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令和元年度第１回周南市文化財審議会 

 

日時 令和元年１０月２９日（火曜日）１０時開議、１２時散会 

場所 須々万市民センター別館 

出席者  会 長 渡辺一雄 

     副会長 原田 明 

     委 員 小山良昌 

     委 員 有田順一 

     委 員 金谷匡人 

     委 員 南  敦 

     委 員 杉村洋治 

欠席者  委 員 中川明子 

事務局  生涯学習課長               岩﨑達也 

     生涯学習課長補佐（生涯学習・文化財保護） 川上浩史 

     生涯学習課主査              松下 修 

     生涯学習課一般              河村優衣 

 

（事務局） 

ただいまから、令和元年度第１回周南市文化財審議会を開催いたします。 

はじめに、生涯学習課長の岩﨑が、ごあいさつ申し上げます。 

 

～課長あいさつ～ 

 

（事務局） 

ここで、定足数について報告します。 

本日の会議は委員８名中７名の出席となり、委員の半数以上の出席を定める文化財審議会

規則第５条により、この会議が成立することをご報告いたします。 

それでは次第２、周南市文化財審議会委員の紹介に移ります。 

簡単にご紹介させていただきますので、ひとことご挨拶をお願いいたします。 

今後とも本市の文化財保護行政にお力添え賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

新しい任期にあたりまして、会長・副会長を決めていただく必要がございますので、ご意

見があればお願いいたします。 

 

（委員） 

事務局の考えがあればお願いします。 

 

（事務局） 

渡辺委員に会長を、原田委員に副会長をお願いしたいと考えております。 

 

～一同異議なし～ 
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（事務局） 

それでは、会長は渡辺委員に、副会長は原田委員に決定いたしました。 

では、これより進行は会長に進めて頂きます。よろしくお願いします。 

 

（会長） 

議題１「指定文化財の保護状況等について」を議題といたします。 

（１）「国指定『大玉スギ』の現況ならびに対応」について、事務局の説明を求めます。 

 

（事務局） 

国指定文化財「大玉スギ」について、改めて現状と今後の方針について、ご説明いたしま

す。 

大玉スギには、落雷等で生じた幹の亀裂拡大防止のため、平成９年度に３ヶ所、ステンレ

スのバンドを設置しております。 

平成２９年度に、このバンドが幹に食い込んでいるのではないか、と県の管理指導員から

報告を受けたため、樹木医に診ていただきました。 

また、南委員に御足労頂きまして、８月２３日に現地を確認いたしました。 

南委員の所見として、杉の成長によりバンド部分が樹皮で埋まっており、このままだと場

合によっては幹が折れる可能性があるため、バンドを一度はずしてやや下方に再度締め付

ける必要があるとのご意見を頂戴いたしました。その際処置するのは、３か所に装着され

たバンドのうち、下方２か所で十分であるとのことでした。 

さらに、作業の方法としては①やぐらを組む、②高所作業車を使用する、の２通りが考え

られるが、高所作業車を使用するほうが費用的には安価であるとのことでした。 

あわせて、周囲の樹木が一部日照を遮っているため、日陰をつくっている樹木の枝葉を伐

採した方が良い、また、着生植物についても取り除いた方が良いとの所見を頂いておりま

す。 

市教委といたしましては県の担当者や南委員とも相談のうえ調査を実施して方針を決定し、

令和３年度の国庫補助事業として事業化したいと考えております。 

 

（会長） 

南委員から、ご説明をお願いいたします。 

 

（委員） 

大玉スギは３回ほど雷が落ちていまして、焼け跡と風によって割れたと思います。割れた

所に根が出てくるので、できるだけ強く縛って閉じなければいけません。縛れば当然、杉

は大きくなりますから、その縛った所が溝のようになってきて、風が吹いたときにそこか

ら折れるという形になります。大玉杉は元気いいですから、できれば、４～５年、２年と

か５年、１０年ごとに輪をやり替えたらいいと思います。あそこの杉は高い所ですから、

そうたびたびやるわけにはいかないけど、１０年か２０年後くらい後には、やり替えた方

が良いです。 
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問題は、やぐらを組まなければならないということです。やぐらを組むには莫大なお金が

