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傍聴人　　　０人　

― ―　会議次第　― ―

１　開　会

２　教育長挨拶

３　会長挨拶

４　議　事

（１）物井特定土地区画整理事業（第２号・第６号街区公園）の事業計画（案）について

（２）四街道市指定文化財の取扱いについて

（３）その他

５　閉　会



１　開　会　　　

竹内課長

２　教育長挨拶

３　会長挨拶　

４　議　事

竹内課長

宮田会長

事務局

宮田会長

宮田会長

事務局

宮田会長

渋谷副主幹

　これより平成２６年度第２回四街道市文化財審議会を開催します。

　開催にあたりまして  髙橋教育長よりご挨拶をお願いします。

 －教育長あいさつ－

　－会長あいさつー

　　　

　教育長は公務がございますので、ここで退席させていただきます。議

事の進行は、宮田会長にお願いいたします。

　司会進行を務めさせていただきます。

　会議を進める前に会議の公開等について、事務局より説明をお願いし

ます。

 －会議の公開等について説明－

　会議の公開ですが、（１）と（２）の内容では非公開にしなければな

らない内容はありませんので公開でよろしいでしょうか。

　　　　　

　－委員：異議なし－

 それでは傍聴者がいらしたら入室、ご案内させてください。

 －傍聴者なし－

 

