
 

 

平成 22年度第 1回 文化財調査会議事録 

出席者 衣斐 伊藤 井上 諸戸 瀧川 山口 鈴木 

 

事務局：傍聴４名いらっしゃいます。保護審議会の基準より個人情報に関する部分は非公

開とさせていただきますのでご理解いただきますようお願いいたします。 

会長挨拶：猛暑続きの中，御苦労さまです。半年の間にいろいろな懸案事項もあった。忌

憚のない御意見をたまわりたい。 

部長挨拶：非常に暑い中お集まりくださいましてありがとうございます。昨年は文化財指

定がなかったので今回は充分にご検討いただきたい。今後の調査対象についてもご審議い

ただきたい。保護と開発のはざまで様々な懸案事項もあり，対応については鈴鹿市全体の

判断をしなければいけないこともある 

 

議事 

会長：平成２２年度保護事業計画についてお願いいたします 

 

事務局：平成２２年度文化財保護事業計画について，主な事業計画でございますが，既に

決まっている日程についてご報告させていただきます。４月１７日に文化財調査。６月１

７日金生水沼沢植物群落１３０名の見学で，これまでの事業の取り組みの説明と見学をお

こない，今後のご理解とご協力をいただくいた。６月３日にスダジイについての学習を地

元の子供たちがするということで庄野小学校へ赴いた。県の活かそう事業の対象となって

いる。７月６日には金生水沼沢植物群落保護推進委員会が行われた。金生水については１

０月に観察路を設置する予定で次年度から見学会を実施。今年度は事前の観察会を予定し

ている。県からも奇跡的な復興とお褒めの言葉をいただいた。７月３０日文化財調査会。

８月には伊勢型紙資料館で伝承者の作品展を企画している。９月には樹木調査を計画して

おり，限られた予算の範囲内で調査を行っている。今年度はアイナシ・不断桜・オオクス・

大松・キリシマの５つを予定。１０月は大黒や光太夫記念館の特別展を開催予定。金生水

の見学会も予定。１１月には全国重要無形文化財連絡協議会鈴鹿大会の開催。総会・講演

会・展示など。全国からの方々におもてなし出来るように準備している。また，佐佐木信

綱記念館の特別展も開催予定。１月には防火訓練。２月は第２回文化財調査会，北勢四市

の予定。今年度はおおよそですがこのように進めていきたいと思っております。 

会長：４項目について質疑はありますか？…では埋蔵文化財関係お願いいたします 

考古博物館：発掘調査事業について，大部分は開発や建築に伴う記録保存・範囲確認の調

査です。市内遺跡発掘調査は国県の補助をいただいている調査です。長者屋敷遺跡につい

て中軸線の確認調査を予定しているが，個人の土地をお借りすることもあり，作物をすで

につくってしまっていることもあり，県と相談して進めていく。個人住宅にかかる発掘調

査については，平田遺跡や神戸中学校遺跡など。範囲確認遺跡は６月現在で１０件という



 

 

