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会    議    録 

会 議 の 名 称 令和３年度 第１回 文化財保護審議委員会議 

開 催 日 時 
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委 員：浅川副議長、笹森委員、斯波委員、陶山議長、 

寺元委員、橋本委員（６名出席） 

事務局：神頭部長、赤澤課長、齋藤課長補佐、今井主任、 

根古谷主任、秋山主事（６名出席） 

会 議 内 容 

（１）令和３年度文化財課事業について 

（２）その他 

   ①市指定文化財泉水山・富士谷遺跡出土浅鉢形土器

の特別公開について 

   ②旧高橋家住宅主屋屋根の大棟の毀損及び修繕に

ついて 

会 議 資 料 

・令和３年度第１回文化財保護審議委員会議会議次第  

・朝霞市文化財保護審議委員名簿  

・令和３年度第１回文化財保護審議委員会議資料  

会 議 録 の 

 

作 成 方 針 

 □電磁的記録から文書に書き起こした全文記録 

 ■電磁的記録から文書に書き起こした要点記録 

 □要点記録 

 □電磁的記録での保管（保存年限   年） 

電磁的記録から文書に書

き起こした場合の当該電

磁的記録の保存期間 

■会議録の確認後消去 

□会議録の確認後 か月 

会議録の確認方法 

議長による内容確認 

そ の 他 の 

必 要 事 項 

傍聴者 なし 

 

 

 

 

 

 



  審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等） 

（齋藤課長補佐による司会進行） 

（神頭部長の挨拶） 

（委嘱について） 

（各委員及び事務局職員による自己紹介） 

（神頭部長退席） 

 

（齋藤課長補佐） 

 それでは、次に、議長・副議長の選出を行います。赤澤課長が仮議長を務めさ

せていただきます。 

 

（赤澤課長） 

 それでは仮議長を務めさせていただきます。 

 まず、本日の会議の公開についてですが、本市の「市政の情報提供及び審議会

等の会議の公開に関する指針」により、非公開とする部分はございませんので、

本日の会議は公開とし、傍聴要領に基づいて傍聴を許可しております。 

 会議の途中でも傍聴希望者があった場合には、傍聴要領に沿って入場していた

だきますので御了承いただければと思います。 

 それでは、朝霞市文化財保護条例施行規則第２３条に基づき、議長の互選を委

員の皆様にお願いいたしたいと思います。自薦・他薦を問いませんが、いかがで

しょうか。 

 

（斯波委員） 

 よろしいですか、できれば今までと同じように陶山委員に議長をやっていただ

ければと思います。 

 

（赤澤課長） 

ありがとうございます。ただいま陶山委員にお願いしたいというお声がござい

ましたがいかがでしょうか。 

 

（賛成ですとの声あり） 

 

（赤澤課長） 

ありがとうございます。それでは議長の方は陶山委員にお願いしたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

次に、副議長の選出を行います。こちらも自薦・他薦を問いませんので、挙手

をいただければと思います。お願いします。いかがでしょうか。 

 

 



（斯波委員） 

もう一回よろしいでしょうか。これも今までと同じように浅川委員にやってい

ただければと思います。 

 

（赤澤課長） 

 ありがとうございます。ただいま副議長を浅川委員にというお声がございまし

たが、皆様いかがでしょうか。 

 

（賛成ですとの声あり） 

 

（赤澤課長） 

ありがとうございます。それでは副議長は浅川委員にお願いいたします。 

委員の皆様による互選の結果、議長に陶山委員、副議長に浅川委員が選出され

ました。それではよろしくお願いいたします。 

これで仮議長の座を降ろさせていただきます。ありがとうございました。 

 

（齋藤課長補佐） 

 それでは、陶山委員、浅川委員におかれましては、前方の議長、副議長の席に

御移動ください。 

 

（陶山議長の挨拶） 

（浅川副議長の挨拶） 

 

（齋藤課長補佐） 

ありがとうございました。ここで配付いたしました資料の確認をさせていただ

きます。 

 

（資料確認） 

 

（齋藤課長補佐） 

 それでは、これより議事に入らせていただきます。なお、議事の進行につきま

しては、陶山議長にお願いいたします。 

 

（陶山議長） 

 議事に入らせていただく前に、本審議委員会議の議事録の確認ですが、議長で

ある私に一任させていただいてよろしいでしょうか。 

 

（異議の声なし） 

 

 



（陶山議長） 

本日の議事に入ります。本日の議事は、 

（１）令和３年度文化財課事業について。 

（２）その他、①市指定文化財 泉水山・富士谷遺跡出土浅鉢形土器の特別公

開について、②旧高橋家住宅主屋屋根の大棟の毀損及び修繕について、の２件と

なっております。議事進行については御協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

◎議事（１）令和３年度文化財課事業について 

 

