね。

石井会長 　春日部のヤッタリ踊りもカタカナ表記ですよね。
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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

髙橋委員
　この「あーらーらー」は菖蒲の地域では「あーらーらい」と「い」を入れて言います
けど、上清久では「あーらーらー」なのでしょうか。私たち菖蒲の人にとっては「あー
らーらい」なのですが。

石井会長 　違うのですか。

髙橋委員 　「い」が入るのですよね。

石井会長 　槇島先生、それは大丈夫ですか。

槇島委員
　言う人によって若干の違いはあったのですが、過去の資料で「あーらーらー」と言っ
ていたのと、実際に「あーらーらー」と仰っている方がいましたので、そちらで書いて
います。

石井会長 　今は正確にどちらなのでしょうか。

事務局
（堀内課長）

　聞き取り調査では「あーらーらー」と仰っていました。祭りに参加している現在の人
は「あーらーらー」と言っています。多分お獅子様の発声は一緒なのだと思います。

柏浦委員 　意味はあるのでしょうか。単なる掛け声ですか。

事務局
（堀内課長）

　地元の人もわからないので、意味はないのかもしれません。

槇島委員
　「あーらーらー」と言っている人と「あーらあらー」と言っている人がいましたが、
数件のみ「あーらあらー」と言っていて、「あーらーらー」ですかと何度も確認して
「あーらーらー」にしました。

石井会長 　菖蒲では何か意味があるのですか。

髙橋委員
　意味はわかりませんが、この言葉を発しながら座敷の上を祓っていたから、祓いの意
味があるのでしょうかね。

齋藤委員
　よく神道の関係で、神様に掛ける声はわりと母音の多い声で、「あー」と音を鳴らす
ことに意味があるのだと宮司さんが言っていたことがあります。「あー」という音自体
が邪気を祓っているそうです。

石井会長
　そうすると、単純な掛け声ではないからカタカナ表記の方が良いと言うことになるの
でしょうか。

5



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
（堀内課長）

　神輿を担ぐときに「セイヤ、セイヤ」とか「ヨイショ、ヨイショ」とかありますが、
どちらの表記もあるかと思います。ツジギリなどの民俗用語になってくると、ある程度
カタカナの方が良いかとは思いますが、ひらがなでなければならないとか、カタカナで
なければならない、ということはないと思います。
　それから武井委員から邪気を祓ったということについて、現在もあるのかということ
ですが、多分現在祭りに参加している人たちの意識としてはないのではないかと思いま
す。

武井委員
　それについては、邪気を祓ったという過去形にすれば、すんなり読めるのではないか
と思います。

事務局
（堀内課長）

　なるほど、そうですね。

槇島委員
　私も、ひらがなでもカタカナでもどちらでも良いと思いつつ、ひらがなにした理由と
しましては、子ども達の掛け声なので、ひらがなの方がやさしい雰囲気が出るのではと
考えたからでして、カタカナにしたくないという意味ではありません。

事務局
（堀内課長）

　今回事務局の方で八坂神社の山車行事の調査を通じて、お獅子様の流れについては、
今までは山車行事とは別個に捉えるという印象を受けていたのですが、聞き取りをして
いく中で、少なくとも今祭りに参加されている人たちの中では、山車行事とお獅子様は
一体のものだという意識があることがわかり、面白い調査結果が得られました。なの
で、是非この文章は入れた方が良いだろうということで、槇島委員からお話をいただ
き、このような形で文章に入れていただきました。

石井会長 　どうしましょうか。このままでよろしいでしょうか。

武井委員
　どちらでも構いませんが、看板になると公的になるので、そういう意味では表記を統
一した方が良いと思います。

石井会長
　ただ、槇島先生が言われたように、子どもの表現ですので、ひらがなもありなのかと
思います。田中先生、いかがでしょう。

田中委員

　こういうものは語尾が変わったりして、どんどん変わっていってしまうのでしょう。
　「あーらーらー」という言葉を使うことに意味があればいいのですが、括弧書きにし
てしまうと意味が問われてしまうので、であれば、「子どもが声を上げながら」という
形で書いてしまうのも１つの方法かと思います。