ことで昨年より増えている。駆け込み事業が原因だと思う。緊急発掘調査事業については，

平田遺跡が第２期を１０月くらいから開始する予定で設計を行っている。平田の中学校の

範囲確認調査も行う。白鳥中学校遺跡は，駐輪場の建設に伴うが，すでに終了し文化財は

発見されなかった。それ以外にもあるが，限られた人員で行っているので調整中である。 

史跡の保存修理と管理については，伊勢国分寺跡については平成２７年の歴史公園の完成

を目指している。３年で基盤整理をおこない，残りの年度で工事を行う。 

市単費で計上している伊勢国分寺跡の 40000 平米に対して除草管理を行っている。鈴鹿市

が管理している除草管理を行うということで国府跡を行っており。大塚古墳，西野の５号

墳についても市の土地なので 350000円で除草管理を行ってお￥いる。 

埋蔵文化財保護については，発掘届は保護法９３条に基づき行っているが，現在５５件出

ているので昨年より１０件以上増えている。公共事業に伴う発掘通知については保護法９

４条に伴い７件出されている。発見届・譲与申請については，出土した遺跡は遺失物法の

適用を受けるので，その後警察に申請している。遺跡地図はウェブで庁内実施しているが，

庁外については一部公開となっている。発見次第見直しを行っている。遺物整理は記録保

存の最終段階で，これを終えて報告書の発行となる。今年度は岸岡山２遺跡を予定してい

る。公開普及では，現地説明会を行い可能な限り現地を見てもらっている。平田送水場の

建設に伴う平田遺跡では１００名の見学があった。４月２４日・５月１６日に須賀遺跡な

どについてスライド説明会を行った。博物館事業についてはお配りした催し物案内のとお

り。今年度は，夏は大きな展示は行わず，こども体験博物館に力を入れている。連日沢山

の方々に来ていただいている。その他，懸案事項として，伊勢国府跡の追加指定について

は，現在指定されている７万平米について追加指定をしていってはどうかというご指導を

いただいているので対応を考えていきたい。白鳥塚古墳の環境整備については，かつて調

査を行ったときに指定の範囲が大きく変わってくるということがあり，その範囲が民間地

なので購入したいと思ってるが，現在も地権者の方ともお話している。県指定なので県の

補助をいただかなければならないので，県とも相談したい。平野町にある石丸野１号墳は，

国の土地で四日市農林が管理しており，木が大きくなり地元からお話をいただいているが，

市の土地ではないので県に仲介している状況。国府城跡は，竹林になっており相談があっ

た。大久保城跡については，前回もご紹介させていただいたが，昨年北半分壊されてしま

うということがあった。それ以上の進展はないので状況を見守っていきたい。 

会長：埋蔵文化財関係についてありますか？ 

委員：大久保城跡ですが，その後，発掘調査の手続きは？ 

考古博物館：出していただいてないですし，出す意思もないということで，こちらは手が

出せない 

委員：現地はあのままですか 

考古博物館：そうです。南半分は植林されています 

委員：今後は放っておくの？ 



 

 

考古博物館：今のところ効果的な手立てがない。こういうことが二度とないように周知を

図っていきたい。開発が少ない地域で行く機会もあまりないが，周知を図りたい 

委員：未指定はたくさんある。岸岡も前方後円墳が数年前にあった。鈴鹿はパトロールも

不十分。未指定はすぐに指定にあげて，もう少し，周り市町村がどうしているのかも参考

にされたらいかがか 

会長：国府城の竹やぶは個人？？ 

考古博物館：個人です。 

 

会長：では，指定について入りたいと思います。 

（傍聴者退場） 

委員：別紙をご覧ください。４月１７日に調査を行ってまいりました。高田派のお寺で，

観音堂がございまして，その本尊になっております。毎年５月１７日に開扉されるという

ことです。４２臂の千手観音です。材料は，檜の一木作りで，両肩から脇手を含めた手，

頭上面，天衣は後補。当初にさかのぼるのは本体のみ。衣紋やお顔もわずかに彫りなおし

て調整を図っている。昭和２３年に修理をしており，現状で倒壊や虫の痕跡はなく，状態

としてはおおむね良好。当初の造形から平安時代後期，１１世紀でよろしいと思われる。

伝承によれば聖武天皇の時代に行基作と伝えられているが，作風からさかのぼりえない。

経緯はあまりよくわかっていないが，伝承と共に本多候の守り本尊と言われている。評価

としては，基本の造形の骨格までは候補が及んでいない。御顔の腫れぼったい感じや耳の

太くがっしりした感じでは，唐書の作風を良く残している。林光寺が定朝様の作例なので，

この方はそれ以前の少し古い作風。市内では，このころの作風を示すものはないので，作

例としては貴重と思われる。所有者は深藕寺だか，管理者は寺家の自治会。指定となると

そのあたりはきちんとしなければいけない。 

会長：何かご質問は？市の指定に関しては 

委員；自治会管理していて，所有者は深藕寺？ 

委員：境内の中なので，寺だと思う 

委員：廃寺などになった場合は，寺の中にお堂を立てて自治会が所有している例も多い。

自治会が管理しているというのは，仏さんの由来に関わるのでは？由来がはっきりしない

としても，先生が見られて重要な部分については当初のままの姿が残っているというなら，

所有権の問題などで了解がもらえるなら，指定したいという意見です 

事務局：自治会長の＊＊さんからは，管理はずっと前からしていると言っておられたし，

所有についても自治会だと思っておられる感じだった。法要の時だけ深藕寺の和尚さんに

来てもらっている 

会長：修繕についても？ 

事務局：自治会で修繕している。由来についても，目の前の川を観音川と言っている。観

音様が手前の橋に引っかかったということです 



 

 

