
令和３年度 第２回 文化財保護審議委員会議

会 議 次 第

１． 開 会

２． 議 事

（１） 令和３年度事業の進捗状況について （資料１）

（２） 令和４年度事業予定について （資料１）

（３） その他

①指定文化財敷地内での樹木枯損について （資料２）

②旧高橋家住宅 主屋屋根修繕の報告について （資料３）

３． 閉 会
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資料１

令和３年度事業の進捗状況について

令和４年度事業予定について



令和３年度事業進捗状況報告及び令和４年度事業計画
※令和３年度事業報告は令和3年12月31日現在

※令和４年度事業計画は特筆すべき内容を掲載

文化財保護普及事業　

・文化財保護審議委員会議の開催
●令和３年度実績●

開催日 出席人数

文化財保護審議委員会議 7/9 6名

○令和４年度計画○
・会議2回（7月・2月予定）

・文化財関係団体への補助金交付
●令和３年度実績●　※新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため中止や規模縮小事業あり

朝霞市一夜塚古跡保存会

朝霞市根岸野謡保存会

溝沼獅子舞保存会

・広報及び啓発活動
●令和３年度実績●
・文化財案内の配布
　 発行 刊行部数

平成30年
3月

10,000 

・ホームページの活用（https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/42/）

・小学校における埋蔵文化財出土遺物の展示

朝霞第四小学校 平成22年4月～
朝霞第五小学校 平成22年4月～
朝霞第三小学校 平成27年6月～ 学区内の遺跡から出土した遺物

朝霞第七小学校 平成28年4月～ 学区内の遺跡から出土した遺物

朝霞第二小学校 平成29年5月～
朝霞第十小学校 平成30年6月～ 学区内の遺跡から出土した遺物

朝霞第九小学校 令和元年5月～ 学区内の遺跡から出土した遺物

○令和４年度計画○
・市内小学校に埋蔵文化財出土遺物展示（学区内の遺跡から出土した遺物）

事業目的 文化財が市民共有の財産であるという意識が啓発され醸成されるよう、文化財保護・普及を図る。

項 目 内　容

・令和3年度文化財課事業について
・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
・旧高橋家住宅主屋屋根の大棟の毀損及び修繕について

交付団体 内容（予定事業）
総会・慰霊祭／清掃・美化活動

総会・謡い初め／練習会／各種事業での公演（市民芸能まつり・旧高橋家住宅
収穫祭ともに中止）
春（4月）・秋（10月）の獅子舞奉納　※新型コロナウイルス感染状況の影響により中止

名称 設置場所

「あさか みどころマップ
　～朝霞市文化財案内～」

朝霞市博物館、旧高橋家住宅、埋蔵文化財センター、
生涯学習・スポーツ課、総合窓口課、市政情報コーナー

名称 掲載開始日 名称 掲載開始日
重要文化財 旧高橋家住宅 平成24年9月21日 市指定無形文化財 溝沼獅子舞 平成29年9月
県指定史跡 柊塚古墳 平成27年1月14日 市指定無形文化財 根岸野謡 平成30年3月30日
市指定天然記念物 湧水代官水 平成27年1月14日 重要文化財旧高橋家住宅紹介映像 平成30年12月26日
市指定有形文化財
 木造十一面観音菩薩立像

平成27年9月1日 ふるさと朝霞の歴史(1)～(10）改訂 平成31年3月25日

市指定有形文化財 木造女神坐像 平成27年9月1日 文化財刊行物一覧 改訂 令和2年7月15日
市指定有形文化財 町名改称許可書 平成27年11月6日 広沢の池・カルガモ日記 令和2年10月27日
市指定史跡 広沢の池 平成27年11月6日 あさか発掘トピックス（随時更新） 令和3年3月
埋蔵文化財発掘調査現地説明会 平成29年5月

学校名 展示時期 展示内容

学区内の遺跡から出土した遺物､一夜塚古墳関連写真

校舎改築時の発掘調査で出土した遺物
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指定文化財等保護管理事業　

・県指定史跡「柊塚古墳」（柊塚古墳歴史広場）
・清掃及び管理業務委託（通年）
・除草、剪定等敷地管理：周濠の芝刈り、擁壁斜面の除草、民地境界付近の樹木伐採、生垣剪定　等

