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平成２３年度第１回 宗像市文化財保護審議会議事録 
    
                          期日：平成 23 年 4 月 25 日（月） 
                          時間：13 時 30 分から 

  会場：宗像市役所本館 3 階 304 会議室 
 

                         
出席者： 
会 長 西谷 正 
副会長 桑田 和明 
委 員 森 弘子 
委 員 河窪 奈津子 
委 員 宮元 香織 
 
会議次第 
◇１．あいさつ 
・会  長のあいさつ 

 ・機構改革と人事異動についての説明 
   市民協働部 → 市民協働・環境部  
   市民協働部 市民活動推進課 文化財係 → 市民協働・環境部 市民活動推進課 

  郷土文化学習交流室 文化財係 
 ・事務局のあいさつ 
◇２．前回議事録の確認（資料１） 

 
◇３．報告 
事務局より報告 
（１）平成２３年度郷土文化学習交流室事業の概要（資料２） 

  
会長  ：郷土文化学習交流室事業の概要についての説明に関する質問等ありましたらどうぞ。 
      室の中の係はどうなっているのか。 
事務局 ：交流室は文化財係の１係。 
会長  ：事務的な庶務係とかは？ 
事務局 ：ありません。事務事業関係が多く、文化学習交流施設のオープンがある中でかなり負

担が大きい事業展開になると思う。 
会長  ：世界遺産との関係は？ 
事務局 ：世界遺産登録推進室は登録にむけての PR や市民団体のとりまとめ、専門家委員会の

事務局としての役割などが中心である。ただし、世界遺産登録推進室は基本的に調

査機能を持たないので、そこを交流室がどうフォローできるかというような役割分

郷土文化学習交流室（事務局） 
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担になる。 
会長  ：事務局のごあいさつにもありましたように世界遺産、桜京古墳・田熊石畑遺跡整備等

大きな仕事もかかえておられるが、それ以外の文化財全般についても十分配慮をし

ていただきたいと思う。 
      ２番目の桜京古墳の紹介映像「秘められた三角文の謎 ～宗像 桜京古墳～」につ

いて。 
 
事務局事務局より映像による報告 
（２）桜京古墳の紹介映像「秘められた三角文の謎 ～宗像 桜京古墳～」 

  
会長  ：ただいまの映像につきましてご質問やご感想があればどうぞ。 
委員  ：たいへんおもしろく、他のシリーズにつながっていくのだと思います。興味深くて判

り易かったと思った。ただ埋葬者というのが一般の方には、聞きなれなく感じるの

かなと。こういう時、死者と表現していると思う。 
委員  ：続きのところがありそうな気がして、復元のところで終わってしまって、続いていく

のかなと思って終わった印象。 
会長  ：解説の原稿は、どこでどなたがつくられたか。 
事務局 ：九州国立博物館。 
委員  ：三角紋に少し踏み込んでもいいのでは。タイトルが謎とあるので。 
会長  ：国博公開されるとおっしゃったが、地元の市民対象には。 
事務局 ：国博から宗像市で使うときには、自由に使っていいと言われているので加工しなけれ

ばそのままどこでも上映できるようになる。交流室でも当然流すつもり。 
会長  ：ディスクをいただいているのか。それは１つか。 
事務局 ：DVD が今のところ１つ宗像市にきている。 
      ただ流すときも国博にお話を通しておけばダメだとは言わないという話だった。 
会長  ：貸出用に用意するかもしれない。 
事務局 ：こういう映像を１つのきっかけにして、先ほどお話にでていた三角紋の謎ときを文化

財の担当者がその先をすると、かなりおもしろい話になると思う。 
会長  ：それでは次にすすみます。 
 
 事務局による報告 

（３）平山天満宮の本殿建築・神像について(資料３) 
 