会長：今の委員先生のご報告を受けて異議はございませんね？では，文化財に向けてとい

うことで…。では，次をお願いします。 

委員：庄野宿は東海道の中では遅い時期にできた宿場です。１６０１年に宿駅制度が創設

されるのですが，桑名・四日市・亀山のつなぎであったのが，四日市宿が遠いので石薬師

ができ，さらに遅れて庄野宿ができた。四日市と亀山の間の宿場としては，石薬師と庄野

は二つで一つのような働きをしながら来たある意味変わった宿場です。主として自治会で

保存をいただきまして，平成１７年に寄贈いただきました。一番中心になるのは宿場の問

屋場の史料です。旅籠や本陣などに関わる資料もある。宿の役人である小林家の史料も寄

贈いただいてある。平成元年に目録が教育委員会から出されている。再整理の結果１５０

０点になった。大まかな内容は，台帳関係では文禄３年の検地帳の写しなどがあり，元禄

２年以降の免状免札関係も残っている。この文書群の特色は，宿場関係です。天和２年の

大きな高札が現存している。５枚あり，その中の１枚は，庄野宿に与えられたもので庄野

宿にしかない。全国的に見てもあまり例のないものだと思う。他に，軒並図や本陣脇本陣

の位置を示したものや間取り図，特に寛政以降の諸帳簿が相当多数のこっております。鈴

鹿川隣接地域ですので洪水に遭いやすいので，堤防の改修工事の関係の文書は完璧に近い

状態で明治のものまで残っている。宿場の維持を図る上での史料としては，助郷について

は幕末まで残っており，宿場機能を維持する上でどういうことが行われたかということが

わかる良い資料になっていると思う。市史にも相当詳しくかいてある。庄野宿は小さな宿

ですが，桑名四日市と同じだけの機能を備えなくてはならないので，どのようにそれを維

持してきたかを証明する資料としては価値は高いと思う。文政１２年の頃には人馬片継と

いうのをやっている。石薬師から来る荷物は庄野を通り越して亀山へ持っていく，逆に亀

山から来る荷物は石薬師をとおりこして四日市へという試みをしている。これは他の宿場

では見つけられない資料ではないだろうか。散逸している宿場が多い上に，しかも本陣で

はなく問屋場の史料が多いということで，全国に通用する資料であると思う。庄野宿関係

文書等という言葉を使ったのは，高札や印鑑などもあるためです。 

会長：いかがですか？ご質問はありますか？名称は庄野宿文書等ということですが，これ

は高札などが入っているのですが，よいのでしょうか？頂いたところも，別なのですね 

委員：全部入れて文書等ということで全部ひっくるめて，どこから頂いたかは通し番号で

はなく，受け入れ番号で ABCDではじまるのがある。それが，頂戴した先が違うというこ

とで区別しています。Aが庄野自治会追加分，Bが小林家から頂いた２回に分けたものを一

括した，C は澤田本陣からいただいたもの D は展示してある資料のうち目録にないもの

です。資料館の史料も全部合わせてみた。 

会長：いかがでしょうか？地元の人は一括という感覚がつかみにくいのでは？高札という

ものだけでも別にしたらとも思いますが。 

事務局：新聞発表をしなければならないですが，高札は古文書ではないですよね？ 

委員：だったら庄野宿関係文書・高札等とすればよろしい 



 

 

事務局：出所が違うものを一括して指定するとなると，今後庄野宿に関係する資料の寄贈

があった場合，追加で指定する必要が出てくるのではないか 

委員：その時に追加すればよいと思う 

会長：今は他に庄野宿関係では市でお持ちではないのですか 

事務局：先日＊＊＊さんからご寄贈いただいたものもあります 

委員：あれも指定に入れてもよい。しかし，量も少ないし，大した資料でもなかったから 

宿場の軒並み図に様なものもあることはあったけれど 

会長：こういう場合は，その都度追加するというのはどうなんでしょう 

委員：そのたびに調査会にかければいい もっともそんなに寄贈はもうないでしょう 

会長：追加については心配もありますが，こういう例はありませんか 

委員：あまり聞いたことはないですが，議事録として追加に関してこの話題を残しておい

ていただければ，記録に残るのでよいのではないでしょうか 

 

