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令和３年度事業報告（案） 

１ 文化財保護管理事業 

（１）文化財審議会 

 

 文化財審議会の職務（市文化財の保護に関する条例抜粋） 

  第 24条 文化財の保存及び活用に関し教育委員会の諮問に答え、又は意見を具 

申し、及びこれらに必要な調査研究を行うため四街道市文化財審議会 

（以下「審議会」という。）をおく。 

 
 

①文化財審議会の開催状況 

区分 日時 概要 

第 1 回 
6 月 29日（火） 

13：15～15：10 

場所：青少年育成センター２階 オープンスペース 

内容：令和 2年度事業報告について 

令和 3年度事業予定について 

 

②文化財審議会委員名簿（任期：令和 3年 6月 1日～令和 5年 5月 31日） 

氏名 役職・分野 氏名 分野 

中野 照男 
会長・有形文化財（絵画・

彫刻・工芸品） 
吉田 文夫 

有形文化財（建造物）、 

民俗文化財（石造物） 

樋口 誠太郎 
有形文化財（書跡・典籍、

古文書） 
鈴木 満壽男 有形文化財（彫刻） 

加倉井 砂男 有形文化財（建造物） 西山 太郎 有形文化財（考古資料） 

渡辺 修一 
有形文化財（考古資料） 

博物館学 
芝﨑 浩平 有形文化財（民具） 

  

（２）指定文化財 

①管理・所有者別 

管理・所有者 件数 

国・登録文化財 個人 2人 

市指定文化財 

個人 11人 

団体等 10団体（市・法人 7、保存会 3） 

地区自治会等 7地区 

 

②国登録文化財 

種類 件数 備考 

登録文化財 4 
木村家住宅 1棟 

近藤家住宅 3棟（主屋、長屋門、土蔵） 

資料１ 
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③市指定文化財 

種類 件数 備考 

有形文化財 

建造物 3 物井不動堂、弁才天、鉄道鉄橋橋台 

工品 3 鏡 

絵画 4 額絵馬、掛軸（絹本著色） 

彫刻 7 仏像（木彫・石彫） 

書跡・典籍 1 大般若経 

考古資料 12 板碑、宝篋印塔 9片、大甕（常滑） 

歴史資料 3 小金原御鹿狩文書、大隆寺庚申塔・十九夜塔 

小計 33  

無形文化財 0  

民俗文化財 

有形 19 民間信仰に係る石塔（内、道標銘石塔 9） 

無形  3 
民俗芸能（栗山ばやし・亀崎ばやし）、伝統行事

（内黒田裸参り） 

小計 22  

記念物 

史跡  5 貝塚、城跡 

名勝  0  

天然記念物  1 神社境内林 

小計  6  

伝統的建造物群 0  

保存技術 0  

合計 61  

 

（３）地域の文化財や歴史資料の活用 

①よつかいどう文化財散歩（共催：四街道市文化財ボランティアガイドの会） 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止としました。 

 

②四街道の歴史「よもやま話」連載 

ホームページ配信： 第 18話  四街道市に残る近代遺産 

原稿：四街道市教育委員会  

 

（４）文化財の保護管理 

①堀込城跡広場（美しが丘 1丁目 21 敷地面積 3,359 ㎡） 

 ・歴史広場清掃・草刈業務委託（委託先：シルバー人材センター） 

内容：清掃年 4回、草刈年 2回（平坦部） 

・歴史広場草刈・剪定業務委託（委託先：民間事業者） 

内容：草刈年 2回、剪定年 1回（法面部） 

  

②物井古墳広場（もねの里 2丁目 29-2 敷地面積 2,311.04 ㎡） 

 ・歴史広場草刈業務委託（委託先：シルバー人材センター） 
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内容：草刈年 2回（平坦部） 

 

③古屋城跡広場（もねの里 4丁目 23-6 敷地面積 12,937.06 ㎡） 

 ・歴史広場清掃・草刈業務委託（委託先：シルバー人材センター） 

内容：清掃年 4回、草刈年 2回（平坦部） 

 ・ごみ処理 

  内容：伐採竹の処分 2回 

 

