
平成 29 年度 第 1 回 文化財保護委員会会議録

■日時：平成 29 年 6 月 28 日（水）午後 7 時から午後 9 時 00 分

■場所：宮代町郷土資料館会議室兼資料取扱室

出席者：島村圭一委員長、中村誠二委員、新井浩文委員、長谷川清一委員、青木秀雄委員、

菊地正明委員、冨澤鎮男委員、金子良一委員

飯山武室長、河井伸一主査、横内美穂主任、宮部俊周主事

会議次第

1 開 会

2 挨 拶

3 自己紹介

4 議 題

（１） 平成 29 年度事業計画について

① 文化財保護委員会事業計画について

② 郷土資料館事業の概要について

（２） 指定文化財の候補の検討について

（３） その他

会議概要

○あいさつ（室長、委員長）

○平成 29 年度事業計画について

○指定文化財の候補の検討について

会議録

挨拶（室長）

事務局の自己紹介

挨拶（島村委員長）

議事

島村委員長 それでは、次第に従いまして議事を進めていきたいと思います。まず

平成 29年度の文化財保護委員会事業計画について事務局より説明をお

願いします。

河井主査 平成 29 年度の文化財保護委員会事業計画について説明をさせていただ

きます。

今年度は 6 月に平成 29 年度年間事業計画、文化財の指定候補について、

12 月には現地視察・調査、もしくは文化財指定候補の検討、2 月に文



化財保護委員会で審議し、教育委員会に建議して、3 月の定例教育委員

会にかけたいと計画しています。

島村委員長 それでは、平成 29 年度文化財保護委員会事業計画の説明をしていただ

きましたが、ご質問がある方は、お願いします。

（質疑応答なし）

島村委員長 質問が無いようなので、次に平成 29 年度の郷土資料館事業の概要につ

いて事務局の方で説明をお願いします。

河井主査 （平成 29 年度郷土資料館の概要の文化財保護事業、埋蔵文化財発掘調

査事業、埋蔵文化財発掘調査委託事業について、資料に基づいて説明。）

横内主任 （平成 29 年度資料館管理運営事業について、資料に基づいて説明。）

島村委員長 ありがとうございました。ご質問ご意見等ありましたらお願いします。

中村委員 文化財保護事業の中の建造物調査では、対象はありますか？

河井主査 具体的にはありません。県の近代和風建築調査関係で残っていますが、

個別の調査ではありません。

中村委員 もう 1 点、土器づくりと土器焼きについて質問があります。自身もや

ったことがありますが、土器を作って乾燥させて焼き上げるプロセス

として夏場はどうなのでしょうか？

長谷川委員 私が講師をしていますのでお答えします。土器作りと土器焼きでは約

１ヵ月間あります。土器づくりは毎年夏休みに入ってからやります。

以前は 3 週間陰干しを行い、残り 1 週間は天日干しをしていました。

乾燥させないと割れてしまう恐れのあるためです。土器焼きについて

は毎年試行錯誤しており、現在はほぼ割れることはありません。使っ

ている粘土も野焼き用の粘土なので割れにくいです。総括しますと、

夏場は季節的に問題ありません。

島村委員長 本当はいつの時期やるのが適正なのですか？

長谷川委員 冬場は温度調整が難しいです。

中村委員 胎土の変化はしていますか？

横内主任 現在は野焼き用粘土を使っています。

菊地委員 当時の人々は粘土は地元のものをつかっていましたか？

長谷川委員 使っていたと思います。

島村委員長 他にご質問はございませんか？

冨澤委員 特別展を毎年楽しみにしています。今年も道仏遺跡展を期待していま

す。また、現在行っている企画展のあいさつ文はわかりやすくて非常

に良かったです。今回のように、町民の視点に立ってわかりやすい文

章にしてほしいです。

金子委員 教員 5 年次研修は毎年行っていますか？



横内主任 毎年ではありませんが、対象者がいれば受け入れます。

河井主査 ほぼ毎年受け入れています。

島村委員長 受け入れ先が博物館とかの公共施設になっています。その中で希望し

た場所へ受け入れてもらうのですね。新井委員の埼玉県立文書館にも

来たことがありますか？

新井委員 あります。

島村委員長 博物館の運営などをやっているんですよね。

横内主任 夏休み体験講座の指導もしてもらいます。これがきっかけとなって講

座内容を実際に学校で実施している先生もいます。

中村委員 教員研修が 5 年になっているのは何故ですか？

島村委員長 県や市町村によって異なります。埼玉県独自で 5 年、20 年となってい

ます。

河井主査 蓮田、杉戸からも来た例があります。