かかってしまいます。クレーン車があればクレーン車の方が良いと思います。クレーン車

ができないとなれば、やぐらを組まなければならないですね。どのくらいの高さのクレー

ン車を使うかにもよりますけど、やぐらを組むのに比べたらすごく安く済むと思います。  

 

（会長） 

今、南先生から大玉スギの現状について詳細なお話しがありました。この件につきまして、

ご意見、ご質問があればお願いします。  

 

（委員） 

毛利博物館では、１０年ほど前に池に面した 1本の大きい松に雷が落ちて、上から下まで

皮が真っ直ぐ剥げてしまい、その影響で枯れてしまいました。大玉スギもできるだけ避雷

して感電しないようにしたらいいと思います。 

 

（事務局） 

一点補足させてください。実は、大玉スギの周りが山口県の自然記念物に指定されており

まして、そのあたりも調整が必要かなというところでお時間をいただきたいと考えており

ます。 

 

（会長） 

それでは、そのようにお取り計らいください。 

では、次に（２）です。「県指定『山田家本屋』棟修繕・茅葺屋根劣化状況」について、事

務局からご説明ください。 

 

（事務局） 

山田家本屋は昭和３９年に所有者から市に寄贈を受け、昭和４０年に旧屋敷の６割を毛利

町に移築復元しましたが、その際には茅葺ではありませんでした。その後、山口県の総合

庁舎建設に伴い、平成１５年に、現在の場所に移築復元をいたしました際に、茅葺屋根に

復旧して現在に至っております。 

その後に、屋根の葺き替えを実施していないため、屋根の劣化が目立つようになってまい

りました。現在の屋根の状況については、お手元の資料とあわせて、スライドをご覧くだ

さい。 

現在、ご覧のように、茅を押さえている竹の部材が露出し、屋根に線が入ったようになっ

ています。場所によっては、台風などの影響で雨水が入ってくることがあります。 

また、屋内天井に雨漏りの跡が見られるようになってきたため、本年専門業者に依頼して

差茅を実施して一部修繕をいたしました。修繕の際、業者に確認したところ、棟が劣化し

ているため雨漏りしやすくなっているのではないか、とのことでした。 

教育委員会といたしましても、差茅による定期的なメンテナンスも必要ですが、近い将来、

屋根の葺き替えも考慮する必要もありますので、屋根の劣化状況について専門業者に詳細

な調査をお願いしたうえで、今後の屋根の修繕計画を立てて参りたいと考えております。 
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他市事例などでご承知のことがありましたら、ご助言のほどお願いします。 

 

（会長） 

ご意見・ご質問等がございましたら、よろしくお願いいたします。 

 

（委員） 

まず１点目が、この茅はどういう種類のものですか。 

それから、昔であれば、家で火を焚いていたので、イタチやムササビが住み着くことはな

かったのですが、最近ではそういうことはないので、１年に２回くらいは、煙を焚くとい

いと思います。火を焚かなくても、煙を立てる薬もあります。せっかく良い屋根を作られ

ても、イタチとか来たらすぐダメになりますから、そこの方法も考えておく必要があると

思います。 

茅としては、私は一番初めにあったものをされるのが良いと思います。安いのであれば、

少し弱いかもしれませんが葦ですよね。それから、九重の方のススキがあるでしょうけど、

弱いと思いますね。丈夫なものを選ばれたらいいと思います。 

 

（会長） 

他にいかがでしょうか。 

 

（委員） 

もう大昔なのですが、旧川上村の阿武川歴史民俗資料館に古民家が移築してあって、そこ

は年に何回か煙を焚いていたと聞いたことがあります。１０年くらい行っていないので、

今どうなっているか分かりませんけど、経験を持っていると思います。 

それから、少し逸れるのですが、中に展示してあるものは、教育委員会はノータッチなの

ですか。 

 

