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令和元年第２回周南市文化財審議会 

 

日時 令和２年２月２８日（金曜日）１０時開議、１１時３０分散会 

場所 湯野市民センター 

出席者 会 長 渡辺一雄 

    委 員 小山良昌 

    委 員 南  敦 

    委 員 杉村洋治 

    委 員 中川明子 

欠席者 副会長 原田 明 

    委 員 有田順一 

    委 員 金谷匡人 

事務局 生涯学習課長               岩崎達也 

    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２回周南市文化財審議会を開催いたします。 

はじめに、生涯学習課長の岩崎が、ごあいさつ申し上げます。 

 

 ～課長あいさつ～ 

 

（事務局） 

ここで、本日の出席委員について報告します。 

本日の会議は委員８名中５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。 

 

それではまず、渡辺会長より、一言ご挨拶をお願いいたします。 

 

 ～会長あいさつ～ 

 

（事務局） 

これより、渡辺会長の議事進行により、審議をお願いいたします。 

 

（会長） 

それでは、議事に移りたいと思います。 

（１）「県指定『山田家本屋』茅葺屋根劣化状況」について、事務局からご報告をお願いい

たします。 
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（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、一部、雨漏りするなど、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、お手元の資料のとおりで

すが、のちほど現地でご覧いただきたいと思います。 

また、強い雨の日などに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、９月４

日に差茅を実施して一部修繕をいたしましたことは、前回ご報告したとおりです。その際、

専門業者からは、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、との説

明があったため、先日２月１８日に屋根の状況について、さらに詳細な調査を実施いたし

ました。 

なお、屋根部分の劣化の進行具合は通常となっておりますけれども、前回業者の方から指

摘がありました通り、棟の部分が劣化しているとのご報告をいただいております。来年度

につきましても、雨漏りの状況を確認しながら、必要があれば差茅によるメンテナンスを

実施する予定としております。 

教育委員会といたしましても、移設後２０年を目安に、屋根の葺き替えを行う必要もあり

ますので、今回の調査結果を踏まえまして、今後の修繕計画を立てて参りたいと考えてお

ります。 

計画を立てるにあたって、適した方法や、どういった点に注意が必要かなど、ご助言のほ

どをお願いします。 

また、昨年の首里城の火災を受けまして、文化財建造物の消防設備について、周南市消防

本部から、山田家本屋に、漏電火災警報器を設置するよう指導がありました。そのため、

年度内には設置の予定としておりますことも、あわせてご報告いたします。 

以上でございます。 

 

（会長） 

ご意見・ご質問がございましたら、お願いいたします。 

 

（委員） 

５年後を目途に吹き替えを計画されるということでいいのですよね。その時に必要になる

茅の量は、あらかた計算ができるのではないかなと思うのですけれども、その茅をどうい

う風に調達するご予定なのかということを伺ってもよろしいですか。 

 

（事務局） 

築後２０年ということになると令和５年を目安に実施をしたいということで、生涯学習課

として、予算措置が一番大きな問題ですけれども。令和５年には行いたいという意思は関
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係課へ示しているところです。業者さんからも茅の都合、それから職人の都合ございます

ので、２か年またぎとなることも関係課に情報を示しまして、４年度に調査設計ではない

ですが、事前にそのあたりの調整をします。 

問題は、今おっしゃいましたように、どういった工法でやるのがいいか、実際粗々概算み

たいなのものは業者さんにお願いはしているのですが、全面一気に吹き替えるのがいいの

か、それとも一面ずつやった方がいいのか。どっちにしても市としてはコストを平準化し

ていった方がいい話ではあるのですが、コストが予想以上に高額になるといった場合には、

極論トタンを葺くことをしなければいけないのかなど、そういうことも全部選択肢に含め

て、提示する中で、市の中で意思統一をしなければいけないと思っています。そのために

は、文化財審議会の皆様からも、文化財としてはこうあるべきだというご意見はいただい

ておきたいと思っているところです。 

 

（委員） 

じゃあ、茅は全量、業者さんを通じて購入予定ということですか。 

 

（事務局） 

調査が行き届いていないのですが、光市さんが伊藤公記念館を葺き替えられるにあたって、

休耕田等を利用されて、４年がかりで、一面ずつ葺き替えられたっていうのは承知してお

ります。 

 

