
第３０期町田市文化財保護審議会第３回会議 会議録 

 

１ 開催日時：２０１９年１１月１９日（火） 

       午前１０時００分～１１時３０分 

 

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、大野敏委員 

    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）「文化財指定・登録基準」の一部改正について 

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

セージ」について 

（３）東京文化財ウィーク企画事業「なすな原遺跡展」について 

（４）「多摩郷土誌フェア」について 

（５）「文化財防火デー」について 

（６）2019年度特別展「町田の近代と青年」について 

（７）「第９回資料館まつり」について 

 

５ 議題 

（１）旧跡の指定・登録について 

 

６ その他 

（１）次回の審議会について（２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２枚 

２ 町田市文化財指定・登録基準     Ａ４両面５枚 

３ 町田市民文学館ことばらんど夏展「縄文土器をよむ－文字のない時 

  代からのメッセージ」の実施報告  Ａ４両面１枚 

４ 町田市の旧跡候補          Ａ４両面１枚 

 

 参考資料 「東京の文化財」第１２７号 

 



■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）「文化財指定・登録基準」の一部改正について 

  １月１日に行われた町田市教育委員会定例会において、「文化財指定・登録基準」の  

  一部改正が承認され、旧跡に関する指定・登録の規定が追加されました。「資料２」 

  が改正後の基準です。改正箇所は、４ページの５「町田市指定史跡の「正しく」を 

  削除。５ページの６「町田市指定旧跡」を追加、それに伴いその後の番号が７・８ 

  と訂正。８ページの６「町田市登録旧跡」を追加、それに伴いその後の番号が７・ 

  ８と訂正。施行日は１１月２日です。 

（２）町田市民文学館ことばらんど夏展「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 

  ７月２０日から９月２３日まで、町田市民文学館で開催しました縄文展の結果報告 

  をいたします。来場者数は 7月 1341人、8月 2554人 9月 1984人で合計 5879人 

  でした。関連イベントとしてワークショップ４回、講演会２回、ギャラリートーク 

  ４回を行いました。「資料２」が来場者とイベント参加者のアンケート集計となって 

  います。展示会そのものの満足度も 96％が満足・大変満足となっていて、自由記 

  述でも「よかった」というご意見がとても多くありました。 

（３）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る「東京文化財ウィーク」に合わせて、市庁舎１階イベントス  

  タジオで１０月２８日（月）から１１月１日（金）まで「なすな原遺跡展」を開催 

  しました。２０１７年度に先生方にご審議いただき、町田市指定有形文化財に指定 

  された「土製耳飾り１２点」と、指定有形文化財の「隆起線文土器」のレプリカを 

  展示しました。これは４月に行われた市民との協働・協賛事業「まちだ○ごと大作 

  戦」で作成したものです。来場者数は、５日間で約４００人でした。 

（４）「多摩郷土誌フェア」について 

  第３２回多摩郷土誌フェアが令和２年１月１８日（土）と１９日（日）に立川市女 

  性総合センターアイム １階センターギャラリーで開催されます。町田市では３４ 

  冊の資料を販売予定です。新刊としては、自由民権資料館の「村野常右衛門関係史 

  料目録」と、紀要３２号、民権ブックス３２号、文学館の「白洲正子のライフスタ 

  イル―暮らしの遊び」です。詳細については、11月 21日の担当者会議終了後に資 

  料を郵送させていただきます。 

（５）「文化財防災デー」について 

  令和２年１月末の土曜日または日曜日に防災訓練を行う予定です。場所は妙福寺と 

  村野常右衛門生家が候補となっています。 

（６）2019年度特別展「町田の近代と青年」について 

  ７月１３日（土）から９月２９日（日）までの６８日間、特別展「町田の近代と青 

  年」を開催しました。講演会は３回開催し、１、２回目は前回会議で報告いたしま 



  したので割愛します。３回目は元鶴川中学校の校長で９３歳の中溝先生の「鶴川に 

  おける青年の活動と意識」でした。参加者は卒業生他４６名でした。 

  ギャラリートークは５回行い、参加人数は資料のとおりです。 

（７）「第９回資料館まつり」について 

  １１月３日（文化の日）に第９回資料館まつりを開催しました。来館者数は２７１ 

  名で、うち小学生以下の来館者は５７名でした。子供向けイベントや模擬店、展示 

  の解説などを行い、「なぞなぞ展－これってなんだ？昔の○○－」は、昔の道具をク 

  イズ形式で紹介するもので、こちらは１２月１日まで開催しています。 

 

