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平成 22年度 国史跡伊勢国分寺跡保存整備検討委員会 議事録 
 

日時  平成 22年 12月 2日（木）13:30～16:00 

場所  鈴鹿市考古博物館 講堂 

委員  伊藤久嗣（委員長），小野健吉，加藤二三子，桐生明光，桐生悦夫，箱崎和久， 

橋爪貴子，八賀晋，林紘，渡辺寛（50音順・敬称略） 

事務局 鈴鹿市 文化振興部 考古博物館 

オブザーバー 三重県教育委員会 社会教育・文化財保護室， 

鈴鹿市 都市整備部 市街地整備課 

 

内容 

開会あいさつ（考古博物館長） 

 

 

議事 

（委員長） 

ちょうど一年ぶりです。市ホームページでは，昨年の委員会の議事録が掲載されていて，

昨日はそれを読んでいました。わずかな時間ですが，皆さんご協力をお願いします。 

昨年は 12月 21日に開催されたものの，出席の委員が 5名と半数でした。委員会は成立

しましたが，冒頭で私から事務局に，欠席委員の方にも会議の内容を必ず伝えて，意見を

伺ってほしいとお願いしました。そのようなことで，昨年の内容が伝達されていると思い

ます。手元の資料によって進めさせていただくので，よろしくお願いします。 

 早速ですが，2.議題の中身が 3つにわかれています。(1)平成 22年度事業について，とい

うところから，まず事務局に説明してもらい，その後で意見交換をよろしくお願いします。 

 

（事務局） 

 まず，(1)の平成 22年度事業についてご説明します。 

資料 1・2・18をごらんください。 

平成 18 年度以来実施して参りました本事業の年次的な実施内容につきましては資料 18

のとおりです。 

平成 22 年度は，平成 21 年度に引き続き基盤整備を実施しております。昨年は全体の 3

分の 1 について盛土を行い，北面・西面・東面の一部について管理用の周回路の路盤を整

備し，併せて周回路内側の礫間測溝を設けました。 

 

今年度は昨年度と重複しますが，資料 1 の範囲の盛土工を継続するとともに，資料 2 の

横断図にありますように，法面工として野芝，法肩には U型側溝を施行いたします。 
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当初は，全体の盛土工ののち，法面工や U 型側溝・暗渠排水等を実施する予定でしたが，

造成済み部分の表面水の流出を防ぐため，また法面保護のため，法面工・U 型側溝工を実

施することといたしました。今年度造成を実施しない南半分につきましては，U 型側溝か

らの水を仮設の築堤により周囲に流出しないようにいたします。 

なお，残りの造成については平成 23年度以降となります。南にいくに従い，盛土量が減

る構造となっており，これまでよりは面積的に進捗する予定ですが，当初の予算的な計画

が結果的には低い見積りとなっており，想定以上に経費がかかっているのが現状です。 

来年度は，全体の 4分の 3あたりまでの完了を予定しております。 

 以上が，平成 22年度事業についてです。 

 

（委員長） 

ありがとうございました。 

今の資料 18をご覧いただきますと，全工程の前半の大規模な工事に着手していることが

わかります。旧地表面が北の方が南よりも約 1m高い傾斜を持つということで，当初は全面

盛土の予定でしたが，地元の要望もあり，周回路―いわゆる農道を確保しながら盛土工事

中です。まず，事務局の説明について，何かご質問がありましたら取り上げさせていただ

きたいと思いますが，いかがでしょうか。 

この辺りは，雨はどうなんですか。大雨が降って，土羽が崩れるとか。 

 

（委員） 

 昨年度の造成工事後から，周回道路の一部に雨水が溜まってしまう状況になっています。

長靴を履いても入ってくるくらいの深さで，道路が池になってしまう。地元としては，今

回側溝をつけて南へ流すとなると，これまで両サイドへ分かれていた水が，一度に流れる

ということで，どうなるのか心配。 

 

（委員長） 

 その点について，事務局は地元に説明をされていたが，その後どうですか。 

 