（事務局） 

業者さんから仕立ててくるよりは茅の質がどうしても落ちざるをえないということで、そ

の辺を考えなければならないと思っています。 

 

（委員） 

長期的に、絶対葺き替えが茅葺のままだと必要になるので、もう少し長スパンでの維持修

繕計画みたいなものを作っておられるのかどうかというところを伺ってもよろしいですか。 

 

（事務局） 

移築後の単年後に何をやるというような大きな計画というのは、今の時点ではないです。

ただ、この茅葺、建てた時点は、５年先１０年先はいらわないでもいいという考えが基本

的にはあったのだと思っているのですが、この茅葺屋根が一番大きな問題として、他にも

どういったところの修繕が必要なのかというのは、先生がおっしゃるように考えておかな

ければいけないだろうと思っています。 

我々も、財政計画を考える中で、基本的には５年先まで粗々でも何かしら頭出しをする。

３年に近づいたところでよりだんだん具体化して、予算措置を考えていくということの全

庁的な流れには上げるつもりでおります。 
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（委員） 

担当課にても、もう少し長スパンで維持管理計画を立てていく時代かなとも思ったりしま

すので、急急にというのは難しいかもしれませんけれども、ご検討いただけたらという風

に思った次第です。 

 

（委員） 

関連のことですみませんけど、茅として、一番いいのはトキワススといいましてね、今頃

はあまり多くなくなったのですが、岡山県にあるようです。 

それからススキの何年か経ったやつを使うのですが、阿蘇の長者原ですね。長者原はたく

さんあって、寒いところの方のものですので、かなりいいという話もあったのです。それ

から、中には茅の葦ですね。これは弱いと思います。それから竹ですけども、切る時期に

よって違いますので、１１月１２月ごろでしょうかね。竹はたくさん虫がつくので、後か

ら防腐剤を吹き付けるということも必要でしょう。昔だったら家で火を焚いていましたか

ら、防虫効果があったわけですけど。今頃はそれがないですからね。 

それから、竹の種類ですけど、硬いのだったら、破竹がいいと思います。真竹はちょっと

柔らかかった気がします。 

それで、数年もたすということであれば、いろんな殺虫剤もありますから、それをやられ

たら一時的には効果があると思います。 

それから藁が、湿度があるときは殺虫剤だけではだめですね。何があっても雨漏りがあっ

たらだめですからね。 

 

（委員） 

今、火は全然焚いておられないのですか。 

 

（事務局） 

はい。今は、火気は使っておりません。ですから、やるとしたら、何かしら燻蒸の措置を

するようにしかできないかなと思っております。 

雨漏りについては以前、屋根裏に漏れた跡があったので、今年も差し茅を行ったのですが、

原因は一番上の棟のところにありそうだということを業者さんからいただいております。

差し当たって修繕の範疇でいえばこの棟をどうかできるかというところの検討に入るとい

うところで目先のこととしてはそのように考えております。 

 

（委員） 

雨漏りがあるのは棟のところですか。 

 

（事務局） 

そうですね、棟のところからも雨漏りしていますけども、他の部分もまたちょっと雨漏り

をしているところがありまして、そのところについてもまた現地でご説明をしようと思い

ます。 
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（委員） 

山口市の雪舟のアトリエである雲谷庵も昨日の中国新聞で、藁をやり替えたというのが出

ていました。写真も出ていたのですが、全面ではなく、一部分を新しくしていた気がしま

す。 

 

（事務局） 

直近では、国でいうと、徳地の月輪寺の薬師堂が去年か一昨年くらいに葺き替えされてら

っしゃると思います。そのほか、文化財ではなくても、茅葺のものの修繕というのが、周

南市内においても、公園セクションなり違うところで話があるようですので、その辺との

情報の共有をして施行方法などの情報収集をしていきたいと思っております。 

 

（会長） 

建造物の修理については、やはり計画的にやっていかなければいけないということなので、

少し長期的なプランをやったほうがいいんのではないかというのが、中川先生のお話の中

から感じました。 

それから、移築して２０年目にというご計画なので、そう影響はないかもしれないかもし

れないのですが、雨漏りしている場合に、例えば、下地とか環境を含めてそういうものの

劣化とかはどうなのでしょうか。 

 

（委員） 

全部茅で葺いてあるので、下地はたぶんないと思います。今火を焚いていなくて、油もつ

きようがないと思いますので、茅が傷みだしたら早いと思います。 

 

