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平成 29年度 第 1回 船橋市文化財審議会議事録 

 

[日    時 ] 平成 29年 5月 29日（月曜日） 午後 1時 30分 開始 

[場    所 ] 船橋市役所 本庁舎 10階 中会議室 

[出  席  者 ] 委 員：岡﨑文喜委員長、鎧禮子副委員長、吉武早苗委員、金出ミチル委員、湯浅治

久委員、青木繁夫委員、菅根幸裕委員、阿部芳郎委員 

         事務局：小出生涯学習部長、大屋文化課長、道上文化課長補佐、石坂埋蔵文化財調査

事務所長、白井埋蔵文化財保護係長、菅野歴史文化財係長、小林副主査、岡

﨑主事 

[欠  席  者 ] 柴田良貴委員 

[委 嘱 状 交 付 ] 新任；青木繁夫委員、菅根幸裕委員、阿部芳郎委員 

         再任；湯浅治久委員 

[副 委 員 長 選 出 ] 鎧禮子副委員長 

[人事異動報告 ] 大屋文化課長 

[挨    拶 ] 小出生涯学習部長 

 

岡﨑委員長： はじめに、「平成２８年度埋蔵文化財保護・普及事業等について」事務局より報告を

お願いします。 

事  務  局： それでは、まず、埋蔵文化財保護業務の窓口業務等実績についてご報告いたします。       

１つ目は、窓口等での問い合わせです。これは、電話・ＦＡＸ・窓口での問い合わせ

で、平成２８年度は、５，７４２件となっております。ここ数年は、５，０００件か

ら６，０００件となっており、問い合わせが多くなっております。 

       ２つ目は、文書照会件数です。平成２８年度は、３２１件で２７年度とほぼ同じ件

数となっております。 

       ３つ目は、公共工事照会件数です。こちらにつきましては、文化課から庁内各課へ

翌年度と翌々年度の公共工事の有無について照会をしており、平成２８年度は、１５

３件となりました。 

       ４つ目は、試掘件数です。こちらは、浄化槽等の調査が中心で、平成２８年度は、

４１件となり、ここ１０年間で最も多い件数となっております。 

       ５つ目は、土木届出等です。土木工事の場合は、９３・９４条、発掘調査の場合は、

９２・９９条となり、平成２８年度はそれぞれ２１８件、４０件となります。 

       ６つ目は、発掘調査についてです。平成２８年度は、確認調査が３１件、確認・本

調査が３件、本調査が６件で、合わせて４０件となります。こちらもここ数年のなか

では最も多い件数となっております。以上が窓口業務等の実績報告となります。 

       続きまして、普及事業についてご報告いたします。国庫補助事業として、平成２８

年度は２つの事業を行いました。 

１つ目は、「みんなで知ろう！ 船橋の遺跡マップ」です。こちらは、１０，０００
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部作成し、市内小学校６年生すべてに配布し、また、公共施設で配布を行っております。