（事務局） 

 水が周囲に流れ出してしまうという状況であったため，現在は調整池や南側の水路に（水

を）誘導するような手段が必要ということで，今年度事業では，造成済みの範囲から法肩

の U 字型側溝を先に施工し，造成していない範囲からは仮設の堤でプールし，少しずつ流

していく計画になっています。 

 

（委員長） 

 ほかにはいかがでしょうか。 
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（委員） 

盛り土の土は，どこ産出のものなのか。三重県産とか。ちゃんと記録に残しておいてほ

しい。 

 

（委員長） 

 確か数年前事務局から，鈴鹿市内の色々な公共工事で出た廃土をもらってきたら，その

分安くできるのではという話がありましたが，あまりうまくいっていないと。 

 

（事務局） 

 昨年の事業では，関の方から運んでいます。今年度は市内の山土を使用することになっ

ております。今後の見込みとしては，残土等で使用可能なものがあれば使用していきたい

と考えています。 

 

（委員） 

 費用の面もあるだろうが，排水のことを考えたら，水はけなども考慮して。できたら同

質のものが好ましい。 

 

（委員長） 

冬場は良いが，春先になると集中豪雨もあるし，工事の進め方としては十分留意してい

ただくよう，お願いします。 

（1）についての質疑はいかがでしょうか。他になければ，本日一番のメインテーマに移

りたいと思いますがよろしいでしょうか。 

それでは，皆さんの了解をいただきましたので，（2）遺構表示について，事務局の方か

ら説明をお願いします。 

 

（事務局） 

 資料といたしましては，資料 3・4，一部資料 16をご覧いただくことになります。遺構表

示につきましては大きく 3つに分かれていまして，全体，講堂の部分，その他石碑説明板，

ということになっております。一つずつ行きたいと思います。 

 まず，全体の部分なのですが，講堂以外のほぼ全体ということで，長くなりますので，

途中でいったん切らせていただきたいと思います。 

遺構表示の方法については平成 19年度以来議論をいただいているところであります。今

回は来年に予定しております実施設計に向けて遺構表示について概略をまとめたい考えで

す。 

伊勢国分寺跡は，発掘調査の結果，全体に遺構の保存状況が悪く，基本的には芝貼土羽
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等によって平面的な表示方法をとらざるを得ないことが確認されました。 