（１）物井特定土地区画整理事業（第２号・第６号街区公園）

   の事業計画（案）について

　それでは会議次第に沿って進めさせていただきます。事務局の方から

説明をお願いします。

　土地区画整理事業に伴う第２号・第６号街区公園の整備にあたり、お

手元の資料を元に今までの経緯について説明いたします。

　まず、古墳２基が存在する第２号街区公園と一部市指定文化財の古屋

城跡がある第６号街区公園ですが、第２号街区公園は昭和５５年から埋

蔵文化財分布の（照会）と（回答）が行われており、第６号街区公園は、

昭和５８年４月に四街道市指定文化財として史跡の指定行為を行ってお

ります。



竹内課長

　古屋城跡は昭和５９年～６０年に県と市で協議され、市長から県文化

課長へ出来るだけ残すようにと要請がありました。

　そして、昭和６１年１月に都市計画決定。昭和６１年から市の要請に

より、住宅地から公共用地（児童公園）に計画変更。平成２年１０月、

四街道市文化財審議会の古屋城跡全域を残すようにとの意見により、保

存範囲の見直しを検討。平成４年、物井特定土地区画整理事業認可。平

成９年１１月、文化財調査の予定と状況について協議（社会教育課、市

都市整備課、都市再生機構）。平成１６年度には、物井駅からの外周道

路について、千葉県教育庁文化財課と社会教育課とで埋蔵文化財の取扱

いの協議を行っております。

　本事業については、平成２６年５月２３日、第２号・第６号街区公園

の整備計画と管理者についての協議依頼が都市再生機構からありました。

今後、第２号街区公園は平成２７年３月、 第６号街区公園は平成２８年

３月に市へ移管される予定です。

　第２号街区公園整備計画（案）について

　古墳２基を現状保存（古墳の上に、芝生を吹付ける）。「一般平面

図」及び「施設平面図」にあるように、公園の周囲は擬木柵に低いロー

プを廻らす。出入り口は、南と北側に２ヵ所。南東側に防火水槽を、西

側には亀崎の畑地で発見され、今年１１月に発掘された古墳の石棺の移

設・展示を検討しています。また、街灯２ヵ所と水飲み場１ヵ所を設け

る予定です。

　第６号街区公園整備計画（案）について

　　古屋城跡は、市の指定文化財として井戸跡を含めて城跡の一部を指定

しています。

　　「施設設備平面図」の井戸がある部分は、図面上で □の表示になって

います。出入り口は、東側に２ヵ所と西側に１ヵ所、合計３ヵ所の出入

り口を予定しています。空堀部分には散策路を設置する。公園北側を通

る道路は、すでに物井駅からの区画整理事業地の外周道路として走って

おり、その外周道路に面して城跡北側には５～６ｍの擁壁にフェンスが

あります。同様に東と西側にもフェンスを廻らす予定でおります。さら

に南側の民家側については、個人のお宅に出入りが出来ないよう現状の

土塁部分にフェンスを設置し、フェンスの２ヵ所を施錠出来る出入り口

を設置する予定でおります。また、西側には「水飲み場」と２台の車両

駐車場を整備する予定です。なお、東側の新規住宅地側にも管理車両駐

車場を設置予定でおります。それ以外の施設としては、平坦部分に御影

石のスツールを２ヵ所設ける予定でおります。現畑地は耕作が出来なく

なり、そこにヒガンバナを植える計画でおります。「植栽平面図」では

城跡中央部の畑地に花壇を設けます。周囲の枯れている樹木と北側の竹

林は、すべて伐採を考えております。

　第６号街区公園の「撤去伐採平面図」の右上の凡例を参照ください。



宮田会長

中野副会長

竹内課長

石渡主任主事

中野副会長

大矢委員

竹内課長

中野副会長

竹内課長

石渡主任主事

「植栽平面図」にある通路上の木は、丸印A～丸印Ｇまではすべて伐採

されます。横線の竹林もすべて伐採になります。横と縦の線網掛けの通

路部分の木も伐採されます。実際に工事に入ったら、通路部分のルート

は一部変更の可能性があります。

　第２号街区公園は古墳を現状保存します。工事時期はＵＲ都市機構が

平成２７年１～３月に行います。第６号街区公園は古屋城跡を現状保存

するものです。ＵＲ都市機構が平成２７年度中に整備して、市教育委員

会に移管され、公開の準備をいたします。管理は社会教育課に移管され、

公開にあたっては例規の整備と管理方法も決めることになります。

　ありがとうございました。

　第２号と第６号街区公園の事業計画について、委員の皆様方からご質

問等はありませんか。

　第２号街区公園の「施設平面図」東側のコンクリート縁石は何故ある

のですか。

　このラインは前方後円墳の境界になります。

　縁石は、右側は前方後円墳の、左側は円墳を示すラインで、古墳のコ

ンター図を基に保護の想定ラインと道路を分けるものです。このライン

は墳丘プラス１ｍ前後多目にラインを設け、一般の方にもわかるように

配慮したコンクリートの縁石です。敷地西側は道路と古墳と芝との境界

を、東側は植栽部分と芝の境界になります。昔はこういった形の古墳で

あったことがわかるようにしました。　　　　　

 案内板で言及するのでしょうね。

　古墳を現状保存するため、現況の雑草を採って芝の種子を吹きつけて

も、子どもたちが入って保存のための管理ができるのか疑問です。公開

と保存の配慮や対策題はどうするのか、十分な管理がでますか。

　現状の古墳に芝を吹き付けるので、子どもが乗ってもだいじょぶであ

ると考えております。

　　　　　

