
 

審議会等の会議結果報告 

 

１．会 議 名 平成２８年度 第２回長谷川家文化財専門委員会 

２．開 催 日 時 
平成２８年７月２２日（金） 

午後１０時００分から午後１２時４５分 

３．開 催 場 所 松阪市教育委員会事務局２階 教育委員会室 
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５．公開及び非公開 公開 

６．傍 聴 者 数 なし 

７．担 当 
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協議事項 

（１）離れ等の修理計画について 

（２）屋外便所の新設について 

（３）保存管理活用計画書について ほか 

議事録要約 

 別紙 
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平成 28年度 第 2回長谷川家文化財専門委員会 議事録 

 

○日  時：平成 28年 7月 22日（金） 午前 10時 00分～12時 45分 

○場  所：教育委員会事務局２階 教育委員会室 

○出席委員：菅原洋一委員長、門暉代司副委員長、嶋村明彦委員、中島義晴委員 

○オブザーバー：三重県教育委員会事務局 社会教育・文化財保護課 

○事務局 ：東教育長、松名瀬局長、村林文化資源活用担当参事兼文化課長 

      松葉文化財担当主幹、新田文化財係長、寺嶋文化財係主任 

      中西文化財係、高橋文化財係 

 

１．開会 

（事務局より開会） 

 

２．あいさつ 

（松阪市教育委員会事務局局長よりあいさつ） 

 

３．報告事項 

(1) 前回の協議内容の確認について【資料 1】 

委員長：はい。ではこれ以降、私が進行させていただきます。まず、事項書に沿って進め

て参りますけども、事項書 3、報告事項（1）前回の協議内容の確認について、となっ

ております。まずこれについてご説明お願いします。 

 

（事務局より説明） 

 

委員長：ありがとうございました。ご質問、あるいは修正事項はございませんでしょうか。

11 ページ、指定範囲の考え方など、今まで想定したものと食い違いがあるので、文化

庁の見解を確認するというのがありましたけども、その後、文化庁とお話されました

でしょうか。 

事務局：文化庁の確認は、申し訳ございません、確認はしておりません。 

委員長：わかりました。ほか、いかがでしょうか。前回の協議内容については、今回の議

論の前提になるということで確認いただいたわけであります。必要があればまた戻っ

てくるということで、先に進んでよろしいでしょうか。 

 

(2) 松阪市旧長谷川邸条例の制定について【資料 2】 

委員長：はい。では報告事項（2）松阪市旧長谷川邸条例の制定について、ご説明お願いい

たします。 



2 

 

 

（事務局より説明） 

 