会長  ：途中経過の報告です。いかがでしょうか。 
委員  ：江戸時代、１７世紀、１８世紀、１９世紀、明治、大正、昭和ということで集成表が

でているが、旧玄海町も含んでということか。 
委員  ：宗像市史編さんした時点での判断だが、鐘崎、津屋崎の方も調査に入っていたのでお

おむね見ておられると思うが、旧玄海と津屋崎については不十分な可能性もあるか

もしれない。完全な集成表ではないかも。 
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委員  ：お宮の場合、例えば何も指定がなければ、そのまま建替えて消えてしまうという可能

性もおおいにある。この表に載っている神像、棟札、石造物であるとか、文化財係

のほうで（所有者・管理者に）声かけをし、改築の話があるときは、市の方に話が

あるようにしておくと助かる。指定でなくとも、おそらく文化財係の方から声をか

ける場合もあるだろうが、地元の方から提案されないと市の指定というのは動かな

いと思う。その中でたまたまこの神社がでてきたのは、すごく良いことだと思うが、

これ以外のところにも目配りが必要。 
委員  ：今先生のご意見に補足だが、神像だけが建築のほかにあげられているが、おおくのと

ころで神社は宮司さんなどおらず村で管理されているところが多いが、ご神像のほ

かにも絵図、絵画資料などが残っている場合がある。お寺に比べて神社の調査は遅

れている状況があるので、こういう機会にしっかり調査を考えてみられてはいかが

と思う。今回は建物についてのことだけだがご神像はどうするのか。 
委員  ：ご神像についても天満信仰との関係とか、本当にこの平山天満宮に帰属するものかど

うかもう少し調査をきちんとして位置づけがしっかりしてくれば、ご神像でも指定

にならないというわけではないので合わせて保護をするということも不可能ではな

い。これについても継続調査をしていきたいと思っている。 
委員  ：神社については、宗像市史の美術工芸のところにある。台帳をもう１回確認されてプ

ラスでどういうものがあるかを調査するのが大事だと思う。 
委員  ：市史のリストをきちんと整理して市として把握し、作戦をたててやっていくべきだと

思う。 
事務局 ：宗像市史編さん以降すでに長い年月たっている。宗像市史は、10 年間という調査期間

を設けてかなり綿密に悉皆調査もしてきたが、それと同等な玄海町史、大島村史の

編さんなのかというと、そこに差がある。やはりもう１度その辺の見直し、これを

契機にやっていく必要性があると思う。 
委員  ：今の世代でもギリギリ維持しているのだが、次の世代のことを心配してこういう申し

出があったように、そういうところばかりだと思うのでぜひお願いしたい。 
会長  ：市史のときの資料は、今どうなっているのか。どこかで保管とか？ 
事務局 ：宗像ユリックス２階に郷土資料室がある。そこに文書関係などは集約している。来年

度できる郷土文化学習交流施設に図書館があり、郷土関係はそちらの方に集約する。

そこに今までの市史編さんで収集しているものなどを合わせ収納するようになる。 
委員  ：郷土資料室がマイクロフィルムとか、紙焼きとか CD 化したようなもので実際の文書

は鐘崎のほうに少し寄贈されたりしていたものを置いてあったのか。 
事務局 ：実際のものは、松崎家文書とかがあるのでそういうところは、写しだけで本物は、松

崎家にあり、本物については、図書館には来ていない。 
委員  ：それもいくらか鐘崎の方にあったと思うが、整理していた分もあるが新しい交流施設

のほうへいくのか。 
事務局 ：鐘崎の資料館にあった分については、施設に移す。 
委員  ：それは市民も自由に申し出れば閲覧可能か。マイクロフィルムの分も。 
事務局 ：そう今は考えている。 



 4 

委員  ：今はできないのか。 
事務局 ：今もマイクロは見られる。ただ機械が古くて動くのに時間がかかるようだ。 
委員  ：たまたま自分が福間と津屋崎で資料を集めたものを宗像市と同じようにマイクロフィ