石井会長
　田中先生が言われたように、「子どもが声を上げながら」というように「あーらー
らー」をカットしても良いのではないかということについて、いかがでしょうか。

槇島委員

　もちろん文章的にもカットしても問題ありませんが、聞き書きをしたときの「あー
らーらー」という雰囲気がすごい好きだったものですから。また、過去の文献の中でも
「あーらーらー」ということをわざわざ入れていたということから、それだけ土地の
方々に思い入れがあるのだと思います。
　確かに「あーらーらー」という人と「あーらあらー」という人とか微妙な違いがあり
ますし、きちんと決まっているわけではないという意味では、ここに書いてしまうこと
はどうかとも思います。
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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

田中委員 　「叫びながら」だと何を言っているかわからないのですよね。

槇島委員 　「あーらーらー」を入れると臨場感は出るのかと思います。

田中委員
　今後、色々なところに民俗の歌とか声とかを入れた看板を作るかもしれないので、ひ
らがなかカタカナか、この機会にどちらかある程度見ておいた方が良いと思います。
　確かにひらがなはやわらかい感じがしますよね。

石井会長
　子ども達が「あーらーらー」と叫ぶのは教わっているからですか。教わっていないの
ですか。

槇島委員
　多分教わっているのだと思います。昭和27年生まれの方２人に聞き取り調査をしまし
たが、その１人も子どもの頃に「あーらーらー」と言っていたそうです。

田中委員 　伝承されてますね。

石井会長
　そうすると、入れた方がよろしいのでしょうか。
　田中先生、いかがでしょうか。

田中委員 　私も入れた方が良いと思います。雰囲気が出ますから。

新井委員 　ひらがな表記、カタカナ表記については、事務局の方で判断していただきましょう。

武井委員
　町内では獅子舞の方でも同じことをやっていれば、それと表記を統一するという手も
ありますしね。

事務局
（堀内課長）

　今インターネットで調べてみましたが、特にありませんでした。
　よく子ども達がやる「あーららこらら」はひらがなで出ていましたけれども。印象と
してはひらがなとカタカナのどちらもあるのだと思います。

田中委員
　どちらが正しいとか間違っているとかいう話ではありませんよね。
　逆にツジギリという民俗用語を大体カタカナにしてしまいますから、こういう掛け声
はひらがなにしていいのかもしれません。

事務局
（堀内課長）

　この部分については括弧書きになっているので、それほど文意が誤解されることもな
いのではないでしょうか。

田中委員
　言葉を発したという形になりますよね。カタカナを発するというよりは普通はひらが
なを発すると思うので、それで良いのではないでしょうか。

石井会長
　それでは、ひらがな表記といういうことで、このまま槇島先生がお書きになった表記
でよろしいでしょうか。
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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

全員 　（異議なし）

石井会長 　ほかにございますでしょうか。

柏浦委員 　よろしいでしょうか。

石井会長 　はい、どうぞ。

柏浦委員

　最後から2行目なのですが、「提灯を飾った山車を引き廻し」と書いてあるのですけれ
ども、次が「クライマックスになると山車同士がぶつかり合い」と主語が山車になって
います。かと言って「山車をぶつけ合い」にすると荒々しくなってしまうのでどうかと
思うのですが、その辺りが気になりました。

石井会長 　その点についてはいかがでしょう。

槇島委員 　そう言われるとそうですね。

柏浦委員
　山車を引き回すのは住民なのですが、後段の方では山車が自然とぶつかり合っている
ようになってしまっています。実際には山車をぶつけているのは住民なのですが、その
まま書くと荒々しくなりすぎてしまいますね。