（事務局） 

山田家本屋保存会に日々のメンテナンスと簡単な清掃と来客への解説をしてもらっている

のですが、山田家本屋保存会が山田さんとお話しの中でお借りして展示をしています。 

 

（会長） 

基本的なことなのですが、平成１５年に移築復元をされた時に、この茅葺に戻したという

ことですよね。本来は茅葺であったという写真や資料を基に元に戻したということでしょ

うか。 

 

（事務局） 

はい、そうです。 

 

（会長） 

建造物の方では、定期的に修理を行って、維持していくわけなのですが、茅葺の場合は地
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域の条件や立地とかによるのですが、２０年から３０年ということですよね。もう既に１

５年経っていますので、長期的な視野で葺き替えを考えるべきでしょうね。その際は一気

にやらないとかえって費用的には高くつくのではないでしょうか。そのあたりも業者に相

談を早めにされておいたらいかがでしょうか。 

 

（事務局） 

はい、ありがとうございます。 

 

（会長） 

茅葺の職人さんは周南市にあるのですか。  

 

（事務局） 

周南市にはないです。 

県教委とも相談するのですが、若手の方が県内色々携わっておられるそうなので、茅の手

配や、契約上の手続き等を整えて、少しずつ詰めていきたいと考えております。 

 

（会長） 

それでは（３）「市指定文化財候補（垣外遺跡出土遺物）」について、事務局の説明を求め

ます。 

 

（事務局） 

これまで、発掘調査等の経過を随時お伝えしてきておりますが、平成２４年度から平成２

８年度にかけて、周南市久米にある垣外遺跡において、計１２回の発掘調査を実施いたし

ました。現在、その発掘調査報告書を毎年１冊ずつ刊行しており、平成３１年３月にも

『垣外遺跡発掘調査報告４』を刊行いたしましたので、お配りしております。 

現在、第６次調査分をまとめた『垣外遺跡発掘調査報告５』の作成作業を行っておりま

す。第６次調査においては、京都産の緑釉陶器や、中世の貿易陶磁の破片など、周南市の

歴史を考えるうえで貴重な遺物が出土しております。 

前回、審議会において「遺跡の出土遺物を市指定文化財としてはどうか」というご意見を

頂きました。特に「注口付きの脚台付鉢形土器」は県内で唯一の出土事例であり、単体で

の指定も検討してみては、とのことでした。 

そのため本日は、実物をお持ちしました。簡単にご説明申し上げた後、ご覧いただきたい

と存じます。 

まずは「注口付きの脚台付鉢形土器」です。弥生時代前期のものと推定されます。こうし

た形状の土器は、広島県での出土事例はよく知られているところですが、山口県での出土

は初めてで、現在までのところ唯一の事例と考えられております。広島県の三次市・庄原

市などを中心に分布している「塩町式土器」の影響が見られますが、塩町式の鉢形土器と

比べるとかなり小さく、装飾も少ないのが特徴です。 

次に、県内でも多くの事例が知られている「分銅形土製品」が２点、こちらは「手焙形土

器」と呼ばれるもので、これまで県内でも１、２例が知られている程度です。 
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こちらはほぼ完形の「緑釉陶器」です。国衙や郡衙のような遺跡で出土する例がほとんど

で、周南市で出土したことは貴重と考えます。 

なお、未だ整理が終わっておりませんので、今後貴重な遺物が増える可能性もあります。 

これらの出土遺物を市指定文化財とするにあたって、個々の遺物を単独指定するか、ある

いは出土遺物全体を一括指定するか、ご意見をいただきたいと存じます。 

なお、お手元の資料に、県内での出土遺物の指定状況についてお示ししております。 

ご覧のとおり、一括指定しているケースが多く、単独で指定しているのは田布施町の明地

遺跡出土の分銅形土製品など、あまり多くはありません。 

しかしながら、垣外遺跡の場合、重要な遺物が複数の時代にまたがっており、そうした遺

物群を一括で指定することが可能なのか、といった点が気にかかるところです。 

皆様からご意見を頂戴したいと考えております。 

 

