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令和３年度第１回茅ヶ崎市文化財保護審議会会議録 
 

議題 （審議案件） 

１ 令和３年度文化財保護事業計画について 

２ 鶴嶺八幡宮参道松並木について 

３ 市指定重要文化財「東川斎桂山筆 源為朝図」について 

（報告案件） 

４ （仮称）茅ヶ崎市歴史文化交流館整備事業の進捗状況について 

５ 令和２年度下寺尾西方遺跡確認調査成果について 

６ 鶴嶺小学校旧校門に関する調査について 

（その他） 

日時 令和３年７月１３日(火)  １４時から１６時２５分 

場所 茅ヶ崎市役所分庁舎５階 Ｅ会議室 

出席者氏名 

 

 

 

 

 

会長 近藤英夫 

委員 相澤正彦、岡崎孝夫、緒方隆、五味文彦、田尾誠敏、宮瀧交二 

（事務局） 

〈社会教育課〉 

瀧田課長、須藤課長補佐、富岡課長補佐、小松主査、三戸主任、 

加藤主任、飯田主任、渡部主事 

会議資料 

 

 

 

議題１ 令和３年度茅ヶ崎市教育委員会社会教育課文化財保護担当・博

物館整備担当事業計画 

議題２ 資料 鶴嶺八幡宮参道松並木について 

     資料 1 専決処分で伐採をした松について（西側 No.92） 

     資料 2 枯死している松について 

     資料 3 松の剪定について 

議題３ 資料 市指定重要文化財「東川斎桂山筆 源為朝図」につい 

      て 

     資料 1 茅ヶ崎市指定重要文化財指定書 

     資料 2 宗教法人三島大神が考える絵馬に対する基本方針 

     資料 3-1 「絵馬」落下防止補強検討〈配置の検討〉 

     資料 3-2 「絵馬」落下防止補強検討〈ステンレス製案〉 
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     資料 3-3 「絵馬」落下防止補強検討〈木製案〉 

     資料 3-4 （イメージ図） 

議題５ 資料 令和２年度下寺尾西方遺跡調査概要要旨 

     資料 1 （調査地点位置図） 

     資料 2 西方遺跡第６次・西方Ｃ遺跡第２次・西方遺跡第 13 次調

査 遺構配置図 

     資料 3・4・5 （発掘状況写真） 

議題 6 資料 鶴嶺小学校旧正門に関する調査について 

資料 1 北柱・南柱立面オルソ画像 

資料 2 調査区配置平面オルソ画像 

資料 3・4 （発掘状況写真） 

資料 5 （正門新旧写真） 

会議の公開・非公開 公開 

傍聴者数 ０人 
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会議録 

 

〇（瀧田社会教育課長） 

・開会のあいさつ 

・コロナ禍に係る注意の説明 

・出欠席委員の確認（全委員により会議の成立） 

・傍聴者の確認（傍聴者なし） 

・会議録の作成・公表・署名委員の廃止など説明 

 

〇（事務局） 

 ・会議資料の確認 

 

【議題１ 令和３年度文化財保護事業計画について】 

〇（近藤会長） 

冒頭の挨拶にもありましたが速やかな会議の進行ということで案件がたまっているの

で、密度濃くご審議いただければと思います。それでは、議題の順に審議、報告を行っ

ていきます。 

〇（事務局） 

 令和３年度の事業について、説明いたします。資料は、議題１の資料、両面印刷のも

のです。全般としまして、令和３年度の予算は、新型コロナウイルスへの対応のため、

全市的に事業の先送り、事業費の圧縮が行われています。社会教育課の事業についても

同様の対応となっており、この６月の補正予算で講座等の事業経費が一部認められまし

たが、全体として前年比減となっています。そのなかでできることを少しずつ進めてい

く事業計画となります。 

 1番の「一般文化財保護事業」ですが、文化財パトロールによる保護を進めながら、補

正予算が認められました文化財講演会を行いたいという計画になっています。第 49回郷

土芸能大会については、出演者の方々と協議しまして、練習場所や期間の確保が困難で

あることから、昨年度に引き続き今年度も中止としています。文化財講演会については、

後の議題で説明いたしますが、昨年度に市指定文化財となりました「源為朝図」につい

て実施を計画しています。令和２年度は文化財講演会も中止となっていましたので、普

及啓発の面が少し復帰している状況です。 

 ２番目の「ちがさき丸ごとふるさと発見博物館事業」ですが、補正予算が認められた

なかで、講座などを実施していく計画です。令和２年度は対面や集会を伴う事業が実施
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できなかったことから、オンラインでの企画展を実施し、ＷＥＢ上での写真展など個人

の方でも茅ヶ崎を学ぶ機会を提供したものです。令和３年度予算は、当初は事業費０と

なっていましたが、市民ボランティアの方々と令和３年度どのように事業を実施してい

くかを検討し、今年度の講座の実施、令和４年度以降のちがさき丸ごとふるさと発見博

物館の活動について検討していくことになっています。 

 ３番目の「史跡保存事業」ですが、予算は大幅な減となっています。令和２年度は史

跡下寺尾西方遺跡の追加指定手続きを行い、３月 26日付で追加指定を受けたほか、確認

調査、公有地化の事業を進めました。今年度はこれまでの調査の整理、原稿の執筆を進

めながら、西方遺跡のパンフレットを庁内印刷で作成をする予定です。また秋から冬の

間に講演会など普及啓発事業を計画しています。 

 裏面４番目、「埋蔵文化財保護事業」については、開発行為に伴う調査を行うととも

に、調査経過を周知し啓発を図るための遺跡調査発表展示会を実施する計画となってい

ます。令和２年度は「発表要旨」のフルカラー化やＰＤＦでの配布、動画による解説を

行うことで、集会形式以外の方法で遺跡調査発表展示会を実施しましたが、今年度は感

染対策を行いながら集会形式での実施を計画しています。例年は市民文化会館を会場に

実施していますが、会場が確保できなかったため、市庁舎や市民ギャラリーといった場

所を用いて実施することを計画しています。 

〇（事務局） 

「文化資料館事業」について説明いたします。文化資料館は本年から歴史文化交流館

への移転の作業を行う関係で休館しています。ただその間、小中学校の求めに応じて出

前授業を行ったり、また展示を観覧いただけない状況になっているのですが、昨年のコ

ロナ禍から取り組んでいます「おうちミュージアム」で、市のホームページ上で展示資

料を見ていただける活動や、ホームページ、タウンニュースや市広報紙等での連載を通

じて資料公開や新館への期待の醸成を行っていきたいと思っています。 

歴史文化交流館ですが、この後詳細をお話いたしますが、現在建設工事が進んでおり

ます。予定ですとこのまま順調にいけば 11月末の完成、また展示収蔵製作を昨年度から

取り組んでいまして、来年度５月末には完了する予定です。また、併せて博物館の機能

を文化資料館から移転する準備を現在進めているところです。 

〇（近藤会長） 

  ６項目、各事業の説明がありましたが、文化財保護、博物館。何かご質問、ご提言ご

ざいますでしょうか。博物館は文化交流館を造るということですが、新しい動きがある、

予算の関係で年次の今までの事業の規模が少しやりにくくとなったと、そういう受け止

めでいいですか。 
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〇（事務局） 

  今まで行っていた普及啓発事業などが一回コロナの関係でストップしてしまったもの

を、どのような形で再開をしていくか、また予算面でも圧縮をされていますので、その

なかでどのように進めていくかが今年度の課題となっています。 

〇（近藤会長） 

  ということで何か。 

〇（田尾委員） 

  文化資料館の活動で、今展示がストップしているということですが、例えば市役所の

一角で、多少新博物館の宣伝も含めた展示とかをしてみたらと思うのですが、いかがで

すか。 

〇（宮瀧委員） 

  よくあります、プレイベント。 

〇（田尾委員） 

  あとは新博物館オープンに向けての例えば講座的なものをやって、新博物館の本オー

プンに向けて少し盛り上げていくことはいかがですか。 

〇（事務局） 

  ありがとうございます。具体的に日時というのは決めてはいないのですが、これから

茅ヶ崎に新しい博物館ができるということを色んな形で周知していきたいと思っていま

す。そのなかの手法の一つに田尾委員のご意見、ご助言いただいた方法もあろうかと思

いますので、引き続き検討させていただきたいと思います。 

〇（宮瀧委員） 

  関連していいですか、私、教育委員会の外部評価委員を教育基本計画審議会というと

ころでやっていて、今年度のコロナのなかで教育委員会がどういう事業をやってきたか

という提案をいただいていて、今月末からか審議に入るのですが、田尾先生おっしゃっ

たように、今茅ヶ崎市教育委員会社会教育課は二大事業をやっているわけです。一つは

下寺尾官衙遺跡群の保存整備活用、もう一つはこの文化資料館から歴史文化交流館の発

展的移動、これを今市民の皆さんに、現状どこまで進んでいるのか、例えば先ほどのお

話にあったように。オープン予定は、いつですか。 

〇（事務局） 

  令和４年度中ということで、今まだ具体的に申し上げられません。 

〇（宮瀧委員） 

  今年度の予定で見ると矢印がついてますが、まだオープンではないわけです。だけど

来年、令和４年度中にはオープンしますということをカウントダウンでいいですが、市
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民の皆さんにそういうロード的なことをお知らせしながら、今準備ももうここまできま