●令和３年度実績●
実施回数

通年

6回

・市指定史跡「広沢の池」
・清掃業務委託（月2回・隔週）
・周縁部の除草（職員対応）
・水質検査（年1回）
●令和３年度実績●

実施回数

18回

1回
－

・市指定天然記念物「湧水代官水」
・清掃及び管理業務委託（通年）
・除草、剪定等敷地管理：境界等除草、平場芝刈り、高木剪定、竹伐採（職員対応）　等
・水質調査（年2回）
●令和３年度実績●

実施回数

通年

5回

2回

－

・市指定史跡「二本松」
・剪定
●令和３年度実績●

実施回数
3回

事業目的 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う。

項　目 内　容

清掃等業務委託
駐車場・トイレの施錠・開錠、トイレ・ベンチ等清
掃、敷地内清掃・除草　等

敷地管理に係る業務委託

・民地境界樹木伐採（4本）　4/23
・芝刈等（2回）　6/17、8/30・31
・生垣剪定　6/22・23
・擁壁斜面除草（2回）　6/30、9/29

項　目 内　容

清掃等業務委託（月2回・隔週）
ベンチ・案内板清掃、敷地内・周囲道路清掃・除草、
池浮遊物回収　等

補給水設備保守点検業務委託（年2回） ポンプ・制御盤点検　8/31・2月予定

水質検査（1回） 理化学検査9項目 2月予定

項　目 内　容

清掃等業務委託
門扉・トイレの施錠・開錠、トイレ清掃、園内・管理
道路清掃、除草、水路清掃　等

敷地管理に係る業務委託

・除草（2回）　隣地境界部分7/7、全域9/22
・芝刈等（2回）　6/10～14、8/27・28
・スズメバチ巣駆除（1回）　5/12
・高木剪定（2本）枯損木伐採（6本）　1～3月予定

水質調査業務委託（年2回）
水質分析及び水量（流量）の測定調査を実施し、安全
性を評価する。　6/1、12/7

境界フェンス修繕
境界杭の位置の修正に伴う既設フェンスの移設及び支
障する樹木の伐採　1～3月予定

項　目 内　容
剪定業務委託（マツ2回、ウメ1回、低木1回） マツ・ウメ・低木  9/29、3月予定
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埋蔵文化財調査保存事業　