ただし，講堂については比較的保存状態が良く，延べ石部分に相当する塼積基壇の基底

部が部分的に残存することがわかりました。講堂については昨年度も議論をいただいてお

りますので，後ほどあらためて取り上げることといたしまして，まず全体の遺構表示のあ

り方について述べさせていただきます。 

伊勢国分寺跡で確認されております遺構の概略は資料 4のとおりです。 

周囲の築地塀は一辺約 180ｍと想定されておりますが，築地の盛土は残存せず，内外に掘

られた溝によってその位置が確認されるものです。 

築地塀に囲まれた伽藍地の西寄りに主要な建物の跡が確認されています。基壇基底部の

部材が確認されたのは講堂と回廊の一部で，基壇地下の地盤改良の跡である掘り込み地業

が確認されたのは，講堂・金堂・中門・鼈甲のみです。そのほかの僧坊・軒廊・回廊・南

門は周囲の溝状の掘り込みによりその位置や規模が推定できるものです。 

伽藍地東半からは小院と仮称する小区画や，北東院と仮称する，主要伽藍とは時期の異

なる区画があり，これらも築地状のものであったと想定されます。小院の北，講堂の東に

は食堂と思われる建物遺構があます。柱の跡がはっきりせず，掘立柱建物であるのか，礎

石建物の壺地業であるのか判断できないものでした。また，伽藍地南東には 2 棟の掘立柱

建物があります。これらは性格不明の建物です。 

全体のうち講堂を除いた部分について，３つに分けて説明したいと思います。 

まずは，築地塀の表示及び周囲の整備についてです。 

資料 3 をごらんください。全体的な整備案となりうる要素を図示いたしました。のちほど

ご検討いただく講堂以外について検討していきたいと存じます。 

まず，築地塀ですが，芝貼土羽あるいは植栽による表現が考えられるかと存じまず。い

ずれにいたしましても，資料 3 において矢印で示しましたとおり，見学者のアクセス用あ

るいはメンテナンス用の通路を必ず設ける必要があります。アクセス用の通路につきまし

ては段差のないような工夫が必要かと存じます。アクセス用としては芝等の管理の際の軽

車両が通行できる必要があります。 

築地に植栽を行う場合は，資料 3 下段に記しましたとおり，市の花であるサツキや特産

品であるチャノキなどが考えられます。これは，過去の検討委員会でも意見をいただいて

おります。鈴鹿市にゆかりの深いウツギ，いわゆる｢うのはな｣も有力な候補といえると思

います。以前もこの場でご検討いただいたように，万葉植物とされる日本古来の植物の利

用が最善であると考えます。また，「鈴鹿らしさ」というご意見も以前に頂戴いたしました。

ウツギ，いわゆる「うのはな」は鈴鹿市出身の佐佐木信綱翁作詞の唱歌で知られ，万葉集

でも多くの歌に詠み込まれているところでございます。資料 16には万葉植物の一部を抜粋

してみました。「うのはな」は刈り込みにも強いということですので，築地に利用するのは

うってつけではないかという風に思いました。 

築地の内外における植栽につきましては，最小限ということになろうと思います。史跡
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の保存上の観点からは，高木はふさわしくないと考えられますが，遺構面の深い北辺であ

れば，カエデやヤマザクラなども検討できないでしょうか。 

中低木としては，アセビ・ハギ・ヤマブキ，あるいはカワヤナギ・ドウダンツツジ・ナ

ツメなどが考えられます。資料 16からは漏れていますが，マユミなど実が美しい植物も映

えるのではないかと考えております。 

この史跡周辺や，博物館，駐車場，それから西のガイダンス広場にも，既に植栽がされ

ていて，万葉植物がいくつかございます。周囲とのアクセントをつけるという意味では，

植栽は最小限になると思いますが，さらには周囲には見られない樹種などを限定的に使用

してはどうか，と考えております。 

以上，ご検討いただきたいと思います。 

 

（委員長） 

今，事務局の方から全体の遺構表示について説明がありました。これについては数年来，

個別の検討を繰り返してきました。総論的な部分を申しますと，御存知のように，国分寺

の発掘成果の中で，遺構を確認するのがやっとである部分があって，他の国分寺の発掘成

果に比べて，きわめて乏しい状況です。従いまして，それを基にしながら，色々と検討い

ただいているわけで，非常に難しい。しかも，伊勢国分寺跡を国分寺らしく，鈴鹿らしく，

といった色合いを出して，整備していくことで，また困難が出てくるわけですが，その点

は皆様のお知恵をお借りして，深めていきたいと思いますので，まず，事務局の説明に対

しての質問からいきたいと思います。いかがでしょうか。 

 三重県「らしさ」や鈴鹿「らしさ」といった，「らしさ」の表現が一番難しいですね。チ

ャノキはあるが，日本に入ってくるのが新しいので，あまり適しません。 

 

（委員） 

 サツキというものは，どこでも成長できるわけではない。クロボクだと生育がいいが，

このあたりの赤土では，成長するにつれて葉が茶色くなってしまい，一人前に育たない。

植えるところだけ土を代えるのなら，良いかもしれないが。 

 

（委員） 

 サツキの植栽は，築地塀の表記か。 

 

（事務局） 

 築地塀とその周辺ということで，限定的に説明させていただきました。内側と外側の，

全体的な植栽です。 

 

（委員長） 
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今までの結果をまとめて，今日は提示していただいているわけです。一般的な公園でい

いますと，年中お客さんを呼ぶために，四季折々の花などを植えるわけですが，今朝のよ

うな冬枯れの様子が良い。年中青々としているよりも，季節感がうかがえる方が良いので

はという気がしました。それと，先程仰ったように，鈴鹿川を越えて西北へ行くと，土が

クロボクになっていて，サツキや芝など苗木の産地になっています。確かに，自分の家に

植えたサツキは，二年程で枯れてしまいました。今年の夏は暑く，水をやったつもりだっ

たのですが。弱っていると虫がつきやすいですから，それで葉が全部やられてしまいまし

た。そういった後の管理も大事ですよね。 

 