したとか。下寺尾もそうなんです、毎年毎年色々整備やっているのは市民の皆さん分か

るのですが、いったい何時どういう形で完成するかがやっぱり提示されてないと、ちょ

っとずっと何かやっていますということで終わってしまうのですね。丁度教育基本計画

審議会でもコメントしようと思っているのですが、まずは茅ヶ崎市の公民館、コミュニ

ティセンター、自分のところで盛り上げイベント、歴史文化交流館がいよいよできます

との講座をやるとか。下寺尾はずっとやってきているわけですが、それをやらなくなる

と市民の皆さんの関心から遠ざかってしまうのですね、だからまずは直接お膝元にある

公民館やコミュニティセンターの事業のなかに、カウントダウンイベントとかをきちん

と協議して受けていただいてやっていかないと、それ以外のところにやっていただくの

はなかなか難しいと思うので。記者発表は１、２回入れる。５番、６番の事業は、社会

教育部門の組織及び庁内で調整していただいて、まずは自前で色々なイベントに取り組

んでいただきたい。今年度無理でしたら来年度は文化交流館のオープンもあるわけです

から、それに合わせて色々なイベントができる事業を。教育政策課に、今年度の公民館、

コミュニティセンターのイベントの一覧の資料を願いしていて、その辺はちゃんと連携

しているのか気になっています。是非よろしくお願いしたいと思います。 

〇（近藤会長） 

  課長お願いします。 

〇（瀧田社会教育課長） 

  ご提言ありがとうございます。おっしゃるとおり他の社会教育施設と連携する中で博

物館について皆で盛り上げていくというのは非常に大事なことと考えています。今まだ

公開には至ってないのですが、文化資料館と比較的近い場所にあります南湖公民館の職

員が、公民館も昨年以降コロナ禍で対面式の講座ができないなかで色々とオンラインに

よる講座、動画の作成などに取り組んでいて、今の文化資料館を映像で残す趣旨の動画

の作成、これから博物館の開館に向けて市民の皆様に期待していただける動画の作成と

いう趣旨で今年度取り組んでいるところでして、そういう意味では連携を始めています。

公民館についてもやはり厳しいという状況のなかで、それぞれの公民館だけではなくて

公民館が連携して、統一の子ども向けの事業、地域課題の事業を今年度やっているので

すが、来年度は、公民館横断的な取り組みの一つとして、博物館につながる事業を、そ

れぞれの公民館でやっていただいて、その講座をきっかけにオープンする博物館に足を

運んでいただけるもの、開館後博物館と連動する企画を公民館でやってもらえたらとい

うことを担当者レベルですが話をしているところです。今宮瀧委員からいただいた意見

も踏まえて社会教育課だけではなく、教育推進部全体で取り組んでいける形で進めてい
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けたらと考えていますので、またお気づきのこと、ご意見など頂戴できれば幸いです。 

〇（近藤会長） 

  より多く、具体的に進めていただきたいと思います。 

〇（宮瀧委員） 

  まず膝元からちょっと盛り上げていって欲しいわけです。それが、ただ現場でそれを

増やすのではなくて、まさに公民館だとか周りの方が盛り上げて欲しいと思います。よ

ろしくお願いします。 

〇（近藤会長） 

  それではより具体的に、何がどうなっているのか市民に伝えられるように心がけて、

よろしくお願いします。 

 

【議題２ 鶴嶺八幡宮参道松並木について】 

〇（事務局） 

  鶴嶺八幡宮参道松並木について説明いたします。資料は議題２の資料と書かれたもの

です。１番目の令和２年度に実施した専決処分については、先日お送りしました令和２

年度第３回の審議会資料で報告いたしております。西側 No.92の松ですが、３月 30日に

伐採しました。現在の様子については、ページめくって議題２の資料１をご覧ください。

今地面で伐採をしているところでして、この後、根が腐朽したあとに根を取り除いて補

植ができればと考えています。 

２番目の枯死している松について、議題２の資料２をご覧ください。枯死した松につ

いては、緒方委員に現地をご確認いただいたうえご意見をいただいています。東側の 77、

資料右下ですが、全体に枯れており回復の見込みはないこと、東側 82番、右上ですが、

一部葉がついていますが新芽ではないこと、左上の西側 96については、今までの東側の

松よりも緑が残っていますが厳しい状態で、いずれも直ちに倒木してしまうものではあ

りませんが、２、３年のうちに処分が必要になると考えられるとのご意見をいただいて

います。また、虫の影響を考えるとなるべく早期の処理が必要であるとのご意見を頂戴

しています。その後造園業者とも現地を確認し、その意見として、東側の 77、82の他に

左下写真の西側の 55についても枯れているのではないか、早めの伐採をした方がいいの

ではという意見をいただいていることを補足いたします。事務局とては、枯死の要因に

なったと考えられる松のマダラカミキリやマツノザイセンチュウといった虫が隣接する

松へ影響する可能性や、近年の不安定な気象状況といった部分を考え伐採はやむを得な

いのではないか、伐採して根を取り除けたのちに順次補植をしていく必要があるのでは

と考えています。 
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３番目の枝の剪定については、資料３をご覧ください。こちら松自体は元気ですが、

西側の 98番が、ちょっと電線に枝が引っかかっている状態で、枝が折れた場合、電線に

支障を与える可能性があり、枝の剪定が必要ではと考えているものです。西側の 79から

84、東側の 52及び 47から 50については、周囲と比べて枝が大きく伸びている状況で、

電線に絡んでいく可能性が考えられる他、上部が重い状態になっていますので風の影響

を受けやすい状況であると考えます。事務局としては、西側の 98、79 から 84、東側の

52と 47から 50といった順番で剪定していく必要があると考えているものです。 

その他として、市民の方からの問い合わせに対応した件について報告いたします。西

側の 101 について、（画面を確認しながら）道路側にせり出して車との接触が度々生じ

ております関係で、右下の写真の注意喚起の用紙を張り付けています。東側の 67、西側

の 58 は、一度切り株の状態にした後に腐朽がみられること、虫の進入口があることか

ら、緒方委員にご相談させていただいて、外皮を取り除いて中の柔らかくなった部分も

削り取って、今殺虫剤を塗布している状況です。東側の 67については、今シートをかぶ

せている状況ですが、近日中に安全な高さまで伐採したいと考えています。西の 58につ

いては、左側の写真ですが、左側にまた松があり、根元の方でつながっているような状

況ですので、まず反対側の影響がなさそうな部分について剥がす作業をしています。こ

のつながっているところの外皮をどこまで剥がしても良いのかというところでご教示を

いただけるとありがたいと考えています。以上となります。ご審議のほどよろしくお願

いいたします。 

〇（近藤会長） 

  緒方委員、補足的な説明、何か質問は。 

〇（緒方委員） 

  非常に難しいですね。大きな話をすると腐っていくのは自然ですから、それを如何に

止める、時間を遅らせるということがどこまで可能かということですね。私もこの役を

受けてから台風の被害なんかがありまして、割と深刻ですと思います。これは逆に言う

と私みたいな自然の委員は、皆さん人文系の方が景観をどう思うか、市民の立場からす

ると、それを言っていただくと強いプッシュ、意見になるのではないかと思います。景

観上の鶴嶺の松並木をどういうふうに維持していくかが、今痛んでいく話と、近隣の住

民とのいきさつ、僕たちが普段使っている社会的インフラとしての電線、舗装、関係が

複雑に絡んでいますのでかなり慎重に、或いは少し勇気を持って皆さんが意見を言われ

るのがいいのではないかと思います。 

〇（近藤会長） 

  分かりました。原則は、やはり補植をしてというのが、絶えず景観の維持の大原則。
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個別、個別に伺うと、やっていることにまちがいはない、無理がないということだけど、