ルム化したが、全部デジタル化してある。宗像市の場合もマイクロフィルムは扱い

にくいので、できればそういう手段をとればパソコンで検索でき、市民の方も扱い

易く、見やすくなると思う。図書室の整備というというところで合わせて考えても

らうとよいと思う。 
事務局 ：現在資料については、資料室で図書課の所管だが、次年度以降は、うちの所管になる

予定なのでその点は検討していけると思う。 
会長  ：市史の調査資料を活かし神社についてもその中に建物、狛犬、そういう情報類なり神

宝類があるか、灯篭などもよく見て遺跡カルテ、神社カルテのような台帳を作って

いただきたい。 
委員  ：平山天満宮の狛犬がおもしろい。よそにないタイプのもので。 
会長  ：まず基礎的な調査が必要だが、その中から計画的に指定遺跡をご検討いただければ。

例えば、１７世紀を全部やるとか、保存状態など考慮し何十年かけてどうしていく

のかという方針が必要。国の建造物は、昭和をほとんど指定していっている。それ

に載らないのは登録文化財とか。これだけ近世もあるというのはたいへんなことだ

と思う。今後どう保存していくかということ。その１つとして指定と言う問題があ

ると。建築の専門委員に十分にご指導いただき方向性をお願いする。 
      報告事項は以上です。４番目の議事にすすみます。 
       
４．議事 

事務局判田による説明 
（１）「依岳神社 いちょうの木・バクチの木」の調査について 

 
会長  ：ただいまの調査結果の報告に関してご質問等ありませんか。 
事務局 ：この樹木の件は地元から要望があり、県のほうの文化財保護審議専門委員にみていた

だいたというのが９月の状況で、それをうけて３月に処置の方法も含めて確認をし

た。所見としては、土壌改良、薬剤による樹勢の確保、一部切除など。前回県文化

財保護審議会専門委員からみていただいた時には、病害のもともとの原因というの

が周囲の桜の病気がこちらのほうに転移しているのではないかという話があった。

樹木医、県とともに総合的に考えて今後の処置の仕方を検討していく必要があると

思っている。この審議会の中で天然記念物の樹勢を確保するための方向性が承認い

ただければ具体的な対策を今からすすめていきたい。 
委員  ：今桜の木から病気がうつったということであれば、この２本だけをやってそれで足り

るのか、依岳神社の境内自体の日常的な管理は、どうしているのか、樹木の消毒な

どされているのか。 
事務局 ：今現在、依岳神社の境内については、氏子さんを合わせて２区が管理している。 
      下草や枯れ枝の撤去については氏子さんたちがやっている。消毒はしていない。 
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委員  ：治療する場合、指定の 2 本について市から補助を出すとなった場合、指定地外の木の

病気やシロアリが影響する可能性がある。そういう場合、どうなるのか。 
事務局 ：地元の氏子の方々と相談しながらこの木については、地元で切ってもらうという話を

していかないといけないだろう。植物の場合は、その木だけでなく周辺の環境も非

常に大事になってくるので、環境を含めて整備していくというような計画の検討が

必要。同じことが前回の委員会でもあげているが八所神社の社叢についてもいえる

と思う。森全体を指定しているので、その中で管理ということになるので社叢とい

う考え方も１つの考え方であると思う。 
会長  ：指定とはどの指定か。 
事務局 ：県の指定。 
会長  ：社叢という概念は重要だ。環境全体として。 
委員  ：地元から知らない間になくなっていたということにならないよう。市がしっかり調査