（会長） 

まず、今ご説明のありました脚台付鉢形土器は、弥生時代前期ではないですね。時期的に

はおそらく中期の後半くらいではないかと思います。塩町式土器というのは、だいたい中

期の中頃から後期の初頭まで展開する土器です。その影響を受けていますので、前期では

ないということです。 

この土器の評価については、既に広島大学の方が集成を行っておられます。非常に参考に

なるので、この評価は非常によくできるのではないかと思います。もちろん三次盆地とか

庄原盆地から瀬戸内くらいまで出土しているのですが、山口県内では初めてですし、一番

分布圏の西の端ということ、またこの土器はほとんど復元できていますので、ものすごく

価値は高いと思います。 

手焙形土器は、全体の復元は可能なのでしょうか。 

 

（事務局） 

もう少し精査が必要かなと思う所はあるのですが、出てきている破片がこれのみなので、

これ以上の復元は難しいだろうと思います。 

 

（会長） 

手焙形土器は後期の初頭から後期の末まで、あるいは古墳時代の初頭くらいまで展開して

いるのですが、近畿地方に非常に多くて、西は岡山、東は静岡くらいまでが分布圏である

と考えられています。もちろんそこから外れた所にも出土しているのですが、非常に大き

な分布圏をもっておりまして、やはり山口県の出土例が非常に少なくて、分布圏の西の端

に当たるということです。 

従って、この脚台付鉢形土器、また、手焙形土器もおそらく瀬戸内の交通路を通した東か

らの影響というのは十分考えられるので、垣外遺跡の性格を考える上で非常に重要な資料

ではないかと思います。 

それから、緑釉陶器につきましては、京都産、もしくは尾張産のもので、長門や周防産の

ものではないですね。こういう緑釉陶器は非常に貴重なものですので、これらの出土遺跡

を見ますと、官衙的、つまり役所的な遺跡が非常に多いということです。したがって、こ
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れが完形で出土していますので、垣外遺跡の性格を考える上でも非常に重要ですね。この

地域の中心的な集落があって、それが官衙的な役割を持っていた可能性も考えられます。 

分銅形土製品はかなり出土例が多く、完形に近いものが県指定の有形文化財になっており

ます。 

このような資料なのですが、さきほど事務局からのお尋ねで、通常は一括指定が多くて、

単独で指定しているものが少ないというお話がございました。それから、弥生時代もあれ

ば古代もあり時期が違います。こういった時期の違うものを一括として指定することがで

きるのか、ご質問がありました。これに関しましては何か意見はありますでしょうか。 

 

（会長） 

県内の指定の例からみますと、同様なケースは資料の５ページに書いてある以外に単独で

指定している下関の綾羅木郷遺跡出土の人面土製品という弥生時代の道具の資料がござい

ます。縄文時代の土偶のような形で弥生時代の非常に少ない資料で指定をされております。 

それから先程から話題になっております、田布施町の明地遺跡の分銅形銅製品も単体です。 

最近で言えば田布施町の古代の鉄製の印が単体指定をされております。 

また、これは単体ではないのですが、山口市の阿東の徳佐の宮ヶ久保遺跡は弥生時代の集

落遺跡があり、木製品だけに限って指定をしている事例がございます。 

近年では下関市が要須遺跡という遺跡の銅錫という資料を単体で指定しております。 

一括指定と言いましても、遺跡の出土品全部という指定ではなく、壺形土器何点など、す

べて明記されております。例えば、垣外遺跡の代表的なものを指定するとなると、垣外遺

跡出土品という名称で指定することになって、おかしいことではないと思います。ただ、

時代が違うのは今まであまり指定がないですね。 

従って、これを市の指定、考古資料ということで、ぜひ検討していただきたいと個人的に

思うのですが、まだ遺跡の概要や特徴などが明確ではありません。それから、出土品全体

の姿がまだよくわからないので、もう少し整理を進めて検討されてはどうかと思います。 

指定には値すると個人的には思うのですが、いかがでしょうか。 

 