委員長：はい。ありがとうございます。では、ご質問等お願いします。 

旧長谷川邸という名称だと指定名称とは食い違いがあるわけですよね。指定名称を

確認させてください。 

事務局：現段階の指定名称は、三重県指定有形文化財建造物旧長谷川家住宅です。そして

三重県指定史跡及び名勝の長谷川氏旧宅です。 

そして国の方は国重要文化財建造物旧長谷川家住宅となる予定です。ということで答

申が出ています。 

委員長：ありがとうございました。文化財名称としても建造物の名称、史跡の名称が違っ

ている。だから、統一的な名称にした方がやはりややこしくない。 

委員：国の指定の答申の名称に合わせたらどうですかね。 

委員長：今までこれを使ってきてそれで問題がないのであれば、これでもいいかなという

気はしますけど。ただ、邸というと町屋な感じではなくなっちゃうんですよね。 

委員：これはあくまで暫定的なものですか。 

事務局：今の段階ではそうです。 

委員：週に、火水木と 3 日間休みがあるわけですから、他の施設との整合性はいいのかな

と思うのですが。 

事務局：ただ月曜日を開館しているということは、他の施設が休館になっているところの

補完的な意味もあります。 

委員長：全部閉まってると良くない。 

事務局：それをちょっと意識しております。 

委員：いわゆる施設の設置条例ですよね。名前が色々あるのは。 

門委員：小津邸の設置条例とはほぼ一緒のような内容なんですか。例えば入館料等も含め

て。 

事務局：そうですね。表現の仕方はほぼ。今は設置条例という言葉は使っていないんです

けどね。 

委員：一つ公開時間だけ、今夏場で 4 時というのは実際少し早いですよね。夏場と冬場と

分けてやっているとこありますけど、ちょっと夏場で 4 時というと早いような気がし

ますね。多分商人の館も 4時だったと思うんですけども。 

事務局：商人の館は、季節によっては 4時と 4時半に使い分けています。 

委員：名称ですけども、設置条例自体は施設の全体をさしますよね。そういう中で、現段

階でも建造物の指定と史跡としての指定名称が違うという意味でいうと、無理に建造

物だけに合わせる必要もないのかなという感じはするんですけど、逆に今回の設置名

称がそういうふうな史跡であるとか建造物であるとかというのをできるだけ包含でき
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るものになっていた方がいいと思いますが、邸という言葉のイメージが合わないと思

うので、そこは検討した方がいいと思います。 

事務局：通常我々が旧長谷川邸と呼ぶ場合は、建造物と敷地庭園を包含した意味合いで使

用しています。 

委員長：一番無色透明だと長谷川家ですね。 

委員：○○家住宅という名前では。 

委員長：住宅までいくと建造物になってしまう。 

委員：別の件でもいいでしょうか。入館料というのは入り口で徴収をされることになると

思うんですけども、逆に使用料として、大正座敷と離れ座敷のある意味占用を認めて

いるわけですよね。入館料で入った方が占用スペースに入っていくことはどんな風に

考えておられるのかな。 

事務局：そのあたりは、まず使用される団体にはオープンな形の使用の仕方を求めていき

たいというふうに考えております。 

委員：どうしても占用を認めてしまうと、そこのスペースは自分たちが借りたところで他

の人をある意味排除してしまうということがありうるので、公開の部分がメインで使

っている姿自体も公開の対象なんだということが、使用者に正しく伝わるようなこと

が必要かなと思います。 

県教委：そうすると映画のロケとかそういったことは考えてらっしゃらない。 

県教委：六華苑さんは貸し切りでロケなんかに使っていただいて、使用料を取られて収入

源になっているということを聞いているんですけども、そういったことが観光サイド

側ができることの可能性というのはあまりないのですか。 

事務局：そこちょっとわからないですね。可能性もありますし、六華苑さんのお話は参考

に聞かせていただいたんですけども。 

委員長：原則は原則として、だからその時通常は内部まで立ち入ることができないという

ことであれば入館料に反映すべきなのであって、それで運用できると思うんですよね。

それと開館時間が短いんじゃないかという話がありましたが、特にこれは極めて短い。 

委員：小津邸とかと合わせていただければいい。あと一点。これは、防火設備とかは大丈

夫なんでしょうか。あと、トイレの問題。 

事務局：消防の方とも過去に 2 度ほど打合せはしていましたが、今現在保存管理活用計画

をつくっている最中であって、その中でも自火報のことも入れていきたいということ

を消防にも伝えている段階でございます。 

委員：もう一点だけ。これは長谷川邸の公開ですけども、資料の閲覧、撮影とか掲載申請

についての、これはまあ規則でもいいと思うんですけども。 

事務局：そうですね。条例施行に合わせて、今おっしゃっていただいた様式の規定なども

含めまして、規則の準備を行いたいと考えております。 

委員長：公開できる範囲は、だんだんと拡大していくと思うんですけども、入館料もある
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段階で見直しをするということになるんでしょうか。 