（陶山議長） 

議事（１）の令和３年度文化財課事業について、事務局から説明のほどよろし

くお願いいたします。 

 

（齋藤課長補佐） 

 それでは説明に入らせていただきます。 

 お手元の、会議資料の資料１－１を御覧ください。現在進行中の部分もござい

ますので、状況報告と併せて御説明をさせていただきます。 

 まず、文化財保護普及事業につきましては、文化財が市民共有の財産という意

識が啓発されて、醸成されることを目的としています。内容といたしましては、

文化財保護審議委員会議の開催や視察の実施、文化財関係団体への補助金の交付、

啓発活動として広報あさかやホームページを利用した情報発信を行っておりま

す。 

 次に、指定文化財等保護管理事業です。市内にある国・県・市指定文化財の適

切な保護及び管理を行っております。内容といたしましては柊塚古墳歴史広場、

広沢の池、湧水代官水、二本松等の剪定や除草、水質調査等です。柊塚古墳では、

ボランティア団体による万葉の花壇維持活動の御協力をいただいておりました

が、継続が困難との申し出がありまして、昨年度の３月末をもって終了となりま

した。湧水代官水では敷地境界のフェンスの一部で修繕が必要なことから補正予

算計上を予定しております。 

 次に、資料２ページ目を御覧ください。埋蔵文化財調査保存事業については、

市内の埋蔵文化財の保護のための確認調査及び発掘調査を行っています。あわせ

て、調査成果を公開・活用できるように整理作業を行い、調査報告書を作成し、

出土品の保存を図っております。 

 内容といたしましては開発に伴う確認調査ですが、今年度は過去２年の実績と

を比べますと増加傾向にあります。 

 個人住宅の発掘調査の支援につきましては、現在のところ１件となっておりま

す。発掘調査につきましては、今年度は①から⑤までの５件ございまして、その

内①、②、④は現在調査を終了しております。⑤につきましては、資料では予定

となっていますが、今月７日から開始しておりまして、現在発掘調査が稼働して

いる現場は、２箇所でございます。 



 次に発掘調査の資料整理ですが、今年度は上の原第三遺跡の第１地点・第２地

点の報告書作成を予定しております。 

 資料作成業務委託では、向山遺跡第９地点のほか２箇所の発掘調査地点を予定

しています。 

 次に、出土金属製品の保存処理につきましては、人部・峡遺跡第１２地点発掘

調査で峡山古墳から出土した金属製品等の処理を今年度も予定しております。 

 次に、埋蔵文化財センター管理事業です。埋蔵文化財の保護の推進を図り、資

料保存作成等作業を行いまして、整理後の資料の活用を図る拠点として、管理運

営を行っております。 

 次に資料１－３を御覧ください。旧高橋家住宅管理運営事業です。重要文化財

旧高橋家住宅の保存及び活用を図るために、施設の管理運営を行っております。

活用事業の実施につきましては、人と人との接触が生じやすい事業は引き続き控

えていく方針ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を十分に講じなが

ら、実施可能な事業につきましては、参加者の定員等を大幅に抑えて実施の方向

で検討しております。なお、今年度の実績として、じゃがいも掘りを記入してお

りましたが、実施日の７月４日が雨天となってしまいましたので、中止となりま

した。資料に６組１４名を計上しておりましたが、こちらは中止となりましたの

で、資料の修正をお願いいたします。 

 文化財のボランティアへの支援では、旧高橋家住宅ボランティアとして、現在、

２７名の登録者がいらっしゃいます。ボランティアの皆様にも活動時には感染症

対策に留意いただきまして、マスク着用の徹底や三密にならないよう対策を取り

ながら進めていただくようにお願いをしているところです。綿育て隊につきまし

ては年少者の参加もございますので、実施が難しいということで今年度につきま

しても、中止とさせていただいております。成果物の綿につきましては博物館の

展示資料や教材として使用する綿が必要となりますので、職員を中心に小規模な

がら栽培しているところでございます。 

 来園者につきましては、コロナ以前の半数ほどという状況ではございますが、

若干微増傾向にあると思われます。 

 以上が令和３年度の文化財課の事業となっております。 

 

（陶山議長） 

 ただいまの説明について、御意見や御質問などございますか。 

 

（笹森委員） 

 コロナ禍の中で非常に大変だと思います。いろいろなことが中止になっている

のかと思います。発掘調査も思うようにできないのではないかと思います。事業

は、秋とか冬になって目途が立てられたら、また企画されるとか、今年の事業予

定に入ってなくても、状況によって進められたら良いのではないかと思います。 

 

 



（陶山議長） 

 ほかには。 

橋本委員。 

 