をやって把握していれば地元との連携もとれる。多様な文化財を市で把握していた

だくとこれからいろんな面で役にたっていくのではないか。 
事務局 ：市県の天然記念物、有形文化財、無形文化財を含め、指定物件の取り扱いに関しては

基本的には、文化財の保護条例に基づいて粛々とすすめていく話であると考えてい

る。費用負担についても所定の手続きを経ながら内容を市として審査し、整理して

いくべき話と思っているので手立てを含めて考えていく。樹木については、今回ご

承認いただければ、先にすすめていこうと思う。 
会長  ：本審議会には、天然記念物の先生はいないので県と相談し専門の先生方のご指導をい

ただきながら将来的にきちっと指定して保存するというご指導があればその方向で

いっていただいていいと思う。 
事務局 ：今回樹木医の診断と県の井上先生にみていただいており、十分調整をとって処置をす

すめる。 
 
事務局による説明 
（２）「地域伝統文化継承及び活用活動事業」について 
 
委員  ：みあれ祭陸上神幸はでていないが。 
事務局 ：みあれ祭につきましては、実は、陸上神幸を復活させようという考えの下に実行委員

会的組織は立ち上がっているが、今年度は、できないだろうということで試験的に

運用をしてみたいという話になっている。今回こういう基金を利用してまでには至

らないという内容なので、おそらく今年度ではなく次年度以降にあがってくるので

はないかと思う。 
会長  ：この基金は繰り越されていくのか。 
事務局 ：一応基金自体は、３０億円近く基金を積んでいる。１つは、市民との協働推進、文化

芸術の振興と世界遺産登録活動の推進という３つが柱になっている。市民との協働

推進は、協働に関する市民活動を助成する事業というものである。さらに今回文化

芸術に特化したものが２本目の柱で、もう１つが世界遺産の登録活動で、市民活動
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として世界遺産を盛り上げていくための協議会的なものがあるので、それに対して

助成していくことになる。基本的には、基金の果実運用になる。利子で運用する形

になる。 
会長  ：世界遺産関係ではずいぶん活用しているのか。 
事務局 ：世界遺産関係は、協議会に対しての交付金であり、具体的に活動があっての基金運用

になる。 
委員  ：市民への告知は、これはどのようにしたのか。 
事務局 ：広報紙で行った。 
委員  ：さきほど内部の足並みがそろわないとおっしゃっていたが、PR がいきわたり、たくさ

んの競争の中から選ばれるのが一番良いだろう。 
事務局 ：広報誌では、４月１日の広報紙に出しており団体に対しては、説明会をしている。説

明会の告知も広報紙上でしている。 
会長  ：この件はよろしいか。以上で用意された報告議事は終わる。その他になりますが。 
事務局 ：前回元気なまちづくり基金の議事の中でいろんなご審議の中に指定文化財未満という

話がでてきている。さきほども基本的には、今回の基金で対応していく補助の内容

というのは、無形民俗文化財を念頭においた考え方だが、いろんな意味での悉皆調

査を今後すすめていくべきではないかという話もあり、指定文化財未満というもの

にどういう定義づけをしていくかといことに対し、課題整理をしておく必要がある

のではないか。いろいろご意見を頂戴できればと考えている。 
会長  ：こういうことを国や県で始動しているとか、よそで提供しているとかあるのか。 
委員  ：太宰府の景観審議委員によるまちづくりというなかで、北海道大学の先生が文化庁で

された話の中に提案されている言葉。今大宰府市がモデル事業で「文化財の総合的

把握事業」というのをやっているが、それはこれまで文化庁もそういう方向に動い

ており、いわゆる文化財指定に至らないものの中に登録がでてきたと思うが、それ

よりもっと身近なところにあるようなもので指定にはならないけどやはり大事なも

のとしてやっていかなければいけない、その方法を文化庁のほうでも考えられてい

てそういうものをモデル事業費がうけてやっているということ、その中で北海道大

学の先生がそういう文化財未満という言葉を使われていた。 
会長  ：その太宰府の状況などの情報はご存知か。 
事務局 ：はい。直接的には委員からのお話で。 
会長  ：登録文化財というのは、法律用語で府県市町村まで適応されているようだが文化財未

満というのは国ではどういっているのか。 
委員  ：正式に使っている言葉ではないので、今定義されているような概念的な言葉だという

ように思うが、登録の場合は、今また枠が広まっているが、 初は建築が登録文化

財になり、今は民俗などでも形のあるもの。太宰府の場合は、これにもう１つ市民

遺産という概念付けをして市民が身近なものでも大事にしていこうということで市

民遺産という概念を進めている。今後は、市民遺産の中にはもちろん、すでに指定

されているものもでてくると思うが、今年の１月３０日に初めて市民遺産会議とい

うものをオープンでやり、その時にあがっていないものは、全部まだ指定にあがっ
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ていないようなものばかりで身近なものばかりがでてきたという感じだった。 
会長  ：どうぞご意見がありましたら。 
委員  ：文化財未満という先ほどからの悉皆調査となってくる中でそこにリストアップしてい