槇島委員
　山車同士をガンガンとぶつけ合うリアリティを出したいと思うのですが、どのような
表現が良いのでしょうか。

新井委員 　「山車同士をぶつけ合い」で良いのではないでしょうか

柏浦委員
　文脈的にはそうですよね。ただ、そういう荒々しいところを説明板に使っていいもの
でしょうか。

武井委員

　数百の提灯を飾った山車の部分も「飾った」と「飾られた」では文章が変わってきて
しまいますよね。主語ははっきりさせた方がいいと思います。
　「提灯を飾って山車を引き廻し、クライマックスには山車同士をぶつけ合う。」
　よくある話ですからね。

田中委員
　鷲宮では「ひっかわせ」というものがありますよね。集まってぶつけ合うというより
は、太鼓をたたき合ったりしてますね。

武井委員 　祭りの中で、ぶつけ合いを表す言葉があるのでしょうか。

柏浦委員 　必ず山車をぶつけ合うのでしょうか。

事務局
（堀内課長）

　久喜の提灯祭と同じように花棒のところを合わせながら、息合いを合わせてぶつけま
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

柏浦委員 　山車同士を本当にぶつけ合うのですね。

事務局
（堀内課長）

　前段の「昼の人形山車を引き廻す」と同じように、一度文章を切ってしまうという手
もありますね。「夜には数百の提灯で飾った山車を引き廻す。」

武井委員 　「山車を引き廻し、クライマックスには山車を引き合わせる」

石井会長
　「引き廻す」のところで一旦文章を切ってしまっても構いませんよね。
　そうすると前と対称になって、その上で「クライマックスには」と入ると良いのかも
しれません。その点について、いかがでしょう。

槇島委員
　「昼は人形が乗った人形山車を引き廻す。夜は数百の提灯を飾った山車を引き廻
す。」という形ですね。

石井会長
　その方が整合性が取れますね。「クライマックスになると」の後は何と言いましょう
か。

柏浦委員
　印象が強くなってしまうかもしれませんが、文脈的には「山車同士をぶつけ合い」と
なるのでしょうか。

槇島委員 　「山車同士」を抜かして「ぶつけ合い、競い合いが行われる」にするわけですね。

石井会長
　そうすると主語が明確になると言えるのでしょうか。
　針谷先生、いかがでしょうか。

針谷委員
　後ろから２行目のクライマックスはカタカナで書かれていますが、カタカナではなく
漢字やひらがなで直すことができればより一層スムーズになると思います。ほかの文脈
的にできるだけカタカナを使わないようにしていますので。

槇島委員 　「最後には」ということでしょうか。

石井会長
　針谷先生からカタカナはどうかということで、「最後には」と槇島先生から案が出さ
れましたが、いかがでしょうか。

槇島委員 　「最高潮に達すると」という表現もありますが。

針谷委員
　「最高潮に達すると」という表現の方がより一層、盛り上がりなどのリアリズムが感
じられるかもしれません。

槇島委員 　「最高潮に達すると、山車同士をぶつけ合い、競い合いが行われる。」

柏浦委員 　その方がいいと思いますね。

石井会長 　今の表現でいかがでしょうか。
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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

柏浦委員
　祭りの最後になるのですよね。「終盤になると」とか「最高潮に達すると」とか、そ
ういう言葉でいいと思います。

石井会長
　最高点と最高潮どちらが良いでしょうか。
クライマックスだと最高潮になるのでしょうか。

柏浦委員 　最高潮ですね。

石井会長
　久喜の提灯祭も最高潮に達したときにぶつけるのですか。それとも最後にぶつけ合い
をするのですか。その辺はどうなのでしょうか。

事務局
（堀内課長）

　久喜の提灯祭は、今は駅前に連動ということで集合していますので、そこでお客様を
楽しませるという意味でぶつけ合いをしています。歴史的には、一番最後に辻屋ビルの
角で行うものが地元の人は気合を入れていますね。一番最後に連動から分かれて帰って
行くときに辻屋のところに集まるのですが、久喜の提灯祭の一番の見所は、実は連動解
散して辻屋に行った後が最高潮と言っても過言ではありません。
　今年見た限りでは、上清久の場合も最後に集まって分かれる直前にぶつけ合いが始
まっていましたが。