数が多くなると、その原則をどこまで適用をしていくかです。現状を説明いただいて、

委員にも見ていただいてということであると、もうこういう対処は精一杯だと。 

〇（緒方委員） 

  そうですね、とりあえず現況どうするかということで個別に対処していくこと。全体

の景観としてどう見る、もう大きな話になりますが、そこのところをどうするかですね。

こういう審議委員のところで、例えば何年単位のことで言えるところにまで関わってく

ると思います。 

〇（近藤会長） 

  何かご意見があれば。 

〇（相澤委員） 

  この鶴嶺八幡宮の話は、結構毎回のように。これもいたしかたがないところがあって

木も生き物ですから、やはり枯れていくというのは。そうなりますと景観を維持すると

いうのは、非常に大事なことになるわけです。だから補植をするということを繰り返し

ていくことが今のところ一番できることなのかと。今までもそこのところでやってきた

のですね。やはり倒れたら危ないし、色々と地元の方のクレームみたいな、屋根に被さ

っているという話も前々からずっとありました。事業者を説得しつつとみたいなことも

ありましたね。 

〇（緒方委員） 

  私が聞いている範囲では、協力的な方もかなりいらして、そして今言われたみたいな

クレームを、当然のことですが言う方もいらして、行政は大変だったと思います。ただ

市民の協力的な方がいられるということは、行政にとっては素晴らしい後押しだと私は

思います。 

〇（相澤委員） 

  お世話になっている方々も微妙な温度差がありまして。ですから参道自体を、やはり

きちっとここが大事だ、文化財の史跡だということを色んな形で地元の方にアピールし

ていくのが一番いいということもあって、結構看板とか説明のものを設置したりとか。

あそこの場所が大事だということをまず住んでいる人に分かっていただくこともあるの

で、色んな方面からやってきたという過去の話はあります。だからケースバイケースで

対処していくこと、もちろん文化財を保存していくという理念は変わりませんが、一本、

一本の木については、そうやっていくしかないと感じているところです。 

〇（緒方委員） 

  痛ましい話ですが、先ほど車に擦られた木がありました、車の跡が写っている。多分
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出っ張っていて、そこを高い車が擦るんです。こういうのは何とも意見が言いようがな

いです。もうこれは枯れるまで擦り続けるという感じがありますね、車も当然すれ違う

時にお互いに避けた時に擦れてしまうことでしょうから。痛ましいとか言いようがない

ですね。 

〇（宮瀧委員） 

  確認で、参道は史跡でいいですか。 

〇（事務局） 

  史跡であり、天然記念物であるということです。 

〇（宮瀧委員） 

参道が史跡で、天然記念物が、 

〇（事務局） 

史跡であり、松並木が天然記念物という一つの文化財として。 

〇（宮瀧委員） 

参道が史跡、別れている、それとも一緒に。 

〇（事務局） 

参道及び松並木ということで、史跡及び天然記念物の指定をしています。 

〇（宮瀧委員） 

  両方にかかる。松並木の方だけが天然記念物という理解は成り立たないのですか。 

〇（事務局） 

当時の指定の考えでいくと、そのような考えになると思われます。 

〇（宮瀧委員） 

僕が埼玉でいくつかの委員をやっていて、大体天然記念物になっている樹齢何年の木

は、枯れたら指定解除になる。ここみたいに次々に補植して、指定当時の木が、例えば

全部将来入れ替わった時に指定した当時の評価が残るのですか、代替わりの。並木って

難しいです、一本だとその指定した樹齢 900 年の大イチョウの木とか倒れたら指定解除

になるのですが、そもそも指定した時の松並木がもう鎌倉時代の松ではないわけです。

そんなところを一回きっちり整理しておかないと、何か曖昧なままずっとやり続けてい

いのかというのはちょっと疑問ですね。 

〇（五味委員） 

  松並木ですから基本は。松そのものではないので。ですから常に継承して補植してい

って、それを市がしっかり守っていくことを地元の人にも見てもらうと。それを一度止

めると、もう必要ないんだということになってしまいますので、やはり市で文化財で指

定して、並木として保存していくという強い意志を示していくためにも、やはり常に補
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植していく必要があるのではないかと。 

〇（宮瀧委員） 

  並木という景観があれば、文化財指定ということでいく。 

〇（五味委員） 

  そうです。史跡も基本的には維持されていくわけです。それをやっていくことが非常

に重要だと思います。そうしないと、住民ももうなくなればいいということになってし

まうともう、あっという間にダメになってしまう。 

〇（宮瀧委員） 

今ここでそういうことが確認できたことは大きなことだと思うので。並木という景観

を参道と一緒に史跡であり、天然記念物として残していくということならば、補植して

いきつつ、残していくしかないですね。 

〇（五味委員） 

  これだけのものが残ってないのですね、この周辺では。少ないと思います。 

〇（緒方委員） 

  ないですね、東海道の大磯の松並木は国交省管轄で、お金をかけて予防的な注入もや

っています、もう東海道で残っているのはあそこだけじゃないですか。戸塚あたりは全

部なくなりましたから。 

〇（宮瀧委員） 

  この会でそういうことがきちんと確認できれば、現状どおり頑張っていきましょうと

いうことでいいのではないですか。並木として指定していくわけです。 

〇（近藤会長） 

  私たち関わってなかったのですが、指定当時は。ここ数年前は、結局指定をかけてい

ると現状変更を認めるか認めないかということになってくるわけです。そうすると生活

要求で何らかの現状変更の届が山になって並木がなっていくことになるのが当然考えら

れる。そうすると一つの基準を何とか作っていくことは必要なのだろうと。そうしない

と市指定何かしら、現状変更で生活要求が強くて地元の、現状変更をせざるを得なくな

る、一本ずつそれをやられると何にも残らなくなるというのが、教育委員会のなかで議

論になった、一番スタートの時ですね。それは松並木の周辺に家が建ち始めた時期と重

なるわけです。今、五味先生おっしゃった景観で保全していくということで、何とか理

由をつけながら補植するのは当然あってしかるべきで、なるたけ。だからこそナンバリ

ングしているわけです、この木、この木と場所も。そういうつもりでやって、なおかつ

色んな問題があるとこういう場で議論をしていくということだと思います。よろしいで

すか、そういうことで。少し難儀な議題ですが、是非よろしくお願いします。 
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〇（宮瀧委員） 

  毎回出てきても仕方がないですね。 

〇（緒方委員） 

  是非頑張ってもらいたいところです、またかっていう感じだと辛いしね。 

〇（田尾委員） 

一回一回確認するというのが大事ですね。 

〇（五味委員） 

  そうです。 

〇（岡崎委員） 

いつもこの問題が出るのですが、昔からここはあういう形できたわけです。段々段々

家が増えてくると、どうしても住民の権利の方が強くなってくるのですが。やはり市に

移管されているのですから、ある程度は市の方でこれは文化財だということを住民にも

説明しておいた方がいいのではないですか。 

〇（近藤会長） 

  では、よろしくお願いします。 

 

【議題３ 市指定重要文化財「東川斎桂山筆 源為朝図」について】 

〇（近藤会長） 

議題３「市指定重要文化財 東川斎桂山筆 源為朝図」について、よろしくお願いし

ます。 

〇（事務局） 

議題３「市指定重要文化財 東川斎桂山筆 源為朝図」について説明いたします。初

めに先生方にご審議いただきました本文化財ですが、資料１のとおり、２月 18日付で市

指定文化財として指定をされました。指定を受けまして三島大神の氏子衆の方々も、絵

馬の保存に更に積極的に動いていただくようになりまして、以前送付いたしましたが、

パンフレットを氏子衆の方々に作成していただきました。パンフレットの作成には、文

化資料館も協力をしています。 

項番の２ですが、氏子衆の方々から、絵馬を保護するために保護枠を作成してそれに

絵馬を収めるようにしたいと相談を受けています。資料は、資料の２が氏子衆の方々が

考える絵馬に対する基本的な方針として、こういう対策が必要ではないのかという考え

でして、資料の３、Ａ４の横ですが、こういった形で保護枠を作成したいという案を、

ステンレスと木製の２案を作成しているところです。現在の絵馬は、直接鉄線で吊るす

形となっていますが、これを保護枠に収めて、保護枠を吊るす形をとりたいというもの
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です。前面にカバーをかけることも検討していましたが、結露などを生じる可能性を考

