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第３回水戸市文化財保護審議会 
 

 

                    日 時 平成31年１月25日（金） 

                        午前９時30分から 

                    場 所 本庁舎３階 教育委員会室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水戸市教育委員会事務局教育部歴史文化財課 

 

 

 

議 題 

 
１ 審議事項 

⑴ 市指定文化財指定候補物件の答申（案）について（非公開） 

⑵ 水戸市地域文化財認定候補物件（案）について（非公開） 

 

２ 報告事項 

⑴ 水戸市歴史的風致維持向上計画（第２期）の策定について（非公開） 

 ⑵ 第 65回文化財防火デーについて（公開） 

 

３ その他 

  



 

審議事項⑴ 市指定文化財指定候補物件の答申（案）について（非公開） 

審議事項⑵ 水戸市地域文化財の認定候補物件（案）について（非公開） 

報告事項⑴ 水戸市歴史的風致維持向上計画（第２期）の策定について（非公開） 

報告事項⑵ 第 65回文化財防火デーについて（公開） 

第 65回文化財防火デー指定文化財所有者・管理者講習会及び防災訓練開催要項 

１ 趣 旨 

法隆寺金堂壁画が焼損した日に当たる，１月 26 日は「文化財防火デー」と定められ，貴重な文

化財を火災・震災・その他の災害から守るために，毎年全国的な文化財防火運動が実施されている。 

先人たちによって培われてきた数多くの貴重な文化財を有する本市としても，その一環として文

化財の所有者・管理者及び近隣住民等を対象として講習会等を開催し，文化財愛護と防火意識の高

揚を図る。 

 

２ 主 催 

水戸市教育委員会・水戸市消防本部 

 

３ 日 時 

平成 31年１月 25日（金） 13時 30分～15時 10分 

 

４ 会 場 

埋蔵文化財センター（水戸市塩崎町 1064-1 大串貝塚ふれあい公園内）  

文化財：「水戸台地出土弥生・古墳時代折衷土器群 6点」他 7件（寄託含む。）  

 

５ 講 師 

水戸市消防本部火災予防課予防係長 河原井 豊 

 

６ 日 程 

  13時 30分 開会 

  13時 40分～14時 20分 指定文化財所有者・管理者講習会 

   資料映像上映と事前説明 

  14時 30分～15時 00分 防災訓練 

 消火器取扱訓練 

 火災通報訓練 

 文化財搬出訓練 

 来場者避難誘導訓練 

 消火訓練（初期消火） 

 消防車放水 

 講評 

 15時 10分 閉会 

 



 

 

「水戸市指定文化財」指定答申基準 
  

水戸市文化財保護条例（昭和 51年 10月１日水戸市条例第 28号）に基づく文化財の指定は次の基準に

より行う。 

 

第１ 水戸市指定有形文化財 

 次に掲げる有形文化財のうち，本市又は本市を含む地域（以下「地域」。）を理解する資料として公

開及び学術研究等に活用が可能なもので，次の各号のいずれかに該当するもの 

１ 建造物 

（１） 各時代又は類型の典型となるもので，創建又は再建当時の原型をよく残すもの 

（２） 意匠的又は技術的に優秀なもの 

（３） 歴史的価値の高いもの 

（４） 学術的価値の高いもの 

（５） 流派又は地域的特色の顕著なもの 

（６） 建造物及びこれらのものと一体をなしてその価値の形成している土地その他の物件で上記

の（１）から（５）のいずれかに該当するもの 

２ 絵画・彫刻・工芸品 

（１） 各時代の遺品のうち制作が特に優秀なもの 

（２） 文化史上又は美術市場特に意義のある資料となるもの 

（３） 題材，品質，技法等の奠で顕著な特色を示すもの 

（４） 特殊な作者，流派等を代表する顕著なもの 

（５） 地域に関連のある作家の代表作と認められるもので，学術上意義のある資料となるもの 

（６） 渡来品で特に意義のあるもの 

３ 書籍・典籍 

（１） 書籍類は，宸翰，和漢名家筆跡，古筆，墨跡，法帖等で，文化史上又は書道史上貴重なもの 

（２） 典籍類のうち写本類は，和書，漢籍，仏典及び洋書の原本又はこれに準ずる写本で，文化史

上貴重なもの 

（３） 典籍類のうち写本類（版木を含む）は，文化史上又は印刷史上貴重なもの 

（４） 書籍類，典籍類で歴史的又は系統的にまとまって伝存し，学術的価値の高いもの 

（５） 渡来品で特に意義のあるもの 

４ 古文書 

（１） 古文書類は，歴史上重要と認められるもの 

（２） 日記，記録類（絵画，系図類を含む）は，その原本又はこれに準ずる写本で文化史上貴重な

もの 

（３） 木簡，印章，金石文等は，記録性が高く，学術的価値の高いもの 

（４） 古文書類，日記，記録類等で歴史的又は系統的にまとまって伝存し，学術的価値の高いもの 

（５） 渡来品で特に意義のあるもの 

 

