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会 議 次 第 

1. 開会 

2. 委嘱状交付 

3. 挨拶 

4. 協議事項 

（１）会長及び副会長選任 

（２）会議の公開方針について 

（３）文化財台帳について 

１）東村山市文化財台帳項目（案） 資料１ 

２）東村山市文化財台帳修正（案） 

「貞和の板碑」       資料２ 

「雅楽・浦安の舞」     資料３ 

「まつりばやし」      資料４ 

「富田家の宝篋印塔」    資料５ 

「東村山停車場の碑」    資料６ 

（４）その他 

「貞和の板碑」の説明板について 資料７ 

5. 報告事項 

6. その他 

7. 次回の開催と今後の予定 

8. 閉会 

問い合わせ先 

教育部ふるさと歴史館文化財係 

担当者名 千葉 

電話番号 ０４２－３９６－３８００ 

会  議  経  過 

１．開会 

○館長 

２．委嘱状交付 

○部長から各委員へ 

３．挨拶 



○部長 

○館長 

組織体制の説明及び職員紹介 

 

４．協議事項 

（１）会長及び副会長選任 

前期に引き続き、会長・副会長を全会一致で選任。 

 

（２）会議の公開方針について 

○ 事務局 

平成２８年度は委員改選の年であるので、傍聴を可として会議を公開するか否か、 

会議録の作成形式、ホームページで委員の情報をどこまで載せるのかを再度決定して

いただきたい。 

○ 会長 

従来通り公開し、ホームページに会議録・資料を掲載するということでよろしいか。 

－了承－ 

 