（委員） 

腐りかけたのをどうするかというのですが、柿の汁を流すというのをしています。帝釈峡

のところにある信濃柿が一番いいです。屋根の場合だったら、その汁をかけると、大変丈

夫になると思います。業務用もそうしますからね。これは人畜に無害です。 

 

（事務局） 

文化財と少し違いますが、今の周南での公園セクションでありますとか、あと確か常盤公

園も茅葺を一つ直された気がします。文化財セクションだけでなくてそういう辺の調査も

やりたいと思っています。 

 

（委員） 

そうですね。他市さんとかの事例で参考にできるものがあればぜひ情報共有をされてくだ

さい。 
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（事務局） 

なかなか県下でも職人さんが少ないという中で、県と意思疎通を図りながらやる必要があ

るし、やらないとできないと思っています。 

 

（委員） 

はい。月輪寺の時は、県の方も行かれています？ 

文建協さんがされていたのは存じているんですけど。 

 

（事務局） 

はい。たぶん文建協だったと思います。 

 

（委員） 

発注もたぶん山口市さんですよね。 

 

（事務局） 

どうでしょう。事業主体としてはお寺になるかと思います。 

 

（委員） 

たぶん、委員会が設置されていたのではないかと思うので、山口市さんも何かしらの情報

を持たれていると思います。 

 

（事務局） 

そうですね。委員会を置いている可能性は高いですね。 

 

（会長） 

それでは次に、（２）「垣外遺跡第６次調査の成果」について、ご説明をお願いします。 

 

（事務局） 

前回の審議会において、垣外遺跡出土遺物について、市の指定文化財候補のひとつとして、

委員の皆様からご意見を頂戴いたしました。その結果、個々に興味深い出土物はあるが、

全１２回実施いたしました発掘調査の全成果から、垣外遺跡の性格を考えたうえで指定の

範囲などを考えた方が良いとのご助言がございました。本年度の成果についてご報告させ

ていただいたうえで、皆様からのご意見をいただければと思っております。 

本年度につきましては、第６次調査分をまとめた『垣外遺跡発掘調査報告５』を３月末に

刊行の予定としております。 

第６次調査においては、京都産の緑釉陶器や、中世の青磁や白磁など貿易陶磁器の破片な

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。 

さて、第６次調査の出土遺物については、大きく３つの時期のものに分けることができま

す。 
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まずは、弥生時代中期から古墳時代初頭にかけての一群で、主に遺構の埋土や遺物包含層

から出土したものです。次に、７世紀から９世紀ごろまでの一群で、ほとんどが須恵器と

呼ばれる灰色の焼物ですが、緑釉陶器もこの時期のものと考えております。もっとも新し

い一群が１２世紀ごろのもので、青磁や白磁、瓦質の大甕、土師器の椀などが出土してい

ます。とくに青磁と白磁については、中国大陸産のものであると考えております。 

『徳山市史』によると、古代には垣外遺跡のある久米地区を含む広い範囲が「久米郷」と

なっていたこと、また、１２世紀になると東大寺造営料国として寄付されて「久米保」と

なったとの記載があり、第６次調査出土遺物の分析から、久米地区の歴史と遺跡の変遷が

連動しているのではないか、と考えております。そうした点を含めて、今後、指定へ向け

て検証を進めてまいりたいと考えております。 

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

今後も皆様には随時成果のご報告をさせていただきますので、ご意見をいただきたいと存

じます。 

 

（会長） 

この件につきまして、ご意見・ご質問等があれば、お願いいたします。 

 

緑釉陶器は平安時代の延喜式の中に、朝貢国として、税金として納める国として、尾張と

長門が出てきます。これを瓷器と言っているのですが、長門の方では９世紀から１０世紀

にかけて製造していることが分かっております。周防の国も緑釉陶器の製造をやっていま

して、これが１０世紀から１１世紀くらいですね。ここにあるのは、在地産ではなくて、

おそらく京都産のもので、器自体が須恵器質の非常に硬い焼き物です。在地産のものは、

土師器質の非常に柔らかいもので、県内では、周防の国府を中心に出ておりますので、ほ

んとに貴重な土器なのではないかと思っております。 

青磁に関しては破片ですが、若干、鎬蓮弁の一部が見えているようなので、おそらく１３

世紀でも少し下る時期のものという感じがいたします。いずれにしても、非常に貴重な遺

物なのではないかと思います。 

 