事務局
（池尻係長）

　道中回っているときも、やってる人が気分的に盛り上がってきて「それ、ぶつけろ」
という感覚でぶつけてますよね。そういう意味では、最高潮に達するときに、やってる
人がそういう気分になってやっていると思います。

事務局
（堀内課長）

　祭りなのでシナリオがあるわけではありませんからね。

柏浦委員 　「最高潮に達すると」で良いのではないでしょうか。

石井会長
　では、よろしいでしょうか。
　クライマックスという言葉を日本語に直して文を作っていただけますでしょうか。

槇島委員 　はい。

針谷委員 　よろしいでしょうか。

石井会長 　はい、どうぞ。

針谷委員

　基本的なことなのですが、是非中学生でも解説文を読んである程度わかるような内容
がいいと思います。それはルビを振るだけでもずいぶんと読みやすくなるので。
　実際に中学校１年生が身近な地域の歴史を学んだときに、では八坂神社の山車行事に
ついて調べてみようとすると、解説板があるとわかると同時に、「では現地に行って読
んで、どういう歴史か探ってみたい」となったときに、読んでみて「ああ、なるほど」
と理解できるような表現をしていただけるとありがたいと思います。
　例えば例を挙げていくと、３行目なのですが、あらためてタイトルでは「山車（だ
し）」とルビを振ってありますが、これは難しいと思います。「廻す」や「邪気」もル
ビを振っていただきたいですね。
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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
　真ん中辺りに「八坂神社の神輿」とありますが、「神輿」もルビが必要かもしれませ
んね。

柏浦委員 　次の行の「挟んだ」も読めないと思いますよ。

石井会長 　今の点について、結構ルビは振っているように感じますが、いかがでしょう。

柏浦委員 　少しルビは増やしてもらった方がいいと思います。

石井会長 　では、よろしいでしょうか。

槇島委員
　小学校何年生に習う漢字とかの基準ではなく、単に読みづらいだろうというニュアン
スの漢字にはルビを振るということでよろしいでしょうか。

田中委員
　それと地名ですよね。「本村」などはいろいろな読み方をするところがありますし。
突き詰めると全部振るという話になってしまいますが、そうなると今度はやかましくて
しょうがないですよね。

石井会長

　固有名詞にはみんな振ってあるのですよね。普通名詞にルビを振るかどうかという問
題ですね。けれども、田中先生が言われたように、普通名詞に振ってしまうと非常にう
るさくなってしまいますよね。
　その辺いかがでしょうか。植物の分野ではその辺をどうしていますか。

髙橋委員 　固有名詞には振りますね。

石井会長 　普通名詞はどうですか。

髙橋委員
　普通はあまり振らないですね。私はいつも専門的な話になってしまいますので、あま
り普通名詞にルビを振るのを見たことないですね。

石井会長 　看板などでも普通名詞にルビはありませんか。

髙橋委員
　小学生向けであれば、ちゃんと振りますけどね。
　ちょうど小さい孫がいますが、カタカナは読めないけどひらがななら３～４歳でも読
めますからね。

石井会長 　今の観点からいかがでしょう。

髙橋委員
　固有名詞くらいでいいと思います。ただ、先ほど言われてましたけれども、どうして
も難しいものにはルビを付けるくらいにして、あまり固有名詞、普通名詞で分ける必要
はないのではないでしょうか。
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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 　どうしようもなければ、ひらがなにしてしまうということもよくありますよね。

髙橋委員 　そうですね。

槇島委員 　ひらがなだとかえって分かりづらいのではないでしょうか。

田中委員 　分かりづらいですね。

柏浦委員
　今出た言葉くらいで良いのではないでしょうか。あまりうるさくなりすぎるのも困り
ますし。
　「神輿」は知っていても子どもたちでは読めないでしょう。

田中委員 　イコールにならないですよね。

武井委員 　中学生なら「無病息災」は読めますよね。

石井会長
　この案でルビを振っているのは「邪気を祓った」の「祓った」だけなのですよね。あ
とはルビを振っていませんね。「祓った」という字が難しいからルビを振られたのだろ
うと思いますが。