・発掘調査の資料整理の実施及び調査報告書の作成
●令和３年度実績●
・発掘調査の資料整理

人数 勤務日数

9
延べ
769日

・発掘調査報告書の作成
発行 部数

令和4年
3月

350部

令和4年
3月

350部

・出土金属製品の保存処理の実施
●令和３年度実績●

点数

2点

○令和４年度計画○
・金属製品等の防錆、樹脂含浸等の保存処理を実施　人部・峡遺跡第12地点出土遺物

●令和３年度実績●

○令和４年度計画○
・「ハケタ・中通遺跡第5・6・7地点」の資料作成

・開発に伴う確認調査（試掘調査）の実施
●令和３年度実績●

件数
試掘調査 (12月末現在) 70件

検出数 11件
(3,431.87㎡）

　 (4,151.00㎡）
(　206.60㎡）

発掘調査箇所 試掘年度
2年度
3年度
3年度
3年度
3年度
3年度
2年度
3年度
3年度
3年度
3年度

・個人住宅の発掘調査の支援
所在地 面積

宮戸3 15.80㎡

●令和3年度実績● なし あり

事業目的

項　目 内　容

文化財調査員
遺物の水洗い、資料番号付け、接合、実測、トレー
ス、試掘調査時の補助（実測等）　等

名称 内　容

上の原第一遺跡第1地点
昭和52年度に実施した上の原第一遺跡第1地点の
発掘調査報告書の作成

向山遺跡第9地点／宮台・宮原遺跡
第14地点／宮原・塚越遺跡第5地点

平成28年度に実施した向山遺跡第9地点、平成29年度に
実施した宮台・宮原遺跡第14地点、平成26年度に実施
した宮原・塚越遺跡第5地点の発掘調査報告書の作成

○令和４年度計画○
・「上の原第一遺跡第2地点」、「ハケタ・中通遺跡第5・6・7地点」の刊行

項　目 内　容

市内遺跡出土金属製品等保存処理業務委託
人部・峡遺跡第12地点出土遺物 金属製品等を含む土壌
切り取りブロック2点の保存処理、分析、安定台作成

・発掘調査報告書作成のための資料作成業務委託の実施

・向山遺跡第９地点、宮原・塚越遺跡第5地点、宮台・宮原遺跡第14地点の出土遺物の実測・図面作成等
の資料作成を実施

項  目 実施回数 内容
試掘調査重機借上 56件 重機使用日数76日（12月末現在）

項  目 開発面積
37,733.49㎡
9,956.12㎡

現状保存 5件
発掘調査 10件

協議中 1件
発掘調査 遺跡名 概要

宮原・塚越遺跡 第6地点 根岸台2・道路築造
人部・峡遺跡 第16地点 宮戸4・宅地造成・分譲戸建

向原・中笹原遺跡 第2地点 根岸台7・宅地造成・分譲戸建

古屋敷遺跡 第3地点 溝沼7・位置指定道路・分譲戸建

人部・峡遺跡 第17地点 宮戸4・宅地造成・分譲戸建

新屋敷遺跡 第11地点 根岸台4・分譲戸建
ハケタ・中通遺跡 第11地点 宮戸4・障害者施設建設

榎戸・諏訪原遺跡 第10地点 岡1・共同住宅
大山第二遺跡 第5地点 宮戸3・宅地造成・分譲戸建

北原・谷津遺跡 第4地点 浜崎3・共同住宅
（調査総面積2,575.08㎡） 大瀬戸遺跡 第20地点（調査中）宮戸3・宅地造成・分譲戸建

遺跡名 調査期間 備考
大瀬戸遺跡第19地点 5/25～6/2 一部現状保存

・発掘調査現地説明会の実施
○令和４年度計画○

市内の埋蔵文化財の保護のために、確認調査及び発掘調査を行う。あわせて調査の成果を公開・活用でき
るように資料整理を行い、調査報告書を作成し、出土品の保存を図る。
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埋蔵文化財センター管理事業

・維持管理
・警備業務委託（通年）
・消防設備保守点検業務委託（年2回）
・空調設備保守点検業務委託（年2回）
●令和３年度実績●

実施回数

通年

1回

1回

・公開

16人

旧高橋家住宅管理運営事業

・維持管理
・清掃及び管理業務委託（通年）
・警備業務委託（通年）
・電気設備保安管理業務委託：漏電等防止のための電気設備回路点検
・消防設備保守点検業務委託（年2回）
・敷地の維持管理：除草及び剪定（ツツジ植栽除草、山林除草、主屋及び附属屋周辺樹木剪定）
・水質検査（年1回）：井戸水
・施設等修繕：不具合箇所の修繕、風雨等の自然災害による突発的修繕
・主屋くん煙：開園日にかまどを使用してのくん煙
・消防訓練（2回）

●令和３年度実績●
実施回数

通年

通年

1回

1回

6回

1回

事業目的

項　目 内　　容

警備業務委託 機械警備

消防設備保守点検業務委託（年2回）
非常灯・誘導灯・非常ベル・消火器等、消防・放
送設備の点検　9/16、2月予定

空調設備保守点検業務委託（年2回）
運転電圧・電流・運転圧力・温度・絶縁測定・各
種清掃　等　8/31、2月予定

施設見学者数(4月～12月)

事業目的 重要文化財旧高橋家住宅の保存及び活用を図るため、施設の管理運営を行う。

項　目 内　容

管理等業務委託 施設の施錠開錠、清掃、定期巡回等

機械警備業務委託 機械警備、夜間巡回

電気設備回路点検業務委託（1回） 電気設備回路の点検　8/31

消防設備保守点検業務委託（年2回）
自動火災報知設備・炎感知器・火災通報装置・放水
銃・消火栓・消火器の点検　　10/5、1/22予定

敷地管理に係る業務委託

・ツツジ植栽除草（2回）　 4/28、11/25
・境界除草（2回） 6/29～7/7（うち4日）、11/10～13
・山林除草（1回） 1月予定
・樹木強剪定（民地境界付近、2本）　7/28
・倉周囲樹木剪定（6本） 2～3月予定
・スズメバチ巣駆除（主屋軒下、1回）　7/17
・枯損木伐採（3本）　1～3月予定

施設等修繕　 主屋屋根修繕（強風で破損した大棟の修繕）

消防訓練 訓練内容

自主訓練（令和3年12月16日実施）
・職員を対象とした机上訓練
・災害発生時の対応について討議
・敷地内の危険箇所や設置機器等を目視確認

総合訓練（令和4年1月22日予定）

＜文化財防火デー関連事業＞
・当日来園者、職員、ボランティア、関係業者などが参加
（新型コロナウイルス感染状況をふまえ、消防署及び消防団には
参加を依頼せず）
・通報訓練、避難誘導訓練、初期消火訓練、放水訓練