（事務局） 

皆さんどうぞ前の方へ。 

 

～資料見学～ 

 

（委員） 

若干色が違いますね。 

 

（事務局） 

そうですね。青磁のもっと明るい色のものが時代が下るのですが、少し灰色がかっている

っているというか。先ほど会長の方からもお話がありましたが、ここに若干角度を変える
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と模様が見えて、これが本当であれば、蓮の花弁模様になっているはずなのですが。これ

が１３世紀ぐらいというところになるのです。ちょっと色が似ていますが、これが白磁で、

縁の部分ですので、これが碗の口の部分ですね。 

会長、どれも中国大陸産っていう考え方でいいのですか。 

 

（会長） 

と思いますね。 

 

（事務局） 

ですので、輸入ものということになろうかと思います。 

 

（会長） 

絵などは、浙江省でしたっけ。 

龍泉というところで、描かれたものなのですね。 

 

（事務局） 

前回もあったけど、これもくっつきそうな他の破片は今のところないのですね。 

 

（事務局） 

はい。ないです。 

 

（会長） 

在地産の緑釉陶器については、国府とかそういうところを中心に出るようですね。 

須恵器質ですよね。在地産は土師器にちょっと明るい緑の色がかかっています。 

 

（会長） 

（３）「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） 

まず、本年度の渡来状況ですが、２月１８日現在で、渡来ツル１３羽、放鳥ツル５羽の計

１８羽が八代で越冬中です。 

前回ご報告しておりますとおり、本年度は５月に、鹿児島県出水市から１羽の保護ツルを

移送いたしまして、移送した１羽を含めた計５羽を順次放鳥いたしました。その他詳細に

つきましては、お手元の資料の方をご覧ください。 

以上でございます。 

 

（会長） 

この件につきまして、ご意見・ご質問等がございましたら、お願いいたします。 
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（事務局） 

昨年までよりは多くて、平成１４年以来くらいの羽数になります。それから、放鳥につい

ても、今までなるべく多数羽で放鳥しようということでケージで飼育していたのですが、

すべて放鳥しましたので、今ケージの中は空です。 

 

（委員） 

防府の方へ３羽ほど長い間逃げていましたよね。あれは放鳥ですか。 

 

（事務局） 

放鳥した鶴です。 

今年放鳥した５羽のうち３羽が一時防府に移動して新聞にも出ましたが、いずれも帰って

きました。 

 

（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」、「（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。 

 

（事務局） 

本年度、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。 

巡回調査の第１回目として、２月１３日に周南市大字下上にございます岩屋寺を訪問いた

しました。岩屋寺には、岩屋寺笠塔婆、木造聖観音菩薩立像、金銅柄香炉と、もともと蓮

宅寺で管理しておりました木造大日如来坐像がありまして、そちらの保存状態を確認いた

しました。どの文化財も適切な管理が所有者によって行われておりまして、保存状態に問

題はありませんでした。 

なお、所有者である岩屋寺住職から、所有する涅槃図の掛け軸について、修繕できる業者

がいないかお尋ねがありました。実績ある業者などご存じの方がいらっしゃいましたら、

ご教示いただけると幸いに存じます。 

なお、年度末までに残り４件の巡回調査を実施する予定としております。 

続いて、文化財等看板調査についてご説明いたします。 

看板の悉皆調査を平成３０年度に実施しましたが、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しております。現在までに６５基を調査し、とくに劣

化が進行している看板が２基あることがわかっております。本年度、補足調査の対象とし

ている看板のうち、未調査分があと１１３基ございますので、こちらも年度内には調査を

完了する予定としております。 

なお、本年度、修繕・設置した看板はお手元の資料のとおりでございます。 
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（会長） 

この件につきまして、ご意見・ご質問等がございましたら、お願いいたします。 

 

先ほど、掛け軸の修繕できる業者についてのお尋ねがあったということなのですが、文化

財の表装等を行う業者さんで、あまり遠方の業者さんではなくて、近場の業者さんをご存

じの方いらっしゃいますでしょうか。 

 

（委員） 

以前は、たくさんおられたのですがだんだん減っていますね。 

 

（委員） 

文化財級ではないものを作ってくださった方はいらっしゃいますが。松原表具店さん。 

 

