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平成 28年度 第 1回長谷川家文化財専門委員会 議事録 

 

○日  時：平成 28年 5月 18日（水） 午後 1時 30分～4時 30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、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 

○欠席委員：林良彦委員、嶋村明彦委員 

○事務局 ：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 

（文化資源活用担当参事兼文化課長あいさつ） 

 

３．紹介 

（事務局より委員会名簿に沿って紹介） 

 

４．副委員長選任 

事務局：昨年度より、副委員長不在のまま開催して参りましたこの委員会でございますが、

本日の委員会におきまして、改めまして副委員長をご選任いただきたいと考えており

ます。副委員長につきましては、松阪市文化財保存活用整備等委員会規則第 5 条第 1

項の規定によりまして、委員の互選により選任いただくことになっております。 

委員長：互選ということですから、私が提案させていただきますが、門委員にお受けいた

だくのが適切であると思いますがいかがでしょうか。 

事務局：門委員を副委員長にとのご推薦をいただきました。よろしいでしょうか。 

事務局：それでは門委員を副委員長に選任させていただきます。 

それではこれから事項書の 5 報告事項に入らせていただきます。松阪市文化財保存活

用整備等委員会規則第 6 条第 1 項の規定によりまして、委員長が議長となります。菅

原委員長よろしくお願いいたします。 

 

５．報告事項 

(1) 前回の協議内容の確認について【資料 1】 
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委員長：事項書 5報告事項から始めてまいります。(1)前回の協議内容の確認についてとな

っております。事務局から説明お願いいたします。 

 

（事務局より説明） 

 

委員長：よろしいですか。では前回の議事録についてはご確認をいただいたということに

させていただきます。あと、これ以外に今回の協議に関連してご報告いただくべきこ

とがありましたら、事務局の方からお願いいたします。 

事務局：はい、それではご報告させていただきます。実はこの 5月 20日今週末の金曜日で

ございますが、この日に国の文化審議会が開催されましてその場で旧長谷川邸、正式

名称は旧長谷川家住宅の 8 棟につきまして国の重要文化財、建造物として指定するよ

う答申される予定であるというようなことでございます。まだ、発表段階になく、現

段階といたしましては資料提供を行った状況でございまして、この 5月 20日の 5時以

降にマスコミの方が解禁されるということでございます、新聞につきましては 5 月 21

日土曜日の朝刊からの報道ということになります。もう少し詳しくご説明させていた

だきますと、対象となりましたものが、旧長谷川家住宅 8棟、主屋、大正座敷、大蔵、

新蔵、米蔵、西蔵、表蔵、離れ、というものでございます。この離れには茶室の部分

もついているといようなことで、主だった 8 棟が全て対象となったというところでご

ざいます。そして、附がございます。附は袴付 1 棟、表塀 2 棟、中門及び中塀一棟、

庭塀一棟、物置一棟、稲荷社一棟、あずまや一棟、そして建造物ではございませんが、

棟札が一枚、祈祷札三枚、そして絵図が 5 枚でございます。今申し上げました稲荷社

一棟には、3基の鳥居も含まれております。 

委員長：そうしますと、県指定として残るのは何かということ。 

事務局：県指定で残るのは、稲荷社の手水です。あと、待合がございましたが、文化庁の

調査官のお話しの中で、表塀に含めて考えるというコメントをいただいておりました

ので、これはもう一度確認してみたいところであります。 

委員長：妥当な判断だと思います。そうしますと、基本的に、県指定の建造物は入ってい

るということで、物置も入っているということですね。それを前提にして以後の修理

計画等の話をしていきたいと思います。ほかにご報告いただくことはございませんで

しょうか。 

委員：ちょっと一点。棟札 1点というのは、天明三年のものですか。 

事務局：違います。米蔵です。 

県教委：米蔵のものについてのみ文言で上棟ということが入っていたと思います。ですの

で、文化庁の方としては上棟という文字が入っているものについては棟札ということ

にして、それ以外のものについては上棟という文言が確認できないということで、祈

祷札という整理をしたようです。 
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委員長：離れのものも祈祷札扱いで附指定ということですか？ 