慮して遮光カーテンを取り付ける方法をとりたいということです。また水害、盗難など

の対策としまして床に置く形ではなく、壁に掛ける形となりますが、保護枠の中に緩衝

材を取り付けて、仮に地震などが起きて落下しても衝撃を和らげる設計としたいという

ことです。現在絵馬は、拝殿の北側に掛けられていますが、保護枠を取り付けることで、

厚さ、大きさが増しますので、その結果通路を遮ることになってしまいますので、位置

を拝殿の北側から西の壁に移動したいというご意見をいただいています。これが、資料

３－１の部分です。神殿の通路側に設置をされている現状絵馬設置個所から、左手側、

西側の扉のところに移したいというものです。こちら西側の方に移動した際も、東側の

扉を開けることで絵馬を鑑賞することは可能である形です。事務局としては、氏子衆の

方々からのご相談の内容は、文化財の保護を目的としていまして、現状変更を許可して

も差し支えないのではと考えています。 

最後に３番ですが、文化財講演会について、議題の１でもお話をいたしましたが、補

正予算が認められたことで実施が可能となりました。本年度は、この絵馬を題材とした

講演会を実施したいと考えまして、現在相澤委員とご連絡をさせていただいているとこ

ろです。よろしくご審議のほどお願いたします。 

〇（相澤委員） 

まず今日の資料で大事なのは、この保護枠というはめ物がどんな。もちろん地元の方

がこれを保護していきたいというのがあるのですが、事務局は何か指導とかしていない

のですか。 

〇（事務局） 

  今の時点では氏子の方々が、こういう案とご相談に来られたもので、つい先日のこと

ですが、調整をした結果、まず審議会の先生方に、こういったことでご相談いただいて

ますことで上げさせていただいています。まだ事務局で、こういった設計にしてはとい

うようなことをお伝えしているものではありせん。 

〇（相澤委員） 

これだけ見ているには、どんな枠なのかがよく分からないところがあって、氏子さん

たちのご意思はよく分かるのですが、門のところが何か、本体がステンレスで、木枠に

なってまた引っかかって何か傷がつきそうだとかはないと思いますが。ですからその辺

は綿密に事務局と氏子さんと連絡を取り合って、事務局が指導していくという形でいか

ないと、一般の方が考えているのと文化財保護と違うところがありますので。それが合

っていたら一番いいのですが、今回まだ枠がよく分からないのです。ステンレスよりも

木枠の方がいいだろうとか常識的なところで考えられますけど、どんな木枠を作るのか
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とか、そういうことを。ですからこの辺は、この資料じゃちょっと分かりづらいと思い

ます。これ審議事項になっているのでしたか。 

〇（事務局） 

そうです。 

〇（相澤委員） 

この枠を作っていただいていいということは、なかなか。もうちょっと目に見える資

料が出てこないと、何とも審議ができないのではないかという感じがするので。だから

これは積極的に関わられて、文化財的な視点から、こうした方がいい、ああした方がい

いというスタンスでいかないと、行ったらできてて何か文化財だったっていうのではと

いうところを話して。どうですかその辺は。 

〇（事務局） 

分かりました。この保護枠、保護するための措置というところで、そのためにはどう

いった部材、手法といったところで氏子衆の方々と連絡を取らせていただきながらもう

少し、絵本体に何かしら支障を与えないとか、そういったところを踏まえて。 

〇（相澤委員） 

  そうですね、あとはこれ大きなもので、斜めになってるので、移す場所が違ってもま

た掛けなければいけないので、きちっとできるのかどうかです。だからその辺は事務局

が、かなりきちっと市の指定なので指導しないといけないと思います。言葉はちょっと

強いのですが、やっていただいて、こちらで見せていただくことですね。 

〇（事務局） 

  畏まりました。 

〇（相澤委員） 

今の時点で何かというと、何しろ大きなものなので、これ架け替えるというのは大変

だと思います。前は落ちなかったのだけれど架け替えたら落っこちたことだってありう

るわけですから。それからお金もある程度かかるので、どうなんでしょうか、修理じゃ

ないので、市からはこういうものは出ないのですね。 

〇（事務局） 

今の段階では、氏子衆の方々だけの予算で行うという計画になっています。 

〇（相澤委員） 

そうやっていただけるとそれに越したことはないので。それからこれは参考まで前に

も申し上げたのですが、世田谷区の指定文化財で大蔵氷川神社の境内絵馬というのが、

胡粉で色を付けてボロボロ色が落ちてとなって、文化財を積極的に、この絵馬自体をア

クリル板と木枠の箱を作りまして、もちろんアクリル板からは絵が通して見えるのです
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が、その中に入れて、ニッカペレットの調湿剤を全部入れて、それでもう上に飾ってお

くのは危ないということで下に降ろして、衝立のようにして保存している例があるので、

そういうものを見て、こういう形でいいのか悪いのかというのを、少し中で協議されて。

氏子さんは本当に何とかということを思われて作ってみたいと思うものでしょうが、や

はり文化財となると違いますので、その辺は強く関わっていかないといけないのではな

いかと思います。 

〇（五味委員） 

  氏子の方から積極的に言ってきたというのは非常に良いことです。ですからそれを受

け止めて、一つは安全性と、それから保護していくためには、どれだけきちっと保護で

きるかという、その２点だろうと思います。またこれもし博物館にいれるのだったらま

たちょっと性格が違ってくると思いますが、やはり現地に置くとなったら一番安全で、

それから保存状態が後世に伝えられるように、この２点さえしっかりやってくれればい

いのではないでしょうか。 

〇（事務局） 

ありがとうございます。 

〇（近藤会長） 

  この絵が茅ヶ崎市重要文化財に指定されているのですね。 

〇（事務局） 

はい。 

〇（近藤会長） 

  先ほどの説明のなかで、現状変更ということが出てたのですが、絵でしょう。 

〇（事務局） 

そうです、絵に周りを被せるということで。 

〇（近藤会長） 

でも絵が重要文化財に指定されたので、そこをいじるとまずいので、被せるとか被せ

ないの話ではなくて、現状変更の考え方は適用できないでしょう。絵そのものが文化財

なのだから。現状変更してはだめですよ。 

〇（事務局） 

  畏まりました。少し説明の仕方を。 

〇（近藤会長） 

  それは考え方で、やはり徹底してもらわないとと思います。それで先ほどの五味先生

の話であり、相澤先生の話が生きてくる。 

〇（相澤委員） 
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今お話を伺って、絵といっても枠も指定の文化財になっていますから、その枠を少し

でも欠けたと言ったら現状変更になるわけですので、だから何か枠をつけるとなるとや

はりそれは現状変更という形になってくるのではないかと。 

〇（田尾委員） 

掛けてある場所を動かすのは、市の文化財レベルでは現状変更にならないのですか。 

〇（事務局） 

  位置の変更は、建物のなかで位置が変わります。 

〇（近藤会長） 

  現状変更にならない。 

〇（五味委員） 

  モノですから。 

〇（相澤委員） 

  そうですね。 

〇（宮瀧委員） 

あと結構きちんとした図面が出てますが、これは氏子さんたちがどこかの業者を見つ

けられて、その業者が書いたということでしょうが。 

〇（事務局） 

はい。 

〇（宮瀧委員） 

その辺が、どういう業者さんかというのをご相談に乗ってあげて、既に相澤先生言

われたように世田谷の例とかありましたけど、色んなところでこういう絵馬の補強、

こういう仕事を実際にやったという実績をいっぱい持っているところなら安心です

が、たまたまお知り合いの全然違う専門の方が、こういうのどうかと描かれたという

のだと、それはワンクッション相談に乗ってあげたり、資料の一番下はあらスケッチ

でいいのですが、その前の図面は、図を引かれた方が文化財専門の実績のレベルのあ

る方が描いたものなのか、別の方がやられたのか、その辺は市の方で聞いてあげたら

どうでしょう。 

〇（相澤委員） 

それから上にかけるっていうのは危険です、今の状況であんな大きなものを。だから

どうせ何かをやるのであれば、やはり下に置いておくというのが一番安全だと思います。

見に行ったのですが、紐でただこうやって。だから世田谷でもそういうふうにやったの

です。ただ海抜が低いわけではない、下に置いておくと水がというのですが、そこのと

ころは少し分からない。でもそれだからと言って上に置くのは。現状でそうなっていた
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ので、やはり絵馬というのは上でこう見上げるものだということであれば、また違って

きます。ただ安全性っていうのを考えるのであれば、下に衝立のように置いて、一般の

方にはそのまま見せればいいわけです。その辺のところからも市の指導をしてあげてく

ださい。 

〇（近藤会長） 

次回がいつになるか分からないですが、次回までにその辺懸念される材料を整理して、

もう 1回この場にかけてください。よろしくお願いします。 

 

【議題４ （仮称）茅ヶ崎市歴史文化交流館整備事業の進捗状況について】 

〇（近藤会長） 

次の議題、（仮称）茅ヶ崎市歴史文化交流館整備事業の進捗状況について話をお願い

します。 

〇（事務局） 

３月の文化財保護審議会の郵送書面で写真をお送りしたと思います。現在の進捗状況

について報告いたします。 

建築工事ですが、昨年度から着工して、今年の 11月末の竣工、引き渡しを目指して工

事を進めています。現在進捗状況としては、約８割に近い形まで完成している状況です。

展示製作については、建築工事よりも少し先の令和４年の５月末までの工期となってい

ます。冒頭申し上げましたとおり令和４年度中の開館を目指す方向で現在進めています。

併せて河川管理通路や条例等の検討、準備を今進めているところです。 

それでは現地の様子をスライドでご覧いただきます。（画面を確認しながら）こちら

全景を南西側から見た状況です。全体が入る写真がなく、また足場等で非常に見にくい

ですが、ご覧いただければと思います。 

こちら河川管理用通路、館の南側に東西にあります通路の部分を、東から西を眺めた

様子です。 

これは南西側から北側を見たものです。小屋みたいなのがあるかと思いますが、機械

室でバス停の待合のところになると思います。その左側が駐輪場でまだ造成中のところ

です。 

こちらデッキで館を囲むように回廊が走っているのですが、そのデッキの西側部分で

す。 

エントランスです。今足場組んでいるところが、館の入り口の自動ドアがあるところ

です。 

こちらが風除室です。まだ足場や色んなものが多い状況です。 
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こちらのスペース、非常に天井高は高いのです。足場がある関係で分かりにくいので