（橋本委員） 

 柊塚古墳のボランティアの方は、そもそもどのような状況で開設して、どのよ

うなことをしてもらえたのでしょうか。 

 

（齋藤課長補佐） 

 こちらの団体につきましては、生涯学習課の方で市民のボランティア育成事業

を２００２年に実施しておりまして、その時にボランティアは色々な形があるこ

とを参加者が認識して、歴史関係に興味がある団体に向いたボランティアという

ことで、その方々が集まって「ひいらぎ２００３」というボランティア団体を組

織されました。その後、柊塚古墳の維持管理の中で万葉の花壇というものを設置

しまして、この花壇維持に御尽力をいただいていたところです。２００３年から、

およそ１７・１８年活動いただいて、その間、花壇の整備をきちんとしていただ

いて、助かっていたところでございますが、何分構成員の年齢的なところも上が

ってきている状況で、新しい参加者がなかなか増えないというところもございま

して、団体としての存続は継続しますが、体力的なところでの活動は難しいとい

うことで、柊塚の花壇の部分については、終了させていただきたい、というお話

を頂きました。事務局としても長期間の御尽力に感謝を申し上げ、終了というこ

とになりました。 

 

（橋本委員） 

 やはりどこもそうなのですが、ボランティア自体が集まれないということで、

先ほどお話のあった、高齢化の問題。高齢化は良いのですけれども、新しく入っ

てくる方がいないという問題があると思うのですがいかがでしょうか。 

 

（陶山議長） 

 はい、ほかには。斯波委員は。 

 

（斯波委員） 

 本当に高齢化という問題はどこも抱えていることと思います。生涯学習ボラン

ティア育成事業ということでしたので、こういった形で再度、講座を開いて育成

していくことを定期的に行って、グループをいくつも作っていくような形を設け

る。そして、その設けたグループが交代で、もしくは一つのグループとして活動

していくというような形を組めるようにならないと、どこでも同じような現象で、

いつの間にか団体が無くなってしまった、活動ができなくなってしまったという

事例を多々聞いていますので、そういった工夫ができるかどうか、ということだ

ろうと思います。文化財と生涯学習という、少々立場が違うかと思いますので、



なかなか大変かもしれませんが、可能であればそういった講座を毎年とは言わな

いまでも、定期的に何年かに一度、講座を開いてボランティアを育成していくと

いうような形をとっていただきたい。そうしないと先細りになって、どこもかし

こもということになってしまいかねない。その辺を御検討いただければと思いま

す。 

 

（橋本委員） 

 まさに斯波委員からお話があったように、以前に葛飾区の堀切菖蒲園でも高齢

化の問題がありました。ほかにも、水元公園も「カワセミの里」がありまして、

ボランティアの方ではないのですが、そのような方たちがいてボランティア講座

で話をさせてほしいという意見は随分ありました。 

 

（陶山議長） 

 ただいまボランティアということで、高齢化等で解散というのか、そういった

中で、斯波委員からも橋本委員からもそういう提言で、やはりこちらから語り掛

けること、一つの入れ物をつくることも必要かと思いました。事務局の方で考え

ていただければと思います。 

 

（斯波委員） 

 後から講座受講生が前のグループに加わるってことはなかなか難しいこともあ

ると思います。先輩後輩の意識みたいなのがあるのかなと思いますが。 

 

（橋本委員） 

 全部階層別に、年度別になってしまい、横に並びにくいですね。 

 

（斯波委員） 

 そういった形で、そのグループに入ってくださいと言ってもなかなかできずに、

次のグループを作ってしまうというような傾向が非常に強く見えるものですか

ら、そういったグループを一つと言わずに、三つ、四つと作っておけば、そのグ

ループが交代でやっていくという形が取れれば。１箇所だけをやるということで

はなくて、ローテーションで活動するような形が取れれば、上手く流れていくの

ではないかと思います。 

 あともう一つは、グループの人たちに周りのお友達に声かけをしてもらう。声

をかけて参加してもらい、グループが弱体化しないような体制を作ってもらう方

法もあるのかもしれませんが、自分の経験上、なかなか難しいですね。ですから、

グループをローテーションするというような形が、一番楽なのかなとは思います。 

 

（橋本委員） 

 文化財でのボランティアというのは、私たちでは博物館のものは想像できます

が、文化財ではどのような形になるのでしょうか。 



（斯波委員） 

そうですね。これはどちらかといえば緑化などの関係ですので、みどりの関係

の課とも連携するような形を取れると、方法としては違った展開が見えて来るの

かもしれません。例えば公園や緑化対策を行っている担当課など。 

 