（委員） 

国宝級でしたら、京都のがありますけどね。 

 

（委員） 

新しく書いていただいたやつをお軸にしていただいたのですが。 

 

（会長） 

涅槃図自体は文化財ではないのですか。 

 

（事務局） 

ではないです。 

 

（事務局） 

一応、裏面には文化６年と入っています。 

 

（会長） 

修理はおそらく、解体して裏打ちを外して、もう一度裏打ちをやり替えるような表具の修

繕だと思いますので、地元の業者さんで十分という感じがしますけどね。 

看板の調査について、指定文化財だけではなくて、未指定文化財も含めているわけですよ

ね。 

 

（事務局） 

そうです。教育委員会のクレジットで建てているものになりますので、旧２市２町で建て

ているものから引き継いでいます。その中で、周南市全体のバランスを見た時に、未指定

のものなど、更新をしないという選択をするものもあります。標柱で済むものはどうする

かというのが正直ございます。熊毛地区の場合にはコンクリート製のものもございますし、
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それぞれの市町で作っていたスタイルがだいぶ違います。周南市になってからはスチール、

ステンレスなりを使ったようなものを更新しております。それに合わせて、文言も多少整

えたりしながら、長い目で取り組んでいきたいと思っています。 

 

（会長） 

未指定の看板について、以前は県の文化財愛護協会の補助事業がありましたが、現在もそ

れは続いているのでしょうか。 

 

（事務局） 

愛護協会に確認しましたが、現在はやっていないということを聞いております。 

 

（委員） 

看板を修繕する場合はすべて市がもたれているのですか。 

 

（事務局） 

市が設置しているものは市がやっています。ただ、例えば、地元のコミュニティさんが建

てられているものや、ライオンズクラブさんが建てられているものなどは、それを置き換

えて市が建てる必要があるかとどうかというのは、個々の判断になってくると思います。 

 

（委員） 

それは未指定の場合ですよね。 

 

（事務局） 

未指定の場合が多いですね。。 

文化財そのもののではなくて、例えば、お寺さんの紹介になっている看板など、旧市町の

時から看板が建っていて親しまれていたものを指定ではないからやめるということまでは

しないで、建てられるなら建てようかというのは若干その線引きは難しいところがありま

す。 

 

（委員） 

それはカテゴリーごとに整理はされておられるんでしょうか。 

指定文化財で市が管理している看板、未指定文化財だけど市が建てている看板、指定文化

財だけどその他の方が建てられている看板、未指定文化財でその他の方が建てられている

看板、みたいな分類というのは。 

 

（事務局） 

市が建てているものはリストアップしています。その調査の過程の中で近隣にライオンズ

さんやコミュニティさんが建てているものがあるので、わかる範囲で拾ってはいるのです

が、市以外が建てているものは網羅できていません。 
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（委員） 

それはとりあえず市が建てられたものだけはリストがあるということですね。メインはそ

のリストの中のものをどう維持管理していくかというのをこちらもやっぱり計画的にやっ

ていかれた方がよろしいかと思いました。 

 

（事務局） 

まさに今年からこの調査を始めたのも、更新が重なると、予算が足らないという事態が出

てくるので、やはり予算要求の段階から計画的にやらなければいけないからです。 

 

（会長） 

指定文化財の説明板などを更新される場合に、周南市としての統一的なデザインは念頭に

置いてやられるのでしょうか。 

 

（事務局） 

そうですね。シンプルな白いスチールの板看板です。一番コストパフォーマンスがいいと

言えば聞こえはいいですけれども。お寺さんなりがきっちり作っているようなものをやる

とコスト的には単純に言えば、ほぼ３倍近いという状態にはなると思います。 

 

（会長） 

今せっかく見直されて、設置されるので、同じ材質で同じデザインで進められたほうがい

いような感じがします。 

それと指定文化財と未指定文化財のデザイン分けを含めて考えられたらよろしいかと思い

ます。 

本来文化財保護の視点から言うと、便宜施設として標柱や説明板、境界標を建てていかな

いといけないのですが、そういうものがあるないという調査も併せてやっていただけると

いいかと思います。 

 

（事務局） 

今実際に調査をする中で、指定はしているけれども、看板は建っていないというものがい

くつかございます。特に、無形の場合が多いのですが、それについても順次建ててきてい

ます。基本的には指定されているものについては、何らかの表示がちゃんとされるという

ことを目指しています。 

 