すが、かなり工事が進んでいる状況です。 

こちら展示室の中で、今回の展示の顔になる「サマリー展示」と名付けています、様

々な資料を並べるところを展示室内から見ているところです。 

ここが基本展示室、足場があって見にくいのですが、製作しているところです。一部

展示の工事で行うものも先行して建物と一緒に今作っています。エアタイトケースを基

本展示室に設置する準備を進めているところです。 

こちら企画展示室のエアタイトケース、壁側に設置する予定ですので、そちらを作っ

ている様子です。 

特別収蔵庫の写真、このような形で今作っているところでます。 

こちら歴史民俗収蔵庫、床板とその上のメザニンです。部屋の中で１階、２階と階層

構造になっていますが、そちらの床板とメザニンが大体できている様子です。 

自然の方で、乾燥標本を入れるための収蔵庫です。こちらも床板を張ったところです。 

考古の方の収蔵庫、写真が暗いのですが、床板を張ったところです。 

これ２階が、集密書庫を並べる図書や、紙資料を保管するための収蔵庫です。 

あと資料を運び込むためのトラックヤードでして、４トントラックが中に入ってシャ

ッターが下りる構造になっています。以上で、写真は終わりです。 

工事は、このまま順調に行けば、建物は、先ほど申し上げました 11月末の引き渡しと

なり、そのあと展示工事が、より本格化するというところです。工事の近況は以上です。 

もう一つ、条例のなかで、懸案でした名前が、色々調べた結果、当初整備基本計画で

は「茅ヶ崎市博物館」としたのを補助金の関係で名前を変更せざるを得ないとなってい

ましたが、「茅ヶ崎市博物館」で進められる目途がたってきましたので、そちらで設置

条例の検討を進めたいと考えます。以上です。 

〇（近藤会長） 

一番懸案の「仮称」というのがとれて良かったです。説明いただきました画面につい

て、それぞれのご意見、質問がある方は。 

〇（田尾委員） 

順調に進んでいるということで。 

〇（相澤委員） 

  名称が「茅ヶ崎」という名前になって良かったと思うのですが、「茅ヶ崎市博物館」

と「茅ヶ崎市立博物館」には、何か違いがあると思うので、その辺の検討はありますか。 

〇（瀧田社会教育課長） 

「市立」と「市」の法律的な意味での違いは特にないということです。市でも図書館
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は「市立図書館」ですが、美術館は「茅ヶ崎市美術館」と言っています。文化資料館も、

正式名称は「茅ヶ崎市文化資料館」ですので、「市」か「市立」についての検討は特にな

く、「茅ヶ崎市文化資料館」が博物館になるということで「茅ヶ崎市博物館」でいいの

ではと整理しています。 

〇（相澤委員） 

そうですか、よく経営母体が、直接市の場合は「市立」を付けて、別の色んなやり方

があるのでそれは「立」は取るとか、私が博物館にいた頃は、そんなところがあったが、

今はない、こだわらないと。経営母体は茅ヶ崎市で。 

〇（瀧田社会教育課長） 

  はい。 

〇（相澤委員） 

  それでしたら。 

〇（五味委員） 

指定管理にはならないのでしょうね。そのあたりがどうなるか。 

〇（瀧田社会教育課長） 

先ほど説明いたしました「文化資料館整備基本計画」でも、運営手法については、当

面の間直営で行うと定めています。市が直営で行う前提で設計などもしていますので、

直営でスタートになります。 

〇（五味委員） 

指定管理で他の業者が入っても上手くいかないものもある。 

〇（田尾委員） 

  割と小さな市町村の母体だと、持ちきれないということですね。 

〇（五味委員） 

ただ例えば美術館とかを全部まとめて指定管理にするところは、横浜なんかはそうな

ってる。そのあたりの問題もどうなってくるか、これから財政上の問題もあるでしょう

から。 

〇（瀧田社会教育課長） 

いずれ博物館だけではなくて、市の公共施設の考え方のなかで、今委員おっしゃられ

た博物館単体ではなくて、美術館とか文化系の施設をまとめて一体的に管理する団体等

にお任せできないかという話になれば、指定管理も検討に上がってくるとは思いますが、

まずは直営で運営すると今準備を進めていますので、よろしくお願いいたします。 

〇（相澤委員） 

所管は、教育委員会ということですね。 
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〇（事務局） 

はい。 

〇（宮瀧委員） 

大分前に伺ったかも知れませんが、登録博物館になるのか、相当施設かということは

最初の段階で文化庁と打ち合わせたのかどうか。指定物件の公開のための条件とか、こ

こで重文を出すには一定の設計の条件とかありますのでどんな塩梅になっているのか。

それと 11月末の引き渡しを受けて、コンクリや塗装の枯らしの時間というのがある。場

合によっては半年とか１年とか、その辺をもう一回。 

〇（事務局） 

二つ目の質問からお答えしますと、設計の段階から文化庁と協議をして、企画展示室、

特別収蔵庫に関しては、重文の展示に耐えうる仕様となっています。枯らしについては、

建築工期についても相談しまして、一応二夏越えることになりますので。文化庁が気に

しているのは、建物の打ったコンクリートの方でして、そちらは二夏越えますので一応

クリアしているとなっています。登録博物館かどうかですが、現在の博物館法の運用で

は、活動を積み重ねていく中で登録博物館になるので、開館後３年の中で登録博物館の

申請手続きをしていくと思います。今、厚木の博物館が、登録の手続きを終えたところ

だと思います。 

〇（宮瀧委員） 

相澤先生のご専門になる展示工事で、展示ケースの中の塗装、コーキングの枯らしが

十分でなくて、日本画の顔料がという話が前ありましたね、化学変化を起こして白い部

分が何かなったとか。今教えていただいた躯体のセメントの話はそうだとして、展示設

計の中の展示工事の方も、展示する資料によっては一定の期間をおかなければいけない

というのが確かあったと思うのですが、その辺も、大丈夫ですか。 

〇（事務局） 

はい、おっしゃられるとおり、そちらも設計の段階でご指摘を東文研さんにもいただ

いていまして、極力資料に害を及ぼすような物質が出ない材を使うことが前提になって

いまして、それで設計を進めて施工も進めているところです。ただやはり完璧ではない

ので、文化庁からは、使わない時はケースを開けてなるべく枯らしなさい、かなりの時

間がかかると言われていますので、それを運用の中でやっていくと思っています。 

〇（宮瀧委員） 

そういう点は、やはりちゃんと打ち合わせの段階からやられたことを、当然開館後も

やっていただく、直営にしていますので、是非頑張ってください。 

〇（事務局） 
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はい、ありがとうございます。 

〇（田尾委員） 

和田家と三橋家のスケジュールの関係は。 

〇（事務局） 

和田家については、昨年度耐震補強工事が終わりご報告したと思います。三橋家につ

いては、現在の場所で保存していくための環境整備をしたところです。三橋家と和田家

は既に公開を再開していますので、歴史文化交流館ができましたら合わせて管理してい

くと思います。これまで和田家の普及のための色んな事業に子どもたちに参加してもら

ったりとか、いわゆる街おこし事業を行ってきているのですが、今年も広告代理店に入

っていただいて、和田家、三橋家のパンフを、子ども向けや大人向けに、文化財という

のはちょっととっつきにくいところがあるかと思うので、もうちょっと親しみを持って

いただけるようなパンフレットを製作しているところです。 

〇（田尾委員） 

一体的な運用をしていって、やはり民具資料は、大きいものも結構あるから、民俗資

料館を活用しながら、収蔵とか後々絶対出てくる問題だと思います。あとワークショッ

プの場所に使うとか連動して。楽しみにしていますので。 

〇（緒方委員） 

今ハードの面ではかなりお話があったと思います。ちょっと歴史の専門職の学芸員に

採用されたと聞きました。歴史ということですから、いわゆる事業のシフトというので

はなくて新しい方が採れた。喜ばしい話です。 

〇（事務局） 

市広報で今月から「先取り博物館」という連載を、今どういう工事が進んでいたり、

こういうのを展示しようと思っているというのを、ニュースっぽく紹介するコーナーを

始めました。 

〇（瀧田社会教育課長） 

こちらが、歴史を専門とする学芸員で採用されて、その広報紙も、色々と学びながら

博物館の展示などを紹介していくスタイルで連載を始めているところです。よろしくお

願いいたします。 

〇（緒方委員） 

博物館に直接関わっていただけるのですか。 

〇（事務局） 

  はい。同じ担当で。 

〇（緒方委員） 
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それは喜ばしい話です、一歩前進で。専門職で学芸員で採用されたのは、市の行政と