島村委員長 博物館の理解者を増やすためにも出来るだけ受け入れた方がよいです

ね。

金子委員 この５年次研修では宮代の文化や歴史を学ぶことになっていますか？

河井主査 社会貢献活動の一環で行っています。多くの選択肢の中で選択した教

員が行う職場体験の大人版です。

島村委員長 中学校の 2 デイズは来ますか？

横内主任 来ています。

新井委員 近代和風建築の報告書は来ましたか？

河井主査 まだ来ていません。

新井委員 調査は何件出しましたが？

河井主査 齋藤家住宅、旧進修館の２件です。

新井委員 追加調査で日工大の先生は来ましたか？

河井主査 去年か一昨年来ています。

新井委員 調査の時の細かいデータをもらえると、今後の活用や指定する際の参

考になると思います。後、もう 1 つ質問します。宮代町内では最近開

発が多いように見受けますが、埋蔵文化財包蔵地に該当している場所

はありますか？

河井主査 該当している場所はあまり多くないです。

新井委員 以前連絡した、五社神社の近くの開発はどうなりましたか？

河井主査 埋蔵文化財に影響のある内容の開発ではありませんでした。

島村委員長 五社神社の近くも包蔵地になっているのですか？

河井主査 高台のギリギリの所まで入っています。

菊地委員 宮代町に長屋門などありますか？指定になっているのはありますか？



河井主査 現在指定になっているものはありません。調査を丁寧にしていかない

と長屋を指定にするのは難しいです。

島村委員長 長屋門は何件くらいあるか把握されていますか？

河井主査 具体的には把握していません。

菊地委員 歴史講座について質問します。第 1 回と第 2 回の講師の先生はどなた

ですか？

河井主査 白岡市教育委員会専門員の板垣時夫先生です。板垣先生は放送大学で

も講師をされています

菊地委員 字に 1 つ神社があると思うが、神社については住民としても興味があ

る。講座には人がたくさん集まるのではないですか？

河井主査 去年の講座の時は、朝日新聞に掲載されました。その効果があったの

か、たくさんの参加者が集まりました。

金子委員 新聞社にこちらから流したのですか？

河井主査 春日部にある記者クラブに情報の提供をしました。ここは複数の新聞

社が滞在しています。今年度の巡回展「東部地区の交通」の記事が朝

日新聞の 4 月 29 日号に掲載された時は大きな反響を呼び、たくさんの

来館者が見えました。

島村委員長 教育普及活動などの情報は積極的に流していっていただきたいですね。

河井主査 講座など、今後予定している内容を情報提供していきます。

島村委員長 次に指定文化財の候補の検討についてということでお願いします。

指定文化財一覧と文化財指定候補一覧の資料に基づき検討していただ

きたいと思います。それでは、事務局から説明をお願いします。

河井主査 （文化財指定候補一覧資料に基づいて説明。指定に向けて検討するこ

とになっていた和戸キリスト教会資料リストの現状を説明。）

島村委員長 和戸キリスト教会の資料については所有権の問題があるので、慎重に

いかないといけませんね。文化財としてどこまで考えるか、典籍、ス

テンドグラスを入れるか、資料の範囲についても検討していかないと

いけませんね。

新井委員 基本的には一括指定にすべきだと思います。当時のものと思われるも

のを含めてもよいのではないでしょうか？

島村委員長 宮代町にキリスト教の信仰が根付いたということを踏まえて考えてい

くべきですね。

河井主査 聖書は含めてよいでしょうか？

新井委員 当時のものであればよいと思います。和戸教会役員会では個人情報の

問題があるのではないか？該当する資料で個人が特定できてしまう施

療記録など、プライバシーに配慮して全部公開しないなどの検討をす



る必要があります。

冨澤委員 和戸教会は宮代の近代化を考えるのに貴重です。

河井主査 杉戸教会、粕壁教会も和戸教会から支部として広まっていきました。

新井委員 建築関係の資料もありましたよね？小菅幸之助が設計の参考にしたと

されるものが。

河井主査 あったと思います。

菊地委員 和戸教会の宗派は何ですか？

横内主任 正統派のプロテスタントです。

金子委員 何で埼玉で初めて出来た教会なのか知りたいですね。時代背景に興味

があります。

菊地委員 商売がきっかけだったのですよね？

島村委員長 蚕卵紙の商売で横浜へ行ったのでしたね。

河井主査 （和戸キリスト教会を設立した小島九右衛門について説明。）小島九右

衛門自体、布教活動も熱心にしていました。