（会長） 

続きまして、「（５）川﨑観音堂 登録に関する進捗状況」について、ご説明をお願いしま

す。 
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（事務局） 

前回の審議会でもご報告しておりましたが、周南市川崎にある川崎観音堂の文化財登録に

向けて、物件の調査を実施しているところですので、途中経過をご報告いたします。 

１月２１日に文化庁の技官が来市し、現地を訪問いたしました。 

その際、大きく５点の指摘事項がありましたが、結論として、登録有形文化財としての要

件を十分満たしているとの評価を受けました。各事項について、物件の調査や資料の作成

を進展させ、来年度中の申請を目指したいと考えております。 

物件の調査にあたって、観音堂の天井裏を確認したいと考えておりましたけれども、お手

元の資料にある下の写真の方、天井の写真を見ていただいたらわかる通り、格天井になっ

ておりまして、観音堂内から上がるのは不可能であり、屋根裏への進入経路を確認すると

ころから始める必要が出てまいりました。また、楼門についても、新たに平面図を作成す

る必要がありますので、中川委員にはご協力をお願いしたいと考えております。 

 

（会長） 

この件につきまして、ご意見・ご質問等がございましたら、お願いいたします。 

 

（委員） 

この管理されるお寺はどこですか。 

 

（事務局） 

もともと万福寺というお寺、維新後には須々万に移転されておりまして、観音堂はそのま

ま同じ曹洞宗で建咲院さんが管理をされていましたが、地元の崇敬される方たちが独自に

宗教法人川崎観音堂を立ち上げられまして、建咲院さんとのご縁は続けながらも主体とし

ては、地元の団体によって管理をされていらっしゃいます。 

 

（委員） 

御接待とかも全部地元の方がされています。 

以前卒業研究で取り上げて、実測調査に伺ったことがあるのですが、それ以来、ご縁もな

いので、また今度、楼門の図面も必要だということであれば、再度お伺いして図面がとれ

ればなという風には考えています。 

 

（会長） 

それでは、次に、「（６）漢陽寺庭園 登録にかかる進捗状況」について、ご説明をお願い

します。 
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（事務局） 

漢陽寺の庭園は前から何度かご説明差し上げていますが、重森三玲の庭園として、登録記

念物としてふさわしいということで、調書をあげてくださいという調査官からの指示をい

ただいて今動いております。 

その中で、一番問題なのが指定範囲ということで前回申し上げましたが、ここは、地籍の

調査がきっちり済んでおらず、登記が完全ではないので、土地の公図しかない状態です。 

その中で、どういう風に範囲指定するのかということで、調査官と調整しながら、前回は

物理的な壁や塀など建物を基準にしながらポイントを取って、境内地をぐるっと囲ったも

ので進めますとご説明いたしました。ただ、その次のステップとして、もう一回文化庁か

ら地籍の調書を作るにあたって、ぐるっと丸めると、一筆あたりの面積を示すよう指示が

ございまして、そうなると結論としては、正確な登記はないのですが、土地公図に基づい

た範囲指定をするしかないだろうということで、整理がされたところです。 

写真の中で赤の実線で囲っておりますのが、今考えておる登録の範囲です。漢陽寺の境内

地を包んでいる筆を全部拾うという考え方です。その中で青い線を入れていますが、青い

線から外は実は耕地番ではなく、山地番になりまして、周南市の場合は境目や面積が分か

らないという状態になります。ですから、青い線から外の部分は境界杭を建てて、どうし

ても実測しなければならないという状態に至っておりまして、こういう措置でよいかの確

認を文化庁にしております。２日３日程度の実働でできるということで業者とも確認をし

ておりますので、なるべく今年度中に測量まで漕ぎ着けたいと思っています。ここさえ整

理できれば、その所有筆はほとんどがお寺さんの所有ですので、手続きが順調に進むと思

っております。６月の登録の申請にあげていければという段取りで、考えているところで

ございます。 

あと、本日は原田委員がご欠席でございますが、県指定文化財の潮音洞のエリアは外すよ

う指示いただいておりますので、これも平板測量いたしまして、本堂・庫裏のある地番、

それから下の参門となる地番から水路幅１メートルの部分を除算するという処置をしたい

と考えております。 

以上です。 

 