県教委：はい、主屋と新蔵と大蔵。 

委員：そうすると離れは入っていない。 

事務局：そうです。離れは建物と一体という判断で。 

県教委：別置きしてあるものについては附指定していますが、本体に残してきたものにつ

いては建物と一体ということで、附とはしないという風に聞いていますので、ついて

いるものについては附指定にはなっておりません。 

 

６．協議事項 

(1) 保存管理活用計画書について【資料 2】 

委員長：ありがとうございます。では協議事項にすすんでよろしいです。協議事項 1 が、

保存管理活用計画書についてとなっておりますが、これについて、ご説明お願いしま

す。 

 

（事務局より説明） 

（継承社より説明） 

 

委員長：ありがとうございました。いかがでございましょうか。三枚目、便所・物入・手

洗が一括して書いてあるんですけども、最初の 2行が 3つについての一括した表現で、

ただし以下で便所の話を書いているんですよね。で、便所しか書いていないんですよ。

問題は最後の文。利活用への対応が難しいので、耐用年限と同時に役割を終えるであ

ろう、とこう書いてある。この評価が便所についていっているのか、物入や手洗いに

ついても含まれるのかが不明確であるので、これを直していただきたい。私は、便所

は役割を終えるというのについては私も同じ意見ではあるのですが、手洗いは残して

もいいのではないかという気がしている。いろんな見方があると思いますけども。手

洗いや物入れについて、どのように位置づけるべきなのかというのがいるだろうと思

います。 

継承社：まず、すいません。ただし以下は主語が抜けていて、便所についての見解でござ

います。それから、物入・手洗いについて、物入れについては、特に何も問題がない

小さなものですよね。 

委員長：はい。 

継承社：いつまで経っても丈夫だと思います。それから手洗いに関しては、特に手洗用の

屋根があるわけでなく、タイル張りの雑巾流しみたいなところでして、こちらも特に

支障をきたすようなものではありませんが、一部水がぽたぽたと漏れるような状況に

なっているように思いますので、そういった整備は必要になってくる。 

委員長：建物全体の評価にかかわって、下限が少なくとも大正座敷だと。大正座敷ができ
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てそれが実際に使われる、もう少し時間の幅があるでしょうから、昭和戦前くらいま