船橋市のホームページでも公開しておりまして、昨年度からの累計アクセス数は１，８

６６件となっております。 

２つ目は、遺跡説明板の設置です。平成２８年度は、市内の公園９ヶ所に遺跡説明板

を設置いたしました。そして、遺跡説明板にはＱＲコードを設置しておりまして、こち

らを読み込むと船橋市のホームページに移動し、詳しい解説を見ることができます。昨

年度からの累計アクセス数は９６３件となっております。 

次に講師派遣についてです。まず、まちづくり出前講座については、「遺跡からみる

地域の歴史」という講座を海神公民館、宮本下宿自治会館で行いました。この他にも、

薬園台自治会館でのふなばし郷土史講座、葛飾公民館での船橋市史談会講演会、薬円台

公民館でのやくえんだい女性セミナー楽学講座、鎌ケ谷市郷土資料館セミナーに講師を

派遣しております。学会発表については、東京学芸大学で行われました日本考古学協会

第８２回総会で本市の文化課職員が２件の共同発表を行いました。 

続きまして、遺跡保護推進事業についてご報告いたします。 

１つ目は、取掛西貝塚保存事業です。こちらの事業は、分布調査を実施し、その調査

をもとに平成２９年度から３１年度まで、今後３ヵ年で確認調査を行う予定となってお

ります。また、平成２８月１１月２８日付けで、取掛西貝塚の一部を市指定文化財（史

跡）に指定しております。 

２つ目は、海老ヶ作貝塚整理事業です。こちらは、国庫補助事業として平成２９年度

も埋蔵文化財調査事務所で継続して行います。以上で平成２８年度埋蔵文化財保護・普

及事業等の報告を終了いたします。 

岡﨑委員長： ありがとうございました。ただいまの報告について委員の先生方、ご質問等があれ

ばお願いします。 

各 委 員： 異議なし。 

岡﨑委員長： 続いて、「平成２８年度埋蔵文化財調査事務所事業について」事務局より報告をお願

いします。 

事  務  局： それでは、ご報告いたします。１つ目は、発掘調査についてです。確認調査が３４

件、本調査が６件となり、合わせて４０件となります。確認調査のうち、４件が国庫・

県費補助事業、３０件が市費単独事業となっております。４件の国庫・県費補助事業

の確認調査につきましては、平成２８年度に報告書を刊行しております。次に本調査

についてです。調査を直営で行ったものが、高郷遺跡（２）、中野木台遺跡（１９）、

上竹遺跡（３）、東中山台遺跡群（６３）、東中山台遺跡群（６５）の５件、委託した

ものが、ついじ台貝塚（５）の１件で、合わせて６件となります。上竹遺跡（３）以

外は、平成２９年度に整理作業と報告書刊行を行ってまいります。 

２つ目は、整理作業についてです。整理作業・発掘調査報告書刊行作業を直営で行っ

たものが、海老ヶ作北遺跡（５）、夏見台西遺跡（２）、印内台遺跡群（６６）、前貝塚

堀込貝塚（５）の４件、委託したものが、中野木台遺跡（１８）、東中山台遺跡群（６

２）、印内台遺跡群（６７）、宮本台遺跡群（６１）の４件となります。次に海老ヶ作貝
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塚第２次の発掘調査整理作業についてです。平成２８年度は、図面の確認・修正作業、

フィルム資料のデジタル化、貝層サンプルの確認作業、海老ヶ作貝塚（４）の遺物の実

測作業を行い、平成２９年度は、遺物の水洗・注記作業の準備を行ってまいります。 

３つ目は、取掛西貝塚分布調査についてです。こちらにつきましては、平成２８年７

月７日から８日、８月９日から１８日まで分布調査を行い、縄文時代早期前半の貝層１

ヶ所、前期の貝層５ヶ所を確認しました。 

４つ目は、啓発・普及活動についてです。遺跡見学会は、高郷遺跡（２）、東中山台

遺跡群（６３）、中野木台遺跡（１９）、上竹遺跡（３）の４遺跡で行いました。平成２

９年度も引き続き遺跡見学会を行っていきたいと考えております。その他にも、海神公

民館での考古学講座、御滝中学校から５名の職場体験を受け入れを行いました。以上で

平成２８年度埋蔵文化財調査事務所事業の報告を終了いたします。 

岡﨑委員長： ありがとうございました。ただいまの報告について委員の先生方、ご質問等があれ

ばお願いします。 

各 委 員： 異議なし。 

岡﨑委員長： 続いて、「平成２８年度指定・未指定文化財保護・普及事業等について」事務局より

報告をお願いします。 

事  務  局： それでは、ご報告いたします。１番目は、保護事業についてです。こちらは、「船橋

市文化財保護事業補助金交付要綱」に基づき、平成２８年度は、文化財修理等事業補

助金を４件交付いたしました。 

       １つ目は、県指定有形文化財（彫刻）「木造蔵王権現三尊立像」です。こちらは、「木

造蔵王権現三尊立像」が安置されている収蔵庫内と収蔵庫外で温度と湿度を計測する

ために温湿度計を２台購入いたしました。 

       ２つ目は、市指定天然記念物「葛飾神社のクロマツ」です。平成２７年度に引き続

き、平成２８年度もクロマツへ特殊液肥（微生物入り）の土中注入を行いました。 

       ３つ目は、市指定無形民俗文化財「高根町神明社の神楽」です。神楽で使用する神

楽衣装（差袴）を購入いたしました。 

       ４つ目は、市指定無形民俗文化財「梯子乗りと木遣り歌」の梯子購入です。こちら

については、平成２７年度に引き続きまして補助金を交付いたしました。 

       次に、無形民俗文化財保護事業である市内神楽伝承団体の交流会の開催についてご

報告いたします。市内には５つの神楽があり、そのうち、４つの神楽が市の指定文化

財となっております。平成２８年度は、アンケート等の調査を行い、２９年度に交流

会を行います。 

       ２番目は、普及事業についてご報告いたします。平成２８年度の文化財説明板設置

等事業は、２基の建替えを行いました。２基の文化財説明板については、市指定無形

民俗文化財「二宮神社の神楽」と「飯山満町大宮神社の神楽」の建替えを行いました。

旧式の説明板は新しく設置したものよりも細長く、文字表記のみのものになります。

今回、建替えをさせていただいたものには、日本語のほかに右側の上部に英文を表記

し、下部に神楽の写真を加えました。 
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また、平成２８年１０月１日（土）に市民文化創造館（きららホール）で開催しまし