田中委員
　それはひらがなにしたら雰囲気が出ませんものね。
　この漢字ならば神事という感じがしますけど。

柏浦委員 　少し難しいと思われる漢字に振ればいいのではないでしょうか。

石井会長 　難しいとなれば八坂神社の「神輿」でしょうね。

柏浦委員 　「神輿」でしょうね。

新井委員 　「御札」も振った方がいいと思います

石井会長
　では「神輿」と「御札」に振りましょうか。
　あとは大丈夫かと思いますけど。

田中委員 　「挟んだ」はひらがなにしてしまってもいいと思います。

柏浦委員 　「挟んだ」はなかなか読めないと思いますよ。

石井会長 　「挟む」というのは何年生で習う漢字なのでしょうか。

齋藤委員
　２～３行目の辺りを見ると、「暦」「廻す」「邪」「祓う」「挟む」は６年生までに
は習っていませんね。中学校で習うかどうかです。これだとかなりの数にルビが付いて
しまいますが。
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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
　この看板だけではないですよね。ほかの看板もありますものね。今までやってきたも
のとの整合性もありますから、程々でよろしいのではないでしょうか。

石井会長 　いかがでしょうか。

武井委員
　通例では義務教育終了というのが原則ではありませんか。
　義務教育終了がどのレベルかというと現場で違いがあるのかもしれませんが。

石井会長
　やはりそういう意味では、これから看板を作るときにはどういう基準でルビを振るか
というのは統一性をきちんと持たれるといいかもしれませんね。そういう意味では一つ
の基準になるかもしれません。

武井委員
　一応、自治体史を書くときは義務教育終了レベルと言われてきましたが、この看板は
もっと下げた方がいいということですよね。そうしたら小学校６年生までに習う漢字と
いうことになるのでしょうか。簡単にはできませんよね。

柏浦委員
　完全にチェックするというのは難しいでしょう。
　大体でいいのではないでしょうか。

石井会長 　少しうるさくもなりますしね。

武井委員
　正直言って、色々なところで看板を見てきましたけれども、丁寧にルビをつけてある
ところは少ないのではないでしょうか。私の見た限りでは。

田中委員
　美術館・博物館の展示で、キャプション全部にルビが振ってあるというものを一度見
たことがありましたが、すごくうるさかったです。

髙橋委員
　冒頭の「八坂神社」という固有名詞にはルビがないのでしょうか。ほかのところは
「雷電」とか「八幡」とか振ってありますけど。読めるのですかね。

柏浦委員 　無理して振る必要はないと思いますけどね。

髙橋委員 　１つずつチェックして決めたらいいのではないでしょうか。

石井会長
　いかがでしょうか。今言われたように難しそうな漢字にルビを振る程度にして、全部
に振るとうるさくなってしまいますから、その辺を勘案しながらルビを振っていただく
ということでよろしいでしょうか。

槇島委員
　小学６年生というラインを引くわけでなく、難しいと感じるところだけ振るというこ
とでよろしいでしょうか。

柏浦委員 　それでいいと思います。

石井会長 　全てにルビを振るのは大変ですしね。うるさくもなりますし。

田中委員 　結論出ないですよね。
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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 　それでよろしいでしょうか。

全員 　（異議なし）

石井会長
　そういうことでよろしいですね。
　では、続いて何かございますか。

柏浦委員
　よろしいのではないでしょうか。
　よくできていますよ。非常に質が高いと思います。

石井会長
　それでは大体意見が合意されたようですので、少し手直しをしていただいて、できた
ものを再度確認しましょう。
　では１０分ほど休みをとりましょう。

（休憩）

石井会長
　それでは再開させていただきます。
　今、先生方に修正していただいた案が出されました。
　それを読んでいただいて、いかがでしょうか。

石井会長
　一般名詞にもルビが振られていますが、この程度でよろしいでしょうか。
　髙橋先生、いかがですか。

髙橋委員 　良いと思います。

石井会長
　よろしいですか。
　何か問題はございますか。

新井委員

　少しよろしいでしょうか。
　確認なのですが、人形山車が昼で、夜は提灯山車に模様替えするということで良いわ
けですよね。それを最後の３行で読み取れるでしょうか。そこが気になりました。
　昼は昼、夜は夜で、違う山車と受け取られてしまうということはありませんか。そこ
まで説明する必要はないのでしょうか。