しても素晴らしいことだと思います。 

 

【議題５ 令和２年度下寺尾西方遺跡確認調査成果について】 

〇（近藤会長） 

西方遺跡の確認調査の話ですね。よろしくお願いします。 

〇（事務局） 

  前回の審議会でもご相談いたしました下寺尾の令和２年度の確認調査について、13次

調査としたのですが、次数の見直しで 13 次調査から 12 次調査に繰り上げました。とい

うのも 12次調査の部分が西方遺跡としていたのですが、東側の北方遺跡として考えるべ

き位置だということが後程判明したもので、12 次調査を取り消して 13 次調査を繰り上

げたものですから、議題を変更して令和２年度の確認調査としました。 

内容について説明いたします。令和２年度の２月から３月にかけて、下寺尾の史跡下

寺尾官衙遺跡群及び下寺尾西方遺跡の確認調査を実施しました。その際、主目的でした

高座郡家の東側の推定区画遺構とされていた溝状遺構の続きを確認できました。詳細に

ついては、下寺尾遺跡群保存活用部会にて詳細を説明したいと思います。ここでは概要

について報告いたします。前のスライドを見ていただきたいのですが、調査した位置に

ついては、高座群家が存在している台地がこのオレンジ色の部分になるのですが、今回

調査したのは、こちらの赤色の部分で、全体を掘ったのではなくて部分的な、過去に調

査した段階で隣接する歩道部分で溝状のものが一部見つかっていましたので、そちらの

続きを確認する形で調査区を設定して調査しました。図にしますとこちら敷地が、こち

らの部分になっていまして、その歩道がこの隣接している半月状のものと、こちらの歩

道、信号がこちらにあるのですが、信号を渡ってこちら側の歩道の部分で溝状のものが

見つかっていまして、そちらの続きを確認する形をしています。 

実際に確認されたのは、図面ですとこの郡家の丁度東側を区画しているのではないか

と推定していた溝状の遺構が続いてきて、ここで溝がピタッと止まる状態、そして６ｍ

20ｃｍほどあいて、またここから溝がスタートしていき、この南側に離れたところ、こ

の溝がスタートしていき、敷地の一番端の南側のところでまた溝が確認できる状況を確

認しました。南北方向に続く溝状のものが、丁度調査した敷地の北側で止まり、また始

まる。そしてその溝と溝の間を何本か更に新しい遺構で少し壊されている、重複してい

る状態というのが確認できた状況になります。写真でも説明いたします。 

こちらが実際に空撮で調査した部分を写したもので、調査したのはこちらの場所にな

ります。こちらが小出川が現在流れているところで、こちらが湘南霊園で、こちらの部
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分は後世に盛り土がされた場所と考えられています。高座郡家の正倉群がグランド調査

で見つかったのがこのあたりと、政庁が見つかったのがこのあたりとなっています。こ

ちらの歩道の下水道の工事に先立った調査で、ここの一部で溝が確認されているのと、

ここの歩道部分で溝が確認されていたものが、続いて確認されたという成果です。 

実際に上からの写真です。先ほどの図でお示ししたように、この部分で溝がピタッと

止まって溝がない空間があり、またここから溝がスタートする状況が見つかっています。

そして南側に写った調査区のところで同じ溝がこちらで確認できていて、少なくとも今

回の調査区の中では、その後まだ南側に続いていくという状況が確認できています。 

こちらが平成 14年にグランドを調査した際の写真です。正倉が白く写っていて、正殿

が写って、今回調査した位置は、こちらの部分となっています。 

官衙に一番関連しています調査の成果については、そういった溝状のものが確認でき

て、そこが６ｍほどの空間があいているところ、そして下寺尾の遺跡部会の方の委員の

方々には、現地でも見ていただいた時に説明いたしたのですが、一部硬化しているブロ

ックを確認した部分がこちらになっていまして、溝と溝で区画されている部分のあいて

いる部分で、何らかの通路等に使われていた可能性もある部分を、今回の地点で確認す

ることができたところになっています。 

こちらの調査は、動画のデータ等も多く撮っていますので、今後編集して調査の成果

を公開していきたいとも考えています。また、補正予算の関係で今年遺跡調査発表会と

展示会が実施できる方向になったので、特別報告にまた入れて、下寺尾の最新調査成果

として速報していきたいと考えています。 

現在はこの調査成果もありまして、今後進めていくところですが、下寺尾の西方遺跡、

弥生の方の保存活用計画の素案の作成と、官衙遺跡群の保存活用計画の見直しが数年後

にありますので、そちらの準備、特に今回の調査成果もそうですけど、近年のこの東側

の調査成果を踏まえて保存のゾーン設定について見直しが必要になってきているのでは

ないかと考えていますので、それらと連動して整備活用とか、保存のための長期、中期、

短期の調査計画の素案の作成を全て進めています。こちらを今度、９月頃か 10月頃に予

定しています下寺尾の遺跡保存活用部会でご検討いただきたいと考えています。 

下寺尾の確認調査については、概要を説明いたしました。以上になります。 

〇（近藤会長） 

昨年度の調査が完了したと。今年度は。 

〇（事務局） 

今年度は、議題 1 でも説明いたしたとおり、予算がゼロになっていまして、現地での

調査は、今のところ予算措置ができていない状態です。 
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〇（近藤会長） 

  去年の調査を何か一般に示していくとかは。 

〇（事務局） 

  そういった計画は、遺跡発表会や展示会とか、北陵高校での講座を予定していますの

と、また地元の方々で小出のまちぢから協議会さんというところが熱心に活動していま

して、地元に多く広報かけていただいているのですが、地元を会場に講座を実施したい

ということで、その講師を第１回が私が遺跡の最新の成果も踏まえてご説明するのと、

第２回は観光協会の新谷さんに観光の目線から下寺尾を語っていただくのと、また宮瀧

委員にも第３回にご説明をいただくことを計画されています。 

一般の方々にお伝えするのは、今回の場所が現地説明会が実施できませんでしたので、

たくさん今回撮っておきました動画を市の YouTube で公開していきたいと考えています

のと、現地説明会の、通常であればその資料を作成しますので、紙ベースの資料を今後

作成して、調査成果の公開を配布したいと考えています。 

〇（近藤会長） 

  はい、ということで何かご質問ありますか。 

〇（五味委員） 

今年度の発掘調査が認められなかった理由は、何ですか。 

〇（事務局） 

新型コロナウイルスの対応で、市全体として事業の先送り、予算の圧縮がありまして、

その中で現地の調査などの下寺尾の事業については、今年度先に送って欲しいというこ

とで、認められませんでした。 

〇（五味委員） 

一度途絶えると難しいですから、継続に向けて積極的に努力してください。 

〇（事務局） 

はい。 

〇（近藤会長） 

五味先生のお言葉は重いです。やらないのが当然になることは避けねばならない。地

元理解が得られるということを気にしながら我々も見ていますということです。 

〇（田尾委員） 

調査の成果としては、東側の区画溝の延長が見つかったということで、非常に大きな

成果が上がったと思います。前に調査をしていた西側の様子も分かってきて、少しずつ

遺跡の様子が分かって、地域、場所の役割が分かってきたということで、もうしばらく

すると指定範囲とか、或いはその指定地内の重要度の再認識、再確認が、必要になって
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くると思います。あと一つだけ注文つけておきますと、Ａ区のように掘り過ぎないよう

にと再度言っておきます。こういった大きな官衙遺跡ですと、あの広場については、何

もなかったり、今回ももしかしたら入り口に相当するような場所で、上にブロックの硬

化面が出ていたのですが、それを記録はして下に下げて、何もない縄文とかの包含層を

掘り下げたということで、縄文の包含層については、この時代をつなげていけば、比較

的な価値になるかも知れないが本質的な価値ではないので、本質的な価値を優先して慎

重に調査をして欲しいというのを、一つ指定があるので注文をつけたいということです。 

〇（近藤会長） 

何を目的に掘っているのかということですね。この現場、現地でこの３月の部会の見

学会の時に、田尾さんが強い調子で言わざるを得なかったいうことですね。一所懸命や

っていることは分かるがより慎重に。必要なことだと思います。よろしくお願いします。 

〇（事務局） 

はい。 

〇（近藤会長） 

繰り返しになりますが来年は通用しないから。予算があってもなくても来年はやる、

今年はやれることをやるということです。 

〇（宮瀧委員） 

会議の冒頭で言ったのですが、市民は、こういう区域調査を何時までやるのか、何年

経つと他の観光地で皆さんご覧なっている遺跡のように整備されて、ガイダンス施設と

か展示施設ができるとか何かその先の、課長さんにお願いしたいのですが、やはり将来

像を地元の人に提示しながら毎年の事業をやっていかないと。毎年毎年同じことをずっ

とやり続けているみたいな気持ちがどんどん地元に醸成して、段々今まで協力してくだ

さった方も、この事業から手を引かれたいという例が他の地域でありますので。だから

北陵の移転も含めて不透明のところがあるのですが、博物館のように何年オープンとカ

ウントダウンしていった事業が一方であるので、長期的な見通し、計画をたてて、現状

はそのどこに位置付けられているのかを、市民の皆さんに示しながらやっていかないと、

市も部分的に説明会をやっているが、何時まで続くのかという声もあると思います。今

答えが特にはないのですが、やはり市民の皆さんが目の黒いうちに下寺尾官衙遺跡群の

整備活用を言ってこないと、このまま続くかどうかというのを心配しています。 

〇（事務局） 

  市としても整備基本構想を作成していくことで、そういったことがどんどんオープン

にしていけると思っていまして、そのためにも下寺尾の弥生の西方遺跡の保存活用計画

の作成を進めていく必要が今あると考えています。並行して官衙遺跡群の保存活用計画
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の見直しも迫ってきてますので、急ぎ進めていく必要があると認識しています。 