た、ちょっとよりみちライブ特別公演「高根町神明社の神楽」に協力をいたしました。

その他には、出前講座、市民大学校の講座、公民館事業、合わせて３件に講師を派遣い

たしました。 

       ３番目は、その他です。１つ目は、平成２８年度に実施した文化財調査等について

です。 

       ２つ目は、第６３回文化財防火デーについてです。こちらは、平成２９年１月２６

日（木）の文化財防火デーに合わせて実施しました。平成２８年度は、平成２９年１

月２５日（水）から１月３０日（月）まで合わせて６件の防災訓練、防火点検、防火

指導を実施しました。以上で平成２８年度指定・未指定文化財保護・普及事業等につ

て報告を終了いたします。 

岡﨑委員長： ありがとうございました。ただいまの報告について委員の先生方、ご質問等があれ

ばお願いします。 

各 委 員： 異議なし。 

岡﨑委員長： 続いて、「平成２９年度埋蔵文化財保護・普及事業等予定について」事務局より報告

をお願いします。 

事  務  局： それでは、ご報告いたします。窓口業務、発掘調査、整理・報告書刊行を引き続き

行ってまいります。 

       保護業務の１つ目は、取掛西貝塚保存事業です。こちらにつきましては、平成２９

年度から３１年度までの３ヵ年で確認調査を実施します。平成２９年度は、地形測量

と確認調査を行います。調査が始まりましたら、ホームページ・フェイスブック等で

随時情報発信し、広報活動を行ってまいります。平成２９年８月をめどに遺跡見学会

の実施、そして、市内の芝山西小学校と連携しまして小学生の発掘体験を予定してい

ます。また、今後の調査・保存整備についての内部検討会を実施してまいります。こ

ちらは、本市の文化財審議会委員であります阿部委員を中心としまして、文化課埋蔵

文化財保護係、埋蔵文化財調査事務所、郷土資料館、飛ノ台史跡公園博物館の職員を

交えてのものとなります。また、調査が終了しましたら、飛ノ台史跡公園博物館との

共催で取掛西貝塚調査報告会・講演会を平成２９年１１月、平成３０年１月に実施す

る予定となっております。 

       ２つ目は、二和野馬土手の市指定史跡化についてです。こちらは、地権者の方々へ

説明・協議を行い、合意を得ることができれば、市指定史跡候補として文化財審議会

でお諮りしたいと考えております。 

       ３つ目は、海老ヶ作貝塚整理事業です。埋蔵文化財調査事務所で引き続き整理作業

を行うとともに３次調査地点については、公園緑地課と協議をし、保存を進めてまい

ります。 

       ４つ目は、飛ノ台貝塚の保存についてです。飛ノ台貝塚の県指定史跡に向けて、庁

内及び県と協議を行ってまいります。 

       ２番目は、普及事業です。平成２９年度も国庫補助事業として引き続き遺跡マップ
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の作成・配布と遺跡説明板の設置を予定しております。そして、市制８０周年記念と