田中委員 　読んだイメージからすると、昼と夜の山車は違うのではないかと感じますね。

新井委員
　そこはもう一つ説明があった方が良いのではないでしょうか。
　「付け替える」とか「提灯に飾り替える」などの表現はいかがでしょう。

槇島委員 　「夜になると数百の提灯を飾って」ではいかがでしょうか。

柏浦委員 　そういう感じですよね。

槇島委員 　「夜になると、山車には数百の提灯が飾られ」

石井会長 　「引き回し」は抜くのでしょうか。
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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

柏浦委員
　それでは、これはどうでしょう。
　「夜には山車に提灯を飾って引き回す。」

石井会長
　「夜には山車に数百の提灯を飾って引き回す。」
　いかがでしょうか。

事務局
（堀内課長）

　人形を外すという行為は要らないのでしょうか。

田中委員 　「人形に代わって数百の提灯を」としたらいかがですか。

石井会長
　「人形に代わって」という言葉を入れたほうがいいかもしれませんね。
　どうぞ成案を言ってみてください。

槇島委員 　「夜には人形に代わって数百の提灯を飾った山車を引き回す。」

石井会長 　それでいかがでしょう。

柏浦委員 　はい、結構です。

石井会長
　では、そういう形にしましょうか。
　齋藤先生、何かございますか。

齋藤委員
　細かいことですが、「人形に代わって」と「提灯を飾って」とで小さい「っ」が重
なってしまいますので、「人形に代わり」としたらいかがでしょう。語感の問題なので
すが。

石井会長 　どうですか、槇島先生。

槇島委員 　はい、良いと思います。

石井会長
　今、齋藤先生が言われたとおりでよろしいでしょうか。
　もう一回読み上げていただけますか。

槇島委員 　「夜には人形に代わり、数百の提灯で飾った山車を引き回す。」

新井委員
　「飾って」の方が良いと思います。
　「飾った」だと、また違う山車を連想してしまいそうなので。

槇島委員
　「夜には人形に代わり、数百の提灯を飾って山車を引き回す。」
　「山車」がなくても良さそうですね。
　「提灯を飾って引き回す。」

石井会長 　その次は「提灯山車は」ということになるわけですが、それでよろしいでしょうか。

事務局
（堀内課長）

　１点だけよろしいでしょうか。
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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

石井会長 　はい、どうぞ。

事務局
（堀内課長）

　２段落目の「各耕地３名の世襲で組織される」という部分については、合計９名にな
るのですが、そのニュアンスは出ていますか。各耕地１名ずつの３名に見えますか。
　「各耕地３名ずつ」の方がよろしいでしょうか、あるいは「各耕地３名、合計９名」
ですか。

石井会長 　各耕地３名ずつだから９名になりますね。

事務局
（堀内課長）

　このままの方がよろしいですか。

石井会長 　いかがでしょう。このままでどうでしょう。

柏浦委員 　いいのではないでしょうか。

石井会長 　「合計９名」まで言うとうるさいと思いますが。

柏浦委員 　うるさいですよね。スペースも限られていますし。

事務局
（堀内課長）

　「ずつ」も要らないということでしょうか。

石井会長
　「各耕地３名の世襲で組織される」でいかがでしょう。
　武井先生、「９名」をいれますか。

武井委員 　入れなくていいと思います。

事務局
（堀内課長）

　では、後段のところだけ直します。

武井委員 　「各」の意味がありますからね。

石井会長
　では、これでいきましょうか。
　これで成案ということでよろしいでしょうか。

事務局
（堀内課長）

　それでは事務局の方で答申案の文章と、実際に今日いただいた別紙の資料を読み上げ
させますので、ご確認をお願いいたします。

事務局
（池尻係長）

　「案　　久文保審第３号　平成２９年１２月　日
　久喜市教育委員会　教育長　柿沼光夫様　　久喜市文化財保護審議会　会長　石井昇
　文化財の活用について（答申）
　平成２９年６月１５日付け久教文第１２８号で諮問のありました標記の件について、
下記のとおり答申します。
　記
　次の平成２９年度新規設置の指定文化財説明板の文章については、別紙のとおりとす
る。
　１　久喜市指定無形民俗文化財『上清久八坂神社の山車行事（天王様）』」
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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
（池尻係長）