った場合に当然、市の指定物件にはいるものもたくさんあると思うが、そういうも

のも含めて文化財未満として登録をするのは、ことばとしてどうだろうか。悉皆的

な調査とリスト化をしたほうが良いような気がする。全部リストアップすることは

大切なことだと思うが、所有者が文化財未満ということばをどういうように受け止

められるだろうか。 
委員  ：文化財未満の中からもそれ以上になってくるものもある。受け取られる側からすれば、

あまり良くないのでは。次の行に指定文化財未満とあるがこちらの方がいいのかも

しれない。このことばでないもっと適当なことばがあればそれを。太宰府では市民

遺産ということばを前面にだしています。 
委員  ：登録をしておいて、その中から指定文化財にあがっていきますよというニュアンスで、

持ってある方や保存してある方がとらえられればいいと思う。 
委員  ：例えば市独自の登録でもいいと思う。市では登録文化財というのは指定されています

か。 
事務局 ：ありません。 
委員  ：市民文化遺産とか文化財に指定されることが必ずしも良いことかどうかはわからない。

所有者のお気持ちもある。 
委員  ：広い枠で文化遺産にしておいては。 
事務局 ：今世界遺産をはじめとして遺産がらみの定義がいろいろ入り乱れているところがある。

私たちがよく使うのが世界遺産に対する宗像遺産という言い方をするが、この時の

宗像遺産の考え方というのは、いわゆる文化財だけではなくて生活文化、自然、そ

ういうものも含めて宗像遺産というより広義で解釈している。しかし、文化財指定

未満というものがどういうように関連づけられるかという話になってくると整理が

できてない。 
文化財未満を提案してきた１つの理由として、地域伝統文化継承に１つのスポッ

トを当て、市の指定にあたる無形民俗文化財だけではなく、地元で大切に育ててい

る団体の活動に対して助成していこうというのが今回の考え方と思う。 
これは、無形民俗文化財に限った助成制度だが先ほどのみなさん方のご意見では、

有形、あるいは、天然記念物も含めてしっかりとした悉皆調査が必要であってその

中でどういう基準でリスト化をしていくのかという問題がある。指定文化財に関し

ては一定の要件に満たしたものを指定すると、それ以下のものが文化財指定未満で

あれば、どのレベルまでを指定文化財未満として含めて考えていくかというところ

もまた合わせて整理する必要がでてくる。そうなると概念自体が非常に難しい。 
委員  ：それぞれの文化財に指定する基準というのは定めているか。例えば無形民俗文化財は

こういうものを指定するとか。 
事務局 ：基準はない。 
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委員  ：無形の場合は、市町村でそれぞれあって、古いところから古い形をずっとしているも