事務局：正直あまりそこまでは、想定してなかったんですけども。 

委員：やはり有料となれば展示もある程度それなりのことを考えておかないといかんでし

ょうね。 

事務局：また後ほど触れさせていただく分もあるのかなと思ったんですが、資料 5 をご覧

いただきますと、近い将来の旧長谷川邸内の来館者の経路ですとか、展示場所の案を

示させていただいております。当面この範囲がさらに増えていくということはあまり

想定しておりません。 

委員長：わかりました。 

県教委：広い範囲と独立した建物に入っていただく計画になってますけども、防犯体制と

か、係員の設置の体制というのはどのようにお考えですか。 

事務局：今もう既に職員の各所への配置は行っております。ですので、そのあたりで現状

の人員配置で対応できる、というふうに考えております。ガイド兼監視役みたいな位

置づけでやってもらいたいと考えております。 

委員長：ほかございませんでしょうか。 

事務局：名称なんですけれども、実は旧長谷川邸という名称ですね、かなり市民権を得て

おりまして、もしよろしければこのままやらせていただきたいと考えております。 

委員長：はい。ではこの条例案について、ご説明をいただいたということで進んで参りた

いと思います。 

 

(3) 観光交流拠点施設別館に対する意見書の提出について【資料 3】 

委員長：では次、（3）観光交流拠点施設別館に対する意見書の提出について、お願い致し

ます。 

事務局：それでは資料 3をご覧ください。これは去る 6月 10日に市長室におきまして、委

員長と副委員長から市長に手渡された意見書の本文部分の写しでございます。この意

見書につきましては、新聞報道でも市民に周知されておりますが、竹上市長から重く

受け止めるという発言がございましたように、この意見書を頂戴したのち関係部署に

おきましてご指摘事項をもとに様々な再検討をしております。 

委員長：意見書を真摯に受け止めていただいているということですが、ご質問等ございま

すでしょうか。よろしいですか。ではご報告ありがとうございました。他に報告いた

だくことはございますか。 

 

４．協議事項 

(1) 離れ等の修理計画について【資料 4】 

委員長：よろしければ進みます。では協議事項に参ります。協議事項 1、離れ等の修理計画

について。ではご説明お願いいたします。 
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（事務局より説明） 

 

委員長：はい。ありがとうございます。ではご意見等お願いいたします。 

床下換気口ですけども、一か所で大丈夫かな。自然換気でいくかと。調査されてこ

ういう提案をしているのでしょうけど、もう少し数を増やすということも必要なのか

なという気が致しました。強制換気だと電気系統は大丈夫なんでしょうね。健全であ

るかということ。 

事務局：健全と思われます。 

委員長：それも確認をいただければ。 

事務局：はい。 

委員長：瓦なんですけども、ここのところだけ釉薬瓦を使っていて他とは扱いが違います

よね。もともとそうなのか、葺き替えなのかということがそもそもあって。他に比べ

て勾配も緩いので、しかも茶室ですから、こけら葺きだとか板葺きとか、そういうも

のであった可能性もあるんじゃないかと思います。今回部分的に差替えというのはい

いかなと思いますけども、取り替える部分が多いので、そうであれば、その際、下地

について調査をして、本来の葺き方はどうなのかという情報は得るべきだと思います。 

委員：板葺き、あるいはこけら葺きの痕跡の確認ですか。 

委員長：板葺きだとあまり残らないかもしれないけども、こけら葺きだったら竹釘が出て

きたりということがあるかもしれない。 

嶋村委員：委員長が言われた、換気口ですけども、これ、離れ座敷側の床下の空気を台所

といわれているところの床上に空気を流すというものですよね。ということは、どち

らかというと、座敷側の床下を抜こうという考えなんですかね。 

事務局：そうです。昨年度修理しましたところですね。かなり湿気が高いということがご

ざいまして、そこの不具合の修正、改善であるということです。 

委員：この台所側の床下の通気というのはどうですか。離れ側から空気が流れてくるけど

それは床上で、台所自体の床下の通気というのはどんな風に図られているのでしょう

か。 

事務局：それはですね。台所から外へ抜ける通気口では今はないということで、床をめく

っておくとか、窓を隙間を開けておくとか、そういうふうな考えですね。 

委員長：新設の換気口も結局屋内に作られるので空気は動かないですよね。 

事務局：営業時間中は窓を開けておく。そういう工夫は必要であると思います。 

委員長：少し現場を見せていただいたほうがいいかもしれませんね。 

委員：考え方の整理なんですけど、ここに通気口を設けないといけないという、これは新

設ですよね。要は離れ側の床下の空気を抜くということをしたいんですよね。 

ここについている、斜線の入っている材料は今回新たに入れる材料ということです
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よね。100×80。このけんどん式の網戸を嵌めるための、框に、鴨居にあたるものなん