（３）文化財台帳について 

１）東村山市文化財台帳項目（案） 資料１ 

○会長 

事務局から説明していただきたい。 

○事務局 

前回の審議会で、指定文化財の指定調書には手を加えずにそのまま残しておき、指

定以降の研究の進展などで情報を改める必要が生じた場合は、文化財台帳を整え、そ

の後の経過を掲載するとの方針が示された。そこで、改めて文化財台帳の項目を整備

するために、多摩地域の他市の文化財台帳の項目を調べたが、東村山市の従来の項目

で網羅できると考え、そこに「（６）年代」を入れたものを案として作成した。また、

これに基づいて資料２以降も作成した。 

○会長 

項目案についてはいかがか。 

○Ｂ委員 

「有形民俗文化財」という「種別」は当時からのものか。 

○事務局 

そうである。 

○Ａ委員 

（８）には「指定事由」だけではなく「指定基準」も入れるべきではないか。 

○事務局 

指定基準は、最近指定された１０件しか文化財調書に記載がない。古いものは指定

事由も書かれておらず、「重要だから指定した」といった程度である。 

○Ａ委員 

何年前から指定事由を付けているか。 

○事務局 

正確ではないが、１０年前くらいからかと思う。 

○会長 

（８）を「指定事由・指定基準」として記述するということでよろしいか。 



－了承－ 

２）東村山市文化財台帳修正（案） 

資料２ 貞和の板碑  

○会長 

具体的な修正案として「貞和の板碑」から説明していただきたい。 

○事務局 

内容については昨年度既に２度検討いただいているので、その指摘に基づいて修正

した。項目の（１）〜（８）までは現在の認識で記述し、（９）で指定当時から現在ま

での変更点について記述することとした。また、今後更に変更があればここに追記す

ることになる。 

○会長 

（１）〜（６）については問題なさそうだが、（７）の「構造形式、由緒、沿革」に 

ついてはいかがか。 

○Ａ委員 

台帳は公表されているのか。 

○事務局 

内部資料であり公表はしていない。一般向けには指定文化財の説明板くらいの分か 

りやすいものを考えている。 

○会長 

内部資料だが請求されれば出さなくてはならない。 

○事務局 

個人情報以外は見せられる状態にしておかなければならない。 

○Ｃ委員 

（７）には違ったものが一緒になっているようだ。「構造形式」と「由緒・沿革」は 

項目を分けた方がよい。また、ルビはふらないのか。 

○事務局 

調書、台帳は一般向けではないのでルビはふっていない。 

○Ａ委員長 

「構造形式」は別項目の方が分かりやすい。 

○事務局 

文化財にもいろいろ種類があり、建築物などは明確に分けられるが、無形民俗文化

財などは分けると重複する部分ができてしまう。分けない方が記述しやすいが、どう

すべきか。 

○会長 

「貞和の板碑」の記述でも、分けると記述が重複してしまう部分ができてしまうの

で、これでいいかと思うが。 

○Ｂ委員 

外に出すときはもっと整理して分かりやすい方がいいが、ここではなるべく情報を

加えるということでよいのではないか。 

○Ａ委員 

「（５）指定当時の状況」はもっと後にした方がいい。「（９）指定後の経過」に繋

がるのでその前がよい。もしくは「保存状況」として、指定時とその後として記述す

る。 

○Ｂ委員 

「指定当時の状況」とは「指定当時の現状」であり、「現状」は調書でも後になる。 



○会長 

（８）と（９）の間ということでよろしいか。 

○Ａ委員 

「（９）指定後の経過」は台帳に付けないところが多いが、必要である。 

○会長 

文化財そのものの説明があって、その現状がどうであるのかが次に来て、その後ど

うなったかという順番がいいのでは。 

○事務局 

（５）を（８）と（９）の間に入れるということなので、資料１も同様に修正する。 

○Ａ委員 

（９）の項目名を「保存状況」として、指定当時の状況と指定後の状況を入れるの

がよい。 

○事務局 

では（５）と（９）を一つにして項目名を「（９）保存状況」に変更し、その中に指

定当時と指定後の状況を入れる。 

○Ｂ委員 

「指定当時」は良いとして、その後は「指定後」ではなく、変更を確認した年月順

に記述していけば時系列になるのでよい。 

○会長 

整理すると、（１）〜（４）はそのまま、次からは一つずつずれて（５）年代、（６）

構造形式、由緒・沿革、（７）指定事由・指定基準、（８）保存状況となる。 

○Ｂ委員 

（５）にある年代は、基本情報として（１）の種別名称及び員数のところが適当で

はないか。 

○事務局 

事務局としても悩んだ。規則には年代がなくて（５）としたが、検討願いたい。 

○会長 

（１）に入れるのはそぐわないのではないか。このままで良いのでは。 

○Ｂ委員 

基本データはまとめた方が良いかと思うが、このままでもよい。 