（委員） 

 管理ということでいえば，特に遺構を表示するために植物を使うとなると，例えば綺麗

な形に刈りこんでいかなければ，イメージが崩れてしまう。私たちのいる平城宮跡でも築

地の跡を生垣様のもので表示していますが，結構管理が大変で，伸びてくると見苦しい状

態になっていることがあります。このような方法は良い方法だと思いますが，後の管理の

体制を十分考えて，市役所だけに頼るのではなく，地域の皆さんで集まる拠り所とするよ

うな取り組みにすれば，非常に良いかなと思います。 

 

（委員長） 

 その点について，いかがでしょうか。 

 

（委員） 

 高さというのは，どの位をイメージしているのですか。 

 

（事務局） 

 そんなに数は植えませんが，植えるからには，少し木陰を提供するものとなると，ある

程度の高さは要ると思うのですが，あまり高い木になると遺構面への影響もありますので，

北側でも 5m前後が限界かと思います。 

 

（委員） 

 それは木陰のための木の話で，遺構表示の為のサツキなどは，そこまで大きくはならな

いですよね。 

 

（事務局） 

 そうですね。 

 

（委員） 
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 築地塀の表示としては，築地ですよという境界を意識させるような植栽をするのか，た

だ茂るようにやるのか，方法はあると思うが，管理が難しいのは，築地風にするやり方だ

と思う。密に植えるのか，バラバラでもいいのか，どういう風に植えるのか。以前も全体

を仕切るというように言っていたように思うが。 

 

（委員長） 

ただそうすると，今度は出入り口の確保ですね。お客さんも勿論ですけど，中に芝を貼

るとすると，軽四輪くらいは入れるようにしないといけない。 

 

（委員） 

 お金との問題もあるし。 

 

（委員長） 

 そうですね。 

今出たことを要約しますと，後の管理ですね。もうひとつ重要なのは，その管理に地域

の皆さんのボランティア参加を促すということ。また，築地の植栽を，境界を意識させる

のか，大雑把に植えるのか。これも管理に関わってきます。それと経理面。色々なことを

考えながら，最終的にどれが一番いいのか，この会議である程度の方向性を作らないと，

実施設計にかかれない。設計では，木の種類や高さを一本ずつ一覧表にして，平面図に入

れたものをもとにプロの人が植栽をします。表面に出ないところでは，害虫の駆除とか薬

のこともあります。短い時間で難しいですけれども，そのためにこの委員会はありますの

で，もう少しご意見を伺いたいのですが，いかがでしょうか。 

 

（委員） 

 どうやって遺構表示をするかを前提としてやれば，管理は自動的について回るので，周

りを何にするのか，閉鎖するのか開放するのか，サツキでも他の木を刈り込んでも，築地

の範囲を仕切って，出入り口を門的に表現するのが適当だと思う。どこからでも入れると

いうのは，好ましくないような気がする。そのためには，木の種類を選ぶというのは重要

だな。各地の実施設計を参考にしては。 

 

（委員長） 

 ちなみに，資料３を見ていただくと，オレンジ色で来園者の流れ，5箇所進入路が想定さ

れていますが，想定でどの位の幅になっているんですか。 

 

（事務局） 

 軽車両（軽トラック）を入れようと思っていますので，2～3mほどでしょうか。 
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（委員長） 

最近はほかの史跡整備には行かないのですが，行きまして，整備の車両が入っていると

ころを見たことがありません。例えば，美濃国分寺ではどうですか。 

 

（委員） 

 美濃国分寺では，そのために出入り口を作ってある。 

 

（委員長） 

ある程度集約していただいたのですが，後はいかがでしょうか。 

 

（委員） 

 金堂だとか講堂とかは，盛土をして貼り芝をするという話ですが，その他の地になる部

分については，以前の話では回廊と金堂院の中は砂利にしようという話がありましたよね。

外側は芝ですか。盛土をする以外の部分の地表の処理の仕方を教えていただけますか。 

 