　子どもの遊び場になって、古墳の形状が変わる恐れはありませんか。

　今の古墳の形状を測量して記録に残します。

　芝を定着させる液体であるフィールドプレス（土着剤）を撒く方法が

あります。植生には影響が無いと言われています。使用の際には一度試

験をしてみて実施します。



松平委員

竹内課長

吉田委員

中野副会長

竹内課長

中野副会長

石渡主任主事

吉田委員

宮田会長

竹内課長

　芝は滑りやすいので、子どもは喜んで滑るが、シロツメクサ（クロー

バー）だと滑りに難く、青汁が出るのと、白い花が咲いて綺麗なので、

踏まなくなるので古墳の形は残ると思います。また、他に赤い花咲く樹

があって、これは棘も出る痛い木なので、子どもたちは滑らないのでは

ないかと思います。是非、一度専門家に意見を聞いて実施して欲しい。

　維持管理の問題があり、教育委員会が管理するので手間が掛からない

ものにしたいと思っています。ＵＲ都市機構と協議・相談して決める方

向でおります。

　石棺を置いて周りを囲って、上に登れない状態にする。石棺の維持管

理上、子どもの怪我が心配です。

　石棺は、この古墳から出たものでないのでふさわしくなく、本来あっ

たものをあった場所に置くのが理想だが。亡くなった人の尊厳にかかわ

ることでもあると思う。石棺を見せるのなら、八街市資料館は館内に展

示しており、当市も資料館が出来たら設置したらよいのでは。

　古墳は調査していないので、石棺がたぶんあると類推させる展示にな

るのでは。

　石棺の外側６０ cm の所に柵があるが。

　「施設平面図」にあるように擬木ロープ柵で囲います。また、図面の

右上に解説サインがあるが、誤解されないように、説明板で石棺につい

て詳しく説明します。

　石棺に蓋はあるのか。

　出土した時には蓋があったが、畑地でゴボウの耕作によって壊されて

いるので残りが良くなく、天井石は展示しません。板石で組まれた箱を

公園内に設置する予定です。

　石棺が円墳の中に入っているものと類推させる暗示。資料館が出来て

から展示したらどうか。

　公園ではなく、緑地になるのでしょうか。

　文化財として指定はしていないが、石棺の設置はＵＲ都市機構のアイ

デアであるのか。説明板の解説をきちんと読まないと、普通はそこから

出たものと間違えます。学校の先生が説明すると思うが、目的は小学生

の学習の「場」として利用を考えているのか。

　小学生も学習の場として利用すると考えています。案内板を設けて古

墳について説明します。施設の名称は現在検討中です。



　大矢委員

宮田会長

松平委員

吉田委員

大矢委員

宮田会長

竹内課長

宮田会長

中野副会長

渋谷副主幹

中野副会長

大矢委員

中野副会長

大矢委員

普通の児童公園とは法律や行政的な違いはあるのか。公園と表記するの

か。名称はどのようになるのか、決めないといけないのか。全面的に教

育委員会が管理するのか。まだ決まっていないのか、お聞きしたい。

　緑地で教育委員会に移管されるのであろうか。

　公園の名称として、地形や歴史を生かしたかたちで、「物井」は意味

があり地名を残して欲しい。地名は大事であり、消えた地名は復活出来

ない。

　　　　　

　「物部」はそこに起因している。「物部氏」の所領の一部であった。

遺跡もあり、単純に団地の名前をつけるようなことはしないで欲しい。

　地元では方言で「もね」と呼んでいる。「の里」が余分である。「も

ね古墳」とか。

　公園の名称は付かないのでしょう。「古墳広場」とかですか。

　名称はこれから検討します。今は区画整理事業区域内で、第２号・第

６号街区公園として、このような名称になっています。

　第６号街区公園についての質問はありますか。

　平坦部に３本複雑な道路が設定してあるが、何か理由がありますか。

疑問が残ります。花壇の畑地の中に何本も道が通っているのか。「一般

平面図」に何本も道があるが、花壇の中に道が多すぎるのではないか。

　「一般平面図」にある東側の入り口から北側にある空堀の一番低い竹

が生えている部分を導線として通って高台に上がります。

　「植栽平面図」に斜めのラインや何本か道があり実情とそぐいません。

　　　　　

　「植栽平面図」畑地に何本か道がある、また散策路に斜めの道は花壇

の散歩道になっている。遺跡を見せるのに花壇はおかしいのでは。　

　予算があれば、木造の中世城を復元したら。茨城にある「逆井城跡」

へ林田さんと行ったが、非常にシンプルな砦だった。

　お花畑にするのですか。

　何か資料とかがあれば根拠になるが、中世城の復元は後で言われる。

　逆井城跡にこだわってはいない。第６号街区公園はヒガンバナの名所

になるのではないか。



竹内課長
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大矢委員

中野副会長

　まだ、発掘調査は行っていないので、なるべく現状のまま整備するよ

う考えています。現状は畑になっており、既存施設等を設けるには制限

があります。

 ヒガンバナは何か関係があるのか。１年で 7～１０倍になるので、管

理が逆に大変と思う。

　管理は市側にあるのか。遺跡としての整備なら更地でもよいのでは。

　花以外の芝生も考えています。ヒガンバナは手入れしやすい花です。

　古屋城は、図面に色が塗ってある腰曲輪につて、部分部分でも残した

方がよい。城跡を残すなら、現況の土塁・空堀や井戸の他に中世の構造

とした腰曲輪はどうであろうか。

　今の腰曲輪はどの部分でしょうか。

　腰曲輪はこのあとに説明を予定しています。

　遺跡を見せるのに、高い場所に上がってみたら「花壇」とはどういう

ものか。

　指定文化財となっている井戸と、東側に案内板があります。現況では

井戸を含めて、なかなか見ただけでは判らないので、今後「腰曲輪」な

どに説明板の設置を予定しています。

　発掘調査も行っていないので、井戸と空堀を見るだけになる。歴史的

な解説をきちんとする必要がある。

　鹿渡の「郷土の森」を毎日歩いていたが、入り口の虎口や土塁が良く

残っている。一番奥に標識板があったが、土塁や空堀に細かい解説板が

なかった。今日見た古屋城の深い土塁や虎口は何もない散歩道にしてあ

る、非常に勿体ないのでは。管理上などの取扱いの違いはあるのか。

　　　　　

　総武線の線路脇にある「郷土の森」の鹿渡城跡は、環境政策課が主体

で実施した事業です。城跡の解説板は環境政策課から依頼があって建て

たものです。

　　　　　　　　　

　市民からみたら、どちらが所管でも一緒である。教育委員会が協力し

たのであれば、是非、教育委員会側で解説に関って欲しい。遺構の価値

がわかるようにして欲しい。

　　　　　　　　　