○Ｃ委員 

年代の表記は年号と西暦が併記されているが、（２）だけ西暦表記がないのは何故な

のか。 

○事務局 

昔からこうなっており、特に意図はないと思う。 

○Ｂ委員 

昭和に指定した当時の表記の仕方であろう。 

○Ｄ委員 

調書には西暦表記はない。（２）は行政的記述だから西暦は必要なかったのでは。 

○会長 

元号はこの後も変わっていくので、西暦を入れた方がいいのではないか。 

○Ｂ委員 

ここに西暦があれば分かりやすい。 

○事務局 

（２）に西暦を入れてよいか。 



－了承－ 

○事務局 

年代に関連して、年代表記ができない縄文時代などについてはどうすべきか。「年

代・時代」とすべきか。 

○全委員 

「年代」のままでよい。 

○会長 

（６）の「構造形式・由緒・沿革」など、列記する場合の「・」と「、」の使い方は

いかがか 

○Ｂ委員 

そもそも「構造」と「形式」は一連で表記すべきではなく、「構造・形式、由緒・沿

革」とすべきではないか。 

○会長 

そうすると（７）も「指定事由、指定基準」となる。 

○事務局 

（１）の「種別名称及び員数」は「及び」ではなく「、」となるのか。 

○事務局 

規則や法令で並列するときは最後が「及び」となるようだが、（１）から（４）につ

いてはこのままでよいか。 

○Ａ委員 

「種別名称」は「種別・名称」とすべき。 

－了承－ 

○Ａ委員 

「（３）所在地」の「４丁目」の４は漢数字ではないのか。 

○館長 

四丁目は漢数字である。 

○事務局 

指定調書は簡略化して算用数字で表記している。 

○会長 

それならば、このままでよい。 

○Ｂ委員 

指定番号は通し番号なのか。有形・無形の中でのそれぞれの番号なのか。 

○事務局 

通し番号である。 

（２）に「指定書の記号、番号」とあるが、実際には番号だけで記号はない。 

○Ｄ委員 

国宝や重要文化財の指定書には「イ」とか「キ」とか記号があったはず。そのまま

形だけ真似たのではないか。 

○Ｂ委員 

「指定書の番号」というのもおかしくて「指定番号」である。「指定番号及び年月日」

が良い。 

（１）の「文化財の種別名称及び員数」は「名称」が先ではないか。種別が先だと

「有形民俗文化財」が頭に来るのは如何なものか。検索もやりづらい。 

○Ａ委員 

普通は「名称・員数」が先に来て、その後に「種別」が来る。 



○会長 

一番重要なのは「名称及び員数」である。しかし、（１）～（４）は行政的記述であ

るので、「記号」などは削除するが、基本的にこのままでよいか。 

－了承－ 

内容については如何か？ 

○Ｂ委員 

他の文化財の指定事由にも言えることだが、「学術的価値が高い」とあるが、具体的

にはどういうことか？ 

○事務局 

指定当時の調書や文化財台帳に「学術的価値が高い」としか記されていないため、

不明である。 

○Ｂ委員 

３段落目の１行目に「種子 釈迦如来で」とあるが、文章としては「種子は釈迦如

来で」とすべき。 

○会長 

その２行下の「貞和５年は 1349 年で」は、（５）の「年代」に記されているので、

「貞和」が北朝年号であることを言いたいだけならば不要ではないか。その次の「卯

月八日は、４月８日で仏生日（釈迦の誕生日）であり」とあるが、「卯月（４月）８日

は釈迦の誕生日であり」というように表現した方が良い。 

○稲葉副会長 

（７）の２行目に「板碑（緑泥片岩）」とあるが、「板碑で、石材は緑泥片岩」とす

べきだろう。 

○事務局 

（７）については作り直す。 

○Ｄ委員 

「他」と「ほか」があるので統一すべき。 

○Ｂ委員 

すべてを文章にしてしまうと、情報が埋もれてしまう。法量、材質、銘文などの基

本情報は箇条書き的に表記した方がよい。 

○会長 

項目を立てると指定物件ごとに違ってくるが、いかがか。 

○事務局 

（７）の中に小項目を立てて、その小項目名については自由度を高くするというの

は可能か。 

○会長 

それで対応できるのならばいいと思うが、いかがか。 

－了承－ 

○Ｂ委員 

「板碑とは何か」といった概説も必要ではないか。 

○会長 

では、（７）については、基本情報は最初に項目立てをして箇条書きとするというこ

とを前提とする。その次に文章で説明し、情報は可能な限り盛り込むようする。「板碑

とは何か」といった概説も、重複してしまうが、それぞれの板碑の説明に付けるべき。 

○Ａ委員 

最後に「資料」とあるが、これは項目にして「参考文献」として列記した方がよい。 



○会長 

（９）として「参考文献」を付けることでよいか。 

－了承－ 

○Ａ委員 

新しい論文などは追記していけばよい。 

○会長 

それで研究の推移も確認できる。 

何度も直してもらい申し訳ないが、今日のことを踏まえて再度直すように。 

 