して、「ふなばしの遺跡」を刊行する予定となっています。また、今後も出前講座等へ

の講師派遣を予定しております。最後に、北西部地区文化財行政担当者連絡協議会に

ついてです。こちらは、東葛地区１１市合同で２年に一度、文化財発表会を開催して

おります。今年度は、平成３０年１月２７日（土）に流山市の生涯学習センターで行

い、船橋市からは夏見台西遺跡の発表を行う予定となっております。以上で平成２９

年度埋蔵文化財保護・普及事業等について報告を終了いたします。 

岡﨑委員長： ありがとうございました。ただいまの報告について委員の先生方、ご質問等があれ

ばお願いします。 

阿部  委員： 取掛西貝塚保存事業についてよろしいでしょうか。発掘調査に先駆けて、内部検討

会の準備も行い、事前にしっかり行っているというご説明いただきました。しかし、

実際に事業が始まると大変で、文化庁の要望を踏まえて、計画の策定、あるいは、総

括報告書の刊行、さらに保存した後の活用までの将来構想が求められると思います。

単に遺跡を残すだけでなく、市の文化財、文化振興に資するような将来構想計画を策

定しておく必要があると思います。そして、それらをどこが担っていくかを考えると、

現在の埋蔵文化財調査の体制では厳しいと思いますので、明確に担当者を定めて、対

策室を設けた方が良いと思います。将来の船橋市のため、有効に取掛西貝塚を保存・

活用していただきたいと思います。以上です。 

岡﨑委員長：私からもよろしいでしょうか。遺跡の周囲の環境も踏まえて、調査、整理作業をして

いただきたいと思います。その他に報告について委員の先生方、ご質問等があればお

願いします。 

各 委 員： 異議なし。 

岡﨑委員長： 続いて、「平成２９年度埋蔵文化財調査事務所事業について」事務局より報告をお願

いします。 

事  務  局： それでは、ご報告いたします。まず、確認調査は現在、３７現場ほど予定しており

ます。こちらは、開発に伴う調査になり、今後も増加することが見込まれます。そし

て、取掛西貝塚の確認調査ですが、これは、遺跡の保存・整備を目的とした学術的調

査であり、平成２９年度から３１年度までの３ヵ年を予定しております。地権者の方々

のご意向もありますので、今後は計画を若干変更することも考慮しつつ、調査を進め

ていきたいと考えております。また、本調査のうち、中野木台遺跡（１９）、東中山台

遺跡群（６３）、東中山台遺跡群（６５）は、整理作業から報告書刊行、前貝塚堀込貝

塚（８）、西ヶ堀込遺跡（２）、東中山台遺跡群（６８）、ついじ台貝塚（６）等は、発

掘作業から基礎整理作業、海老ヶ作貝塚第２次、取掛西貝塚（５）は整理作業を行っ

てまいります。そして、現在、前貝塚堀込貝塚（８）、西ヶ堀込遺跡（２）の本調査を

行っており、前貝塚堀込貝塚（８）につきましては、平成２７年度にも発掘調査を行

っております。今後、塚田小学校６年生、近隣住民の方を対象に遺跡見学会を検討し

ています。この２つの本調査につきましては、フェイスブックで情報を発信しており

ますので、ご覧いただければと思います。以上で平成２９年度埋蔵文化財調査事務所
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事業について報告を終了いたします。 