でいくだろうとしたとき、ここの部分が年代的にどのように位置づけられるのかとい

うことがひとつあると思うんです。明らかに外れているというのであれば、活用の可

能性ということから判断になると思いますし、その大正座敷と一連のものというふう

に見られるのであれば、少し考え方も違ってくると思うので。 

事務局：文化庁の方から送られてきている資料では、先ほど申しましたように物置は附の

対象になっている。 

委員長：物置は入っているんですね。 

事務局：そうです。昭和前期の物置は附です。そして、便所は主屋の一部として、本体の

指定対象に入っている、この図面を見る限り、主屋の中に便所の角屋風の部分が入っ

ています。物入れと手洗いは入っておりません。 

委員長：便所は指定範囲。 

事務局：物置は物置として附です。 

委員：手洗いもどちらかというと外流し的なものかもしれない。 

委員長：必ずしも文化財的な位置づけは必要ないと思うんですけどね。 

委員：大きな日常つかえるものになっているんですね。バケツ類とか。 

委員長：しかしこのトイレは困りそうな気がしますけどね。 

委員：便所はきちっとした形で残さないといけないということですね。修理もしていかな

いと。 

委員長：これは今後の修理のときの協議で外すというやり方はできますか。 

県教委：指定の範囲に含まれてしまうと外すということになると現状変更の対象になって

くる可能性が高いと思います。ですので、どちらかというとトイレとして整備をして

いくという方向は難しいでしょうか、活用上。外すということになるとおそらく現状

変更の対象になってきます。 

委員：しかし当面はこの便所なしでは、これをなくしたら大変ですので。残さなければ。 

委員長：当面使うのはいいと思う。 

委員：例えば表座敷と新座敷の間の板の間なんかは、これも含んでのことだと思うんです

けども、これなんかを取っ払うというのは同じように難しいですか、修理のときに。 

事務局：文化庁からの白黒の平面図からいうと入っています。ただ、これは屋根伏図です

ので。 

委員長：規模で特定しているでしょう。 

事務局：桁行とか梁間とかのサイズはありますので、精査したいと思います。 

委員長：板の間は入らない方がいいと思う。それから便所も入らない方がいいと思う。と

いうことなんですよね。配置図で確認しますと、物置の南側に流しがあります。黄色

で。それは、入りますか。流しをよく覚えてないのですが。 

継承社：いや、トタンの片流れで流れてて、ブロックで積んだような流しが、主に雑巾を
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洗うところだと思うのですが 

事務局：指定説明の屋根伏図でいうと流しも含まれています。 

県教委：個別の平面図はついていませんでしたか。 

事務局：個別の平面図を見ると、個別の平面図の部分ではついています。 

委員長：入っていますか。 

事務局：入っています。 

事務局：先ほどの便所も個別平面図についています。 

門委員：ということは主屋の延べ面積に含まれている。 

事務局：板の間のところも入っているように見えます。この辺もう一度きちっと詳細な図

面で確認したいと思います。 

委員：いずれにしても修理の時は一度壊さなきゃいかんでしょうし。 

委員長：少し煩雑にはなるけれども。 

県教委：指定に含まれているというのであればきちんと整備活用計画の中でどんなふうに

使っていくかを考えていただいて、そのうえでここに関しては整備活用上支障が出る

ということであれば、文化庁と協議をしていくということになるかと思います。 

委員長：保存活用管理計画の書きぶりが非常にむつかしくなる。 

県教委：少なくとも単体として物置が附指定になってくるということですので改変がなか

なか難しくなってくるかなと思われます。 

委員長：文化庁の方が我々よりずっと進んだ考え方で年代の下限がうんと後になるんです

よね。だから、そういう前提で考えていくのか、それとも。いずれにしても、きちん

と評価していない部分なんですよね。 

これについてまとめて評価しなければいけないということになりますよね。 

委員：しかし、この計画のなかで黄色の部分についてもその評価をきちっとしたうえで修

理計画を出さないと文化庁もうんとは言いませんよね。とりあえず、裏の離れとの屋

根部分あれも入っているんでしょ、つなぎの部分、渡り部分。 

事務局：入っていません。 

県教委：調査官が現地調査入られたときに平面でどこまで指定範囲という協議されている

んですか。 

事務局：ひとつひとつ確認はしていないですね。 

委員長：この黄色の部分というのは県指定の範囲には含まれていないと認識していたんで

すけど。 

委員：黄色の部分については、多分昭和の話でしょうからその出入りの大工さんに聞いて

もらうとか、そういうことで確定できませんか。いつ頃のもんだっていう。 

委員長：50年たっていないもんね。 

委員：出入りの大工さんを調べてもらって、多分決まってると思いますよ、それで、いつ

修理されたものかっていうことを掴んでおいたほうがいいと思いますよ。 
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事務局：そうですね。そうするとさっきの記述のところですけれど、便所、物入れ、手洗