〇（宮瀧委員） 

全体像を提示しながら年度年度の仕事はやっていくことは、大事だと思いますので、

是非そういう方向でやっていただけたらと要望します。 

〇（近藤会長） 

  はい、ありがとうございます。 

 

【議題６ 鶴嶺小学校旧校門に関する調査について】 

〇（近藤会長） 

鶴嶺小学校旧校門に関する調査について、これは私たちも初めてということですね。 

〇（事務局） 

はい、こちらの鶴嶺小学校の旧正門について、新規で報告となります。こちらが指定

とか未指定文化財の茅ヶ崎市の今後に関わってくると考えていまして、報告いたします。 

これまで審議会でも文化財の指定の基準とか、今後の指定について、ご意見をいただ

いていまして、課内で基準の検討などを進めているところですが、それらと並行して発

生したもので、５年程前から相談を受けていた案件です。 

発端は、市内の鶴嶺小学校校からの相談で、鶴嶺小学校は、本日もご議論していただ

いた参道の鶴嶺八幡宮のすぐ西側に位置しています小学校です。今から 114、５年前に

建った小学校ですが、小学校からの相談として、学校の敷地内にあるコンクリート製の

柱の上部の部分が割れてきて剥落の危険性があるということで、市の学校の施設を管理

しています教育施設課に最初にあったものです。 

それで教育施設課から社会教育課に、取り扱いを考えるにあたって歴史的な価値が有

るのか無いのか照会を受けたのが発端です。 

社会教育課が、茅ヶ崎市史とか学校関係者からの聞き取りで次のことを回答していま

す。 

まずこのコンクリート製の柱が、正門としてかつて利用されたものであること、100年

近い構造物である可能性があること、そして市史に載っている昭和初期の写真と周辺の

状態が現状と違っているため、比較が若干難しく、原位置を保っていない可能性がある

こと、そのため発掘調査等の確認が必要であることを回答し、また鶴嶺小学校が、市内

で最初に建てられた３つの小学校のうちの一つであることで、市内でも歴史ある、地域

に根付いている学校であることから、鶴嶺小学校の歴史を示す貴重な資料であることを

回答し、取り扱いについては、社会教育課のみでなく学校や卒業生、地域で主体的に対

応すべきであることを回答したところです。 
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その後回答を基に学校と地域と議論を重ねまして、学校とか地域からは、保存の方向

で進みたいとの意思を市とも共有したところです。その後も聞き取り調査、現状を把握

するための発掘調査を実施することになりまして、本来昨年度、発掘調査自体は実施す

る予定でしたが、急遽新型コロナウイルスの蔓延が始まり、昨年度は見送り、今年度の

６月に実施することとなりました。 

社会教育課の狙いとしては、文化財の登録制度、指定制度の整備・拡充、また、いわ

ゆる未指定文化財の市民協働での認定制度の新設を検討していまして、鶴嶺小学校の旧

正門については、近代の学校遺産というくくりで、今回のモデルケースになっていくの

ではと考えて活動をしているところです。 

では６月に実際に実施した調査の成果について、報告いたします。（スライドで説明） 

鶴嶺小学校が存在しているのは、この黄色い場所ですが、今皆さんがいらっしゃる茅

ヶ崎市役所から北西側に２キロほど進んだ位置になっています。 

こちらが鶴嶺小学校の成り立ちになりますが、1909年に尋常高等鶴嶺小学校という形

で開校しています。その後関東大震災の影響で校舎が全て倒壊したという記述があり、

震災直後にすぐ地元の力もあって建て直しを行なったことが分かっています。 

現在は鶴嶺小学校という名前になっていますが、こちらが鶴嶺小学校の周辺の写真で、

右上が最も古くて 1955年の鳥瞰写真、人文字の写真です。今回調査した校門は、この一

番東側の「る」の右側の部分に位置しています。 

右下がその次に新しい 1969年の写真、左上が 1971年の写真、そして 1978年、1999年

の写真となっています。戦後も木造校舎があったのですが、段々と鉄筋造りに変わって

きたところです。 

こちらが昭和９年３月に撮られた写真で、こちらのコンクリート製の柱が、正門とし

て呼ばれていたものです。こちらの奥に写っているのが、当時の学校の木造の校舎です。 

こちらが今回の調査で作製したものでして、既にこの写真の状況としては、90年近く

前の状況を示しているのは、こちらの門だけになっている状況が分かっています。 

学校に残っていた図面を見てみますと、昭和 52年には既に門としての記載がなくなっ

ていまして、昭和 44年の段階では、まだこちらが正門として機能していたことが分かっ

ています。また学校の記録を読むと、昭和 46 年に廃止して、昭和 47 年には北側の門の

みを利用することになり、こちらが元々正門と呼ばれていたが、北門を正門として改め

たという記述があります。 

建立から 40 年に 40 周年記念誌を小学校で作製されていますが、市の郷土会にもいら

れた鶴嶺小学校の第１期生の方の「40年の思い出」という文章に、この門のことが書か

れていまして、この門の歴史的な一番古い段階を示す資料が今のところこちらしか見つ
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けられないのですが、この緑のマーカーで示したところですが、関東大震災のあと正門

は現在のところに移り、門柱もコンクリートの頑丈なものに建て替えられた記載があり、

少なくても関東大震災よりも後に建て直された柱であろうということが分かってきまし

た。ですから、どんなに長くても 97、８年前に建てられたものではないかなと把握して

います。 

今回調査したのは、こちらが上から見た図ですが、この門の北側の周りを考古学的な

発掘調査と同じ手法で土層が観察できるよう部分的に調査したものになります。この門

の写真の右手、東側が当時通学路として使っていた部分で、西側、左手側が校舎、学校

の中です。原位置を保っていたかどうかに関しては、ここの門の掘ったところに、昭和

９年の写真では、コンクリートか石でできた段差があり、その段差自体は既に取り外さ

れていたのが分かったのですが、そのコンクリートないし石の段差を造るための土台に

なったと考えられる石の板が、ここで１枚、２枚、３枚目が掘ったところで確認できま

した。その土台となる石の板が、この北側の門とぴったりくっついていましたので、原

位置を保っている可能性は極めて高いと今評価しています。 

こちら実際に昭和９年の門を利用されていた当時の写真ですと、今お話したのがこの

石の段差の土台の部分となる石が見つかったところで、この手前にもコンクリートの板、

或いは石の板が写真に写っているのですが、こういったものは、グランド整備のために

既に取り外されていることが今回の調査で分かってきました。ここにも石が立っている

状態があるのですが、そちらの石も残っておらず、またこの門の外側についている柵に

ついても、柵自体は残ってなく、その柵の基礎構造なども残っていませんでした。ただ

この門の柵とくっつく部分に関しては、その鉄筋が残っていたのと、その部分だけの結

合用のコンクリートが残っていることが分かっています。 

実際の調査の様子がこのような形で、ここの上部が、このように割れて剥落する可能

性があるのが当初の相談内容となっています。丁度ここの部分がその柵とくっつく部分

になります。この周りに木が生えていて根の影響が多くて、根がかなりこの柱の周りを

囲っている状況もあり、鶴嶺小学校のこの門を建てた当時の土、或いはグランドの土は

ほとんど失われている状態でした。こちらが石の板を確認したところです。ここが１枚、

２枚、３枚目が出てきている状況です。また補足ですが、ここにはタイムカプセルが埋

まっていまして、1998年の卒業生が埋めたもので、こちらの門に付属する、歴史的な付

帯する価値がここにもあった状態があります。 

基礎構造については、こちら現在のグランドの高さになりますが 15センチほど掘った

段階で、きれいに化粧したものと段差が出てきます。そしてちょっと汚い化粧みたいな

部分が、ここのわずか 10センチほどの幅にありまして、どうもここのところにちょっと
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汚い段差ができます。昭和９年の写真には、そういった段差はほとんど写っていません