（委員） 

発掘はもう全部終わったのですか。 

 

（事務局） 

発掘自体は終了しました。ただ、整理がまだ全部終わっていない状況でして、現在、全１

２回の７回分まで整理が終わっています。あと５回分整理した時に、どのくらいのものが

あるかなという感じです。 

 

（会長） 

それでは続きまして、議題２「未指定文化財の調査状況等について」を議題といたしま

す。 

まず「（４）市指定文化財巡回調査及び文化財等看板調査の進捗状況」について、ご説明

をお願いします。 



8 

 

 

（事務局） 

前回審議会において、福川本陣の大雨による損傷への対応についてご意見をいただいたと

ころです。ご報告が遅くなりましたが無事復旧を完了しております。 

 

本年度は、市指定文化財巡回調査及び文化財等看板調査を実施しておりますので、その進

捗状況についてご報告いたします。 

まず、市指定文化財巡回調査の進捗状況については、市指定文化財、特に絵画や彫刻とい

った美術工芸品や古文書などは普段目にすることの難しいものも多く、なかなか現況を確

認する機会がありませんでした。そこで５年程度を目途に市指定文化財の巡回調査を実施

する予定としております。 

また、所有者・所在地等の基本情報を整理しているところです。 

本年は、富田・菊川地区を中心に、５カ所を目標に巡回する予定です。 

続いて、文化財等看板調査についてご説明いたします。 

市内の文化財等には、説明看板を設置しており、状態に応じて修繕を実施しているところ

ですが、計画的に実施するため、看板の悉皆調査を平成３０年度から実施しております。 

劣化状況を確認するため、実際に現地に赴き、目視で確認してＡからＤの４段階に分け、

劣化状況がＤのものから順番に修繕を実施します。 

平成３０年度は９２基を調査し、そのうちＤランクから優先的に修繕を実施したいと考え

ています。 

ただし、まだ調査のできていないものも残っているため、本年度に補足調査を実施する予

定としております。 

 

（会長） 

ご意見・ご質問等がございましたら、よろしくお願いいたします。 

説明看板は市で統一した材質やデザインなのでしょうか。 

 

（事務局） 

周南市に合併して以降新規に設置したもの、旧市町で設置していたものを更新したものに

ついては様式を整えております。ただ、旧市町の体裁のまま立っているものや、周南市の

体裁に近いもの、違和感のないものはなるべく板面だけ更新という修繕の仕方を継続して

いますので、不統一な部分はございます。 

 

（会長） 

他にはいかがでしょうか。 

経費については単市でやられているのですか。便宜施設について補助事業がありますが、

県指定文化財の場合はどうなのですかね。 

 

（事務局） 

メニューはあります。 
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（会長） 

愛護協会で説明看板について補助事業がされていますよね。 

 

（事務局） 

行政が行うものまで対象にしているというイメージがあまりませんので、基本的には単市

で進めようというつもりです。 

 

（会長） 

続きまして、「（５）漢陽寺庭園 登録に関する進捗状況」について、お願いします。 

 

（事務局） 

これまでにもご報告しておりますとおり、漢陽寺庭園は、昭和の雪舟とも称される作庭

家・重森三玲の手によるものです。 

漢陽寺庭園は、重森晩年の作であり、平成２８年９月に文化庁調査官にご覧いただきまし

て、登録記念物の申請に足るとの評価を得たところです。 

今年度は、登録基準となる作庭から５０年を経過したので、手続きに着手いたしまして、

調書のタタキ台を調査官に提出し、いくつか確認や指摘事項をうけているところでござい

ます。 

本日は調書のうち、全体的な説明と庭園配置図を抜粋してお配りしております。 

今、指摘事項が若干ありまして、ご意見・アドバイスを頂ければと思っているところで

す。 

 