いとまとめて書いてありますけれど、それぞれに独立で書かかないと、後のスタイル

が変わってくるということですね。 

委員長：ともかく指定の範囲については今更どうこう言う余裕はないので、それで行かざ

るを得ない、ということですよね。 

県教委：再度文化庁に平面上でどこからどこまでが指定範囲なのか確認させていただきた

いと思いますけれども、専門調査会も終わっている段階でありますので、覆すのはか

なり厳しいかなとは。 

委員長：必要があれば実際に修理の時の協議でやっていくということですよね。 

それで、計画では修理の時の支障にならないような書きぶりをしておかなかきゃいけ

ない。まぁ、どちらに行く可能性もあるということをにらみつつ、記述にしなければ

いけない。 

事務局：少なくとも、役割を終えるであろうというという文は入っては。 

委員長：いきなり反旗ひるがえすとことになってしまう。 

根本的な建物、群としての長谷川家の評価の問題にもかかわるんですよね。黄色まで

含んでということであれば、当主がそこで生活していた当時のものが全部含まれると

いうことですね。我々が想定していたよりももっとあとの実際に長谷川家が生きてき

て使われてきたその状況を全部残していくというそういう評価に修正するのか、それ

とも、これまでしてきてる評価でいくのかということになりますよね。今日は欠席の

委員もいらっしゃる、相当大きい問題ですのでこれについては継続で改めてご意見を

いただきたいと思います。いかがでしょうか。 

委員：修理の方で出てくるとは思うんですけれども、特に表庭あたり雨が降ってますと全

く水が抜けない。しかも大きな松の木が根が張ってまして、かなり建物に影響与えて

ますし、排水を直す適切な方法はありませんか。 

継承社：場内全体が主屋の後ろの筋辺りを尾根にしまして水は前後に振り分けられるよう

なレベル計画になっておりますので、表庭の分は基本的には道路側溝に抜けてはける

整備は可能です。 

委員：道路側の側溝へ流れますか 

継承社：流れます。物理的に流れます。今、途中根っこが盛り上がってしまってその影響

で石が堰止めてしまっているところがありますので整備すれば物理的には出ていくと

いう調査は済んでいます。 

委員：大雨降ると魚町の通りは水がつくんですよね。 

事務局：あふれますね。 

継承社：道路側溝があふれた場合は、もうちょっとこれ以上は、、、。 

委員長：他にいかがでしょうか。必要あれば戻ることにして進んでいただけますか。 
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（継承社より説明） 

 

委員長：はいありがとうございます。指定範囲が保存部分になってしまうとなると全部赤

の絵になってしまってもう何もやることない。 

委員：敷地そのものは裏の部分について県指定として残っているんですよね、史跡名勝で。

この建物のあります土蔵から魚町側の方、建物の方はまず国指定になって、土地の方

は何指定でしょうか。 

事務局：県指定の史跡及び名勝は庭園部分だけではなくて、庭園を含めた敷地全体の話で

す。 

県教委：単純な確認なんですが、保護の方針、本文のところなんですが基準 5 というのが

文章中に見えるのですがこれは基準 5 というのは設定されてないのですけれども、単

純に間違いということでよろしいでしょうか。 

継承社：すみません。欠落しています。除却してもいいものです。 

県教委：基準 5というのは除却という意味ですか 

継承社：すみません、確認させてください。 

保存活用計画のマニュアルによりますと基準 5 は自由裁量にゆだねられるというもの

になります。 

県教委：今回それは設定されるということでよろしいでしょうか 

継承社：場合によって発生してくるかと思います。 

県教委：場合によってするということは、ここでそれをうたっておくべきものになるので

はないかと思うのですが 

委員長：ここで、なかったら記述する必要はないし。 

県教委：その基準に相当するものがあるのであればここできちんと書き込んでおかないと

だめですし、この基準の中で基準 5 というのが当てはまるものがないのであればあえ

て設定する必要はないと思うのですがそのあたりどうでしょうか。 

事務局：基準 5は設定しておいて、例えば先ほどの物入れをどうするかと 

委員長：指定範囲であるものを自由裁量というわけにはいかない 

事務局：物置は指定範囲ですが、物入れは指定範囲外ですので、物入れ、手洗いは指定外

です。物置は昭和初期の建物ということで、附指定なんですが、小さな物入れが手洗

いの前にあります。 

事務局：あるいはさらに細かい視点で見ていくと、各部屋のいろいろな部材ですとか、そ

ういったもので基準 5というものが出てくる可能性があるのかなと思うのですが 

県教委：出てくる可能性があるから設定するのではなく、出てきているから設定するもの

だと思うのです。あるかないか、文化庁の基準というのはある程度建物によって変え

ていく指針であるのでその建物ごとに設定するべきものだと思うんですね、なので可

能性があるのでとりあえず置いときますではなくて、この活用計画の中でこれはこう
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いう基準に合致するものなんですと示しておかないとだめな計画だと思うんですが。 