●委員からの質疑・意見 

 文学館の展示ですが、文学に直接関係のない展示ということで新しい活用の仕方だと  

 と思うのですが、これは博物館の閉館と関連はあるのでしょうか。 

  →博物館の閉館との関連はありません。現在、考古資料を見ることができるのは考  

   古資料室のみで開館は年間約７０日間です。文学館は中心市街地にあり、より多 

   くの方に資料をみていただくための展示会でした。また、文学館としても新しい 

   観覧者の開拓という意図があります。 

 アンケートの総数はどのくらいですか 

  →約４００人です。（確認数：４１５人） 

 昨年の夏展と比較すると入場者数が少ないようですが、どのような分析をされていま 

 すか。 

  →今まで文学館に足を運んだことが無かった考古学ファンが来場してくれたことは 

   文学館にとっては新しい客層の開拓になったと思いますが、今までの文学館ファ 

   ンに関してはＰＲ不足だったと考えています。 

  →文学館の展示はテーマによって来館者数にかなり差が出ます。昨年の昆虫展では 

   来館者が約１万人でしたが、夏休み期間で子供向けの展示やイベントということ 

   でかなり人気がありました。今回は文学館としては初めての試みで、今まで知ら 

   れていなかった町田の考古資料について知ってもらう良い機会となりましたが、 

   今回の結果を今後のＰＲ等の参考にしていきたいと考えます。 

   