課題の１つ目は解決いたしまして、６庭のうち２庭は、４年後に作庭されたものですの

で、２期に分けて申請すべきかという点については、一緒で良いとの返答をいただきまし

た。 

２つ目として登録の範囲について、６つの庭個別に測量して定義するべきなのか、お寺全

体をまるめて定義するべきなのかという点については、寺の全体で良いということを言わ

れてほっとしたのですが、県指定文化財の潮音洞のエリアを除外しなさいと言われまし

た。 

まず、土地といわゆる塀など境界された境内地がイコールではありません。そのため、土

地の境界の端を全部とっていくのでいいのか、土地の境界とは別に塀なり物理的な境界区

分でとっていくのがいいのか、文化庁に確認を求めたいと思っています。 

中でも、潮音洞の指定範囲が水路から両側１メートルです。そう考えると、土地の登記境

界ではなく、物理的にどこかポイントを取っていきながら、潮音洞のラインはくり抜いた

格好でポイントをとって測量しなければならない状態になっております。 

 

なにか他市事例等でご承知のことがありましたら、ご助言いただけると大変ありがたいと

考えております。 
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（会長） 

ご意見・ご質問等がございましたら、よろしくお願いいたします。 

 

（会長） 

おそらく文化庁の方は、登録文化財と県指定の史跡が重なるのはまずいと。だから、潮音

洞の指定のギリギリの所で指定範囲を取ろうということをおっしゃったのだと思います。

そうなると、県の史跡の潮音洞の境界杭が問題になるのですが、これは設置されていない

のですよね。 

 

（事務局） 

はい。 

 

（会長） 

そうすると、県の補助事業で境界標等の便宜施設の設置、これは補助金が出る可能性とし

てはいかがでしょうか。 

 

（事務局） 

メニューとしてはあります。 

 

（会長） 

それを利用できるのであれば利用して、この際しっかり境界標でそれを起点にして測量す

るという手しかないですね。 

 

（事務局） 

いずれにしても７月の申請であれば、こういう考え方で間違いないかということを調査官

に確認をして、実際に実測に入るとなると、県補助等は間に合わないと思います。 

 

（委員） 

質問ですが、今潮音洞は県指定です。県指定を受けている範囲、境界線というのは潮音洞

の水の出口までですか。 

 

（事務局） 

漢陽寺の敷地を抜けるまでです。 

 

（委員） 

それからずっと抜けて漢陽寺を出るまでが一緒に指定されているということですか。 

 

（事務局） 

漢陽寺の庫裏の下をくぐって、敷地の境までです。 

漢陽寺境内地は、水路の両側１メートルが指定範囲になります。 
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（委員） 

庭園を指定する時にダブってはいけないということは、本堂の前の庭を通っている用水路

などは、国の登録というわけですね。 

 

（事務局） 

昭和４７年に県指定になった時、本堂を拡張するにあたって、ここ水路がストレートに変

わっていると思います。現状変更の手続きがされているのですが、その時の手続きでの境

界をもう一遍おさらいしないといけないです。 

 

（委員） 

潮音洞の県指定があって、国の登録が庭になるわけですから、その辺が区別できるのです

か。 

 

（事務局） 

県指定の水路から１メートルの幅については県指定が優先されことになると思います。 

いずれにしても県に境界を確認したいと思います。 

 

（会長） 

県にご相談していただいて、準備を進めていただきたいと思います。 

次に、「（６）川崎観音堂 登録にかかる進捗状況」について、お願いします。 

 

（事務局） 

前回の審議会でもご報告しておりましたが、川崎観音堂が登録有形文化財として資格を満

たしているのではないか、と本日ご欠席の中川委員よりご指摘を頂いていたものです。 

川崎観音堂は、周防三十三観音霊場のひとつです。 

所有者は、土地・建物とも地元住民によって構成される宗教法人 川崎観音堂です。 

『新南陽市史』によると明治４３年に改築とありますが、建築年は不明で詳細な調査が必

要と考えます。 

登録に向けて県の担当者にも相談しているところですが、県の担当者の意見として、築年

代については正確でなくても良い、また建物の構造などは珍しいものではないが、地域で

守り継がれている点について特筆すべき点であるとのことでした。 

また登録にあたって、観音堂のみではなく、花崗岩に特殊な加工を施している楼門や境内

の変遷のわかる門柱も登録の範囲に含めるのが良いのでは、とのことです。 

なお、文化庁調査官が１２月に来県することを担当者から聞いております。その際に、可

能であれば調査官の意見を伺いたいと考えております。 

また、登録文化財として申請するための資料作成のため、令和元年度は予備調査を実施し

たいと考えております。 

本日はご欠席ですが、別途、中川委員にもご意見を頂きたいと考えております。 
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（会長） 