　原稿案になります。
　「久喜市指定無形民俗文化財
　上清久（かみきよく）八坂（やさか）神社の山車（だし）行事（天王様（てんのうさ
ま））
　指定年月日　平成十七年四月一日　　所在地　久喜市上清久
　上清久にある八坂神社では、毎年七月十五日に近い（十五日前）日曜日に山車行事(天
王様)が行われる。かつては毎年旧暦六月七日から六月十五日まで行われた例大祭の最終
日に山車を引き回して邪気（じゃき）を祓（はら）ったとされている。
　上清久には本村(ほむら)・新田(しんでん)・東(ひがし)の三耕地があり、一年交代の祭
りの当番と、各耕地三名の世襲（せしゅう）で組織される天王組と呼ばれる人たちとで
準備を行う。祭り当日は、本村は長宮(ながみや)神社、新田は雷電(らいでん)神社、東は
八幡(はちまん)神社からそれぞれ山車が出発し、八坂神社に集まる。そして、八坂神社の
神輿（みこし）を先頭に各耕地の神社を巡った後、再び八坂神社に戻って手打ちをす
る。上清久の旧村境では、御札（おふだ）をはさんだ竹を地面に刺して災厄（さいや
く）などの侵入を防ぐツジギリを行う。
　また、山車の巡行（じゅんこう）と並行して獅子も各耕地を順に回る。これは獅子頭
（ししがしら）を持った子ども達が、「あーらーらー」と声をあげながら各耕地の家々
を回って無病息災を祈願するために行うものである。
　昼は人形を飾った人形山車を引き回す。人形は、本村が神功皇后（じんぐうこうご
う）、新田と東が素盞嗚尊(すさのおのみこと)である。　夜には人形に代わり、数百の提
灯を飾って引き回す。提灯山車は、最高潮に達すると山車同士のぶつけ合いが行われ
る。
　平成三十年　月　日、久喜市教育委員会」
　以上です。

石井会長
　はい、いかがでございましょう。
　よろしいでしょうか。

全員 　（異議なし）

石井会長
　ありがとうございました。
　以上をもちまして「議題１　平成２９年度新規設置指定文化財説明板の文章につい
て」の答申を決定したいと思いますが、よろしいでしょうか。

全員 　（異議なし）

石井会長
　では次に「議題２　その他」ということですが、皆様から何かございますでしょう
か。

武井委員

　少しよろしいでしょうか。
　このあいだ、国の文化審議会で文化財保護法の改正について出ていましたが、市長部
局が関わることになるという件です。文化財の保存よりも活用が優先されそうというこ
とで、その善し悪しは抜きにしておくとして、改正はいつぐらいに行われるのでしょう
か。それによって、文化財の活用に影響が出るのでしょうか、出ないのでしょうか。例
えば教育委員会サイドの活用の話に市全体で考えるとなってくると、県の文化財保護条
例、市町村の条例も変わってくる中で、今後どのように考えていくかということなので
すが。いずれ出てくる話なので。いつの国会に出るのでしたか。

新井委員 　年明けですね。１月の法案提出を目指しているそうです。

武井委員 　県は来年度の条例改正ですか。市町村もですか。
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石井会長 　いかがでしょうか。