事務局：もちろんその基準 5にないまま行くという気はありませんので。 

委員長：ここは部分の特定までで、まだ部位についての検討をしていないのでそういう問

題を生ずるんですよね。部位レベルで見ていただいてどうしても 5 を作らなければい

けないということがあれば 5 を入れると、それまで収まるのであれば、そういうこと

ですよね。 

県教委：そうですね。 

委員長：ともかく暫定的にはおいておいてよろしいですね。 

事務局：具体的にあげていって本当に 5があるかどうかってことですね。 

継承社：庭園と駐車場の境のコンクリートの塀ですとか、ネットフェンスですとかちょこ

ちょこありますのでそういったものが該当していくのかなということです。欠落です。

すみません。 

委員長：イメージわかりました。 

委員：国の指定された時点その後ですけども、例えばこの委員会に文化庁の方に来ていた

だいて入っていただくなんてことは可能ですか。その辺の話は直に聞きながらやった

方がいいと思うんですが。 

事務局：ぜひ来ていただいてという気持ちはあるんですけども。 

県教委：どのタイミングで来ていただくかにもよるかと思います。今現在あくまでも答申

が出ている段階で、正式に指定となると官報告示ということになりますので、事務作

業ということになって、すぐに官報告示されるわけではないので今年度中に告示をし

ていただけるかどうかというのがまだ不明瞭なところがあるのと、文化庁の方針で、

これは確認しないとわからないのですが、指定を受けてないものについて指導できる

かどうかというところが、表だってそれを言っていくと厳しいかもしれない。ただ当

然指定が前提になってきますのでこういう状況でと指導を受けることは可能だとは思

っておりますがこの場に参加いただけるかどうかっていうのは文化庁がどう判断する

かということかなと思います。 

事務局：官報告示は、おおむね何ヶ月位というのはありますか。 

県教委：ないです。事務官の都合によります。 

事務局：松坂城の時は３ヶ月位でした。 

県教委：私が担当してからですが、最長で 2 年くらいかかった案件もあります。指定はも

う少し早くて大体半年くらいでなるものが多いイメージです。本当に事務官の仕事の

量によるらしいです。 

委員：それでも今年度中にこの計画作るとなれば、来ていただくのが難しいとなれば、こ

ちらから出向いて指導を仰ぐということもやっていかないと色分けできないですね。 

委員長：前提条件が大きく変わりますね。 

事務局：何らかの形で指導は受けていきたいと思います。 
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委員長：今、保全部分にしているもの、黄色にしているものをどのように扱っていくのか、