のだけというところもあれば、一旦絶えるがまたそれを復活したというような人た

ちを応援する意味で指定にするというところもある。そういう意味であれば市独自

の条例の中にそういった指定の基準を作りこんでいくこともできると思う。復興さ

れるときに、一定の要件をいれてくださいなど崩れたところで古いものをなるべく

入れる基準づけをして誘導されていかれる方法もあるかと思う。 
ただ民俗というのは代わるのが前提なのでなかなか難しい。楽しくないとお祭は

続かない。県、国になると本当に古いものがセットで残ってないといけないが市町

村レベルではいろいろだと思う。 
事務局 ：さきほどの神社の話も時期で指定対象にするのか、とくに江戸時代の前半とか、どこ

かに境をもってきて後期末に関しては、指定の範囲から超えるとか、そういう基準

みたいなものを設けないといけない。どこに基準を設けるかということ。 
事務局 ： 今言われるような形のものをどこで、だれが、なにを、いつ、どういった形でやる

のかというある程度の制度設計が今の話を聞いていているのかなと思い、例えば名

前が良いか悪いかは別にして全て登録なり、出してもらうなりする形の中で文化伝

統の遺産だと。その中で世界遺産になっているものもあれば、市の指定になってい

るものもあれば、国の指定になっているものもある、それはあっていいと思う。そ

れに該当しないものを総称的になんとか未満だという形でとらえるのも考え方とし

てあるが、一番下をどこにするのかがなかなか難しいと思う。いずれにしてもどう

いったものがどれだけ宗像にあるのかという物量的なものがまずある程度整理でき

た上で、どれをどういった形で誰がきめていくのか、ある程度の制度を内部の方で

も話をさせていただいてあらかたの形や考えがまとまれば、この審議会の中でお出

しさせていただいてご審議いただきたいと思う。 
委員  ：旧玄海町にある承福寺の秘仏の観音像に建武、南北朝の年号が書いてあることを市の

博物館の方から論文をいただいて驚いたが、市の方で把握していたか。 
事務局 ：はい。 
委員  ：調査以前からご存知か。 
事務局 ：県立図書館学芸員から教えてもらった。 
委員  ：そういう秘仏がまだ他にあるかもしれない。 
事務局 ：市史編さんをする段階で温度差なく、宗像と玄海と大島が七割八割をカバーできるの

かもしれない。それがどれだけの温度差なのかも、調べてみないとわからないので

整理をした上で、お話をさせていただいた方がいいかと思う。理想的とはいいなが

らも今年度はものすごい業務をかかえているので、その制度をつくるときにご理解

をいただかないといけないかと思うが、お話を聞いている分についてはぜひ必要だ

と実感している。 
委員  ：市にそういう姿勢があれば、市民の方から申し出があると思う。急に今年度この事業

をやらないといけなくなったがこういうビジョンがありますといえば、市民の方か

ら実はこういうものがあると申し出があると思う。 
事務局 ：ある程度予算面のこともあり、それをどういった形でどこまでするかという 終的に
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アウトプットの方法まで整理をしたい。入り口だけ整理していてもあとあと困るの

でそこも含めてお時間いただければと。 
事務局 ：そういうことを進めることで市民の皆さんに関心をもってもらえるようなきっかけづ

くりを、どういう制度設計をやっていくかということだと思う。それをいかに活用

するための手段をこちらが提供できるかということも考える必要があると思う。 
会長  ：宗像遺産ということばは、非常にすばらしいことばだと思っている。しかし、それは、

市域にある遺産全体からいうと極一部、頂点であり、それはやはり底辺を支える悉

皆調査が基本。その中で国が指定されるものがあれば、文化財保護法に基づいて国、

県、市の文化財のいろいろなものについて指定にかかるものもあれば、かからない

ものでも重要なものがある。それをどう把握してきちっと将来に保存していくかと

いうこと。その１つに未満ということがでてきている。その名称も考えていただく

ということ。 
事務局 ：先生の言われた宗像遺産というのは、基本的には広い範囲のものを宗像遺産ととらえ

ていくべきと思うので、確かに書籍としてだしている部分というのはその内の上の

部分だけと思うが、郷土文化学習交流室でもそうだが、宗像遺産のとらえ方をどの

レベルで考えていくかというところは共通認識として持っていく必要性があると思

う。十分考えて事業の組み立て自体をしていきたいと思う。 
委員  ：今、市民の方への PR や宗像遺産、悉皆調査などの話が出たが、そうなると必ず所有

者がその価値を知り、寄託・寄贈の話がでてくると思う。調査をしていく中で保存

できない、持ち堪えられないという話も出てくると思うので、バックヤードの用意

も必要になってくる。 
事務局 ：旧宗像市史編さんでは資料をストックする場所がなく、特に民俗関係はどこに置くか、

というのがその当時も非常に大きな課題になった時期があり、プレハブを建てて対

応したという経緯がある。確かに委員が言われるように、そのことも勘案した上で

ストックヤード等を今後どういうようにしていくか、非常に大きな課題となってい

るので十分考えていきたいと思う。 
会長  ：その他で事務局・先生方の方で他になにかありますか。 
      それでは審議は以上で終わります。 
 
◇次回日程 
事務局 ：次回は予算編成前、１０月頃にお願いしたい。 