会長：それでは，続いて今後の調査についてお願いします 

事務局：磯山の専照寺・横知の自治会・白子の龍源寺から調査の依頼があり，下調査に行

ってまいりました。お時間もないので，ざっと申し上げますが，専照寺は，宗祇の肖像と

言うことで参りましたが，それ以外にも大量の資料をお持ちでした。写真でご確認いただ

きたい。中でも堯秀など高田派の専修寺中興に関わる時の資料があり，野袈裟については

1400年代のものなので古いものと思う。また，横知については，磯山と隣接しているため

同じく堯秀関係の資料がいくつか出てきている。龍源寺については，１０年ほど以前に調

査されたようですが，頂相があり，ご住職が強く文化財指定を望んでいます。 

委員：ボストン美術館と山口県立博物館に宗祇の座像がある。数が少ないので面白い。青

木木米の涅槃図も面白い。江南禅師は候補として挙げることは可能だとは思う。 

委員：専照寺はいったことがある。野袈裟は価値があると思う。 

会長：それでは，この３件については調査と言うことでよろしいでしょうか。これで，指

定と調査については審議を終わらせていただいて，傍聴の人にも入っていただく。先程の

庄野の指定についてですが，今後名称を変更することはあります？仏像だと時々あります

けれど 

委員：よくありますよ とりあえず指定はしてしまいましょう 

 

事務局：では，４について，事務局の方から報告させていただきます。 

事務局：まず，前回３月２３日に視察いただきました海軍工廠の銘板について，御意見が

あればいただきたい。また，NTT の海軍航空基地の格納庫について，６月市議会の土地利

用転換計画が可決されましたことにより，NTT が開発を進めていくことになりました。こ

の９月末までに事業者が現れなければ解体すると聞いております。市としても買い取る意

向はないので，NTTの方で解体されていく。市としては，NTTに記録保存をお願いしてい



 

 

く。記録保存について先生方のご意見を頂ければと思う。 

会長：海軍工廠のプレートについてはいかがですか。前回見に行った趣旨についてはよく

わからなかったのですが，総代さんがなんとか指定にとおっしゃっていた。むしろあの公

園にはいらないというような考えだった。 

事務局：自治会長から指定したいというお話をいただきましたので，先生方のご意見を頂

戴して，自治会長の方にも今後の対応についてお話したい。 

事務局：場所は移動させない方が良いとか，元に戻してとか，先生方の中でもいろいろ意

見が分かれておられた。銘板の下に名前が書いてございまして，総代さんに確認したとこ

ろ，総代さんもご存じないということだった。管理自体は自治会さんがされているという

ことだったのですが，所有者と管理者の問題もある 

委員：現物が残っているということは大きい。銘板自身の所有者と管理者をきちっとしな

いといけない。土地は市の所有でしたね。あの場所で，そこをクリアできたら市の指定で

十分足りると思う。 

会長：鈴鹿の成り立ちとして貴重だという意見があった。市の庁舎にもってきて，市民に

知ってほしいという意見もある。風化が進んではいるので，あのままというのはどうかな。 

委員：碑を建てた団体がありますよね。それを調べてわかれば，了承を得てどこかへ動か

すということも可能だと思う。 

会長：会自体が有名無実かもしれないし，それがわかったら指定に向けて動きましょう 

事務局：我々の方で調べさせていただきます 

会長：格納庫の件ですが，NTT がいうには，９月までに名乗り出る企業がいたら保存され

るということですか 

事務局；事業者が出てくれば交渉の余地はあるとうかがっている。ただ，これまでも各企

業に当たられているが，現れていない。この９月末を期限とさせていただくとのことです。 

事務局：防災公園の工事があるので，そちらから工事にかかってもらって記録保存をお願

いする。 

委員：格納庫は登録文化財としての価値を持っている。三畑の掩体については，戦争遺跡

としての価値は持っていないという判断だと以前の調査会で言われた。県に問い合わせた

ら報告書に戦争遺跡という言葉があると言われた。明らかに戦争遺跡として登録されてい

たのです。私はその延長上で，現在残っているものを引き継ぐためにと登録にと思ってい

る。私はケーブルテレビで議会を見ていたが，記録保存と議事で言われていた。記録保存

に至る経過がわからない。その後どうなっていくのか，どういう記録保存を考えているの

か，さっぱりわからない。よくわからないままに事態が進んでいる。たとえば，指定や登

録は，市民の声を抑えるのが大事だと思っている。その経過を抑えるのが大切だと思う。

あいまいなまま言っている気がしてならない。掩体のような小さなものを戦争遺跡として

位置づけているのに，格納庫のような残りの良いものをしないというのが，たとえ結果が

アウトだったとしても文化財にという声をNTTに文化財行政から届ける必要があるのでは



 

 