埋蔵文化財保護の推進を図り、資料保存作業を行い、整理後の資料の保存・活用を図る拠点として、埋蔵文
化財センターの管理・運営を行う。
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・ボランティアへの支援

来園者対応、畑の活用、敷地内の整備活動、事業の実施などへの協力
　　　　　　 綿育て隊（小学校への出張授業（博物館）で使用する綿の栽培）

28名
綿育て隊【中止】（令和元年度実績15名・令和2年度は中止）

・活用事業
・主屋や敷地を活用した体験学習等各種事業を実施

●令和３年度実績●

3年度 2年度

6/25～
7/14

－ －

7/4 中止（雨天） 中止

7/31・9/4 中止 中止

9/11 中止 中止

10/16 6組14名 中止

11/7 中止 中止

11/13 5組14名 －

11/27 中止 中止

11/27 中止 中止

1/5～10 中止 中止

1/15 中止 中止

1/15～26 － －

14名 中止

7/25
（夜間）

中止 中止

8/22
（昼間）

中止 中止

5月～12月 中止 中止

42 0

○令和4年度計画○　　　

・登録制
・活動内容：

・登録者数： 活動ボランティア

活用事業
参加者（人）

七夕
※七夕飾りの展示、笹竹の配布
（6/26）
※短冊作り・飾り付けは中止

市民 ボランティア・職員

じゃがいも掘りをしよう 市内在住・小学3年生以上 ボランティア

お茶でおもてなし ― ボランティア・職員

おまんじゅうをつくろう ― 元東生活改善クラブ有志

さつまいも掘りをしよう 市内在住・小学3年生以上 ボランティア

手打ちうどんをつくろう ― 元東生活改善クラブ有志

【新規】
さといも掘りをしよう

市内在住・小学3年生以上 ボランティア

収穫祭 ―

郷土の伝統芸能鑑賞教室 根岸野謡 ― 根岸野謡保存会

お正月あそび ― ボランティア

まゆだまづくり ― ボランティア

【代替】まゆだま飾り 市民 ボランティア・職員

旧高橋家住宅ガイドツアー
建造物や自然環境について解説
体験学習開催時に実施

1回
職員

―

―

綿育て隊 ― 職員

合　計（延べ人数）

名　称 内　容

年中行事展示
五月節句・七夕飾り・盆棚・月見・彼岸（9月・3月）・荒神様・恵比寿講
（11月・1月）・正月・小正月（まゆだま飾り）・節分・三月節句

むかしのおもちゃで遊ぼう けんだま・竹馬・ベーゴマ・羽子板・お手玉・あやとり　など【中止】

・新型コロナウイルスの感染状況を踏まえて、年度当初に作成した事業計画について、実施を都度
　検討、一部中止

事　業 実施予定日 対　象 講師・指導等

旧高橋家住宅どきどきツアー
（敷地内に生息する昆虫を、昼と夜とでそ
れぞれ観察や採集を行うとともに、敷地内
で採集した昆虫の標本を使用して学習す
る。）

博物館自然史系専門
調査員
職員

・体験学習など各種事業について、新型コロナウイルスの感染状況を確認しながら、事業内容や実施回数
等を都度検討

- 5 -



・公開

R3年度 R2年度 R1年度 H30年度 H29年度

4 969 59 1,028 7 1,989 1,928 1,432

5 1,018 70 1,088 244 1,653 1,290 1,512

6 714 21 735 643 1,021 1,082 830

7 553 30 583 623 975 684 837

8 465 5 470 612 466 420 719

9 639 23 662 567 843 716 914

10 852 57 909 850 970 1,285 858

11 822 127 949 998 1,215 1,368 1,286

12 579 165 744 650 610 602 701

計 6,611 557 7,168 5,194 9,742 9,375 9,089

年計 ― ― ― 8,855 14,215 13,724 13,343

高齢者福祉施設（3施設）、保育園（6園）、ねぎしだい児童館　等

　　　　　　　　　　　計　　　　　　(人)