（事務局） 

 盛土をする以外の部分も，基本的には野芝のようなものが，管理しやすいのではないか

と考えております。回廊の中につきましても，過去にご意見いただきましたように，周囲

とは変えるというのがアクセントとなりますので，バラス敷きのようなものとか，あるい

は基壇の上は三和土などを敷いてはといったご意見もあったかと思います。一番北に位置

する僧坊を植栽で表現しては，といったご意見もいただきました。 

そのあたりも考えまして，一部の植栽を検討していきたいと考えております。 

 

（委員） 

 そしたら，回廊内以外は基本的に芝ということですね。 

 

（事務局） 

 イメージとしては，そのように考えておりますが，他にご意見ありましたら，お願いい

たします。 

 

（委員） 

 一番管理もしやすいし，見栄えも良いかもしれませんね。しかし，先程の車両が入って

の管理のことを考えると，築地の中の管理用の園路を目立たないような形で付けておくの

が良いかもしれません。あまりくっきり見えると格好が悪いですが，色々と手法があると

思いますので，それは実際面で考えておかれたら良いのではないでしょうか。 
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（委員長） 

 もう終わりましたが，平城遷都 1300年祭の大極殿の回廊が園路になっていました。最新

の例ですので，管理用道路などで参考にするべき点などありませんか。 

 

（委員） 

 とくに特別なことをしているわけではないですからね。まあ，芝生の中で舗装道路が入

ると目立ちますので。地中に樹脂製のものを埋め込んで，その上を車が走るというやり方

もあり得るかと思います。そのあたりは，業者や市の計画土木の方とご相談いただいて，

一番いい方法を考えるのが良いと思います。 

 

（委員長） 

 それでは，①の全体については先生方のご意見を参考にしていただいて，この方向で進

めていくことにしたいと思います。 

 

（委員） 

 北の東院の部分は別の空間だから，東院の内側だけは砂利などの別手法の方が分かりや

すいのではないか。 

 

（委員長） 

 今仰ったのは，資料４の伽藍の中で北東の一角が全体と同じ芝になっても，違いがわか

る表現をしてはどうかということですね。 

 

（事務局） 

 すみませんが一点。伽藍の東半分については，最初に説明しました北東院や小院があり

ますが，それぞれ問題があります。北東院の方は，時期が違うものを同じ空間に表現する

のはふさわしくないというご意見がありましたので，資料の表示では，北東院は省かせて

いただきました。小院の区画は，北側がはっきりせず，表示が難しいと考えます。ですの

で，この二つの区画につきましでは，説明板等で補足出来たらと考えております。 

 また，建物の表示につきしては，北側の食堂（資料３）は掘方の部分を簡易舗装のよう

なもので区別して表示できれば良いかと思います。また，南側二棟の掘立柱建物につきま

しては，南側を東屋の形で立体表示，北側も何らかの形で表示をする。よくあるような，

柱だけを途中で切ったようなものにしたらどうかと考えております。 

 

（委員長） 

 今，北東院と小院の遺構表示について，違う意見が出てきましたが，どうでしょうか。 
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（委員） 

 いくら時期が違うから表示するのが適さないといっても，伽藍配置が中心から西へずれ

ているのは何故か。西に寄っているのは東を意識してあるのだから，表示した方が良いの

ではないか。かつては別の施設があったのかもしれない。 

 

（委員） 

 賛成だ。口で説明するより何か表現したほうが分かりやすい。 

 

（委員） 

 区切りをつけるにしても，使い勝手ということを考えると，東側の掘立柱建物と食堂の

間の空間は大きいから，残しておいた方がいいですね。高さのあるものを作るとか，生垣

で区切るとかでなく，平坦面を確保しておいた方が，後の使い勝手がよいと思う。本来の

国分寺の一つの特徴を視覚的に理解してもらうために，区切りをつけた方がいいという意

見はもっともだが，具体的な方法として，物の違いで出すのか，説明板等で説明しながら

ポイントを置いて理解してもらうのか，いくつかの方法がある。 

いずれにしても，この広い空間を平場として残しておき，今後の活用を考慮した方がい

いと思います。 

 