ですよね。これは新設なんですよね。 

委員長：この高さにつける意味は何かあるんですか。床下になるだけわかりにくいところ

にということなんでしょうかね。土壁の撤去をなるだけ小さくしようとしている。 

委員：確かに離れの床下の空気を抜くのにはいいかもしれないけど、台所自体の意味づけ

の中でこれがいいのかどうなのかというところの判断はどうなのかなと思うんですけ

ど。 

事務局：台所の部分が後付けのような形で作られているという部分もございまして、これ

からの使用の部分とか考えますと、ここへ、高さはこれだけ、600近く違うということ

で、向こうへ通気口を設けて座敷側をまずは守るということをやって。 

委員：保存管理計画の中で考えるときには、どちらかというと台所というのは保存部分か

ら、ランクが落ちるかもしれない。 

事務局：敢えてつけるとなるとそういう可能性もある。 

委員：わかりました。とりあえず。 

県教委：台所の増築年代はわかっているんですか。 

事務局：今ちょっとお応えできる資料がないです。 

委員長：いろいろ問題もございますので、あとで確認したいと思います。 

委員：あと一点、前にも聞いたのかもしれないですけど、この応急修理の内容についての

県と国との協議って具体的にどんな状況ですか。 

事務局：今後重要文化財になっていくということを踏まえまして文化庁にも内容の確認を

取っていただくということになっております。 

県教委：今回の資料である程度細かな仕様が出ていると判断しまして、文化庁の方と協議

かけていきたいと思います。 

委員：これは本年度中に発注ですか。 

事務局：はい。 

委員：では、近々入札にかけたいということですね。 

事務局：事業といたしましては、今設計なんですけども 7 月末期限という契約になってい

るんです。8月開けますと営繕の方に執行依頼かけまして、工事業者の入札、年度内に

は完成という形を事業としては考えております。 

委員：国指定の中に離れはないですか。 

事務局：離れ、入ってます。 

委員：入るんですよね。その時の台所の考え方って、特に復原するということは全然ない

わけですね。特に指定部分から外すということはないのですね。中にはちゃんと入っ

ているんですね。そうするとなかなか厳しい。 

県教委：一点よろしいでしょうか。外構の応急修理の中で池までの傾斜部分を芝等で表面

を覆うという案をいただいているんですけども、新たに芝を足すことについてはいか
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がでしょうか。 