新井委員 篠原大同の医療も大きかったですね。師のヘボンと同じ無料の施療が。

横内主任 和戸キリスト教会の見解では、小島九右衛門は商売の目的ではなく、

横浜に行きたかったから足を運んだということになっています。

菊地委員 熱意のある方だったのですね。立派です。

河井主査 若かったというのもあると思います。

横内主任 布教する際、苦労していたようです。

島村委員長 受け入れる側も教養がなければ受容できません。名主は読み書きもで

きたし、書籍も収集していました。村民に書籍を貸し出すこともあっ

たかもしれません。

河井主査 資料目録については和戸教会の役員会が終わったら作成に着手できる

見込みです。資料を整理して、次回の会議資料として出したいと思い

ます。

島村委員長 今年度予定している調査は現地調査ではなく、和戸教会関係資料の整

理成果を見るのもいいですね。資料の範囲を決めることも含めて判断

できる機会になりますから。後、質問なのですがステンドグラスは最

初期のですか？

河井主査 おそらく最初期のものだと考えられます。

島村委員長 ステンドグラスの年代がわかる有識者の方はどなたかいますか？

新井委員 特殊な時代なので、特定が難しいと思います。

青木委員 ステンドグラスの枠の年代はいつ頃のものかわかっていますか？

河井主査 わかっていません。

島村委員長 ステンドグラスは郷土資料館にあるので、専門の先生に来てもらって



調査をお願いしましょう。

中村委員 説教台の年代はわかりますか？

新井委員 専門の先生に見てもらえばいいのではないでしょうか？

島村委員長 そのあたりの関連資料も一度調査して、一括して良いのか考えないと

いけませんね。

青木委員 当時の教会内が写っている写真はありましたか？

河井主査 なかったと思います。

菊地委員 教会の建物が建ったのはいつ頃ですか？

河井主査 初代が明治 15 年です。

菊地委員 すごい昔ですね。以前は庭もあり非常に大きかった。幼稚園がありま

したよね？

島村委員長 幼稚園は平成 10 年頃に辞めてしまいましたね。

菊地委員 この段階で教会の敷地は小さくなりましたよね。

島村委員長 和戸教会についてはよろしいでしょうか？指定文化財候補として百間

小学校のすべり台はどうでしょうか？

河井主査 今年度は和戸教会関係資料を中心に検討していただければと思います。

来年以降は旗本永井氏関係の墓石、その他の指定候補について検討し

たいと思います。また、文化財案内板についてよろしいでしょうか？

今回、地域の人々から弁天社の文化財案内板を設置してほしいと要望

が出ています。現在の設置状況としては、135 箇所の候補から 40 箇所

設置しています。先方には即設置は不可能と回答しています。地元か

ら要望があり、わかりにくい場所でもありますので、候補の一つとし

て検討していただきたいです。

島村委員長 元々あった場所はわかりますか？

河井主査 大体わかります。

中村委員 色々場所を移動していますか？

河井主査 弁天社については地元の方が由来等を詳細に記録した郷土史料「弁天

様略記」があります。こちらは郷土資料館ＨＰで公開もしています。

島村委員長 地元の方の意見を拾えば、文化財に対する意識もあがるかもしれませ

んね。

河井主査 地域によって意識の違いがあるのがわかります。文化財案内板の状態

が地域によって差があります。

新井委員 東小学校木造校舎を国の登録文化財にするという動きはどうなってい

ますか？利用しつつでは、指定よりも国の登録のほうが良い場合もあ

るので、平行して検討していくのはどうか？

河井主査 次回、国より照会文書がきた時に確認します。



新井委員 しかし、あのすべり台は貴重ですよね。

横内主任 国の登録文化財にする際、調査官を招集する予算はどのくらいかかり

ますか？

長谷川委員 調査員の往復の交通費を負担すれば大丈夫ですよ。調査に来てもらう

ように、来年度の旅費予算を増やしておくのがよいでしょう。

河井主査 東小学校の木造校舎と百間小学校のすべり台を打診したいです。

島村委員長 まずはすべり台を調査してもらうのはどうでしょう？

河井主査 打診してみます。

島村委員長 先の話になりますが、進修館も国の登録を目指したいですね。

菊地委員 笠原小学校は登録候補になっていますか？

河井主査 進修館と同時期に完成しているので、基準を満たすにはまだ先になり

ます。

飯山室長 平成 29 年度第 1 回文化財保護委員会を終わりにさせていただきます。

ありがとうございました。