事務局
（堀内課長）

　今の久喜市には法律の改正案などの情報は全く入ってきておりません。
　文化審議会の第１次答申案が入ってきた程度です。

武井委員 　我々もその程度ですね。

事務局
（堀内課長）

　もし、久喜市の文化財保護条例の改正が必要だということになれば、当然来年度の当
初の段階で、早ければ審議会の方にお話をしなければならないと考えておりますが、ど
こまで条例の改正が必要なのかどうかということも分からないという状況です。また、
市長部局で所管することができるということになったので、イコールすぐに久喜市では
そうするということでもありません。実際に去年、文化やスポーツが市長部局に移行で
きるという法律改正が行われましたが、久喜市では旧来と同じように教育委員会の方で
所管しておりますので、そのことにつきましては今後の課題と考えているところです。
まだここでお話できることはないです。
　今度の新しい教育振興基本計画に「歴史文化基本構想の策定の検討」という項目を１
項目入れております。今後5年内に歴史文化基本構想の策定についての検討をしていきた
いという意向でございます。同様のものは今議会に出ております総合振興計画の中にも
記載してございますので、教育だけで進めるというものではなくて、歴史文化基本構想
というのは色々な指定文化財だけに限定されない様々なものを地域全体で保存活用して
いくためにどうしたらいいかということを考える構想という印象を持っているのです
が、それを文化庁の方が市町村に策定するように指導がきております。ただ、私どもが
知っている範囲では埼玉県の市町村でこれを策定したところはないと認識しております
ので、やはりハードルが高い部分があるのかなと思います。何よりも、文化財を地域の
ものとしてただ指定して守るだけでなく、地域の活用にまで持っていこうという話にな
れば、当然教育委員会だけではできません。それはやはり、市長部局と連携していかな
ければいけませんし、構想を作るに当たって財政的な裏付けも必要ですし、あるいは市
民の今持っている課題、そういったものも吸収していかなければいけないということで
すので、これはなかなか容易なことではないだろうということでございます。
　今回、総合振興計画と教育振興基本計画と両方に策定の検討を入れることで一歩でも
前に進めて行きたいという意向でおりますので、今後具体的になっていきましたら、審
議会の皆様にもご協力いただかなければいけませんし、それから歴史文化基本構想の策
定委員会みたいなものを立ち上げていかなければなりませんので、ますます皆様方のお
知恵をお借りしながら、専門的な立場に加えてまちづくりといったものにも絡んでいか
なければならないと、どんどんハードルが高くなっていく分、楽しい部分も出てくるの
ではないかと期待しております。

石井会長 　武井先生、いかがですか。

武井委員
　まだ先が全然見えないので、そういう動きになって極めて政治的な動きが起きそうな
雰囲気がありますよね。
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事務局
（堀内課長）

　きちんと資料に基づいて学術的に判断していくのに頑なだと中々まちづくりに活用で
きないというご意見がございますが、そうは言っても私たちは最低限のところは守って
いきたい。その先手を打つためにはどんどん悉皆調査を重ねていかなければなりませ
ん。今の人員と予算の中でやっていくには限りがあるので、歴史文化基本構想をきっか
けにして、先手先手で情報を集めていきたいと考えています。活用してもらうのは私た
ちも望んでいることなのですが、それが変な方にいかないようにしていきたいというこ
とでございます。
　武井委員のご発言もそのような意図からではないかと思いますので、その辺は審議会
の会としての発言みたいなものもご協力いただきながら、本当にそういう変な方向に流
れていかないようにしていきたいと思います。そのためには提灯祭も獅子舞もそうなの
ですが、今まで伝えられているものだけで私たちが判断するのではなくて、きちんとし
た裏付けをとって行かなければならないし、史料をきちんと読むということもやってい
かなくてはならないということで、私たちの課題も多くなってきておりますが、今後と
もご協力をお願いできればと思います。

石井会長 　武井先生、よろしいでしょうか。

武井委員 　はい。

石井会長
　それではこれですべての議事を終了させていただきます。進行の任を課長の方にお戻
しいたします。

事務局
（堀内課長）

　本日は慎重なご審議をいただきまして、ありがとうございました。
　以上で本日の会議を閉会させていただきます。

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３０年　１月１２日　　石井　昇
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