（会長） 

この件につきまして、ご意見・ご質問等がございましたら、お願いいたします。 

 

まず地番指定をするということですね。そこから山地番については実測を取って、はっき

りさせると。それから、県指定の史跡の部分については、これは面積も指定が古いから、

ないですよね。 

 

（事務局） 

ないです。 
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（会長） 

これも実測をとるということですよね。 

 

（事務局） 

はい。県の担当には説明を済ませてありますので、調査官がそれでいいよと言っていただ

ければこれで進めるという状態であります。 

 

（委員） 

それでいいと思います。 

地番でもってやっていて、県の指定があればその分は除くという形で。 

 

（事務局） 

登録なので、その程度でよいというニュアンスでは言われています。指定であればちゃん

と登記、面積確定しないとだめだということで言われております。 

 

（会長） 

現状変更なんかがありますからね。指定の場合には。 

それでは最後に、「（７）その他」について、事務局の報告をお願いいたします。 

 

（事務局） 

まず、市内にございます文化財の活用として、文化財の貸し出しによる展示のご協力をさ

せていただきましたのでご報告いたします。 

１件は、県指定文化財「徳修館」の祭器４点が、萩博物館の特別展で展示されました。萩

の明倫館で実際に使用されていた祭器は残っていないとのことで、徳修館で使用されてい

たものをお貸しいたしました。なお、徳修館は建造物ですけれども、中で使用されていた

祭器も附（つけたり）指定を受けております。 

もう１件は、龍文寺、漢陽寺の鉄造茶釜２点が北九州市の小倉城庭園企画展で展示されま

した。所有者のご厚意により実現したもので、市内に残る２点の芦屋釜が同時に見られる、

貴重な機会となりました。 

続きまして、新南陽民俗資料展示室の活動状況についてご報告いたします。 

この施設は、平成１２年に、旧幼稚園の建物を転用し、展示施設として開館いたしました。

しかしながら、昭和４７年建設の建物のため雨漏りが頻繁に発生し、資料への悪影響も考

えられましたため、平成２８年に休館しております。平成２８年６月からは、隣接する福

川小学校の一教室をお借りして、学校等の団体見学に対応できる仮展示室を開設している

ところです。現在は、仮展示室での見学、市内の別施設での企画展の実施に加えまして、

学校などへの出張授業を実施しております。 

本年度は、企画展として「職人の手工具～家づくりの流れをのぞいてみよう～」展を開催

し、それから、市内小学校５校が仮展示室を訪れて、出張授業として小学校２校を訪問し

ております。 
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市内の小学校の授業などでさらに活用していただくため、今後も内容を拡充してまいりた

いと考えておりますので、企画展や出張授業のテーマについて、他市事例などご存じでし

たらご教示いただけると幸いに存じます。 

それから最後に、資料には記載しておりませんが、令和２年度につきまして、遅くとも４

月中には大玉スギの予備調査を実施いたしまして、国庫補助事業とする準備を始めたいと

考えております。その際には、南委員にご協力いただきたいと考えておりますので、どう

ぞよろしくお願い申し上げます。 

 

（会長） 

この件につきまして、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。 

 

萩博物館の特別展は、藩校かなんかのテーマにちなんでいるのですか。 

 

（事務局） 

そうですね。 

 

（委員） 

仮展示室に来られる小学校さんは、近隣の小学校さんが多いんですか。 

 

（事務局） 

はい。 

 

（委員） 

歩いてこられる範囲ですか。バスに乗ってこられる学校さんもあるのですか。 

 

（事務局） 

バスで来られる学校さんもあります。 

他のところの見学と合わせて一緒に来られるケースもあります。 

 

（会長） 

関連して、山田家本屋の活用は今どうなっているのでしょうか。 

 

（事務局） 

今は、山田家本屋保存会が地元の方中心に作られております。会員が常駐いたしまして、

毎週月曜日を休館日として、１０時～１６時の間見学者に対する施設の説明をしておりま

す。また、保存会が山田さんと交渉・協議を整えまして、いくらかの品物をお借りして、

中の展示ケースで展示をしているという状態です。見学者については、去年・今年でいう

と、２,０００人を欠けるような見学者の状態になっております。 
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（会長） 