（委員長） 

 横断歩道のように色分けしたりしては。たとえば，左側の伽藍を茶色にして，北東院か

ら小院あたりにかけて別の色にするとしたら，現代的でわかりやすいのですが。それを古

代寺院の整備「らしく」，博物館の屋上から見て一目で判るような工夫があれば。 

 

（委員） 

それは検討しても良いんだけれど，実際のところは。 

 

（事務局） 

 食堂としている建物についても，伽藍の中に食堂が含まれるかどうかという議論もあろ

うかと思います。それも踏まえまして，表示できるものは表示するという方向で，再検討

したいと思います。 

 

（委員長） 

 そしたら，①全体については，これで検討を終わりまして，一番の懸案であります②講

堂について。部屋を見ると，塼積みの模型のようなものがありまして，色々と苦心されて

いるようです。これは，一年前の会議で「一度模型を作って検討してみてはどうか」と出
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たことがあって，検討していただきました。これに基づいて，資料説明の方をお願いしま

す。 

 

（事務局） 

昨年の検討委員会におきまして，芝貼土羽に 1 段のみ塼列を加えた案を提示いたしまし

たところ，台形塼の積み上げ実験をしてみてはとのご提案がございました。 

昨年度にお示しした講堂基壇の復元案は，資料 8 に近いもので，新たに付近にありまし

た礎石を表示しました。前回の検討で，礎石を利用してはどうかというご提案に基づくも

のです。講堂跡の礎石は原位置を留めるものはなく，柱座などのない無加工の製品です。

礎石の出土状況は資料 7のとおりであり，柱間として矛盾のない位置に配置しました。 

一方，資料 9・10・11は，かなり無理がありますが，積み上げ状況を想定した１案です。

高さは，実際の調査成果から想定し，少なくともこれぐらいはあったであろうという数値

を想定し，資料 11に実際の断面図と想定図を重ねています。 

ただし実際にこのような状況で積まれていたかどうかは非常に根拠が乏しいと言わざる

を得ません。かろうじて複数段に亙り見つかったのは北辺の一部であります。資料 7 の上

段中央の写真がそれにあたります。 

課題となっておりました実験的手法につきましては，実物資料をもとに検討いたしまし

て，その結果，力及ばず実物大の陶製品復元までには至りませんでした。それに代わるも

のとして，実物大のスタイロフォームに基づくイメージ復元と 4 分の 1 の塼を実際に焼き

上げ，積み上げる実験を行いました。 

資料 12は実物大で積み上げ復元したものです。資料 9で想定した積み上げ方法を立体的

に示したものです。資料 13 はテラコッタを型抜きし，焼成したものを積み上げたもので，

実物の 4 分の 1 の大きさです。塼の奥行が狭く，積み上げが非常に難しいことがわかりま

した。調査結果から台形塼の積み上げ方法を特定するのはやはり困難と言わざるを得ませ

ん。 

以上の作業を行ってみた感想としては，もし整備に台形塼を用いるとしても資料 8 のよ

うな表現が限界ではないかと思いました。 

ちなみに資料 14は塼積基壇の復元例の写真と塼積基壇の実例です。上段は美濃国分寺跡

金堂の例で，下段は豊前国分寺跡講堂の例です。検出状況と復元状況に違いがある例とし

て挙げさせていただきました。以上作業をさせていただきましたが，感想といたしまして

基壇復元というのはかなり無理があるのではないかと思いました。 

委員の皆さまのご意見をお願いします。 

 

（委員長） 

 ありがとうございました。実験からの結論は，報告のとおり無理があろうということで

すが，これ以外に方法がないのかとか，一般的な平積みの塼だと，裏込めをどうしている
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か，ですね。バラスを突き固めたりしているのですが，伊勢国分寺跡の発掘調査では裏込

めがよく分からなかったものですから，土を詰め込んだ形での復元です。 

 

（委員） 

 その台形塼の形は，他に例はないんですか。 

 

（事務局） 

他には今のところ見つけておりません。 

 

（委員長） 

だから余計分からないんですよ。 

 