委員：私もどうかなと思ったんですけど、これは土が流れないようにということですか。 

事務局：そうですね何らかの措置をということです。 

委員：応急でなくてずっと続けるのであれば当初の形で行った方がいいと思う。 

事務局：芝じゃない方がいいんではないかということですか。 

委員：現状はどういう、土なんですかね。で、砂利が敷いてあったりという感じでもない。 

委員：こけが枯れちゃいましたよね。 

県教委：地被類があったかどうか、よくわからない。 

事務局：こけの様な地被類は生えていますけど、全体的にびっしり生えているわけではな

い。 

県教委：作庭の意図を反映しているかはわからない。 

事務局：はい。 

委員：できるだけもともとの形を調べて、全部芝にしてしまうとかなり印象が変わると思

いますので。 

事務局：現状では、土と若干のこけと、若干の草が生えているという感じです。 

委員長：ここの園路の傾きというのは砂が流れたことによるのか、他の原因があるのかっ

ていうことは確認する必要があると思うんですけども、今回工事に先行して何か所か

トレンチ入れるっていうことはするんでしたか。 

事務局：はい。トレンチ調査を予定しております。 

委員：そのトレンチ調査の結果にもよると思うんですけども、今図面で延段の図が書いて

あるページがあるんですけども、A-26 の次のページ延段の下に砕石とかモルタルを面

状に設置するという設計になってるんですけども、これは、地下遺構、もともとの形

が残っているとしたらこういうことは出来ないと思います。あと、灯篭の方は、地下

の構造が書かれているんですが、こういうふうにしたいっていう事で砕石と基壇がか

かれているんですか。 

事務局：積み直しするにしても下を、固めてしまわずにグリ石等で灯篭が動くようにして

おいた方が安全ではないかという意見を頂いきました。一旦積み下ろしという形、今

の傾きを直すという意味合いが強いものと考えています。 

委員：地面を掘削してこの図の通りにするっていう計画なんですね。今後の安全とか考え

て補強するというのも一つの考え方とは思うんですけれども、もともとの置き方を尊

重するのが名勝としての扱い方かなと思います。 

県教委：もし、基礎地業があれば、その基礎地業を生かしたような形で復原ということで

よろしいでしょうか。 

委員：あまり、地面の掘削をするのは良くないんじゃないかと 

事務局：今回解体復原するという中で、今後の危険性を少しでも、倒壊ですとかずれとか

少しでも防ぐような観点で、基礎部分はより安定した状態にもっていきたいという思
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いでこういう案にさせていただいております。 

県教委：地下遺構が発見された場合の対処案は想定されているんでしょうか 

事務局：特に今は想定していません。地下遺構とか出てきた場合、その地下遺構を尊重し

てそのまま置くとか、出てきた場合どういうふうな方法をとるのか案としてもってお

りません。 

委員：灯篭部分の考え方としては、もともとのやり方があまりにも持たないやり方でやっ

ていたのであれば、改善することが必要かと思うんですけど、もともとやっていた状

態に戻せばいい、それだけで済むのであれば構造的に問題ないのであれば元々のやり

方に戻すっていう方針でやっていただいた方がいいと思います。地下遺構の話が出た

んですけども、明治の庭園の絵図が報告書に出ていましたけども、庭園に袖垣以外に

も垣があって、この庭園が区画されているような感じに描かれているんですね。今後

復原なりを考えた方がいいかもしれないので、その痕跡がないかどうかを調べていた

だきたいと思います。まずは地表面観察して、そういうものがあったのかということ

を調べていただきたいと思います。 

委員長：四阿の支柱なんですけども、平面図 A-24で見てると園路とバッティングするよう

な感じがするんですけど、それが大丈夫なのかということと、平面的には四阿から最

適位置ということでやったんでしょうけど、そうすると立面で言うと、当然ながら支

柱の傾きとか全部違うんですよね。これをもう少しきれいにおさまらないのかなとい

う感じがいたします。人の動きに対して障害があってはいけないので確認したいと思

うんです。 

事務局：この平面位置ですとぎりぎり妨げにはならないというふうには考えているんです

けども、この延段ですとか、すぐ脇を通る形になりますが。 

委員長：これ、四阿から離れに行くそういう動線も想定していますよね。 

事務局：そうですね、資料 5 の図面でいきますと四阿までは近づいてはいけるんですけど

も、それ以上中に入らないということですね。 

委員：これは本格的に修理する建物ですか。倒壊防止という意味ですよね。外に支柱では

なくて建物の中に建てるってことは難しいんですか、方向性として。 

委員長：添えるくらいでやれないのかな。 

委員：もし中に人が入れないんであれば床板を一部外すということをしながら、中に柱を

立てることで回りに変な影響を与えなくて済むような補強法って考えられないですか

ね。 

事務局：その可能性があるかどうか検討してみます。 

委員：目障りですよね。 

委員：まわりを掘ったり、いろいろすることがない方が、仮設的であれば 

委員長：他ございませんか。そうすると今のご指摘は必ず無視するわけにはいかないと思

いますので、事務局のほうでも気にしていただいて工事の実施にあたってさらに見直
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しをするということでお願いいたします。 

 