■議題 

（１）旧跡の指定・登録について                         

 ◆事務局からの説明 

  資料４がこれまでの審議会の中で旧跡の候補として挙がっているものの一覧です。 

  これをもとに旧跡の指定・登録を今後ご検討いただきたいと考えています。 

  今回は委員の皆様に今後の進め方などについてご意見をいただきたいと思います。 

 会長 今回３４件、「通称鎌倉井戸」を含めますと３５件の候補が挙がっています。今 

   日は候補に挙げたものがどのようなものかを確認できたらと思いますが、ご意見 

   やご質問はありますか。 



 委員 新たに基準を設けて、それに対応するものがあるかということですが「通称鎌 

   倉井戸」は現状では史跡の扱いになっていますが、格下げすることもあると、そ 

   ういった議論もするということですね。 

 事務局 例えば国分寺市では、これまで「鎌倉古道」と言っていたものを「伝鎌倉古 

   道」と改称したように、町田市も今回新たに旧跡の基準が加わりましたので、よ 

   り正確な区分にしていただければと考えています。 

 会長 今回追加された基準は「原形は著しく損なわれている」と「著名な伝説地及び 

   由緒ある場所・土地」があります。それをどのように表現するか、今後検討しな 

   ければいけませんが、それを含めた中で、この候補で妥当かどうか、他に抜けて 

   いるものがないか、ご意見をお出しいただけたらと思います。 

 委員 質問ですが、指定した場合どのような処置がとられるのでしょうか。指定地に 

   説明板を設置する、あるいは石柱をたてるとか、検討はされていますか。 

 事務局 町田市では、これまで指定については説明板を設置しています。登録につい 

   ては予算の関係上、設置をしていません。 

 委員 旧跡の場合、当然何も残っていないということですから、何らかの表示をしな 

   い限り市民にはわかりません。指定・登録の区別なく何らかの表示が必要だとな 

   りませんか。 

 事務局 そういうご指摘は承知しておりますので、できるだけ設置していくように努 

   めます。また、指定になった場合には、管理公開謝礼を土地所有者に支払うこと 

   になります。 

 委員 川崎市では、写真入りの文化財の一覧表のようなものを作成してそれを足して 

   いくようになっています。町田市でも紙媒体、あるいはホームページ等で公開し 

   て周知することもあると思います。 

 事務局 現在、町田市のホームページに、指定・登録の両方ともリストを掲載してい 

   ます。ただ、個人の方で見に来られたくないという方については、住所を町名ま 

   で、または載せないという形をとっています。 

 会長 相模原市では毎年度、指定文化財については追加分も含めてファイルしたもの 

   を紙媒体で発行しています。市役所等で販売していて、ファイリング形式で追加 

   ができるようになっており、学校でも需要があるようです。そういうＰＲの仕方 

   もあります。 

 委員 ３１の「米軍機墜落地」ですが、最近銅像の設置がされたと新聞などで報道さ 

   れていますが、駐車場跡地に何かを設置するというのは難しいのでしょうか。 

 事務局 詳しいことはわかりませんが、駐車場跡地は現在、民有地となっています。 

   そちらが受け入れないとのことで、市としても管理の関係で受け入れをしないと 

   いうことだそうです。今は 400～500メートル離れた、こちらも民有地に仮設置 

   しているそうです。 

 委員 これは史跡の跡ですから、今は民有地が多く、市有地はほとんどないですよね。 

   そうすると、そういうものの設置はかなり困難ということになりますか。 



  事務局 同意が得られないと難しいかと思います。 

  委員 同意されない場合は選定をしないという判断も必要でしょうか。 

  事務局 そもそも指定・登録するにあたっては、所有者の同意が必要になります。 

  会長 一般的に指定の場合は、教育委員会側から声をかけて持っていくことが多い 

   と思うのですが、登録文化財については、申し出に基づいて教育委員会が承認す 

   るという流れが一般的だと聞きます。町田市の現状はどうでしょうか。 

  事務局 現状は両方あると思います。先生方や事務局から話があがることもありま 

   すし、市民の方から申し出される場合もあります。 

  委員 今回のリストの中で、例えば市民の方からの要望があるとか、あるいは教育 

   委員会からまずこちらの方からといった、優先順位のようなものがあれば教えて 

   いただけませんか。 

  事務局 実際審議していただくことになると、それなりに資料をそろえなければな 

   りませんので、知名度があって資料をそろえることが比較的しやすいものとして 

   は、３番の「通称鎌倉古道」、１３番の「凌霜館跡」、１８番の「石阪昌孝屋敷跡」、 