（陶山議長） 

 緑化の関係だと、よく町内の担当で道路の植え込みとかですね。 

 いずれにせよボランティアは、やはり興味がないと。義務付けてしまうと辛い

と思いますし、その人たちに任せっきりというのも辛いでしょうから。ボランテ

ィアの方たちが集まって話し合える場所があれば良いのかなと思います。 

 

（橋本委員） 

 私も陶山議長がおっしゃっているように、ボランティア自体を考えていかない

と。ボランティアのための、ボランティアではないですが、既得意識を持ってく

るボランティアが無意識に出てくると、支障がありますよね。 

 

（陶山議長） 

 寺元委員はどうですか。 

 

（寺元委員） 

 初めてで、理解ができてないのですけど、どうですかね。 

 どこも高齢化という問題は、うちの宗派でも同じ問題はありますけれど。 

 

（陶山議長） 

 やはりいろいろなところの文化財でも、維持管理は市だけではなくて、そうい

った方々のかかわりで、成り立っていますね。 

 

（寺元委員） 

 やりがいなのかと思います。ただ、ボランティア、ボランティアというのでは

なく、やった結果がボランティアであって、何かそういったやりがいをもって、

そういう目的をもってやれば、自然と人も集まるかなという気がします。 

 

（陶山議長） 

 今の問題は、色々な提案がありましたが、よろしくお願いします。 

 また、この文化財事業について、ほかに御意見はありますでしょうか。 

 

（浅川副議長） 

 よろしいですか。 

 

 



（陶山議長） 

 はい、浅川副議長。 

 

（浅川副議長） 

 次の時に質問しようかと思ったのですが、今現在、本田技研の研究所の下のと

ころがかなり広範囲に崖地を崩していまして、地層が現れています。ほかの方か

ら、何をしているのだろうとよく聞かれます。あの場所は貴重な資料が出る場所

だと思います。役所の方には、何かそういったお話は入っているのでしょうか。 

 

（陶山議長） 

 どうぞ事務局。 

 

（齋藤課長補佐） 

 今お話のあった場所ですが、朝霞市の遺跡に該当しておりまして、指定文化財

の出ました、泉水山・富士谷遺跡の一部に該当しております。 

今回の工事にあたりまして、事業主の方から工事のお話を頂きまして、包蔵地

に該当していることから、埋蔵文化財の確認調査をお願いしたいと依頼を受けて

おります。斜面地で、樹木が茂っている状況でしたので、その段階から現地の方

を歩いて確認をさせていただきまして、その段階では特に遺跡を感じさせるもの

は、確認されていませんでした。 

次に、工事に入る前段階として、樹木の伐採が終わった段階で、立会をさせて

いただき地表を確認いたしました。その時にも、特に遺跡を感じさせるものは検

出されませんでした。その後、抜根作業に入るということでしたので、抜根作業

の合間に重機で試掘ができるところにつきましては、こちらの職員が現地に向か

い、試掘を行いました。今のところ遺構や、例えば竪穴住居やそれに伴う土器な

どは確認されていない状況です。 

現在、工事施工中ですので、新しい区画を施工する際にはこちらの方の職員が

立会をして、確認作業を続けております。地層につきましては、浅川委員のお話

のように、非常に見晴らしがよい状況で、朝霞で大規模に地層が見られるところ

はないのではないかというところで、事務局の方も現地に行った際には、写真の

撮影や確認をしているところです。 

工事の内容につきましては、斜面地ですので、崩落などの防災的な意識から擁

壁工事をしたいということで申出がありまして、擁壁工事と併せて、場内の通路

を造るという工事を事業主の方から届出いただいております。 

 

（浅川副議長） 

 そうすると、かなり高さがありますね。 

 

（齋藤課長補佐） 

 そうですね。高さがあるので、擁壁は段を造成しながら、安全性を高めるよう



な工法にしているということです。 

 

（浅川副議長） 

 わかりました。ありがとうございました。 

 

（斯波委員） 

 新座市でも、そういう風に切通しができたことがありました。すぐに擁壁がで

きてしまって、写真ぐらいしか撮れないのだろうと思ったのですが、工事をして

いる方に直接お願いをしまして、土層を取らせてほしい、一日でいいから実測を

させてほしいとお願いしたところ、快く「休みの時だったらいいよ。」というお話

をいただきましたので、地表から礫層まで、全層観察させてもらったことがあり

ます。たまたま、それを武蔵野ロームの下まで観察することができて、非常にい

い記録を取ることができました。上から下まで、そのような形で記録を取ること

は、恐らくこれから先もないかもしれません。可能であれば、ということになり

ますが、一つの記録として、遺跡地内ということでしたら、なおのことそう思う

のですが、一度そのような相談が可能かどうか確認してもらうのも一つの手なの

かなと思います。 

 

（齋藤課長補佐） 

 かしこまりました。 

 