ご意見・ご質問等がございましたら、よろしくお願いいたします。 

登録有形文化財ということですか。 

 

（事務局） 

はい、そうです。 

 

（会長） 

そうしますと、観音堂と楼門ですか。 

 

（事務局） 

観音堂の入口のところに門柱が建っているのも含めてです。そうすると、川崎観音堂の敷

地全体の変遷が分かって、地域でずっと受け継がれてきたことが分かるので、登録に十分

なのではないかというのが県の担当者の考えです。 

 

（会長） 

建造物的な価値もさることながら、有形民俗文化財的な価値も含めてという雰囲気ですね。 

いかがでしょうか。何かありますでしょうか。 

 

（委員） 

いまいち根拠が分かりにくい感じですね。建物が古いわけでもないですし。いつごろから

始まったのか分かりますか。 

 

（事務局） 

これからしっかり調べていきたいと思っているのですが、建物に関しては、屋根裏に棟札

があればいいなと考えているところです。 

 

（委員） 

管理はどなたがされているのですか。 

 

（事務局） 

地元でずっと守っていらっしゃいます。 

 

（会長） 

観音堂や楼門の図面はあるのでしょうか。 

 

（事務局） 

中川先生の指導される学生による観音堂平面図があるくらいなのでご相談してみようと思

っています。 
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（会長） 

最後に「（７）国指定『八代のツルおよびその渡来地』の保護状況」について、ご説明を

お願いします。 

 

（事務局） 

今年、これまで移送したツルを放鳥いたします。 

２８年度２９年度に３羽ずつ、それから、今年度の５月に１羽移送してきたところです。

なるべく多数で放鳥することを目指していましたが、出水市で保護するツルが減ってきて

いること、５月に１羽死亡するなど、長期飼育へのリスクが高いということで、今年の野

鶴が渡来してきたら、今年５羽すべて放鳥しようとツル保護協議会で定めました。今後、

ツル保護協議会専門家の中で進めたいと思いますので、状況報告は随時させていただきた

いと思っています。 

 

（会長） 

この件に関しまして、ご意見ご質問があればよろしくお願いします。 

昨年度の飛来数は。 

 

（事務局） 

９羽です。１０羽を超えないというのがここ数年続いています。 

 

（会長） 

今まで帰って来た事例はありますか。 

 

（事務局） 

今まで１５羽離しております。その中の６羽が出水に帰ってきたのは、足輪等で確認がで

きておりますが、八代に帰ってきた事例はございません。その件もありまして、１０羽く

らいをまとめて離すべきではないのかという結論になっておりました。 

 

（会長） 

今年はまだ来ていないんですよね。 

 

（事務局） 

まだ来ていないです。 

 

（会長） 

ありがとうございました。それでは、以上で、議案の審議を終了いたします。 

事務局へ進行をお返しします。 

 

（事務局） 

委員の皆様、長時間にわたり、ご討議いただきましてありがとうございました。 
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皆様から頂戴したご意見を元に、次の手続きに進んでまいります。 

それでは、現地視察の流れをご説明申し上げます。これから、「大玉スギ」へ向かいま

す。現地で解散の予定としておりますので、お荷物をもって移動をお願いいたします。 

 

～現地視察～ 

 

 

（事務局） 

最後に、課長から閉会の言葉を申し上げます。 

 

～閉会の言葉～ 

 

（事務局） 

ありがとうございました。以上で、周南市文化財審議会を閉会いたします。 

本日は、長時間にわたりご審議いただき、ありがとうございました。 

 