岡﨑委員長： ありがとうございました。私からよろしいでしょうか。地理、地質といった多様な

観点から調査をしていただきたいと思います。ただいまの報告について委員の先生方、

ご質問等があればお願いします。 

阿部  委員：取掛西貝塚保存事業についてよろしいでしょうか。単に縄文時代早期の取掛西貝塚を

守るということだけでなく、例えば、「海と船橋のかかわり１万年史」といった大きな

キーワードで取掛西貝塚の保存活用を基点として船橋市の文化遺産全体の有効活用を

考えていく広い視点が必要であると思います。現在も船橋市は海との関係が深いです

し、そういう大きな視点のなかで様々な方々が関わりを持てる機会として、取掛西貝

塚の保存・活用を一つのきっかけとしていただきたいと思います。 

岡﨑委員長： その他に報告について委員の先生方、ご質問等があればお願いします。 

各 委 員： 異議なし。 

岡﨑委員長： 続いて、「平成２９年度指定・未指定文化財保護・普及事業等予定について」事務局

より報告をお願いします。 

事  務  局： それでは、ご報告いたします。１番目は、保護事業です。現在、文化財修理等事業

として補助金を交付する予定となっているものは、市指定無形民俗文化財「梯子乗り

と木遣り歌」の纒の修繕です。今後も所有者から修繕等の予定があれば、内部で検討

のうえで補助金を交付する予定となっています。 

       続いて、先ほどもご報告させていただきました無形民俗文化財保護事業についてで

す。市内の神楽が１０月中・下旬に多く奉納されますので、その後の１１月に市内神

楽伝承団体の交流会を開催する予定となっております。交流会では、講師の先生をお

招きしまして、神楽伝承者の方々が抱えている課題や情報交換をしていただき、また、

技術向上の一助となるような場を設け、市内神楽伝承団体の親睦を深めていきたいと

考えております。 

       ２番目は、普及事業です。普及事業の１つ目は、文化財説明板設置事業についてで

す。平成２８年度の「二宮神社の神楽」と「飯山満町大宮神社の神楽」の文化財説明

板の設置については、先ほどご報告させていただきましたが、平成２９年度は、指定

文化財ではありませんが、「太宰治旧宅跡」の文化財説明板の建替えと石碑の撤去・再

設置を検討しております。そして、平成２７・２８年度に建替えを行った文化財説明

板につきましては、２９年度にＱＲコードを設置し、中国語と韓国語を加える予定で

す。 

       普及事業の２つ目は、市民文化創造館主事業のちょっとよりみちライブ特別公演に

ついてです。こちらは、平成２９年１０月７日（土）に市民文化創造館（きららホー

ル）で「二宮神社の神楽」を実施する予定となっています。今回も市民文化創造館と

協力をして、この事業を行っていきたいと思います。 

       普及事業の３つ目は、出前講座等への講師派遣です。現在、出前講座への講師派遣

を予定しております。 

       ３番目は、その他です。今年度も無形民俗文化財を中心とした行事の取材を引き続
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き行ってまいります。以上で平成２９年度指定・未指定文化財保護・普及事業等予定

について報告を終了いたします。 

岡﨑委員長： ありがとうございました。ただいまの報告について委員の先生方、ご質問等があれ

ばお願いします。 

菅根 委員： 無形民俗文化財保護事業についてよろしいでしょうか。京都府の六斎念仏や千葉県

横芝光町の鬼来迎といった国指定の文化財でありながら、継続が難しくなってしまっ

た事例があり、船橋市でも県指定の無形民俗文化財であります小室の獅子舞が活動を

休止されていると思います。他の市町村でも普段から後継者不足が最大の問題であり、

そのための施策として、交流会の実施とともに後継者の状態の調査を継続して行い、

記録をとるのが良いと思います。また、市川市に常願寺というお寺あり、そこでオビ

シャに関する古文書というのが見つかっております。このようなことから無形民俗文

化財でも様々な付帯史料があると思いますので、それらの史料が捨てられないように

無形民俗文化財とともに保存したほうが良いと思います。 

岡﨑委員長： ありがとうございました。その他に委員の先生方、ご質問等があればお願いします。 

菅根 委員：  もう一つよろしいでしょうか。各市町村の文化財業務を担っている部署の連携がと

れていないように思われます。例えば、普及事業についても郷土資料館と連携してい

けば、より効果的なものになるであろうし、各施設とのつながりを強化したほうが良

いと思います。 

阿部  委員： 私からもよろしいでしょうか。別の組織同士がつながれば、様々な取り組みができ

ると思うのですが、日常の業務のなかでそのような体制作りは難しいと思います。例

えば、文化財審議会は年６回を開催することとなっておりますので、できれば１回は

博物館協議会と合同で会議を開催し、様々なアイデアを出せるような場を設けていた

だければ、議論が活発化するのではないかと思います。いかがでしょうか。 

事  務  局： 検討させていただきまして、次回の文化財審議会でご報告させていただきます。 

岡﨑委員長： その他に報告について委員の先生方、ご質問等があればお願いします。 

青木 委員： それぞれの保護・普及事業についてご説明していただきましたが、これらは、指定

文化財が中心となっていると思います。その他に今後指定する候補や年間計画は考え

ておられますか。 

事  務  局： 指定の候補は検討していますが、リストや年間計画は作成しておりません。今後は、

それらのことを整理する必要があると考えております。埋蔵文化財保護係につきまし

ては、すでに取掛西貝塚の一部を市の指定としておりますが、今後も市の指定範囲の

検討や国指定に向けて準備を進めてまいります。また、二和野馬土手についても先ほ

どご説明させていただきましたが、平成２９年度は、地権者の方の同意を得まして、

市の指定とすることを目指しております。続いて、歴史文化財係につきましては、市

内には５つの神楽があり、そのうち、４つの神楽が市の指定文化財となっております。

残りの神楽伝承団体についても地元の方々のご意向があると思いますが、指定の候補

として検討していきたいと考えております。また、船橋大神宮の境内にあります八劔

神社では、３年に一度例大祭が行われます。こちらについても、調査を実施し、市の
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指定とするか検討する必要があると考えております。 