   ３０番の「多摩送信所跡」あたりではないかと思います。 

  委員 宿場とか土地が多くなってきますが、壊されているので範囲を非常に確定し 

   にくいですよね。最後、登録するにしてもどこからどこまでと範囲を押さえてお 

   かなければならないと思いますが、定め方というのは登録だから緩くなるのでし 

   ょうか。 

  事務局 範囲やどこまで登録するのかということは、むしろ文保審の委員の皆様で 

   審議していただいた方がよいかと思います。ただ、宿については、昔の絵図との 

   照合とか、どういった具体的な物証的なものが残っているのか、また、所有者の 

   承諾を得るのも非常に大変な作業になりますので、少しハードルが高いと考えて 

   います。 

  委員 例えば、資料が揃えやすいという「通称鎌倉古道」と、４番の「鞍掛の松」 

   や最後の「鎌倉井戸」はみんな鎌倉街道沿いの話ですが、別々に登録することが 

   望ましいのでしょうか。 

  事務局 その辺についても、文保審でどのように捉えるかということになると思い 

   ます。それこそ道だけにするのか、もしくは登録基準の２の「伝承」となりまし 

   たら、「鞍掛の松」や「鎌倉井戸」は伝承と絡めてということになるかと思います。 

  委員 １９番の「八木家」は、市の何らかの指定があるのでしょうか。 

  事務局 文化財としての指定はしていません。 

  委員 あそこに残されている重吉関係の様々な資料については、何か検討されたこ 

   とがあるのでしょうか。 

  事務局 町田市民文学館が八木重吉展を実施するなど、かなり遺族の方と連絡を取 

   っていますので、その辺については確認させていただきます。 

  委員 旧跡指定はそんなに難しくないので、早くやった方がいいという感じがしま 

   すが、残された資料との関連もあるかもしれません。かなり早い検討が必要だと 



   思われます。それと、「店屋駅」というのは町田の鶴間の店屋で、かなり確証が高 

   いのでしょうか。昔市史をやっているときに、確証があるようなないような記述 

   だったと思うのですが、何か研究の進展があるのでしょうか。 

  事務局 恐らく進展はないかと思います。考古学の方でも何も発見されていません 

   ので、あくまでも伝承だと思います。 

  会長 先ほど指定・登録にはそれなりの資料が必要だというお話が出ました。今回 

   ３０数件候補が挙がっていますが、これまで町田市の文化財調査として具体的に 

   取り組んでいるのはこういった場所と考えてよろしいのでしょうか。あるいは指 

   定・登録ということになると新たに調査しなければならないのか、時間的な問題 

   も出てくるかと思いますが、これまでの経過がわかれば教えてください。 

  事務局 こちらも全て資料が揃っているかどうか詳しくは把握していませんが、案 

   件によっては資料を揃えるのにかなり時間がかかるものもあると思われます。先 

   ほど申し上げた４件は、比較的資料が揃えやすいものだと考えています。 

  委員 先ほども出ましたが、「木曾宿」や「小野路宿」「二・六の市」などは、町並 

   みの調査が必要になると思いますが、そういった調査はこれまで具体的にされて 

   いるのでしょうか。 

  事務局 「小野路宿」に関しては、小島委員が個人的に調べられているものがある 

   かと思いますが、「木曾宿」についてはあまりないと思います。「絹の道」と「二・ 

   六の市」ですが、どのように町並みができていたかという絵図くらいは残ってい 

   ます。それ以上にしっかりした調査というのは、森山兼光さんという郷土史家の 

   方がある程度進めていたもの以上はないと把握しています。 

  委員 「絹の道」については市についての記述が八王子と町田の資料に若干あるわ 

   けです。それに、やはり山梨、長野、群馬あたりの生糸がどのように運ばれたの 

   かという研究成果がないと、この「絹の道」を通って横浜に運ばれたという根拠 

   がないので、もう少し範囲を広げて調査が必要ではないでしょうか。私がインタ 

   ーネットで見た限り、神奈川街道、つまり「絹の道」が生糸の主要なルートでは 

   ないというのは、長野あたりの研究で言われています。やはり川をつたって東京 

   府を経由して運んでいたとか、甲州街道に馬車が走るようになってからは、見本 

   などの一部の物は馬車、急いで横浜に運ぶものは鑓水峠を越えて運んだとの研究 

   成果もあり、北関東から信州あたりの生糸輸出路がここにあったかというのはも 

   う少し検討したほうがいいように思います。ただし、写真家ベアトの写真集では、 

   開港以降、原町田が市として栄えるようになったとの記述もあり、なぜ開港をき 

   っかけに原町田が活性化したのか、多分、周辺の生糸があつまってきたと思うの 

   ですが、そういうことを詳しく検討する必要があると思います。 