（斯波委員） 

 工期がありますから、工期に間に合わせないといけない。大きな重機が、２台

も３台も入って削って土を運び出してというような状況でしたが、その場所が遺

跡ですので、工事担当者にせっかくだから記録を取らせてもらえないかとお話を

しました。また、後の結果で知ったのですが、その時に埼玉県の地質関係の人た

ちが、見に来ていたらしいです。 

 

（橋本委員） 

 かなりの高さだったのですか。 

 

（斯波委員） 

 トータルにすると、１０メートルくらいになります。一番下は砂利層の少し上

まででしたので、少しスコップで掘らせてもらい、砂利層まで。いや、上から下

まで通しで７メートルぐらいですね。 

 

（橋本委員） 

 結構な高さですね。 

 

 



（斯波委員） 

 そうですね、我々の持っている脚立では届かないので、現地にあった梯子を使

わせてもらいました。 

 

（橋本委員） 

 今回の現場も結構高いのですか。 

 

（齋藤課長補佐） 

 高低差が８メートルか９メートルぐらいです。 

 

（斯波委員） 

 背が高い、深いので、深いというか斜面ですので、かなり危険を伴います。可

能な範囲でいいと思ますが、無理をせずに。 

 

（陶山議長） 

 斯波委員のお話は公共の立場の時ですか。 

 

（斯波委員） 

 現役の時です。 

 

（陶山議長） 

 いい提案だと思いますので、事務局の方で検討していただければと思います。 

浅川副議長のお話しから内容が広がりましたが、あの現場はやはり、みんなの

目に留まっていますから。 

 

（斯波委員） 

 そうですね、注目されている場所ですね。興味がある人は、どうしても中に入

って行きたくなりますね。ですので、かえって危ない思いをする方もいます。 

 

（浅川副議長） 

 休みの日に一日ぐらい警備員をつけて、見学させてもらえれば。状態がいい時

でないと、こんな雨の多いときなんかは崩れますからね。何もしないのは、ちょ

っともったいないという感じですね。 

 

（陶山議長） 

 相手があることなので、事務局の方で検討していただきたいと思います。 

 

（齋藤課長補佐） 

既存の試掘調査も併せながら、その範囲の中で取れるタイミングで記録は残し

ていきたいと考えています。 



（陶山議長） 

 ほかにはありますでしょうか。 

今日も分厚い報告書をいただきましたが、これは発掘調査の実施という数字で

出ていますが、一生懸命に学芸員の方々が頑張っていらっしゃるのだと思ってい

ます。また、これから相続等で開発が数多く行われていくと思いますので、人数

が少ない中でのお仕事ですが、どうぞ頑張っていただければと思います。 

 

（齋藤課長補佐） 

 ありがとうございます。 

 

（橋本委員） 

 昨年の調査件数は多かったのでしょうか。 

 

（齋藤課長補佐） 

 昨年は年間で１２件ございまして、今年度は現状で予定がもう１０件です。 

 

（橋本委員） 

 結構多いですね。 

 

（齋藤課長補佐） 

 そのうちの５件が終了したものと現在進行形のものですが、その５件の後に５

件控えているので、昨年度の数よりも発掘が進むのではないかと思われます。 

 

（橋本委員） 

 朝霞は住みやすいと。 

 

（齋藤課長補佐） 

 そうですね、住みやすいというところと、大規模に開発が最近は進んできてい

ると思います。 

 

（陶山議長） 

 はい、それではほかにはどうでしょうか。 

 はい、斯波委員。 

 

（斯波委員） 

 毎年、広沢の池の水質調査をされていますが、現在広沢の池は少量だと思いま

すが、水は湧いていますか。 

 

（齋藤課長補佐） 

 湧水量につきましては、若干ではありますが湧いております。雨が続かない時



期が続いてしまうと、どうしても自噴する量が限られますので、補給用のポンプ

で地下水をくみ上げております。 

 

（斯波委員） 

水質的には何かを基準にして見ていかないといけないのですが、どういった状

態の水質ですか。例えば、魚で言えば綺麗な場所にしか住むことができない魚が

生息できるような水質なのか、汚れている場所を好む魚しか生息できない水質な

のか。 

それともう一つが、周辺に住宅が多く、いわゆる汚染物質が池に流れ込んでき

ているのかどうか。その辺りはいかがでしょうか。 

 