岡﨑委員長： その他に報告について委員の先生方、ご質問等があればお願いします。 

各 委 員： 異議なし。 

岡﨑委員長： その他の「「さざんかの家」の調査について」事務局から報告をお願いします。 

事  務  局： 「さざんかの家」を調査していただきました金出委員よりご報告をお願いしたいと

思います。 

金出 委員： 平成２９年３月に大神保にあります「さざんかの家」を調査させていただきました。

これまでも大神保の中山家住宅、西船の橋本家住宅の茅葺農家を調査してきましたの

で、興味深く拝見しました。周囲の環境は現在もそれほど変化しておらず、開発もさ

れていません。ゆえに昔からの集落の形態が現在も残されていることと思います。そ

して、屋根は茅葺（瓦型鉄板）で、建物内はそれほど手を加えられていません。土間

については、研修施設として使用するために床が張られ、靴を脱いで使用することと

なっています。大きな改造等はなく、とても良好な状態で残されている印象です。昭

和５９年に船橋市が建物の寄贈を受け、以来、青少年キャンプ場・研修棟施設として

運営されています。過去の調査で断面図、平面図は作成されており、さらに、市の施

設として改修を行う際の図面もありました。今回は、新たに図面を作成しておりませ

んが、平面図には朱書きを加えました。この建物は６尺を１間とする平面計画である

ことが分かりました。ここで注目していただきたいのが、柱が６尺おきに立っている

ことです。時代が下るとともにだんだん柱を少なくして、開放的な空間をつくること

が重視されるようになりますが、この「さざんかの家」はその発達前の状況を残して

いることが分かりました。ザシキの建具については、アルミサッシへの改変はなく、

ガラス障子と一緒になっており、ガラスにつけられている模様から大正時代末頃から

昭和時代にかけて流行したものと考えられますので、その頃に設置したものであると

思われます。そして、船橋市が寄贈を受けた後の改修の工事を記録した写真帳を所管

課が保管しており、工事の状況より、当時建物の変遷を伝える改造の痕跡を残す修理

が行われたと思われます。長年の使用によって煤けたり、劣化していた土壁には下地

を打ってボード張りの上に仕上げをしたり、外部も同様に部材の取り付き跡が穴とし

て残る柱表面に、カラー鉄板を打ち付けて隠しています。（東面にはカマヤが取り付い

ていたと思われ、その痕跡も柱の鉄板張りの下に残っている可能性があります。）この

集落のなかで、建物内を見ることができる民家としてよい状況にあるのではないかと

思われます。そして、『大神保の民家』（昭和５１年）には嘉永５年（１８５２）に建

築されたと掲載されており、当時の調査時には年号を示す祈祷札があったとされてい

ます。今回、調査を行うにあたってそのような祈祷札があるか確認したところ、市と

しては確認できないということでした。もし、この建物の文化財的価値を考えるので

あれば、写真等といった当時の史料や現地での聞き取りを行う必要があるのではない

かと思いました。 

また、同報告書には、伊豆韮山の江川太郎右衛門家棟札写しが押し板に飾られてい 

たとの記述があります。当時、この慣習については不明でありましたが、近年の研究に
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よりこの背景が判明しました。これは、日蓮上人直筆のおかげで江川家では重ねての災

難を逃れてきたと伝わるがゆえ、棟札の写しは火除けのご利益のために江戸時代から昭

和初期にかけてお守りとして求められていた経緯があり、船橋にもこの信仰が及んでい

たことが分かります。同時に大神保は古くから中山法華経寺と結びつきのある土地なの

で、このような風習が伝わっていたことも考えられます。また、この民家だけでなく、

大神保のほかの民家にも影響していた可能性も考えられます。 

今回、大神保地区の民家を調査させていただいて、文化財としての観点からも船橋市

のまちづくりのなかに大神保という地域があることはとても大切であると感じました。

また、昭和５０年代に同意を得られた民家はすべて調査を実施していると思いますが、

その後、４０年ほど経過してどれくらい現存しているか。現存していなくても、現地を

訪れるとその形態が分かります。可能であれば、今後、追跡調査を実施することにより、

面白い視点が得られるのではないかと思います。調査する機会をいただき、ありがとう

ございました。 

事  務  局： ありがとうございました。今後、追跡調査を実施する必要がありますか。 

金出 委員： 今後は、建築年代を示す資料の再確認や可能であれば入手するといったことが挙げ

られると思います。 

岡﨑委員長： ありがとうございました。ただいまの報告について委員の先生方、ご質問等があれ

ばお願いします。 

各 委 員： 異議なし。 

岡﨑委員長： 以上で平成２９年度第１回船橋市文化財審議会を閉会いたします。 

各 委 員： ありがとうございました。 

 

 

 

 