ので、この直上くらいに門を設置した段階のグランドといいますか、門を利用していた

段階のスロープというようなものは、ここの高さまでに存在していたのだろうと考えて

います。これより下部のところに雑に造ったコンクリートがあり、下に玉石のような石

が、根石のような、捨てコンの代わりような形で、捨てコンと砕石の代わりのような形

で存在していまして、さらにこの石の脇に瓦のかけらが何個か出てきています。瓦と石

をその基礎の一番底に敷き詰めるという工事をしているのですが、丁度関東大震災で校

舎が倒れた後に校舎の建て替えを行っているなかで造られた門柱ということであれば、

もしかしたらするとこの瓦自体が、一番最初の校舎の瓦が転用されたものの可能性もあ

るのかと考えています。 

こちら３次元の計測をしたものですが、これが水平垂直になっているのですが、左手

が北側の掘った方、門柱があって、これが南側の門柱ですが、北側にしろ南側にしろや

や傾いている、２、３度傾いている状況がありまして、どうも根が押しているのではと

いう雰囲気もあるのですが、たまたまここに段差の石を支えるための土台石がきちっと

存在しているため倒れることはないだろうと見ています。少し傾きが出てはきているも

のの現状を残す、当時建てた原位置は動いていないと考えています。 

学校との連携として、発掘調査中には生徒が見学に来るという状況がありました。６

年生のクラスの子たちで、校内向けにこういったことを今やっているというのをお知ら

せするものとか、学校の外を行く人たち向けに、この今調査しているのはこういう意味

があってやっていますというお知らせを、学校側が子どもたちと一緒に作ってくれたも

のです。 

こういった調査を進めていったなかで、今後どうしていくかというところを、この調

査に関連して実施するのですが、学校側として、地域への正門にまつわる思い出の聞き

取り調査とか、全校生徒の発掘調査の見学、そして地域住民の発掘調査見学を対応して

いただきました。また４年生の国語の授業と連携して、感謝状の作成を国語の表現の授

業としたいということで、一人ひとりから感謝状をいただいて、返信しました。 

社会教育課としては、現地での確認調査の他に、市の職員への正門にまつわる聞き取

り調査や、市民の方でよくボランティア活動をされている昭和初期の頃の卒業生の方に、

門に対する思い出の聞き取り調査を実施しています。 

今後は、この調査の結果を踏まえて、学校、地域と連携して、実際にどう保存してい

くのか、どう活用していくのかという方法についてつめていきたいと考えています。ま

た地域の聞き取り調査がまだ足りていませんので、こちらの聞き取り調査の実施、そし

て市内に 100 年近い歴史を持っている小学校が他に２校ありますので、市内の他の学校
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にも、こういった学校遺産になりうる資源がないか確認を進めながら、今後の文化財の

制度の拡充について検討を進めていきたいと思っています。 

今回発掘という形で大きく調査を実施したところがありまして、その経過の報告を新

規にいたしました。以上です。よろしくお願いします。 

〇（近藤会長） 

ありがとうございます。この門柱自体は、保存の方向ということで、学校とも話がつ

いているのですか。 

〇（事務局） 

そうですね、保存の方向で進みたいということですが、上部のコンクリートがかなり

割れていまして、丁度この三角形の継ぎ目のあたりが全体に一周ぐるっと割れているの

と、さらに上の部分が割れて既に無くなっている状態があります。調査の時はこのよう

に囲っているのですが、普段は遊具も近くにあって子どもたちが遊んでいるので、今の

まま放っておくと何時か突然落ちた時にケガなどをして、すぐ撤去という流れになって

しまいかねないので、急ぎ応急処置をしていく部分と、学校としては文化財指定や登録

を目指していきたい思いもあるので、地域の思いも集めながら、まずは安全を確保する

という部分と、どう地域に公開していくかというところもありますので、急ぎ詰めてい

きたいと考えています。 

〇（近藤会長） 

少し軸がずれているのがある、左側かな。それも何か不測の事態が起きないように細

心の注意を払うということは、大前提です。ご意見あるでしょうか。 

〇（宮瀧委員） 

さらっとおっしゃたけど、(4)っていうのは大変なことで、結構大問題ですね。 

〇（事務局） 

そうですね、文化財保護法の改正も受けて、市も条例、制度の見直しを行って、市の

条例で文化財の登録制度、指定の制度を直していなかければならない部分もありますし、

これまでの指定の基準も、きちんとはできていなかったとところもありますので、その

検討とともに近現代、近代の遺産を今後は考えていくべきと考えていまして、それを市

民協働のなかで認定制度などを作っていくことで、より未指定文化財のリストをしっか

りと整備していく手法の一つにもっていけるのではとも考えています。実際にどうする

か検討を始めた最中ですが、是非それを進めていきたいと考えています。 

〇（宮瀧委員） 

30年くらい前ですか、松籟荘という別荘の保存を市民の方が求めて保存できなかった

こととか、南湖院の建築が、こういう制度に該当したと色々と思い当たるので、茅ヶ崎
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別荘地ですし、学校、神社仏閣とか色々ありそうですね。これは結構私たちもきちんと

対応しないといけない問題かなと思っているので。今日は別にないのですが。 

〇（近藤会長） 

肯定的に。ただしいろいろ検討必要ですね。 

〇（五味委員） 

必要ですね。小学校というのは、こういうのがあるということ自体が、小学生に文化

財の重要性というのを非常に訴える力がありますので非常に良いことだと思います。特

にやはり小学校というのはみんな、自分が育った小学校という記憶がありますので、そ

ういうのを残すとやはり父兄、親御さんも非常に重要な意味を持つものになったと思い

ますので、うまい形で進めていただければと思います。 

〇（岡崎委員） 

確かにここは古いのです。それですぐ前に道を挟んで池があるのですね。だからそう

いうとの関連してくるのではないか。ただ小学校だけに危険な部分もあるのですね、古

くなっているから、その辺もちゃんと考えてもらわないと。 

〇（近藤会長） 

その都度その都度こういう場にあげて議論して、なるたけ残していくということでで

きたらいいなと思います。否定的な意見はないと思いますので継続して議論したいと思

います。ありがとうございました。 

〇（宮瀧委員） 

タイムカプセルはどうなっているんですか。 

〇（事務局） 

タイムカプセルは、それを埋めた子たちの同級生の違うクラスの方が担任の先生をさ

れていたのでお話し、連絡とってみますというのがあったのと、６年生の授業で地域の

方への呼びかけを、総合学習の一環としてタイムカプセルを発見したので誰か知りませ

んかと行って、保護者の方から連絡を受けたというものがあります。今は、学校側にお

渡しして、ただ思い出がというか手紙とかが、個人情報だと思いますので勝手に開けな

い方がいいと言ってお渡ししてあります。あとはタウンニュースさんが、その話を聞い

て先週ぐらいに取材をされたと聞いてますので、今後のタウンニュースに記事として取

り扱われるのかなと考えています。 

〇（緒方委員） 

今これ門としてますが門柱、当時は扉がなかったんですね。 

〇（事務局） 

当時通われてた方が、確かなかったとおっしゃっていて、実際に門として塞ぐような
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構造物はなかったのと、あと 30年前にここ遺跡にもなっているので発掘調査をやってい

るのですが、30年前の写真も閉じるような門は存在していませんでしたので、30年前も

開放していたようです。 

〇（緒方委員） 

私茅ヶ崎小学校ですけど、多分茅小の正門も実は扉がなかった気がする。 

〇（岡崎委員） 

私も茅ヶ崎小学校ですから、扉ないです。門柱だけです。 

〇（緒方委員） 

門柱ですよね。出入りが自由で、今みたいに閉めるという感じがなかったのですね。 

〇（岡崎委員） 

そういうのはなかったですね。 

〇（緒方委員） 

門扉があった記憶がないですね。全国的にそうですか。 

〇（岡崎委員） 

どこの学校も、茅ヶ崎市内の学校はなかったですね。 

〇（五味委員） 

人びとに門戸が開かれていたのですね。 

〇（緒方委員） 

皆さんいらっしゃるっていう時代ですよね。 

 

【その他】 

〇（近藤会長） 

その他は何かありますか。 

〇（事務局） 

２点ほど。１点目は、来年の４月１日付で施行される文化財保護法の改正で、地方の

登録制度が法的に位置付けられることになります。登録文化財として位置付けるには条

例改正を伴いますので、現時点でどうなるとお示しすることはできないですが、市の指

定文化財の指定基準と併せて登録制度についても研究・検討を進めたいと考えています。

また、ご報告できる段になりましたら、ご審議いただきたいと思いますのでよろしくお

願いいたします。 

２点目は、次回の審議会の日程で 11月を予定をしています。調整については、改めて

連絡いたしますのでよろしくお願いいたします。以上です。 
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〇（瀧田社会教育課長） 

 ・閉会のあいさつ 

  