　夜間はあぶなくないのか。
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　大木があれば、下に陽が当たらず木が生えない。木が無いと低木や雑

草が生えやすく道路から見えなくなる。高い木だと下枝が無く透けて見

える。東側の斜面林は下草が無く、樹齢４００～５００年のケヤキは保

存して欲しい。竹やぶは枯れて倒れて入ることが出来ない。この城跡も

斜面林がすばらしく、コナラ、クヌギ、シラカシ、スダジイの針葉樹林

は何百年も繋る。外から見て城跡だとわかるように斜面林にして欲しい。

　竹は伐採して城跡を現状保存します。

　第６号街区公園は市の土地なのか、地主さんがいる土地なのか。教育

委員会の土地になるのか。

　区画整理事業で第６号街区公園の土地は移管されれば市教育委員会の

所有になります。通路以外は、「伐採平面図」にある木だけになります。

現場を見て、枯れて倒れている木は UR都市機構と相談して伐ることに

なります。

　樹木について松平委員の意見を参考にして欲しい。

　第２号と第６号街区公園の両方とも住宅に近接している。第６号の駐

車場は２台で見学者用の駐車場はあるのか。第２号は道路と住宅がある

が、駐車場はあるのか。

　第２号は現状保存であり、スペースの関係で駐車場はありません。第

６号の駐車場は２台分で維持管理の車両用です。第２号と第６号街区公

園の整備について本日委員の皆様からご意見を頂きましたので、今後都

市再生機構と協議しながら整備してまいります。

（２）四街道市指定文化財の取扱いについて

　四街道市指定文化財「物井古屋城跡」の指定の経緯について、資料の

とおり昭和５８年４月に「北ノ作古屋城跡」の一部北ノ作１０６０番地、

北ノ作１０７５－１～４番地を、昭和５２年に市文化財審議委員である

相川日出男氏によって発掘調査が行われました。この成果をもとに、白

磁の井戸跡を含め市指定文化財としての指定行為を行っています。

　また、平成４年には物井特定土地区画整理事業の認可を受け、平成９

年１１月に埋蔵文化財の取扱いで社会教育課、都市整備課、都市再生機

構が協議しました。

　平成１５年１月に物井字北の作１０６０他２９，４００㎡のうち２，

４８０㎡の確認調査を行っており、上層確認トレンチにおいては竪穴住

居跡１軒と腰曲輪１面が検出されています。出土遺物は、縄文土器、古
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墳時代土師器、中世陶磁器が見つかっています。今後、城跡の東側は住

宅地として整備される計画。「白磁の井戸」は北ノ作１０７５番になる

が、北ノ作１０７５－１～４番地は、今後指定解除を行う必要があり、

Ａ４の色分けした腰曲輪と赤で囲まれた部分は確認調査が終わっていて、

東側の住宅用地として、整備されることになっています。今後、事業が

進めば住宅用地になり、ここで過去に指定を行った文化財の整理が必要

になります。

　すでに造成しているのか。

　本日見ていただいたところから一段下がって、造成の残土が入ってい

ます。

　この地図で第６号街区公園はどの位置にあたるか。もうすでに、住宅

の整備がされている場所になっているのでは。

　今日歩いていただいた外側に当たる部分です。

　平成１４年に発掘調査をした後、すでに住宅になる予定になっていた。

　平成４年の段階で事業認可を受けてしまっています。

　　　　

　平成４年に認可を受けて、平成１４年に発掘調査を行っているが、そ

の時の調査報告は出来ているのか。

　調査した場所は包蔵地であるが、当時はトレンチ調査で終了している。

資料にある発掘結果に住居と腰曲輪が見つかっています。

　すでに都市計画が進められていて、現地は元に戻らない。

　北ノ作１０７１番は市指定文化財の史跡と工芸品が残り、北ノ作１０

６０と１０７５－１～４は史跡の対象では無くなるということですね。

　経緯と現状については以上のとおりです。

　今後、当該地を指定解除の方向でご審議方を予定のほどお願いいたし

ます。

（３）その他

　他に事務局よりありますか。

　亀崎地区林田邦男家（新義真言宗林光院廃寺仏像等遺品）の調査概要



宮田会長

　５　閉　会

　　　

　  竹内課長

報告。　　－別添資料より内容報告－

　只今の報告について質問等ございませんか。

　特にないようですので、本日の議事を終了します。

　

これをもちまして、第２回四街道市文化財審議会を閉会させていただき

ます。皆様ご苦労さまでした。