いずれも附になっているところですよね。 

事務局：便所、板の間のところは主屋の一部、物入れと手洗いは対象外です。 

委員長：そうするとまず一つは、今問題になっている我々と文化庁の考え方の違っていた

ところなんですが、いったいいつの建物なのかということですね。それからどのくら

いそれぞれの部分について当時のものが残っているのかということですね、それはま

ず基礎的な情報として整理していただく必要があると思います。そして、赤色の部分

はそう問題なく粛々とやっていけると思うのでむしろ、今想定していなかったところ

についての作業を急いでいただいた方がよい。それで、黄色なり緑のところがほぼ当

初の材料でできているということなのか、材料が全部入れ替わっているということな

のかによって今後の扱いが違ってくるはずなので、それでどうしますか、2章 3章につ

いては今これ以上話できないですね。残念ながら。基礎的な作業をしていただくのと、

指定範囲をもう一回確認して、それで文化庁と実務的にいろいろとお話していただく

というところ、次回の日程もそれによって変わるんじゃないでしょうか。 

委員：史跡名勝の観点から気づいたことだけ、今後のことに関わってくるのかなというこ

と、まず、色分けで史跡名勝の範囲もピンクと黄色と緑で分けていただいていて、一

つは水路なんですけど、価値としてはピンクのような、文化財として守るべきものだ

ということが分かるようにしておいていただきたいのと、流しの南側のソテツか何か

植えられていたところがあると思うんですが、それを緑にした方がいいのかなと、そ

れはまだ今後の検討かと思いますけども、というのを思いました。あとちょっと、今

回建造物と史跡名勝の保存管理計画の立て方が違うというのかなと思ったんですけど、

史跡名勝ですと構成要素に分けていってそれが文化財として守るべき価値があるもの

なのかとか、そうではないけれども、フェンスですとか、活用上必要なものなのかと

か、そういったことで価値づけを分けていくんですけども、あるかわかんないんです

けども文化財の庭園として評価すべきでないものが庭園の中に、例えば、後で植えた

木とか、後で入れたような灯篭とか、もしあったとしたら今後取り除いてもいいもの

だということで組むべきなので、そういうこともしていった方がいいかなと思います。 

委員長：建造物ですとその部分を構成している、部屋ごとの構成要素について基準どれに

該当するのかという判断でできますよね。史跡部分についても同様にどういう構成物

があって、それぞれの評価をしていくということですよね、それは予定なさってた作

業ですか。 

事務局：今回は建造物ばかりですけれども必要です。 

委員長：やっていただける。 

事務局：もう一度考え方を留めさせていただいていいですか。史跡及び名勝の部分のとこ

ろで敷地全体の中で、ここでいえば保存部分と保全部分、その他部分ということで各

所各所を全部きちっと見ていったうえで分けていった方がよいということですか。全
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体が指定なので全体が保存すべきピンク色になっちゃうのかなと思ったのですが。 

委員：現状保存する必要性がない部分というのはあると思うんですけども、それが保全部

分。そういう分け方をしていいと思います。ただ、史跡なので地下遺構があるかもし

れないのでなにか建物を建てるとかというときには、地下遺構がない場所に建てる、

保存活用上必要な部分に限るんでしょうけども、地下遺構も確認しなくてはいけない。 

事務局：わかりました。 

委員長：いかがでしょうか。 

事務局：質問してよろしいでしょうか、各部屋の部材部位で基準を決めていく。イメージ

としては各部屋のカルテのような形になろうかと思うんですけども、各部屋でやって

いくんでしょうか、代表的な部屋でやっていくんでしょうか。 

委員長：全部屋、例えば県内でも諸戸家住宅なんか今策定中ですので、お願いして少し提

供していただくということされたらどうでしょうか。 

県教委：よろしいでしょうか、史跡の観点から米蔵の南側にもともと座敷があったと思う

んですが、明治 17年の絵図には建物と庭の表現があって、昭和には座敷になってくる。

このエリアは黄色塗っているというのはどうなのかなという感じなのですが、その部

分を改変可ということですか。 

事務局：かつて建物が建っていた可能性のあるところは黄色でないということですか 

県教委：少なくとも先ほど委員の方から地下遺構についての配慮を行うべきというご意見

をいただいていますので地下遺構について配慮するという方向性で色分けを替えられ

た方がいいのかなと思います。今のまま黄色でいくと必要最小限の記録保存をすれば

いいのだというふうに受け取られかねないかと思いますので。 

委員：確かに薄い黄色の部分のこの部分は微妙ですね。例えばお庭の部分でも離れ座敷の

上の方全体黄色くなってますけどもここにも最近まで建物あったんですよね。しかし

利活用を考えるとこの薄い黄色の部分にゆくゆくはトイレという話になるでしょうか

ら、もちろん地下遺構確認の上でしょうけども、その辺の表現どうするかですね。ち

ょっとその辺明確にしていく必要があるのかなと思いますけどね、トイレにしまして

も例えば収蔵できなかった資料置くような場所が必要になった場合、最悪の場合どこ

かということになった場合ですけど、そんなのもありうると思いますので、薄い黄色

の部分ももう少しうたっておいた方がいいんじゃないかなと思いますけど、どういう

風にするのか。 

委員長：便益施設と将来の活用で必要になる主な地域という位置づけをしておいた方がい

いのかも。 

委員：その方がやるときにはいい。 

委員長：その上で指定地域全域については、地下遺構の確認等の必要な調査をしていくと。 

事務局：前回もちょっと申し上げましたけども、それほど大きくはないんですけども、や

っぱり小規模のきちんとしたトイレを活用していくうえでは必要かなというふうに考
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えております。 