  事務局 開港１５０年のイベントの時に、相模原市と八王子市、町田市で、絹が実 

   際に運ばれたルートをパネルで出してくれと言われ、それは難しいという話にな 

   ったのですが、八王子から運ばれるルートとしては、おそらく「絹の道」と言わ 

   れるところを通っただろうと。ただ町田より横浜の方は、どこを通ったかわから 



   ないと開港資料館の学芸員たちも言っていて、なぜなら江戸時代だと正式に生糸 

   を横浜に運んではいけなかったはずなので、抜け荷のように、決まった道を運ば 

   なかったのではないかということで、ここでは原町田の「二・六の市」と「絹の 

   道」をセットで挙げてみました。 

  会長 実は相模原市の博物館準備をしていたころに、上溝市場の調査をやりました。 

   「相模原の養蚕業と上溝市場」という報告書を出しているのですが、その時の調 

   査では、原町田の市は生糸、繭の取引市場でした。ですから「絹の道」というよ 

   りも、おそらく周辺農家の生糸を集めて、売買して、それが結果として横浜に行 

   ったという要素が強いのかなと個人的にはイメージしています。上溝も同様で、 

   市場の格としては原町田の方が高いので、多分経済的にはこちらが強いのだろう 

   と思います。その点で私は「絹の道」と「二・六の市」は時代が少し違うので、 

   一緒にしていいのかと思いましたが、今の説明でなるほどと思いました。名称に 

   ついても、実際に指定・登録するときに考えなくてはいけないものがほかにもあ 

   ると思います。 

  委員 先ほどのご意見でもありましたが、今回挙げている旧跡候補があって、例え 

   ば鎌倉街道という歴史があるのだから、それに関係するものをグルーピングしな 

   がら検討していく、あるいは自由民権運動関連のものは相当あるので、それらや 

   「絹の道」も関連づけながら検討していくことが必要だろうと。そして当然、町 

   田やその周辺の歴史的な背景を踏まえて検討する必要があるのだと思います。 

  委員 ２３番に「小川梅園」がありますが、かつては梅が 1,000本、桜 500本とな 

   っていますが、これは現状では全く残されていないのか、ある程度品種を見れば、 

   古いものであればわかるということも調査の対象となると思います。あと、８番 

   「鎧が堰」はどのあたりなのでしょうか。ここに載っていませんが「こうせん塚」 

   というのがあります。図師小野路歴史環境保全地域の中の尾根道に出てくるので 

   すが、大きなスダジイ（椎の木）が立っている碑があります。地域には愛されて 

   いるようなので、その辺も注意していただきたいと思います。また「小山田大泉 

   寺」はかつて小山田城だったという説がありますが、小山田高家との関係や、あ 

   そこは何かの指定にはなっていませんね。 

  事務局 指定はされていません。 

  委員 長池公園（八王子）の池に小山田高家のお妃、浄瑠璃姫が身を投げて死んだ 

   ということで、今でも千葉に住む末裔が時々供養にくるということです。どこま 

   で史実なのかわかりませんが、その辺も「小山田大泉寺」「小山田城」「小山田高 

   家」と関連付けて調べるといいと思いました。 

  委員 「鎧が堰」は、今は鶴見川の鎧橋の少し上流にあったと思います。水路は 

   今でも残っていて、東京都の河川改修の時に看板を作ったと思います。小川梅園 

   は、戦後の農地改革で畑作地になってしまってからあとかたもなく、ほぼ完全に 

   住宅地ではないかと思います。 

  事務局 小山田城ですが、伝承で言われているのは鎌倉時代の初めの小山田氏で、 



   小山田城はもっと後、戦国時代位のものになると思います。現在大泉寺には「小 

   山田三代の墓」というものがあって五輪塔があり、史跡というよりも伝承として 

   いろいろな物がのこっているところと感じています。こうせん塚は、小野路図師 

   歴史環境保全地域の小野路城手前にあり、「乗越八幡」のような伝承地、あるいは 

   民間信仰のようなものがまだ残っているところかと思います。 

  会長 今までの中で、旧跡候補の中には跡形もないところも相当数あるということ 

   のようなので、実際に候補として挙げるときにどのあたりまですくうかというの 

   は今後の課題かなと思いました。ほかにございませんか。 

  委員 「小山田大泉寺」のあたりはまだ開発が進んでいないエリアだったと思いま 

   すが、小田急線の延伸で駅ができるようなことを聞きまして、もしそうであれば 

   小山田氏についての調査は「鎌倉古道」並みに苦しいのではないでしょうか。 

  事務局 「小山田城」は大半が大泉寺のもので、あとは小山田緑地として東京都の 

   緑地になっていると思います。電車がどこを通るかというのは把握していません。 