（齋藤課長補佐） 

これまでの水質調査では、その補給水、汲上げた方の水を調査しております。

こちらにつきましては、特に池に給水するときについては支障ないレベルです。

現状でも生き物についてお話いたしますと、鯉や小魚が泳いでおり、昨年につき

ましてはカルガモが営巣して、そこで子育てしていくような環境でございます。

また、時期によっては渡り鳥が来ている状況で、そういった生物が生活できる状

況でありますので、特段危険があるような状況ではございません。分析の方につ

きましては、斯波委員がおっしゃったように、周囲の住宅化がかなり進んできて

おりますので、地下水への浸透がかなり減ってきているのではないかと思われま

す。そのことが湧水の自噴の減少に繋がっているのではないか、ということにつ

きましては、今後も継続的に注視していかなくてはならないと思います。 

 

（陶山議長） 

 ほかにはないでしょうか。 

 

（委員の発言なし） 

 

（陶山議長） 

沢山の提案がなされたと思いますので、一つ一つ見ていただきたいと思います。 

 それではほかにないようでしたら、議事①の令和３年度文化財課事業について

は御異議ありませんか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

（陶山議長） 

 それでは議事①については承認されました。 

 

◎議事（２）その他 

 



（陶山議長） 

 続きまして、（２）のその他について事務局から説明のほどお願いします。 

 

（齋藤課長補佐） 

（２）のその他につきましては２件報告がございます。１件目につきましては、

市指定文化財泉水山・富士谷遺跡出土浅鉢形土器の特別公開についての報告です。

資料２を御覧ください。 

こちらにつきましては、前回の文化財保護審議委員会議で皆様の方から御答申

いただき、めでたく市の指定文化財となりまして、指定日が２月１８日となって

おります。その後３月３日から５月３０日という会期で、朝霞市博物館の展示室

の常設展示の入口の場所に、皆様のよく目に留まる場所で、展示をさせていただ

きました。会期中はマスコミの方の取材等ございまして読売新聞や朝霞市民新報、

埼玉新聞に掲載がありました。また、埼玉新聞につきましてはカラーで浅鉢形土

器の文様を掲載していただきました。広く市民の皆様にも足を運んでいただき、

見ていただくことができまして、会期中の入館者は５，２２０人となりました。

今後指定文化財につきましては積極的に公開できるように、進めていきたいと思

います。 

続けて、２件目につきまして報告させていただきます。資料３になります。旧

高橋家住宅主屋屋根の大棟の毀損及び修繕についてです。こちら資料３－１を御

覧ください 

令和３年３月２６日に、主屋北側の崖地、斜面地になっておりますが、この下

方から吹き上げてきた強風に煽られて、屋根の大棟部分、一番上の部分の押さえ

の材が毀損しました。資料３－２と３－３を御覧いただきますと部材の散乱状況、

毀損の状況がよくお分かりいただけるかと思います。このような状況で部材が落

下してくる危険性がありますことから、軒下のやや離れた範囲を、ロープを張り

まして立入禁止という対応を取っております。現在、このような状況から主屋内

の見学につきましては、御遠慮いただいております。修理につきましては、毀損

状況と併せて文化庁に届出を済ませまして、修繕業者とも契約を締結いたしまし

たので、現在資材等の手配をしているところです。修理完了予定は９月３０日と

なっております。 

 

（陶山議長） 

 ただいまの説明につきまして、御質問、御意見ありますでしょうか。まず、①

の方からお願いいたします。①浅鉢形土器についてなにか。 

 ５月３０日までということで、５，２２０人、このコロナ禍の中で、色々な入

場制限をしながらで、これだけの人数に来ていただいたということは、本当に事

務局の、博物館の御努力があったと思います。このような状況で、よく来てくだ

さったと思います。 

 

 



（橋本委員） 

 入場制限については何かされていたのですか。 

 

（齋藤課長補佐） 

 現在、博物館の方で入場制限をしております。現在団体様については、お断り

している状況でございます。 

個人の方につきましては、感染症対策として、入館時から手指の消毒をしてい

ただいて、マスクの着用をお願いしております。館内についても、密にならない

ように御協力いただいて、感染症対策に支障があるような場合には、展示監視員

の方からお声かけをしております。 

 

（笹森委員） 

ちょうどこの時に、この公開と一緒に横穴墓の展示もなされていましたね。一

度見学させていただきましたが、私が伺ったときは、密にはならないけれど、じ

っくり見ている方が沢山いらっしゃる状態でした。すばらしい、滅多にないもの

ですから実物を見られて良い機会であったと思います。一緒にあった展示も、周

辺のデータをよく集められていて大変勉強になりました。一緒に連れてきた人も

すごいと言って喜んでいました。 

 

（陶山議長） 

特別公開はそういう評判ですか。では、この件につきましてはほかにはありま

すでしょうか。 

それでは、②の旧高橋家住宅主屋屋根の大棟の毀損及び修繕について、何か御

意見御質問があればお願いいたします。 

 

（橋本委員） 

毀損時の気象状況はどのようでしたか。 

 