ないか 

事務局：所有者からの申請がない以上は，審議はできないということで保留になったと私

は記憶している。申請が全くなかったということと，開発にかかる計画が進んでいるとい

うことだ。どうしても６月議会は議決を得て工事しないと２７年に完成させないといけな

いので，ここでの保留と NTTの工事の進捗具合とつながりがないものですから，あいまい

だと捉えられるかもしれないが，NTT には残す気が全くないので，少なくても記録保存で

残して行ってもらいたいとお願いを我々ははしてきたのです。記録保存についてもわれわ

れは初めてのことですので，どこまですべきかもわからないので，良い機会なので教えて

いただきたい。 

委員：まず，＊＊委員の言われた掩体についてですが，わたしは戦争遺跡として評価する

ということを報告書に書いたつもりはない。あれが作られた経緯として戦争遺跡という言

葉は使ったが，あくまでも建造物としての評価であり，昭和の戦期の建造物としての構造

によるものです。今回の格納庫は，それに比べて規模が大きいものです。当然，掩体が価

値があるものとするなら，格納庫は価値あるものとなるだろう。私は３０年くらい前に見

たきりなので，実物と照らしてどうという判断は今ここではできない。その時には，あれ

だけではなくほかの施設もたくさん残っていたので，格納庫の記憶がそれほど印象に残っ

てもいない。 

会長：３０年前ということは鈴鹿荘が壊される前ですか 

委員：その前だと思う 

会長：海軍航空隊の遺構としては，あれも反対運動のある中で壊されましたね 

委員：評価が左右されていて，大事な建物だという人がいるなら，記録保存すべきだと思

う。川喜多邸（鈴鹿荘）についても，NTTが壊した。あれは，ある団体がもっていかれた。

その団体は再現できず，いま収蔵庫の中に残っている。今，その時の記録保存の資料がき

ちっとあるので，条件があえば再現出来る。記録を取っておけばそういうことができるの

で，記録保存が必要なのだ。 

会長：白子公民館が６０周年を迎えた。最初の建物は航空隊の建物だったのでしょうね。

今は移築されて志摩観光ホテルの建物になっている。 

事務局：市としては NTTに記録保存をお願いしていくという考えだ。記録保存と言っても

ピンからキリまであると思うのですが，どれくらいの精密度が必要かということをできれ

ばお聞かせいただきたい。 

会長：NTTが受け入れてくれますか？？ 

事務局：まだそこまでは具体的に話をしていない。いずれは，NTT からの考えを聞かさせ

ていただくことになる。そのときに申し入れをしたい。また予算的なところもあるので，

そのあたりも話し合いの中心的な問題になる。最低限のレベルを教えていただきたい。い

ま情報収集しているが，もし，今の状況の中で参考になる事柄があれば教えていただきた

い。 



 

 