  委員 小田急線が入ってくることで、何か文化財に問題があるということはありま 

   せんか。相模原駅に入るのですよね。 

  事務局 今のところ詳しい情報が入ってきていないのでわかりません。実際に計画 

   が具体的になれば、工事範囲内の埋蔵文化財やその他の文化財への影響がどうい 

   うものか、事前調査することになると思います。 

  委員 「鶴見川の源流」「中島小太郎の墓」とか。中島小太郎は困民党事件の指導者 

   で、墓がちゃんと残っています。旧跡かどうかは別として必要ではないでしょう 

   か。 

  事務局 調べまして必要があればリストに加えます。 

  委員 ３２番「私立南多摩農村図書館」ですが、浪江虔氏が普通の住宅を改造して 

   作った図書館で、通俗書から文学書まで非常に広いジャンルの本が膨大にあって、 

   社会運動家や文学者のサイン入りの本もたくさんありました。やめるときに、必 

   要な物は図書館に寄贈したり、文学館に行っているものもあるかもしれません。 

   図書館に関連する色々なデータが残っていると思います。 

  事務局 農村図書館の資料については、現在資料館でボランティアもお願いして整 

   理作業をしています。まだ図書館の建物があるので本来は旧跡とはならないので 

   すが、所有者が移転して壊される可能性があるのでリストに入れました。資料は 

   できる限り資料館で引き取ろうと思いますが、建物はどうなるかわからないので 

   候補に挙げました。 

  委員 家の中にここまで本は置けるものか、という状態でした。保存活動のような 

   ものはないのですか。 

  事務局 資料については図書館で引き受けて、鶴川駅前図書館に「浪江文庫」とい 

   うコーナーがありますが、建物については宙に浮いた状態です。 

  委員 昭和初期の住宅ですが、建物そのものに価値はないのでしょうか。 

  事務局 詳しいことはわかりませんが、昭和一桁か十年代かだと思います。 



  委員 民権家の場合はなんとか残りましたが、そういう建物が簡単に壊されてしま 

   いますね。こういう時期の由緒ある建築物を何らかの形で残すことを検討する必 

   要があります。 

  会長 近代化遺産の調査が始まった以降は、５０年というのが一つの目安で出され 

   ています。 

  委員 国の文化財審議会でも、５０年経ったもので住宅あるいは工場や駅舎などの 

  近代建築が出ているので、地域に親しまれているようなものであれば、国が登録を 

  考えるとなるかもしれません。 

  委員 予算の関係で二の足を踏むこともあるかもしれませんが。 

  事務局 市の指定になっている「細野喜代四郎書斎」もまだ復元が出来ていないの 

  で、なかなか難しい状況です。 

  会長 今後、この候補から旧跡の指定・登録の検討をすることになりますが、これ 

  までの審議経過から３番目の「通称鎌倉古道」が一番の課題だと思われます。「通称 

  鎌倉井戸」などとの関連も含め、今後の検討課題かと思います。また名称に関して 

  も、いずれも「通称」となっていますが「伝」にするなど検討の必要があるという 

  感じがしました。事務局で資料収集や調査がすすんでいるものについて具体的な話 

  し合いができたらいいと思っています。 

  事務局 では、次回の審議会までに具体的な資料を出せそうな「通称鎌倉古道」の 

  審議からしていただくのはいかがでしょうか。 

  会長 そのようなご意見が出ましたが、特に異存はございませんか。既に２年半検 

  討している課題ですので、そろそろ方向性をはっきりさせる審議ができればと思い 

  ます。 

  議題に関しては以上となりますが、情報提供をひとつ。文化庁の文化審議会の中で 

  博物館部会がスタートしました。来年度予算の概算要求では、どのような博物館行 

  政をすすめていくかということが検討されていて、文化庁が増額を目指しています。 

  審議会の中で、内閣府から地域振興やまちづくり、いわゆる観光振興と結び付けて 

  補助金や助成金を出すということを言われて懸念しているところですが、逆に補助 

  金政策を強化する方向性の中で、町田市も新しい制度を活用されればいいと思って 

  います。これまで困難だった収蔵庫の増設や常設展示の更新について、現行でもあ 

  るのに現場では知られていなかった制度をアピールしながら、新しい制度をつくっ 

  たり、特に学芸員の再研修制度に力を入れているそうです。町田市の市立博物館は 

  閉館してしまいましたが、こんなことも視野に入れて、新しい博物館づくりも含め 

  て検討をスタートしてはどうかと思います。 

  ■その他 

 （１）次回の審議会について                          

  事務局 次回の審議会は２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 



 