参考 



 

５ 考古資料 

（１） 政治，経済，社会，文化，科学技術等，歴史上の各分野における重要な事象に関する遺品の

うち特に学術的価値の高いもの 

（２） 歴史上重要な事象又は人物に関する遺品で，歴史的又は系統的にまとまって伝存し，特に学

術的価値の高いもの 

（３） 渡来品で特に意義のあるもの 

 

第２ 水戸市指定無形文化財 

 次に掲げる無形文化財のうち，地域を理解する資料として公開及び学術研究等に活用が可能なもの

で，次の各号のいずれかに該当するもの 

１ 芸能 

（１） 芸術的価値の特に高いもの 

（２） 芸能史上特に重要な地位を占めるもの 

（３） 流派又は地域的特色が顕著なもの 

２ 工芸技術 

（１） 芸術的価値の特に高いもの 

（２） 工芸史上特に重要な地位を占めるもの 

（３） 流派又は地域的特色が顕著なもの 

 

第３ 水戸市指定有形民俗文化財 

 次に掲げる有形民俗文化財のうち，その形態，制作技法，用途等において地域の基盤的な生活文化

の特色及び歴史的変遷を示すもので特に重要なもの 

（１） 衣食住に用いられるもの 

（２） 生産，生業に用いられるもの 

（３） 交通，運輸，通信に用いられるもの 

（４） 交易に用いられるもの 

（５） 信仰に用いられるもの 

（６） 社会生活に用いられるもの 

（７） 民俗知識に関して用いられるもの 

（８） 民俗芸能，娯楽，遊戯に用いられるもの 

（９） 人の一生に関して用いられるもの 

（１０）年中行事に用いられるもの 

 

第４ 水戸市指定無形民俗文化財 

 風俗習慣及び民俗芸能のうち，次のいずれかに該当し，特に重要なもの 

（１） 由来，内容等において地域の基盤的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの 

（２） 年中行事，祭礼，法会等の中で行われる行事で芸能の基盤を示すもの 

（３） 芸能の発生又は成立を示すもの 

（４） 芸能の変遷の過程を示すもの 



 

（５） 地域的特色を示すもの 

 

第５ 水戸市指定史跡 

 次に掲げるもののうち，歴理解のために欠くことができず，且つ，その遺跡の規模，遺構，出土遺

物等において学術上価値のあるもの 

（１） 貝塚，集落跡，その他生活に関する遺跡 

（２） 国郡庁跡，城館跡，戦跡その他政治に関する遺跡 

（３） 社寺の跡又は旧境内，その他祭祀信仰に関する遺跡 

（４） 学校，研究施設，文化施設，その他教育・学術・文化に関する遺跡 

（５） 医療・福祉施設，その他社会事業に関する遺跡 

（６） 交通・通信施設，治山・治水施設，生産施設，その他経済・生産活動に関する遺跡 

（７） 古墳，墳墓並びに碑 

（８） 旧宅，園池，井泉，樹石及び特に由緒のある場所 

 

第６ 水戸市指定名勝 

 次に掲げるもののうち，人文的なものにおいては，芸術的あるいは学術的価値の特に高いもの，自

然的なものにおいては，風致景観が特に優れ名所となっているもの，あるいは，その形成過程が学術

的に意義のあるもの 

（１） 公園，庭園 

（２） 橋梁，坂道，堤防等 

（３） 多くの種類の動物が生息する場所 

（４） 多くの種類の植物が生育する場所 

（５） 岩石，洞穴 

（６） 渓谷，瀑布，渓流，深淵 

（７） 湖沼，湿原，浮島，湧泉 

（８） 温泉 

（９） 丘陵，河川 

（１０）展望地点 

 

第７ 水戸市指定天然記念物 

 次に掲げるもののうち，わが国又は地域の自然を記念するもので，次の各号のいずれかに該当し学

術上特に貴重なもの 

１ 動物 

（１） 地域特有の動物とその生息地 

（２） 学術上保存を必要とするもの及びその自生地 

（３） 自然環境における特有の動物又は動物群集 

（４） 地域にとって特に貴重な動物の標本 

２ 植物 

（１） 名木，巨樹，畸形木，栽培植物の原木，並木，社叢及びその生息地 



 