委員長：いかがでしょうか。3時半に終了というそういう話だったんですけど、すでにそう

いう時間です。かなり長時間になりましたので一回ちょっと休憩入れませんか。 

 

(1) 観光交流拠点施設等について【資料 3】 

委員長：はい。では再開いたします。いま 2 章 3 章についてご説明いただきましたけれど

も重要文化財の指定範囲が我々が想定していたものとかなり違っているということで、

いわば作業の前提がかなり変わってきているということですね。ですからそこについ

て、指定範囲、文化庁の意向も確認しつつ進めていくということにしないと手戻りが

生じるということです。それで今回の保存管理計画、基本的な保存の考え方にも当然

影響する話ですので文化庁の見解が把握できた段階でできるだけ早くまた委員会を開

かざるを得ないのではないかと思うのですがいかがでしょうか。よろしいですか。継

承社さんの実務的な作業はその文化庁の見解がわからないと二度手間になってしまう

ようなところもあるかとは思いますけども一方で今既に赤になって位置づけが確定し

ているようなところについては作業進めていけるでしょうし、黄色緑部分については

ともかく現状把握をするということが必要ですので、そういう手戻りにならないよう

考えて作業していただければと思います。あと 2 章 3 章に関して、何かございますで

しょうか。 

そうしますと事項書で協議事項(1)は終了したとさせていただきます。 

(2)観光交流拠点施設等について、ということでここからは非公開の扱いということで

すね。では観光交流拠点施設等について事務局の方からご説明お願いいたします。 

（非公開） 

委員長：はい、ということでお願いいたします。ということで協議事項の(2)まで参りまし

た。ほかに協議その他、ございませんでしょうか。 

 

 

７．その他 

県教委：委員長すみません。先ほどの懸案事項になっておりました板の間の部分と便所の

指定の件なんですけども、文化庁の方に確認取らせていただきました。結論といたし

ましてどちらも、主屋の指定範囲に含んでいますということで、ただ板の間の部分に

ついては当初中庭として考えられていたとかですね、そういった元から板の間であっ

たとは文化庁としても認識はしておりませんので、現状変更とか手続きは必要となっ

てくるかもしれませんが整備活用上改変については協議に応じるつもりでおります。

便所につきましては角屋部分でもあることから軸組みは当初のものではないかと文化

庁では認識しています。ですので、ただこちらに関しても整備活用上、現状では使い

にくいということであれば協議に応じますということを当然視野に入れておりますと
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いうふうなことでしたので、ご報告させていただきます。 

委員長：この範囲については意思疎通が不十分だということではなくて、文化庁としての

判断があってこうしたということですね。 

はい、ではそういうことで、継承社さんなにかございませんか。 

継承社：先ほどの便所の軸組みが当初であると。 

県教委：当初まで行けるんじゃないかと文化庁は考えている。 

継承社：当初とはいつの当初ですか。 

県教委：ある程度古いところまで、そこまではまた聞きなので。 

継承社：便所を建てた昭和 30年代の当初というわけではない。 

県教委：主屋、主体部の角屋としての当初軸組じゃないかいうふうに認識している。 

継承社：もう一度その観点でみておりませんので確認します。 

県教委：もう一度ご確認いただいて、部材がある程度残っているのではないかという認識

でいるようですので、全くここの部分を昭和に全部増築しているという認識ではどう

もいないようですので。 

継承社：つなぎの部分に若干古い天井が残っている気がします。 

県教委：ちょっと、もう一度その観点で部材を確認していただければと思います。 

 

８．閉会 

委員長：はい、ほかに何かございませんでしょうか。よろしいですか。これで閉会とさせ

ていただきます。ありがとうございました。 

 