（委員） 

 現場で塼を見た限りでは，この復元案では 1段で積んであるようだけれども，2段は復元

できるのでは。3段目以上は分からないが，2段目の部分は分かっている。今は 3段目以上

も一様に全部復元しているんだけれども，実際は 3 段目で内側へ下がっているのでは。つ

まり，二重基壇ではないのか。平坦部分が瓦敷きか塼敷きなのかはわからないが。3段目の

高さなら，台形塼でも積み上げられるのではないかという話を現場でもした。 

 

（委員長） 

今のお話は，資料７の写真（塼の出土状況）のことですね。 

例えば，他の同時代の遺跡にそのような二重基壇の例はありますか。 

 

（委員） 

こんな台形のものを 6段も積むことが難しい。古代の人には簡単だったかもしれないが，

復元するなら違う方法を考えないと。これでは落ちるものな。 

 

（委員長） 

私も，現地を見せてもらいましたが，調査担当者はこの箇所以外での二段築盛について

はどうでしたか。 

 

（事務局） 

瓦が使ってある部分というのは，新しい瓦が埋め込まれていることから，修造期のもの

ということで判断しました。軒丸瓦の模様がある部分を外に向け，さらにその外側を塼が

囲っているというのは考えづらい。塼と瓦との関係にも断絶がありまして，塼については

地下のものだけが残っていて，3段目以上はあったかどうか分からず，辛うじて 2段目が残
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っている。2段目は実際には地上に出ている 1段目ということになりますが。 

 

（委員） 

模型を見ると，6段積むことは難しいと思う。煉瓦を 2段目までに敷いて，残りを土羽に

するとか。 

 

（委員） 

台形の上底側が外側ですか。 

 

（事務局） 

反対の下底側です。 

 

（委員） 

塼が実際に遺構で見つかっていたのは，2段ということですが，資料７の写真は倒壊した

状態で，3段くらい積んであったことは分かります。それ以上は分かりませんが。私も現場

を見ましたが，二重基壇のようには見えなかった印象です。これが上まで上がっていたか

ということはわからなかった。昨年，わからないから模型を作って実験してみたらどうだ

ということを発案させてもらいましたが，先程仰ったように，間知石
けんちいし

状になっている間に

土をしっかり入れる，という方法になってきますよね。 

 

（委員） 

無理と判断したのは何故。これだと 6段上がらないといけないか。 

 

（事務局） 

想定できる基壇の高さだと，6段ですね。 

 

（委員） 

間にしっかり詰めたらどうか。 

 

（委員） 

模型を作るとき，そのように作られたかもしれませんが。 

 

（委員） 

美濃国分寺の基壇は，一番下は 60cmで奥行きが 30cmで，その上は 40cmの 20cm（上

にいくにしたがって，段々短くなっていくという方法）で積んであった。実際にこんな大

きなものを復元すると，時間と金が物凄いことになってしまう。 
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そこで，復元では塼の表面を抉ってそこにフックを付けて，コンクリートの擁壁に括り

付ける…という方法としたが，それで 20年保っている。今のような復元で，1年も 2年も

保っていられるか。擁壁を使うなどして，うまく細工をすれば，実現が可能なのじゃない

か。 

講堂は是非，構造物があった方が見栄えがする。 

 

（委員） 

台形塼が類例のないものということなので，すごい特色。これを用いることは，第一条

件に考えたい。 

 

（委員） 

この積みにくいのを，何故使ったんでしょうね。真っ直ぐにしておけば楽なのに，なぜ

このような形にしたのか。 

 

（委員） 

それは，（組み上げの際に）調整しやすいからだと思いますよ。整備の手法については色々

ありますが，奥行きがないから安定しないので，何段くらいまで積めたのかという問題が

ある。それで，先程仰ったように下が 3段くらいであれば出来るかと。6段 7段積むのは，

古代においても辛かったんじゃないか。一方で先程のお話では二重基壇には見えづらかっ

たということで，そのあたりの調査の判断ですね。 

 

（委員） 

この会の初めの時，整備に入るときに，整備の象徴として，思い切って塔を再現しては

という話を仰っていたこともあったと思います。実際に調査をして，無いものを再現する

というのではなく，ある程度想定されるところまで表現して欲しい，というのが整備に対

する希望です。地元からすると，古代のロマンという部分も大きいと思うんですよ。 

 

