
第３０期町田市文化財保護審議会第２回会議 会議録 

 

１ 開催日時：２０１９年９月１８日（水）午後１時３０分～午後３時 

２ 開催場所：町田市役所本庁舎９階 ９－２会議室 

３ 出席者 

  委員 阿諏訪青美委員、阿部朝衛委員、内野秀重委員、小島政孝委員、 

鶴巻孝雄委員、浜田弘明委員、八木橋伸浩委員 

  事務局 中村生涯学習部長、佐藤生涯学習総務課長、貴志文化財係長、 

      宮本自由民権資料館係長、後藤主任、松崎主任、後藤主事 

 

４ 報告事項 

（１）町田市民文学館ことばらんど「縄文土器をよむ－文字のない時代からのメッセ

ージ」展について（経過報告） 

（２）東京文化財ウィーク企画事業「なすな原遺跡展」について 

（３）自由民権資料館から 

５ 議題 

（１）諮問事項「文化財指定・登録基準の一部改正について」 

６ その他 

（１）次回の審議会について（１１月下旬開催予定） 

 

＜配布資料＞  

会議資料 １ 報告事項について             Ａ４両面１枚 

２ 自由民権資料館改修工事に伴う休館について Ａ４片面１枚 

３ 諮問書（写し）              Ａ４片面１枚 

４ 「町田市の旧跡の基準」（案）        Ａ４両面３枚 

５ 答申書（案）               Ａ４両面６枚 

 参考資料 「東京文化財ウィーク２０１９」ガイドブック 

                   通年公開編       １冊  

                   特別公開・企画事業編  １冊 

 