(2) 屋外便所の新設について【資料 5】 

委員長：それでは(2)屋外便所の新設について、お願いいたします。 

 

（事務局より説明） 

 

委員長：ということでご意見お願いいたします。 

委員：仮設トイレという考えですか 

事務局：仮設ではなくもう少ししっかりしたトイレを想定しています。 

委員：米蔵の図面で行きますと下の部分が一番いいと思いますけども、これはたぶん米蔵

の修理に関わってくると邪魔になるでしょうから、例えば仮設的なものにしておいて、

ある程度修理が済んだ時点でトイレをこのあたりにもって来るということも考えられ

ないかなと思うんです。それともう 1 点は、長谷川邸の隣地、ちょうど図面で行きま

すと表蔵の隣ですけども駐車場がずっとありますよね。あの辺の、これお金かかる話

ですけども、買収していただいて、ガイダンス施設、ないしトイレそういった便益施

設に使うといいなと申し上げたことがあるんですけども。 

委員長：ここのところ長谷川家に取り込む可能性はないですか。便所計画地の上の部分。 

事務局：用地に関しましては今すぐ答えられません。トイレに関しましては今、殿町側の

お示しさせていただいた通り考えているんですけども、これはあくまでも仮設ではな

いんですけど、小規模なものとして考えておりまして、長い目で見た将来的には、メ

インとなるトイレはやはり必要になってこようかということは想定しております。 

委員長：そうすると排水経路でですね、米蔵周辺の排水経路のぶつかったところで桝がで

きるとかということも考えないといけないですかね。石橋のあたりか、勾配確保する

なら、相当深くなりますよね。どの程度の規模で考えていますか。 

事務局：新設トイレですね、平面形で今考えている次元での話なんですけども、10 ㎡を超

えない、未満という規模で考えています。 

事務局：原田二郎旧宅へ建てた位の規模で考えています。 

事務局：今、原田二郎旧宅の方では、男女兼用 1 か所と多目的が 1 つ。合計二つの部屋割

りとなっています。 

委員：ゆくゆくは、部屋を貸したりすると、それでは足らなくなりますよね。あと団体と

か 

委員：そのいずれは利用者の人に対応できるような大きなものを作らないといけない。そ

の中でこの場所に一つトイレを設ける意味というのは、例えば参観の方が経路的には

非常に長い中でその途中で必要が生じたときに緊急的に使わないといけないトイレも

必要だろうと、そういうふうな考えということですか。 



10 

 