（５）文化財保存事業補助金等 

団体名 金額（円） 活動内容 

内黒田裸参り保存会 43,000 
内黒田地区の伝統行事「内黒田裸参り」の

保存、継承と運営 

和良比裸祭り保存会 84,000 
和良比地区の伝統行事「和良比裸祭り」の

保存、継承と運営 

亀崎ばやし保存会 43,000 
亀崎ばやしの保存と継承者の育成、各行事

への参加発表 

栗山ばやし保存会 43,000 
栗山ばやしの保存と継承者の育成、各行事

への参加発表 

市指定文化財協力者謝礼 250,000 
市指定文化財 49件の管理者 25者（個人・

団体）に対しての管理謝礼金 

国登録有形文化財協力者謝礼 20,000 
国登録有形文化財の所有者 2名に対しての

管理謝礼金 

 

（６）文化財調査 

①四街道市川戸下遺跡出土ガラス小玉鋳型及び市内遺跡出土ガラス小玉 

実施日及び調査指導：4月 17日（令和２年度より継続） 

調査協力：加藤千里（茨城県教育庁総務企画部文化課） 

：村串まどか（筑波大学学振特別研究員） 

 

（７）文化財関係研修・会議等参加状況 

①印旛地区文化財行政担当者連絡協議会 

日程 会議（研修）名 

5 月 14 日（金） 

総会及び第１回研修会「文化財保存活用大綱について」ほか 

（講師：千葉県教育庁教育振興部文化財課 主任上席文化財主事  

黒沢 崇、文化財主事 武田 芳雅） 

10月 15 日（金） 
第２回研修会：視察 富里市図書館内 郷土資料展示室、国登録有形

文化財 旧岩崎末廣別邸（講師：富里市教育委員会 吉林昌寿） 

10月 23 日（水） 

第３回研修会：見学 早稲田大学みそ岩屋古墳測量調査見学（墳丘測

量及び地中レーダー探査作業）（講師：早稲田大学大学院 助手 呉

心怡） 
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②千葉県史跡整備市町村協議会 

日程 会議（研修）名 

 総会（書面開催）：令和 2年度事業報告他 
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２ 歴史民俗資料施設整備事業（案） 

（１）文化財収蔵庫管理 

①みそら文化財整理室（みそら 3丁目 44-1） 

平成 15 年度～埋蔵文化財収蔵庫（センター調査分等）を保管 

 

②八木原小学校富士見校舎（千代田 5丁目 4） 

展示室（1 階 2教室）計 127,50㎡ 平成 21年度～ 

旧プレハブ校舎の資料室より民俗資料（民具等）約 5百点を収蔵展示 

民具収蔵庫（3階、4 階各 2教室）計 255,00 ㎡ 約 2,050 点収蔵 

 

③八木原小学校旧プレハブ校舎 

文化財整理室・収蔵庫（市史編さん兼） 

 埋蔵文化財（市・調査会等）・寄託文化財・写真資料等を収蔵及び整理 

 

（２）歴史民俗資料室の管理運営 

①歴史民俗資料収集整理員・文化財活用員・職員による収集・整理 

 ・四街道市歴史民俗資料室管理（八木原小学校富士見校舎） 

  収蔵資料の内、主要な資料 500 点を一般公開（事前申し込み制） 

  ※令和５年度末まで休館 

 ・歴史民俗資料の整理・収蔵（台帳・目録作成・収蔵整理） 

 

②社会科見学等の受入（歴史民俗資料室見学等） 

実施日 開催場所 学年 人数（人） 

6月 4日 八木原小学校 3年 66 

6月 4日 和良比小学校 3年 127 

6月 22日 旭小学校 4年 33 

合計 226 

 

（３）歴史民俗資料の活用 

①民具等の貸出・実見 

 7件（愛国学園大学、千葉県教育振興財団、印旛郡市文化財センター、 

埋蔵文化財専門職員など） 

 

②出前授業等の教育支援・普及活動 

 出前授業（貸出を含む） 

実施日 開催場所 学年 人数（人） 

12 月 3日 山梨小学校 4年 21 

1月 13日 山梨小学校 3年 19 

1月 14日 吉岡小学校 3年 54 
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1 月 27日 旭小学校 3年 30 