■前回議事録の確認 

→事前に送付した議事録を確認・承認していただき、確定とした。 

■報告事項 

（１）町田市民文学館ことばらんど「縄文土器をよむ－文字のない時代からのメッセ

ージ」展について（経過報告） 

現在開催中の展示会について、来場者は７月が 1,341人、８月が 2,554人、合計 3,895

人となっております。ワークショップ４回、講演会２回を開催し、いずれも定員を上



回る参加希望があり、ギャラリートークも多くの方に参加していただきました。 

（２）東京文化財ウィーク企画事業「なすな原遺跡展」について 

東京都が実施しています東京文化財ウィークの関連事業として、１０月２８日（月）

～１１月１日（金）市庁舎１階イベントスタジオで「なすな原遺跡展」を開催します。 

（３）自由民権資料館から 

・２０１９年度特別展「町田の近代と青年」を７月１３日（土）～９月２９日（日）

まで開催しています。９月９日までの来館者数は９６７名です。講演会を２回（７月

２７日、８月３１日）開催し、参加者はのべ５６人でした。ギャラリートークは４回

（７月２０日、８月３日、８月１７日、９月１４日）開催し、参加者はのべ３２人で

した。 

・特別講座「町田の現代史」（全６回）を実施し、それぞれ定員に近い参加者数でし

た。第４回は浜田会長にもご登壇いただき、３９名の参加がありました。 

・自由民権資料館は改修工事のため 2019年 12月 9日から 2020年 3月 31日まで休館

します。工事内容は屋根や外壁の改修と電気設備工事、空調機等の機械設備工事です。

11 月 10 日から工事が始まりますが 12 月 8 日までは通常通り開館します。休館中は

市庁舎１階イベントスタジオや図書館で展示を行い、フィールドワークや野外勉強会

「町田の歴史を歩く」を実施する予定です。また、デジタルミュージアム構築に向け

て歴史資料の作成を行います。 

●委員からの質疑・意見 

会長 自由民権資料館の改修工事ですが、展示の照明や収蔵庫の空調設備の更新も行

うのでしょうか。 

事務局 照明はすべてＬＥＤになります。展示ケースごとにスポットを当てるように

なります。 

会長 展示ケースや展示の変更は行いますか。 

事務局 常設展示は３年程度しかたっていないので変更はしません。 

■議題 

（１）諮問事項「文化財指定・登録基準の一部改正について」 

◆「町田市文化財指定・登録基準」の一部改正について事務局から諮問。 

諮問理由「町田市では２０１５年の登録文化財制度導入に伴い、それまでの町田市文

化財指定基準を一部改正し、町田市文化財指定・登録基準として定めました。新規の

文化財指定・登録については、教育委員会が諮問し、文化財保護審議会でこの基準に

則り審議を行っています。この文化財指定・登録基準には、これまで「旧跡」の指定・

登録基準が含まれていなかったため、一部改正が必要です。 

つきましては、町田市旧跡を指定・登録する際の基準について、ご意見をいただき

たく、貴審議会に諮問するものです。」 

◆事務局からの説明 

・今後のスケジュール 答申の内容が確定後、10 月に教育委員会へ答申し、11 月に

教育委員会に審議事項として提出する予定です。 



・旧跡の基準（案）について 会議資料４、前回会議で１案を採用するということで

したので、それをベースに基準（案）を修正しました。参考として、東京都文化財指

定基準（昭和 30年に設置、52年、平成 19年と改正）、「旧跡」の意味（三省堂「大辞

林」）、国の文化財の体系図を掲載しました。最後に平成 18年に発行された小冊子「東

京の文化財」に掲載された東京都の史跡・旧跡についての文章も掲載しています。こ

れらを参考に、基準（案）についてご審議をよろしくお願いします。 

会長 前回からの変更点は「遺構が完全に消滅してしまったもの」は「原形が著しく

損なわれている」に含めるということで削除しています。もう１点は「由緒ある『地

域』」という表現が広すぎるので「場所・土地」と限定したというところです。何かご

意見がある方はいますか。前回「歴史を正しく理解する」という表現がどうなのかと

申し上げましたが、すでにある「指定・登録基準」を見ると同じ表現が使われている

ので統一しなければいけないかと思いました。東京都も同じ表現が使われていますが、

その辺のことも含めてご意見をいただければと思います。 

委員 「正しく理解する」という表現については「町田市文化財指定基準」にはない

表現なので、矛盾すると思います。「町田市文化財指定基準」が一番初めの重要な文な

ので、それに合わせた方がよいのではないでしょうか。資料４の表現はどこから出て

きたものでしょうか。 

事務局 「町田市文化財指定基準」にはありませんが、「第５ 町田市指定史跡」に

「市の歴史を正しく理解するために」という表現がありますので、それを引用いたし

ました。 

委員 もう一つ、「由緒ある場所・土地」ですが、場所がわからないけれど、例えば標

識物とかそういうものは入れておいた方がいいのではないでしょうか。 

事務局 ここにある旧跡については、土地を想定して作っていますので、例えば墓と

かは有形文化財という扱いの方がよいのではないかと考えています。「旧跡」という

言葉の解釈ですが、記念碑があっても、一般的にはそれを含めた周辺部を「旧跡」と

考え、一つの物を指すというケースはあまりないと理解します。例えば「物」ですと

有形文化財の「歴史資料」として指定・登録となると想定しています。 

委員 新たなものが出てきても、組み込める基準がほかにあれば結構です。 

委員 前回会議の資料で旧跡候補の一覧がありましたが、この基準でカバーができる

という検討はされましたか。 

事務局 検討の結果、旧跡に分類されるものもあれば、歴史資料として分類されるも

のもあると思います。いずれにしても旧跡の基準を作って、全体の指定・登録基準の

中にはすべてあてはめられると想定しています。 

委員 話を戻しますが「歴史上正しい」というのが他県にもあった気がします。正し