事務局：そういった一面もあろうかと思います。 

委員：便宜的に言うと、本格的なトイレと考えるのであれば保存管理活用計画の中に位置

付けてやるべきだろうと思いますし、そうでなくて当面公開の始まる中、あくまでも

仮設なんだ、将来的には取り除くんだよということであれば、やはり下水接続をせず

に当面の利用者の利便のためだけのものとして設置をするならするということになる

と思います。 

事務局：今考えておりますのは、先ほどありましたように大規模なトイレを設置するとい

う方向で考えておりますけども、それが実現するのは修理がひと段落する頃となりま

す、そう考えますと 10数年間の間のトイレとしましては仮設的なものを設置するとい

うのはどうなのかなというところがございましたので、ゆくゆくは米蔵近くがメイン

トイレ、そして今、図示させていただいておりますのがサブトイレというような位置

付けで、設けていきたいという現段階の考えでございます。 

県教委：この場所は将来的な修理にあたって例えば工事のバックヤード的なところに支障

がある場所ではないんですね。資材の搬出入とか資材置き場とかそういったところも

勘案されたうえでここということ想定してらっしゃるのでしょうか。 

事務局：ここは敷地の端にあたるということから影響も最小限に抑えられるのかなという

ことは考えました。 

委員：場所的には後の資料になりますけども、敷地内の区域のところの中でも整備区域に

設定されているので、これまた議論は後ですけどそういう意味で言うと、そこと不整

合が起きているというわけではないとは思います。だけど、ここにそういうものをつ

けることによってやはり、他のところに、例えば下水管の設置でありますとかってい

う影響が出てくるわけで、そういう部分をどう考えるかということだと思うんですよ

ね。 

委員長：下水接続と浄化槽使用と両方考えておいた方がいいんじゃないでしょうか。それ

の優劣比較になることもある。 

事務局：公共施設という観点からなかなか新設のトイレで浄化槽につなぐというのは、市

の立場としては推奨されないものであるんですけども。 

委員長:やはり史跡の中に設置するというものなので、できるだけ不要な改変は避けたい。

最小限の改変としたい。当面トイレを設置すると他に位置の提案ございますか? 

県教委：第 3分館の隣の庭というか、史跡外の。 

事務局:そこは観光交流拠点施設別館の敷地の予定です。 

委員：別館の進捗状況というのは、その後進展ありましたか。いつごろまでに完成させる

かとかそういう話はまだ全く動いてないですか。 

事務局：専門委員会からいただいた意見も踏まえて検討中、具体的には出ていません。 

委員：まぁどちらにしても離れすぎているなぁという感じがします。利用者から見たら非

常に不便ですね。でも、修理を考えると魚町側では無理がありますね。 
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委員長：やはり殿町側で確保するしかないでしょうね。そうすると今の位置というのは現

実的ではあるなと思いますけども、そうすると環境への影響を最小限にするという、

そういう観点でもう一回見直すということ、西蔵、新蔵の間の通路がありますからそ

ちらに近い側っていうのは工事の時に使う可能性はないとは言えないでしょうね。ほ

かにご指摘いただくことございませんでしょうか。 

 

(3) 保存管理活用計画書について【資料 6】 

委員長：では、(3)保存管理活用計画書について、お願いいたします。 

事務局：資料 6 以降の保存管理活用計画書につきまして、当業務のコンサルティング業者

からご説明をさせていただきます。この資料と合わせまして前のモニタの方でも資料

の説明がございます。 

 

（継承社より説明） 

 

委員長：作業としては庭園についてはほぼ固まっていて、建物の方は継続中ということで

すか。 

継承社：今、主屋がほぼ、大正座敷が検討中、プラス離れがまだ。 

委員長：建造物については、今説明のあった問題がありますけれども、これはまた建造物

としてまとまった段階であらためて検討するということでよろしいかと思います。ま

ず庭園についてはいかがでしょうか。 

委員：保存管理計画 1 ページ、第 2 章の部分ですけども、色分けをしていって、保存部分

と保全部分とその他の部分というのは、この計画書の中でここで初めて出てくる分け

方ですか。 

継承社：はい、ここで出てきます。 

委員：はい。そうすると特に、その他の部分ですけども、活用または安全性の向上のため

に改変が許されるということですけども、なぜ許されるかというと、その他の分だけ

が、近年改変を受けて、したがって、今後整備で改変してもいいというようにつなが

っていくようにしていただければと思います。あとは構成要素の表をつくっていただ

いて、すごく細かくやっていただいているので大体いいと思いまして。今後破損の状

況とか、樹木なんかでも景観に支障のある樹木とか、それはつけたしていけばいいの

かなと。 

継承社：補足になりますが、先ほど、茶庭の部分の竹垣が、その痕跡がないかを調べる必

要というお話がございましたが、この図の中で、おそらく枝折戸ではなかったかとい

う痕跡がみられますので、カウントはしております。もう一つ、表庭の袴付の袖塀の

先にどうやらやはり枝折戸があったようです。 

委員長：これからまだ調査継続していくわけですけども、今この場で方針なり、確認して
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おいた方がいいことはありますか。 