1月 28日 大日小学校（貸出） 3年 90 

2月 7日～17日 
千葉県立千葉盲学校 

（貸出） 
小学部 - 

2 月 18日 中央小学校（貸出） 3年 132 

2 月 24日 みそら小学校（貸出） 3年 16 

2 月 25日 南小学校（貸出） 3年 72 

 合計 434 

 

③文化財や総合的な学習の時間等における教育応援 

各学校が新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から外部交流をともなう活動を自粛し

たため、希望する学校はありませんでした。 

 

④カイコ教室（市内小学生対象） 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止しました。 

 

（４）歴史民俗資料館の整備 

①プロジェクト型ふるさと寄付の実施   

 ・寄付の受入及び基金への積立 

  384,000円 

②歴史民俗資料館の整備 

 ・協議中 
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３ 埋蔵文化財発掘調査事業（案） 

（１）埋蔵文化財の保護 

①取扱事務 

埋蔵文化財の取り扱い（確認）などの回答業務 ：386件（1月末現在） 

文化財保護法に基づく届出に関する事務処理  : 47件（うち試掘：21件） 

 

②国庫・県費補助による発掘調査（市内遺跡発掘調査：4遺跡実施） 

遺跡名 調査期間・面積 調査種別 調査原因 検出遺構・出土遺物 

出口遺跡 

（第 5次） 

5/11～5/15 

上層 148㎡/991㎡ 
確認調査 集合住宅 

奈良・平安時代竪穴住居跡１

軒、奈良・平安時代掘立柱建物

跡３軒、奈良・平安時代溝２条、

奈良・平安時代土坑３基、奈

良・平安時代土師器・須恵器 

向原 No.-1

遺跡（第 1 

次） 

11/05～11/18 

上層 487㎡/4,850 

㎡ 

確認調査 個人住宅 
縄文時代土坑１基、縄文土器、

古墳時代土師器 

鹿渡遺跡

(第 5次) 

1/17～1/19 

上層 101.5 ㎡ 

/888.29㎡ 

確認調査 宅地造成 
遺構なし、縄文土器、奈良・平

安時代土師器 

 

③令和2年度四街道市内遺跡発掘調査報告書：300部刊行 

 

④詳細遺跡分布調査：調査成果の一部を上記報告書に掲載 
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令和４年度事業予定（案） 

１ 文化財保護管理事業 

（１）文化財審議会 

 年２回開催（６月、２月） 

 

（２）普及啓発 

 ①よつかいどう文化財散歩（共催：四街道市文化財ボランティアガイドの会） 

 →検討中 

 ②四街道の歴史「よもやま話」など 

 →市ＨＰで市内の文化財について紹介 

 

（３）文化財の保存管理 

 ①堀込城跡広場：例年通り 

 ②物井古墳広場：例年通り 

 ③古屋城跡広場：草刈業務の回数増加  

２回→３回 

 

（３）文化財調査 

 未定 

 

２ 歴史民俗資料施設整備事業 

（１）歴史民俗資料収集・整理・活用 

 ①歴史民俗資料室見学 

   中止 

  ※八木原小学校の大規模改修に伴い、令和３年１０月～令和５年度末まで休館中 

 ②民具の出前授業（貸出を含む） 

  対 象 市内小学生等 

  日 程 未定 

 ③カイコ教室（出前授業）  

 ※学校からの希望に応じてクラス単位で実施 

④冊子「いつかどこかで見た民具」（平成 17 年度版）の配布 

  3年生全児童に配布 

⑤八木原貝塚・中世の城跡の案内 

 ※学校からの希望に応じてクラス単位で実施 
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３ 埋蔵文化財発掘調査事業 

（１）国庫・県費補助による発掘調査 

 ①市内遺跡発掘調査 ４遺跡程度実施予定 

 ②『令和３年度四街道市内遺跡発掘調査報告書』３００部刊行 

 ③物井１号墳出土金属製品の保存処理 

 