（齋藤課長補佐） 

 この日は午後から風が強くなり、常に風が強い状況ではなく、静かな中に急に

突風が来る状況でした。旧高橋家住宅は斜面地にあり、北側には住宅が多くあり

ますので、北側からの風の道ができたということと、大棟自体につきましては、

整備してから適宜修繕を行ってはいますが、やはり部材の経年劣化も相まって今

回の毀損につながったと思います。 

 

（笹森委員） 

この茅葺を葺いてから何年くらいたっていますか。 

 

（齋藤課長補佐） 

開園してから十数年たっておりますので、十年以上はたっております。 



（笹森委員） 

１０年くらいたつと色々傷んでくるので、昔住んでいた方々から、本当に住む

ためには１０年くらいで葺いていたと聞きました。今は葺き替えのできる業者も

なかなか限られてきていますね。昔は茅葺きを修理できる人がどの町にも、どの

村にもいたのですが、今は探してくるだけでも大変です。私も民家園にいた時、

修理は入札しなければならないので、色々な会社にお声をかけていましたが、結

局関東には２つくらいしか茅葺きができる会社がありませんでしたので、その１

つが手一杯だと、どこも残りの１つの会社に見積が行ってしまうような状況でし

た。そういう所が残らないと茅葺を直す会社がなくなってしまいますから、大変

ですね。 

 

（陶山議長） 

斯波委員は何か。 

 

（斯波委員） 

この事業は、補助事業として実施ですか、それとも市単独ですか。 

 

（齋藤課長補佐） 

こちらにつきましては、事前に県の方と相談をさせていただいて、小規模であ

れば県費補助がございましたが、今回は小規模ではないので県の補助金は難しく、

国の補助であれば、通常の手続きを踏むと、申請して次に現地確認と時間がかか

り、屋根の毀損状況を見ると待っていられる状況ではないと判断いたしまして、

今回は市単独での修繕としました。 

 

（斯波委員） 

修理修繕にかかる費用はどのくらいですか。 

 

（齋藤課長補佐） 

３６０万円くらいです。 

 

（陶山議長） 

この修繕はいつごろから始まりますか。 

 

（齋藤課長補佐） 

契約自体は済んでいますが、先ほど笹森委員がおっしゃったように、なかなか

職人の都合がつかず、すぐにこちらの修繕に来ていただけるような状況ではない

ので、職人の方の手が空き次第修理にかかれるように、今は材料の手配をしてい

る状況です。実際の見込みとしては８月末から９月の上旬くらいが現実的な着手

時期になるのではなかろうかという話をいただいておりますが、雨等の状況もあ

りますが、現在の作業の進捗が早まれば、早めに着手したいとのお話も頂いてい



ます。 

 

（斯波委員) 

応急処置、例えばブルーシートを掛けるとかはされていますか。 

 

（齋藤課長補佐） 

ブルーシートについても、検討・相談したのですが、湿っている中では蒸れや

カビ、また劣化の進行が早まることが危惧されます。大棟の部分につきましては、

大棟の下の所にルーフィング材が入っていまして、前回の施工業者の方の話では

「これくらいの欠損で雨漏りをするような積み方はしていないから大丈夫。」と自

信のある言葉をいただきました。また、ブルーシートは、強風にあおられて傷み

が増す等もありますので、今回については現状のままで修繕を待つことといたし

ました。 

 

（陶山議長） 

浅川副議長。 

 

（浅川副議長） 

私たちが育った頃は、隣近所ほとんどこのような屋根ですからね。それで雨漏

りをしたりすると修理をするのですよ。隣の家の旦那さんやおじいさんが職人だ

ったりして、材料全部揃えてくれたりとか、僕らは手伝いとかをしていました。 

今回、雨漏りはしてなかったのですか。 

 

（齋藤課長補佐） 

現在も雨漏りしておりません。雨が降るたびにこちらから職員が確認に行き、

ライトを当てながら見ていますが、内部も雨漏りについては全くない状況です。 

 

（浅川副議長） 

だいたい最初は雨漏りから始まって、どこかを直さなくてはいけないが、上が

ってみると悪い所が広がっていて、結構広範囲に修理をしなくてはならなくなる

ものです。竹の部分がやつれてしまったり、ボロボロになってしまったりする状

況ですから、今回、下に漏らなかったのはすごいなと思いますね。 

 

（橋本委員） 

１０年前の成果ということですか、施工業者の。 

 

（齋藤課長補佐） 

旧高橋家住宅については、恒常的に午前中にカマドに火を入れて燻煙をしてい

るため、茅の持ちがいいということもあって、他の民家に比べてこれが功を奏し

ているのではないか、というお話があります。 



 