（２） 学術上保存を必要とするもの及びその自生地 

（３） 自然環境における特有の植物又は植物群落 

（４） 地域にとって貴重な植物の標本 

３ 地質鉱物 

（１） 岩石，鉱物及び化石の算出状態 

（２） 地層の整合，不整合，摺曲及び衝上等 

（３） 地震断層等の地塊運動に関する現象 

（４） 生物の働きにより形成された岩石，又は浸食された岩石 

（５） 洞穴，鍾乳洞等 

（６） 温泉又は沈殿物とその分布区域の保護 

（７） 風化及び浸食による景観の優れたもの 

（８） 特に重要な岩石，鉱物及び化石の標本 

（９） 地域の特色を示す地質現象を保持するもの 

 



 

   ○水戸市文化財保護審議会条例 

平成４年９月22日 

水戸市条例第50号 

水戸市文化財保護審議会条例（昭和51年水戸市条例第29号）の全部を改正する。 

（設置） 

第１条 文化財の保存及び活用について調査，審議するため，水戸市文化財保護審議会（以下「審議会」

という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 審議会は，水戸市教育委員会（以下「教育委員会」という。）の諮問に応じ，次の各号に掲げ

る事項を調査，審議する。 

⑴ 文化財の保存に関すること。 

⑵ 文化財の活用に関すること。 

⑶ その他必要と認められる事項に関すること。 

２ 審議会は，文化財の保存及び活用に関し必要な事項について教育委員会に建議することができる。 

（組織） 

第３条 審議会は，関係機関の役職員及び学識経験者のうちから，教育委員会が委嘱する10人以内の委

員をもって組織する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は，２年とする。ただし，補欠により委嘱された委員の任期は，前任者の残任期間

とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に，委員の互選により会長及び副会長を置く。 

２ 会長は，審議会の会務を総理する。 

３ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるとき，又は会長が欠けたときは，その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 審議会は，会長が招集し，会長は，会議の議長となる。 

２ 審議会は，委員の２分の１以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 審議会の議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決するところによる。 

（庶務） 

第７条 審議会の庶務は，教育委員会において行う。 

（補則） 

第８条 この条例に定めるもののほか，必要な事項は，別に定める。 

付 則 

この条例は，平成４年10月１日から施行する。 



 

水戸市文化財保護審議会委員名簿 

 

（氏名五十音順，敬称略） 

 氏 名 団体名・役職名等 任 期 

会 長 川崎 純徳 茨城県考古学協会顧問 
平成３０年２月５日から 

平成３２年２月４日まで 

副会長 大津 忠男 茨城県立歴史館首席学芸員 
平成３０年２月５日から 

平成３２年２月４日まで 

委 員 栗原 邦俊 六地蔵寺住職 
平成３０年２月５日から 

平成３２年２月４日まで 

委 員 黒澤 彰哉 水戸市史跡等整備検討専門委員 
平成３０年２月５日から 

平成３２年２月４日まで 

委 員 小菅 次男 茨城生物の会会長 
平成３０年２月５日から 

平成３２年２月４日まで 

委 員 田所 清敬 八幡宮宮司 
平成３０年２月５日から 

平成３２年２月４日まで 

委 員 永井  博 茨城県立歴史館史料学芸部長 
平成３０年２月５日から 

平成３２年２月４日まで 

委 員 畑野 経夫 文化財建造物保存技術協会前評議員 
平成３０年２月５日から 

平成３２年２月４日まで 

委 員 藤本 陽子 水戸市立博物館協議会委員 
平成３０年２月５日から 

平成３２年２月４日まで 

委 員 宮田 正彦 水戸史学会会長 
平成３０年２月５日から 

平成３２年２月４日まで 

 

 

水戸市教育委員会事務局教育部歴史文化財課出席者名簿 

                           

事務局 

白石 嘉亮 水戸市教育委員会事務局教育部歴史文化財課長 

金光 智之 水戸市教育委員会事務局教育部歴史文化財課課長補佐 

薄井 俊平 水戸市教育委員会事務局教育部歴史文化財課文化財係長 

藤尾 隆志 水戸市教育委員会事務局教育部歴史文化財課文化財係主幹 

太田 有里乃 水戸市教育委員会事務局教育部歴史文化財課文化財係主事 

車田 彩香   水戸市教育委員会事務局教育部歴史文化財課文化財係主事 

角田 悦子 水戸市教育委員会事務局教育部歴史文化財課文化財係嘱託員 

 

  