委員：鈴鹿市では初めてでも，四日市ではすでに数件している。報告書を出している。 

委員：四日市は目で見えたものを図面にするというという作業で，いわゆる記録保存では

ないです。格納庫は形が美しいからというものではなく，大きな空間をお金をかけずに作

ったというものである。技術的なものをかなり踏み込んでの資料がいるはず。戦時中のコ

ンクリートであり，いまのものでなく，どれくらいの強度や鉄筋の入れ方，構造基準の問

題，そういう調査が必要となってくる。なくなってしまうのだから，写真も必要。図面の

実測に比べれば楽ですが。 

委員：図面と映像。解体の過程も映像を撮っておくとよい。そういう組み合わせも必要。 

委員：記録保存の話ではなく，格納庫の保存を調査会から訴える気はないのか。それをし

ないのは，文化財の担当者の怠慢だと私は思います。市民の会からの要望にこたえをだし

ていないじゃないですか。それと，いつだったら格納庫の保存が止められたんですか？そ

の時にどうして文化財のセクターからストップをかけなかったのか 

事務局：文化財調査会では２回ほど議論をしてきた。市民の方から要望書があがってきた

その結果が，所有者からの申請が必要ということで保留にするという答えだったと思う。

NTT がもっている計画は，当初から格納庫を利用する計画ではなかったようだ。計画策定

の時には，当然企画課が関わって作成してきていると聞いている。計画は平成１５年くら

いから協議をして１６年に策定されたと聞いている。 

事務局：数年前に NTTと企画課がその計画をつくったと聞いている。そして，実行に移す

段階で，今回議会にかかった。 

会長：でも，最初から NTTには最初からそのような気はなかったのですね。 

事務局：そうですね。 

会長：だから，先に調査すべきでしたね。だれも，文化財調査会で誰もあれのなかに入っ

たことがない。 

委員：でも，文化財調査会が時世の動きの中で，文化財以外の部分で動かなければならな

いというのはついていけない。私たちの基準は，戦争あるなしではなく，今残っているも

のが文化財として価値あるかどうかです。登録文化財は，市や県や国の指定文化財とは全

く違う分野のもので，所有者がしてくださいっていえば良い制度です。でも，今の文化財

法の中で，指定文化財にするには，所有者が「はい」といわなければできないのですから，

今の世相の中で文化財調査会にまでそういうことまでしろというのは酷なのではないかと

おもう。今まで調査会にあがってきた要望は指定文化財にするかどうかの話だったのが，

いつのまにか登録文化財にということに履きかえられているのはいかがなものか。市に対

して，そういう視線で物を言い始めるのは違うのではないか。戦争遺跡を新しい文化財と

して見るという新しい動きはわかる。でもそれは特色ある地域でやっている事で，行政の

在り方も加味しながらやっていることである。ここ鈴鹿で，調査会がそこに踏み込むこと

は苦しいですよ。これからここにそういうことを持ってこられると，普通の判断ができな

くなる。所謂登録文化財ならどうぞやってくださいよ。それは所有者の問題ですから。 



 

 

委員：登録文化財自体は文化財保護法が一部改正されて，今は明治以降も OK になった。

新しい動きのなかで戦争中のものも指定にされている。登録文化財の中で，近代化遺産の

登録も全国的な動きではある。戦争を文化財としてみるというのは，他にないのかと思っ

ていたが，他の地域でも戦争遺跡自体を指定しているところもある。今丁度端境期なので

す。市長が決めて残すなら残すと決めて，文化財調査会に投げるべきだという先生の発言

にお言葉を返すようだが 

委員：市全体がそういう動きの中で動くなら，ほかに守るべき文化財があっても市の動き

がそうなら仕方ないという話です。登録文化財なら，ここに関係なくても決まるじゃない。 

委員：以前は教育員会が文化財を担当していた。行政のシステムが変わっただけでこのあ

りさまでしょ。担当者が文化財の価値があるかどうかをこの会に問うべきであり，それが

決まらないうちに捨てられるというのは納得がいかない。 

委員：市の方向性が出ていない中では，決められない問題じゃないですか 

事務局：ちょうど２０年の１回目に同じお話をしていただいたと思うのですが，価値につ

いてもご意見をいただきまして，（建築ご担当の）先生にもご意見を頂いた。２０年の２回

目の時には，やはりあくまでも所有者の意向を大事にしようという一応の結論ではなかっ

たかと思う。NTT さんからの申請，登録の意向もないということがあり，それを受けての

ことなので，文化財調査会での結論は，相手からの意向があれば今後この場でおいて検討

していくというふうに２０年度の調査会の話し合いについては理解している。 

会長：全く NTTにその意向なしということは，この会では報告がなかったですよね。時間

のことがありますから，調査会の中での意見として記録保存について委員先生にご意見を

調査会から出していかないといけないと思う。記録保存が可能なら，早急に委員先生にお

願いするなり，NTT がプランを持っているなら，詰めていかないといけない。調査会から

お願いして１棟だけでも残してもらうようにできないものですかね。 

事務局：記録保存については，こちらから要望していくが，１棟でも…というのは無理だ

と思う 

委員：担当者が本気になってやらないと，文化財というのは開発にやられてしまうんです

よ。まだ間に合う時に担当者は指をくわえて見ていたんでしょ。 

事務局：私たちは全く計画の内容については知らされてなかった。今年の１月に突然会議

に呼ばれてそのことを告げられて，残せないと言われた。市全体の流れの中で，文化課だ

けが市の流れを止め切るというのは，難しい。開発と法のはざまで苦しんでいるというの

が我々の現実なのです。 

事務局：記録保存を後世に残すというのが今できることです 

事務局：今後早急に我々も勉強していかなければならないので，今後もそれぞれの先生に

個別にお願いすることもあるかと思うがよろしくお願いします。 

事務局：平成 1４年以前に登録文化財制度ができてその候補について県から照会があった時

に，調査会から三畑の掩体と格納庫を推薦したと聞いているが，格納庫は登録できなかっ



 

 

たということは聞いた。ＮＴＴの意向とのことだった。何もしていなかったわけではない。 

 

 

 

 

 

 