（陶山議長） 

少し教えてほしいのですが、３月２６日にこのような破損をした。そして先ほ

どの資料１では、来園者数が４月、５月、６月とたくさんいらしていますが、囲

いなどの入園者に対する安全策などのようにされましたか。 

 

（齋藤課長補佐） 

安全対策については、資料３-１を御覧いただくと、主屋の写真の手前にグリー

ンのカラーコーンがあります。少々見にくいのですが、この周りにトラロープを

張りまして貼り紙を下げて、立ち入りができない状況について説明をしています。

現地には旧高橋家住宅を案内する会計年度任用職員がおりますので、そちらの方

で対応いただいて、安全に園内を見学していただいています。 

 

（陶山議長） 

 ロープの外から見学ですね。 

写真で見ますと、資料３－４でも３－３でも北側がすごく暗い所ですから、茅

に苔が生えることなど、心配だなと思います。 

それともう一つは資料３－１にありますが、木が伐ってあってよかったですね。

剪定されてなかったら、それこそ枯れ枝が飛んできて屋根がやられていたかも知

れませんでしたね、北から突き上げる風ですから。 

 

（齋藤課長補佐） 

北側の木については、防風的な役割があります。かつ、陶山議長がおっしゃる

ように、逆に風が吹いたときに枝が落下して屋根を破損してしまう危険もありま

すので、危険な部分の剪定ということで、仮に落下しても危険が及ばない、影響

のないように枝を剪定しております。こちらについては、剪定しておいてよかっ

たなというところでございます。 

 

（陶山議長） 

資料３－２の下の写真にも切った跡が大きく見えていますが、うまく伐ってあ

りますね。 

笹森委員、何か。 

 

（笹森委員） 

苔は確かに北側に付くのですけど、無理にとることはないと私は聞きましたね、

当時民家園にいた時で、茅葺を葺き替えるときに。 

こういう茅葺屋根は公共でないと維持できない、結局公共で維持しなければ。

というのは、茅葺屋根の葺き替えの費用は、新築の一番いい家と坪単価同じくら

いかかります。個人の家で茅葺屋根を葺き替えようとすると、葺き替え費用だけ

で新築のもの凄く良い家が建つくらいということらしいので、そうするとやはり



役所が文化財として保存して、そうすることで技術者も維持されていくのではな

いかなと思いました。県南部でも貴重な重要文化財ですし、御苦労されますが維

持していくことは非常に重要なことだと思います。 

 

（陶山議長） 

ほかには何かございますか。 

寺元委員。 

 

（寺元委員） 

これは、壊れてからでないと直すことはできないのですか。管理や維持を考え

れば、この写真を見れば、明らかに今にも壊れそうな感じがしますが、これから

台風の時期があり、壊れて発注してもすぐ来ないという現状で、そこでまた台風

が来ればもっと広がると思います。そうならないためには、その前に手を打つの

が良いのではないかなと私は単純に思いますが、その辺はいかがでしょうか。 

 

（齋藤課長補佐） 

屋根につきましては経年的な劣化は防げないものですので、計画的に修繕して

いくことを事務局の方でも考えています。今回の大棟の部分についても、徐々に

茅も痩せてくるので、時期を見て、差し茅という、茅を補給することによって長

寿命化を図ることが可能なので、検討していた状況ではあります。今回、それよ

りも先に毀損してしまったので、残念なところではありますが、今後、事前にで

きるところにつきましては、対応していきたいです。 

 

（寺元委員） 

いま自然災害というのは、いつどこで何が起きるか分からない状況で、これか

ら台風もありますし、豪雨だってあるわけですから、その点を考えながら早めに

手を打てるものは打っていくようにしていくことが必要なのかなと思います。 

 

（笹森委員） 

私が民家園にいた時には何軒も茅葺があったので、順番に、それも１件丸々で

は予算がつかないので、１軒の家の４分の１だけ今年修理して、次の年にも４分

の１を修理して、１軒終わったら次の棟をやるように順繰りに行っていました。

ただ、順番どおりでなく違う所が壊れたりすることがありますが、計画を立てて

やって行かれるのがいいかと思います。 

 

（陶山議長） 

ほかにはございますか。旧高橋家住宅は重要文化財という制約がありますから、

私はその辺りのところは詳しくわかりませんが、できることは対処したほうがい

いと思います。 

ほかにないようでしたら議事の（２）「その他について」御異議はございません



でしょうか。 

では、異議なしと認めます。 

以上で、本日の議事は全て終了いたしました。進行を事務局にお渡しいたしま

すので、よろしくお願いします。 

 

（齋藤課長補佐） 

ありがとうございました。 

それでは、閉会の言葉を浅川副議長にお願いいたします。 

 

（浅川副議長の閉会の言葉） 

（閉会） 

 

 