※主な団体利用者：

月 一般 団体
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資料２

指定文化財敷地内での

樹木枯損について



指定文化財敷地内での樹木枯損について

１ 対象文化財 ①国指定重要文化財 旧高橋家住宅

②市指定天然記念物 湧水代官水

２ 概 要

①国指定重要文化財 旧高橋家住宅

令和３年７月１８日、旧高橋家住宅敷地内の樹木１本の葉が全体的に変色しているの

を確認した。当該樹木の幹にやや多めのフラスが確認されたことから、何らかの虫によ

る枯損と思われた。これまで、ほかの指定文化財敷地内でも同様の事例は発生しており、

そのまま枯れてしまうこともあれば樹勢を回復することもあったことから、経過観察と

することとした。なお、この樹木に近接する樹木１本でも、葉の３分の１程度が同じ色

に変色しており、同様の症状と思われた。

７月２０日に再度現地を確認したところ、症状が出ていた２本とも、葉が著しく変色

していた。ここまで急激に枯れてしまうと樹勢の回復はほぼ見込めないため、伐採する

方向で検討することとした。また、同様の症状の樹木を主屋裏側の山林で新たに１本発

見した。いずれもかなりの高木であり、伐採には多額の費用がかかると予想されたこと

から、補正予算を計上することとした。

↑

← ７月１８日撮影

↑

７月２０日撮影 →



②市指定天然記念物 湧水代官水

令和３年７月２０日、湧水代官水敷地内の山林（非公開エリア）で、職員による管理

作業を行っていた際に、旧高橋家住宅で確認した枯損樹木と同様の症状が見られる樹木

が複数あるのを発見した。本数は全部で４本であったが、いずれの樹木も樹勢回復が見

込めないところから、旧高橋家住宅の枯損木と同様、伐採することとし、こちらについ

ても補正予算を計上することとした。

１０月３日撮影７月２０日撮影



３ 現 状

当該樹木の伐採について検討していく中で、被害の状況がカシノナガキクイムシ（以

下、カシナガと表記）が引き起こすナラ枯れの症状に似ていることが判明した。カシナ

ガはコナラやシイ、カシといった樹木に穿孔し、体に付着したナラ菌（カビの一種）を

感染させ、繁殖することで水を吸い上げる機能を阻害し、樹木を枯死させるというもの

で、県内でも被害が拡大している。

文化財課所管施設内では、現在のところカシナガ自体は確認していないが、みどり公

園課所管の公園内ではカシナガが確認されている。カシナガにより枯損した樹木の伐採

等を行うのであれば、カシナガを拡散しないような手段を採らなければならないが、朝

霞市ではこれまでカシナガ被害がなかったことから対策のノウハウがなく、情報収集か

ら始める必要があった。

調査の結果、複数の駆除方法があることが分かり、そのうちの伐倒くん蒸という方法

を採ることについて検討した。この方法は、被害木を伐採後、薬剤を用いてくん蒸処理

を行い、樹木内のカシナガを殺虫するもので、処理費用は比較的高額であるが、確実に

カシナガを駆除することが期待できる。文化財課所管施設で被害を受けている樹木は計

７本であるが、カシナガを確実に駆除することが重要となるため、この方法を採用する

予定である。

１２月議会において補正予算が承認され、予算が確保できたことから、仕様の詳細が

決まり次第、委託業者を選定し、カシナガの成虫が飛び立つ時期を迎える前に、対応を

する予定である。



資料３

旧高橋家住宅 主屋屋根修繕の

報告について



1

旧高橋家住宅 主屋屋根修繕の報告について

１ 修繕箇所 旧高橋家住宅 主屋屋根 大棟

２ 工 期 令和３年６月１日から９月３０日

（施工期間：９月１日から９月２２日）

３ 施 工 者 松井建設株式会社東京支店

４ 概 要

令和３年３月２６日に北側崖地下方向から吹き上げてきた強風によって破損した旧高

橋家住宅の大棟の修繕を行った。

修繕は、外部足場を設置した上で、破損した箇所を含め既存の棟材（竹、杉皮など）

を撤去し、棟材を新調し、既設の工法と同様に大棟を作り直した（東側モノオキ含む）。

棟に積んでいる茅束は交換せず、そのまま使用した。なお、既設の工法で実施する必要

があることから、旧高橋家住宅主屋の保存修理工事を請け負った松井建設株式会社東京

支店との随意契約とした。

また、屋根面の劣化が著しい部分に、補強として茅材を差し込むなどの簡易修繕を、

部分的に行った。この際の施工者の見解として、屋根面全体に劣化が進行しているとこ

ろから、全面的な差茅が必要な時期に来ている、とのことを聴取した。

なお、重要文化財であるところから、文化財保護法の規定に基づき、き損から修理完

了に至るまでの所定の届出等、遅滞なく行った。

〔状況写真〕

足場設置



2

既存材撤去

杉皮葺き



3

竹材設置

東側モノオキ棟修理・屋根茅補強