継承社：ちょっと判定のつきにくい樹木のラインについての判断と、特にこの山の中の辺

りの線引き、この離れ北外構としているところと、池の北の庭としているところの線

引き、あるいは、この辺りで分割した方がいいんじゃないかといったところを現地で

みながらいろいろ確認をしていただけるといいかなというところです。 

委員長：わかりました。建造物についてはいかがでしょうか。 

委員：建築の部位の基準の設定なんですけど、基準というのは、現状であるものをどう位

置づけるか、ですかね。方向性、将来の方向性を示す、どうでしょうか。 

継承社：将来の方向性も含めてます。基準 1 は取り替えのきかない、取り替えしてはだめ

でしょうという主に柱や梁などの軸部。基準 2 が使っている、利活用している以上、

どうしても腐ったり、更新せざるを得ないでしょうという部分。屋根の瓦ですとか、

下見板ですとか、あるいは仕上げの壁土ですとか、ここら辺はいずれ更新も含まれる

でしょうという、畳も含めて、ということで基準 2としております。建具に関しては、

基準 1か基準 2。基準 1は主に材料を取り替えない板戸を中心としたもの。一方でガラ

ス戸のガラスですとか、襖紙ですとか、障子紙ですとか、いずれ更新していかなけれ

ばならない要素を含んでいるものは基準 2としております。 

委員：ちょっと 1 点いいですか。今、道具類の調査も並行してやってくれているんですけ

ども、ひとつその、建具が大量にあるんです。すべて残すのは大変ですので、その辺

の仕分けといいますか、それもちょっと見ていただくことができたらなあと思うんで

す。 

委員長：建具についてはどこの部屋の建具か特定できますか。 

委員：いや多分全部は難しいと思います。今、無いような建物の建具があるんです。 

委員長：そうすると、今の指定されている建造物と一体をなすものという位置付けができ

るかどうか。それでそれは誰も調査していないという。 

委員：一回、最終的に保存すべきかどうかを検討しなければいけないなと話はしているん

ですけども。またそういう機会があれば一度建具も見ていただくことができればなと。 

事務局：この建造物に関するカルテ状のものですけども、もう少し完成に近いものができ

てきた段階で資料をお送りいたしますので、例えば、建造物であれば建造物の先生に

集まっていただいて、現地で確認する作業をしていただくということでいかがでしょ

うか。 

委員長：個別の内容の確認が必要になりますで、ここでは大きな方針とか解決すべき点に

ついてご指摘をいただければ、今、指摘のありましたような建造物の一部であったも

ので落ちているものをどうするのか。 

委員：結構いろんな蔵に分かれておいてありますね。 

委員長：調査するということになれば建具表のようなものをつくって実測して写真をとっ

てその上で評価をするということになると思う。 
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県教委：先ほど言われた、残した建具というのは、長谷川家の資料の方で調査対象から外

れているものという感じですか。 

委員：基本的には取るようにしていますけれども、傷みが酷いのは外したものもあります。 

委員長：そうすると、保存すべきものと廃棄がやむを得ないものという区別がつけば、当

面いいということですか。 

委員：ある程度その区別はされていると思います。 

委員長：そうすると、区別についてこちらでちょっと確認をすればいいということですね。

新たに調査を起こす必要はなくて、見た上で必要であればするということですね。 

委員：それで見ていただければ。 

委員長：そういうことですね。わかりました。 

委員長：こういうところは建具も取り替えますから、今入っているものの数倍の量がある

はずですよね。 

委員長：他にございませんでしょうか。そうしますと、あとは個別にご意見をいただくな

り、全体に集まったところで改めて見直すということで進めて参りたいと思います。

それでは協議事項については議論をつくしたということで。その他でございますが、

事務局の方で何かございますか。 

 

５．その他 

事務局：次回の委員会、第 3回ですけども、10月から 11月を予定させていただいておりま

す。改めて日程調整をさせていただいてもよろしいでしょうか。またお願いいたしま

す。 

委員：次回やるのは向こうでやった方がいいかもわからないですね。 

委員長：現物を確認しつつということで。10 月というのは要するに調査がほぼまとまって

いる、そういう段階ですね。ということでよろしいでしょうか。 

事務局：はい。 

 

６．閉会 

委員長：わかりました。ではそのようにさせていただきます。では、この場での協議は無

事終了とさせていただきます。どうもありがとうございました。 

 