いか正しくないかは主観的なもので、実際は正しくないということがあります。その

意味でも「正しい」ではなく「重要な」という表現がいいと思います。 

会長 「正しい」の部分と、構造物についてどうするかというご意見がありますが、

その他にありますか。 



委員 先ほど旧跡の基準は「場所」を対象としているとありましたが、例えば古戦場

のようなものの場合、よろい掛けの松や武将が腰かけた岩などが周辺に散らばってい

ることがあります。その場合は別々にするのでしょうか。 

事務局 「鞍掛の松」というのがありますが、松はその土地にあり、伝承の発生の元

となっているので、その場合はそれを含めて「旧跡」という扱いでよいと思います。

例えば標識のようなものが別の地に移動して、収蔵庫などにある場合は、歴史資料と

して扱ったらいかがかと考えます。 

委員 市の基準なので、私は市の独自性があってもいいのではないかと思います。資

料４にある東京都の基準は、史跡については「墓並びに碑」が平成 19 年にカットさ

れていますが、旧跡については「墓石、石碑」が残っています。東京都はピンポイン

トも旧跡として認定するという考えだと考えられます。町田市がこれに従う必要はあ

りませんが、今後「点」も出てくることを考えた方がいいと思います。ただ、他の行

政でも文化財を「歴史的な物」と「美術的な物」と両方で登録するというクロスオー

バー的なやり方もありますので、あまり固執しなくてもいいと思います。 

委員 質問ですが、今回は諮問の部分だけの改正で、すでにある史跡の「正しい」と

いう部分については改正できないのでしょうか。 

事務局 そうですね。 

事務局 事務局側ですが、（２）に「伝説地」という表現がありますが、それに対して

「正しく理解する」というのは矛盾しているように思います。事実かどうかわからな

いから「伝説」という言い方で担保しているものに「正しい」という表現はどうかと

いうことです。 

委員 全体を読むと「歴史を正しく理解する」という表現があるのは史跡だけです。

基本的には「歴史、文化を理解する上で重要な」という表現になっていますので、旧

跡についても「正しく」がなくても整合性はとれますし、史跡についても後々削除す

る方向でいけばよいと個人的には考えます。また、「点」についてですが、可能であれ

ば「場所・土地」に加え、どのような表現が適切かわかりませんが「石碑等」といっ

たように広い意味の表現を加えるのはどうでしょうか。 

委員 「市指定史跡に準じ」というのはどういう意味ですか。 

事務局 町田市指定史跡の基準中、「次に掲げる（ア～ク）遺跡について」という意味

です。 

委員 つまり、ちゃんと残っているものは「史跡」、原形が著しく損なわれているも

のは「旧跡」ということですね。ですと「市指定史跡に準じ」をわかりやすく説明し

て「市の歴史を正しく理解するために重要な遺跡で」という文章をすべてカットして、

「著しく原形が損なわれているもの」で成り立ちませんか。伝承地や伝説で、特定で

きない場所で史跡から外れているものを、旧跡で指定・登録できればいいのではない

でしょうか。 

事務局 具体的に文案をもう一度言っていただけませんか。 

委員 単純に換言すれば６の（１）は「市指定史跡に準じるもので、著しく原形が損



なわれている」といった表現になると思いますがどうでしょう。 

委員 すでにある史跡の基準は「指定」と「登録」の二段構えになっていますが、旧

跡はそれらと差別化する必要があります。「町田市文化財指定基準」は第一基準が弱

いというのが、登録基準を考えたときにあったはずです。なので、指定にはできない

ものを登録で保護していこうというのが本来の趣旨だと思います。そうなると、指定

基準に６を補足して、登録基準にも６を加えるというのは矛盾するのではないかと思

うのですが、ご検討いただきたいと思います。 

事務局 今のご意見で（１）の表現ですが、指定も登録もその上の「史跡」の基準を

受ける形ということの理解でいいかと思いますがいかがですか・ 

委員 今までのご意見の中で整理しなければならないポイントがいくつかあります

が、その一つが「正しく」という表現をどうするかということです。「正しく」と「伝

説地」は整合性がとれないというご指摘がありましたが、諮問を読んでみると具体的

な旧跡の指定についての諮問ではなく、「旧跡の指定・登録の基準」についての一部改

正が必要であるということです。旧跡についてしっかりと制定するにあたっては、史

跡部分も含めて「正しく」をとることはこの諮問の中で可能であって、そうすること

で全体が違和感なく整うことになるのではないかというのが１点です。また、資料４

の東京都のものですが平成 19年のときに史跡の中から「墓及び碑」を削除したのは、

実は指定史跡を「遺跡のうち」という表現に明記してアからキまでを遺跡表記に統一

しています。クやケが「遺跡」になじまないのでカットしていますが、そのかわりに

旧跡について残したということもあったかもしれませんし、場合によっては「墓及び

碑」は歴史資料など別の解釈で対応可能だとした可能性もあると思います。そこで東

京都の基準に倣って考えると、遺跡ではないもの「キ」が含まれてしまうということ

になります。やはり「キ」の部分だけが町田市の指定基準の中でも「遺跡」とするの

は違和感があるので、（２）の中で例えば「標識物等」を入れてしまうということも可

能ではないかと考えます。 

会長 今のご意見に対して他の委員の方からご意見はありますか。 

委員 「正しく」はなくてもいいのではないでしょうか。 

会長 可能かどうか事務局と調整が必要ですが、東京都の内容に合わせて「墓及び碑」

は削除したほうがいいということでしょうか。（２）に構造物・工作物を入れておく必

要があるということでよろしいでしょうか。 

委員 はい。 

会長 私も、有形文化財の建造物の中では石塔・鳥居等を「工作物」に含めている点

を見ると、例えば「土地・場所」以外の物でも「工作物」として含めることが可能で