資料３ 雅楽・浦安の舞 

○会長 

次に「雅楽・浦安の舞」について、事務局から説明していただきたい。 

○事務局 

検討の必要があるのは、（４）の「所有者等の住所及び氏名又は名称」で、住所は歴

代会長の自宅になっているので、そのまま書くと十何代分の羅列になるため、氏名で

はなく会の名称として「野口雅楽振興会」とした。 

「指定当時の状況」はまだ概略のみで、今後に聞き取りを行なう予定である。 

「指定事由」についても明確な記録がなく、創立７５周年の祝辞の中から採った。 

○会長 

まず所在地だが、会長の住所だと次々変えていかざるを得ないが、いかがか。文化

財台帳は公開しないので、会長の名前が載っていてもいいのか、載せるべきではない

のか。 

○Ｂ委員 

振興会としてずっと続いていて、その代表として会長がいる。会長の記録はあるの

か。 

○事務局 

ある。 

○会長 

（４）については、指定当時の会長で書いておき、その後については「保存状況」

のところで追加していけばよい。 

○Ｂ委員 

（１）の名称、タイトルは最初から変わっていないのか。 

○事務局 

このままである。 

○Ｃ委員 

「指定事由」はもう尐し書き込んだ方がよい。 

○事務局 

貞和の板碑と同様に、指定した時の理由を書いていないので難しい。以前に根岸会

長が指摘した地元や世情との関わりを加えてもよい。 

○根岸会長 

「由緒・沿革」には、そうした戦前から戦後にかけて浦安の舞が続いてきた状況を

書いてほしい。 

○Ｂ委員 

実際に関わっている人は何人ぐらいいるのか。 

○事務局 



現役で楽器を演奏しているのは７～８人だが、引退して役員をしている人を含める

と数十人になる。 

○Ｃ委員 

いつ、どうした場面で演奏しているのか。 

○事務局 

例大祭、元旦、新嘗祭、春の祈祷で行っている。 

○事務局 

それは資料３の「指定後の経過」に記載した。 

○Ｃ委員 

市の中でこのように活用されていて価値が高いという意味付けができるのではない

か。 

○事務局 

大きな神社は別として、地域の神社の祭礼で地元の雅楽が演奏されるのは珍しい。 

○Ａ委員 

大正１３年に導入された、と書いてあるが、どこから伝えられたかが重要。 

○事務局 

所沢からである。 

○会長 

大國魂神社で講習会を行なっている。そうした状況と、構成員や舞手の推移も書い

た方がいい。 

○Ｂ委員 

（１）の員数の「１」は必要なのか。芸能関係の「コト」を員数で数えるべきなの

か。「モノ」と「コト」が同じでいいのかということ。団体を指定するのならよいが、

そうではない。 

○事務局 

国や都がどうしているか調べて報告する。 

 

資料４ まつりばやし 

○会長 

「まつりばやし」についても一緒に事務局から説明していただきたい。 

○事務局 

（４）の「所有者」には６団体の指定当時の会長名を入れる。文面については指定

調書と基本的に同じであるが、指定事由は推測で加えた。また、その後の経過として、

大岱が一時休止したことを追加した。 

○Ｂ委員 

（１）の「種別」について、指定当時は「技芸」とあるが、これを「無形民俗文化

財」に見直したのはいつ頃か。 

○事務局 

かなり以前からである。指定当時の種別については、他の文化財については記載し

ておらず、どうすべきか。 

○会長 

（１）ではなく、指定事由のところで、「指定当時は「技芸」として指定した」と書

き込んだ方がよい。 

○Ａ委員 

成立の年代が違うから、員数は６団体とした方が良いのでは。 



○事務局 

連合協議会というまとまった組織があって、そこが６か所で行っている。団体では

なく「まつりばやし」という塊で指定されたとすれば「１」でよいのでは。 

○Ｂ委員 

普通は「どこそこの祭囃子」というように、できるのなら地域ごとに再構成した方

がよいのでは。 

○事務局 

指定された昭和４４年にはすでに６団体が連合した会があって、そこで行っている

「まつりばやし」に対して指定している。 

○Ｂ委員 

地元がそれぞれ引き継ぐのなら、分けて指定しておいた方がよい。 

○Ｃ委員 

無形民俗文化財としては「まつりばやし」であるから員数は１で良いのでは。 

６団体、いずれも重松流だが、演奏はそれぞれ違っている。 

○事務局 

それぞれ違いがある。 

○Ｃ委員 

祭囃子自体が文化財であって、団体が文化財であるわけではない。 

○事務局 

（７）の「由緒・沿革」を各社ごとにもっと詳しく記載するようにする。 

○会長 

公表するものではないので、大岱の休止とか、詳しく記すようにしていただきたい。 

○会長 

以上を踏まえて再整理してまとめたものを、次回の審議会資料として開催前に各委

員に送るようにお願いする。 

○Ａ委員 

なるべく新しい内容を入れるようにしてもらいたい。 

○会長 

資料５以下については継続審議ということでよろしいか。 

－了承－ 

 

５．報告事項 

○事務局 

市内の有機ＥＬ照明の開発研究者の方から、有機ＥＬ照明付きの展示ケース２台の

寄贈を受けた。下宅部遺跡の漆資料の国重要文化財指定に向けて、歴史館で活用して

ほしいとのことである。現在、研修室で公開しているので、この後ご覧いただきたい。 

 

６. その他 

 

７．次回の開催と今後の予定 

○事務局 

 次回開催日については、後日調整していくつか候補日上げ、改めて通知する。 

 

６．閉会 

 