今お尋ねしたのは、新南陽民俗資料展示室の活動状況に関連してですね、先日福岡県の筑

前町というとこに行ったのですが、公園の一角に解体して移築した町指定の建造物があり

ました。町としては全面的に子どもたちの体験学習に使わせていて、建物の中で、実際に

米を焚いて食べたりできて、町内の小・中学校で順番に場所取りをしていて非常に盛況ら

しいのです。 

民俗資料展示室についても非常に小学校等の活用が活発に行われているのですが、やはり、

近年は特に子どもたちは体験させないとなかなか見るだけでは頭に残りませんので、何か

体験学習をプログラムとして、やっていただくといいのではないかというのが１つと、山

田家本屋のような建造物もありますので、県指定ですから、難しいと思いますが、子ども

たちにも見学できるような何か方法を考えられた方がいいと思っておりまして、ご質問い

たしました。 

 

（委員） 

今の活用のことですけど、大変大切だと思います。そこで囲碁教室や、読書教室を開いた

り、庭にいろんな果物を植えておくとか、あらゆる面での活用ということを考えていただ

きたいと思います。 

 

（事務局） 

学校に対しては、見学のルートとしていただけないかということは毎年校長会等を通じて、

施設のご案内は差し上げているところです。 

以前は地元でも、春に桜関係のイベントをされるときに、お茶席を山田家で設けていただ

いたりというような事柄もしておりましたので、そうした働きかけも続けては行きたいと

思っています。 

 

（委員） 

山田家は貸部屋とかそういうことはされているのですか。展示だけですか。 

 

（事務局） 

公の施設として設置条例を定めてはいるのですが、特段、貸館規定はありません。ただ、

文化財を管理する我々として利用のご希望があれば文化財を損ねない範囲において許可を

するという考え方を持っております。 

 

（委員） 

耐震性はありますか。その中で体育教室を開くとか。 

 

（事務局） 

それはたぶんないと思います。 
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（委員） 

ないですよね。やっぱり。あれがどこもネックになるんですよね。 

 

（会長） 

子どもたちの利用の時に、例えば、地元の高齢者の方に来ていただくとか、最近は割とそ

ういう博物館活動というのが、認知症の予防に役立ったり、進行を遅らせたりということ

も言われていますので、高齢者と子どもたちが一緒にやっていくようなプログラムなんか

も考えられるのではないかなと思います。 

 

（事務局） 

実際に湯野地区は、リハビリ病院や、老健とかが多いので、お年寄りの方はそれなりにい

らっしゃいます。そうした中で、どういう風に病院サイドと協力するいうことができるか

というところはあまり手がついていないところだと思いますので、具合的なアクションが

今のところはしておりません。働きかけがあればもちろん答えるつもりでいるのですが、

何かしらそういう接点を考えなければいけないのかと思ったところです。 

 

（委員） 

やっぱり地域の人に中心にやっていただかなくては難しいでしょうね。 

 

（事務局） 

以前、中央公民館があった時に小山先生にもお力添えをいただいて、歴史の講座をいたし

たことがあります。この一帯を散策する中で、学習するというコースを設けてほぼ半日ほ

ど、みんなで見ていただきながら説明するという取り組みをしました。、最近そういうこと

をしておりませんから、学び・交流プラザという生涯学習センターがございますので、そ

ちらでも考えなければいけないけど、手がついていないというところで反省しているとこ

ろです。地域への愛着も大切ですから、学習面で歴史も学ばなければいけない、反省点で

す。 

 

（会長） 

文化財の活用については、教育委員会の方だけでは無理ですよね。だから、一番大事なの

は、地域でリーダーになるような方がいるかどうかです。もちろんそういう方の発掘をし

ていただいて、連携を取って何かプログラムを開発、できればいいと思いますね。 

 

（事務局） 

観光ボランティアとも連携したことを考えていく必要があると思います。 

民俗資料展示室が常時あけられている状況ではないので、担当がプログラムを考えて、学

校の方に出向いてるんです。一つ一つしていくという取り組みもこれから広げていけたら

と思っているところです。 
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（会長） 

それでは、今日の議題の全般に関してご意見がありましたらお願いします。 

特にございませんようでしたら、これで議題の審議は終わりましたので、事務局の方へお

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。 

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、「山田家本屋」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） 

皆さんお疲れさまでした。それでは最後に、会長から閉会の言葉を申し上げます。 

 

（会長） 

～謝辞、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。 

 