はないかと思いました。その他に皆さんからご意見はございませんか。 

委員 東京都の旧跡の基準では「由緒ある旧宅、園地、井泉、樹石等」となっていま

すが、町田市の基準には「由緒ある旧宅、園地、井泉、樹石その他この類の遺跡」と

なっています。東京都は、例えば園地であれば名勝、井泉や樹石であれば天然記念物

というように、別枠で指定できるということで外されていると思いますが、町田市の



場合は外しても残してもいいと感じます。 

事務局 まず、東京都の５２年改正第５の「ク 墓並びに碑」というのは、その土地

にある墓もしくは碑という意味です。それに対し第６の（二）「墓石、石碑」というの

は、既に原位置からは動いているけれどその墓石や石碑自体に価値があるもののこと

を指しています。その場所にずっとあるものが史跡で、動いているけれどそのもの自

体が重要であるのが旧跡という中に含まれています。町田市の指定史跡の中の「キ 

墓及び碑」というのは原位置が動いていないものという考え方なので、土地と一体に

なった「遺跡」として説明できるものと考えます。 

委員 例えば墓石があって、それが今は民権資料館にあるとすれば、それは旧跡にな

るのでしょうか。 

事務局 それは歴史資料となるのでは。 

委員 その土地にないと旧跡にはならないですよね。土地に付随していないと旧跡に

はならないと思います。 

会長 「墓石・石碑」をどう捉えるかということですが、墓地だと面積が生じるかも

しれませんが、墓石だと「点」という理解になるかと思います。今回の諮問の延長と

して史跡の概念も検討の余地が出ていますが、整理すると指定史跡の「キ 墓及び碑」

をはずすかどうか、さらに「正しく理解する」の「正しく」という文言の変更という

点に焦点が絞られるかと思います。例えば、有形民俗文化財では「正しく」という文

言が入っていないことを考えると、史跡についても「正しく」という文言は外して、

旧跡もそれに合わせるのが良いのではないかと考えます。その上で「市の歴史を理解

するために重要な」は必要ないのではないかというご意見もありましたが、「著しく

原形が損なわれている」という表現を説明するためには残しても良いのではないかと

いう印象を持っています。史跡から「墓及び碑」を削除するということについてです

が、旧跡に「墓及び遺跡、もしくは工作物」という表現を入れるという方法もあるの

かと思いますがいかがでしょうか。 

委員 旧跡の基準で「～に準じ」という表現をしていますが、何か上下関係があると

いうことなのでしょうか。 

事務局 単純に「アからクまでのものについて」という意味です。 

委員 「アからクまでのもの」で「著しく原形が損なわれているもの」というのは簡

単すぎて、史跡と旧跡の違いは損なわれているか、ちゃんと残っているかの違いです

よね。 

事務局 具体的に「第１のアからク」という表現に変えることは可能です。よろしけ

ればそのように具体的に変更します。 

委員 あと「墓及び碑」については、今までの条文に手を加えることが難しいのであ

れば、将来的に問題があったと考えたときに規定を変える手続きをするのが順序では

ないかと思います。 

会長 では、諮問に挙がった内容を先に検討したいと思いますが、６ページの頭「町

田市指定旧跡」については「第１のアからクに掲げる遺跡のうち、著しく原形が損な



われているもの」という表現にすることで「正しい」という文言を入れずに済むと考

えます。また（２）ですが、現行の史跡の基準をそのままにするということでしたら

「墓及び碑」が残りますので「市の歴史を理解する上で重要な物」といった表現でい

かがかと思いますがどうでしょうか。その上で、今後改めて史跡の内容について再検

討が必要であれば進めるということになるかと思われます。さらに登録旧跡ですが、

こちらも指定旧跡に準じた表現で「市の歴史を理解する上で必要な物」という形でい

かがでしょうか。 

委員 改めての意見ですが、例えば実際に旧跡を指定・登録することになった場合、

（２）に差がないように思えますが（２）は必要なのでしょうか。 

事務局 有形民俗文化財等でも指定と登録の違いは「重要なもの」と「必要なもの」

という差になっていますのでこれ以上の区別は難しいかと思われます。 

委員 区分が大きいと、実際に当てはめるときに大変だと思いまして。 

委員 歴史資料として、非常に重要度の高いものと、そうでもないものが指定と登録

の差となると思います。その中に、原形が損なわれているものとそうでないものがあ

ると。確かに区分するのは難しいかもしれませんが、４段構えの基準という丁寧な策

を講じている自治体はないかもしれません。実際は指定ないしは登録することで調査

が進み、登録だったものが指定になるといった可変性のある基準によって町田市の文

化財の価値を見出していくことができればいいと思っています。正しいか正しくない

かというのは、イデオロギーの変化や新しい資料が出てくることによって、より深い

理解に至ることになるのだろうと思います。 

会長 旧跡の表現については「歴史を理解する上で」という表現で統一できたかと思

います。史跡の部分は、また次の段階で改正の検討をしていくことにします。先ほど

具体的に文言を申し上げましたが、一度文章にしてもらったものをメール等で確認を

した上で、答申書という形にもっていくということでよろしいでしょうか。もし皆さ

んの賛同が得られれば、そのように持っていきたいと思います。 

事務局 本日ご検討いただきました答申の内容について、文章にしたものを各委員の

皆様に送付させていただきます。ご意見の確認を事務局でさせていただいた上で、最

終的には会長にご一任ということでよろしいでしょうか。では、そのように進めさせ

ていただきます。 

会長 では、微細な部分については私の方に一任していただければと思います。 

■その他 

（１）次回の審議会について 

事務局→次回の審議会は１１月下旬の開催を予定。事務局から日程調整のご連絡をし

ます。 

 

以上 

 