（委員長） 

整備というのは，一木一草でもなるべく現地の物を使うというのが原則ですが，今回の

ように見解が分かれますと，どちらかに沿っていかないと，設計が前に進めない。他の事

例があれば，それを参考にできますが。この件の収め方は非常に難しい。 

勿論，後の管理の経費も整備全体に関わってくる。講堂は一つの目玉であるということ

もあり，実施設計へいくための調整の場です。その点ではいかがでしょうか。学術的にも

難しいし，思い切った整備をというご意見もありますが。 

 

（委員） 
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技術的に 6段（積み）は難しいか。 

 

（事務局） 

難しいと思います。 

 

（委員） 

通常，間知石と言っているものが近いです。あれは奥行きがだいぶあって，間に石とか

詰めるので，安定するのですが，（台形塼を）見る限りでは，奥行きが無さ過ぎて，垂直に

立てると落ちやすくなるのかな。 

 

（委員） 

台形の上底と下底を交互に合わせていく積み方では，考えられないか。 

 

（委員） 

現場を見る限りでは，一番下の部分は垂直に立っていましたね。3段目以降に傾斜を持た

せるのであれば… 

 

（委員） 

一番下はこの塼でなかったのでは。 

 

（委員） 

一番下も台形塼です。2段目までは垂直になっていました。 

 

（委員） 

 事例がないからなあ。 

 

（委員） 

なんとか，ここにしかない台形塼は活かしたいな。 

 

（委員） 

2段は作って，それ以上が難しければ，後は所定の高さまで土羽で表現するとか。 

 

（委員） 

2段だったとは考えられない根拠は。 

 

（委員） 
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少なくとも 3段は倒れたような状態で残っていることが，資料７から分かります。 

後は，二重基壇かということですが，なっていたとすれば，下成基壇の痕跡が残ってい

ても良い。確かに瓦はあったが，時代が新しいめのものということですし，一様に上部が

削平されている形なのと，国分寺では二重基壇の例を聞いたことがないので。七世紀には

割とあるが，八世紀になるとないかもしれない。 

 

（委員） 

そのような復元整備の方法はあるわけですよね。 

出来ない方法をそういう形でやったわけで。 

 

（委員） 

できないことはない。 

 

（委員） 

それはちょっと考え方が違って，整備としてはいくらでもできるが，それをして，古代

においても（出土したように）バタッと倒れるのであれば，古代人はやっただろうかと。 

それを実験でやってみると分かるのでは，ということで提案しました。造った端から倒

れてきていては，昔の人もそれはやらなかっただろう。そのあたりが逆に，実験によって

解明できることかもしれません。 

6段は無理でも，3段はできるということであれば，二重基壇の可能性も考えないといけ

ない。古代においてどうだったかということを，色々検証してみる必要があります。 

 

（委員） 

基壇は同じ方向で塼が積んであったのですか。互い違いとかでなく。 

 

（事務局） 

この場所では，そうですね。同じ方向になります。 

 

（委員） 

台形塼はなかなか無いものですから，組んで復元してからも，側面から見られるように

して欲しい。組み方を説明できるように。 

 

（事務局） 

何段になるかという問題もありますが，1段だけでも，角は必ず側面がでるようになって

います。それで特徴は出せるかと。 
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（委員長） 

調査結果からは，削平されているので，2段になるかそれ以上になるか，確かなことは言

えないわけですが，ロマンを膨らませるためには厳しい。一部分だけ限定的に再現すると

か，見える部分の下だけぐるりと再現するとか，出来れば方向を決めたいということなの

ですが，いかがでしょうか。 

 

（委員） 

塼の積み方が互い違いでなく，同じ方向だったという根拠はどれでしたか。 

 

（事務局） 

資料７の上中の写真です。わかりにくいかもしれませんが。散乱しているものも乗って

いたとすると，これは 3段になります。 

 

（委員） 

互い違いだったら分かりやすかった。 

 

（委員） 

今の規格品とは違い，形にバラつきがあるので，後ろの余裕のある方が良いんですよ。

ぴったり合うことを前提に作ってしまうと，規格外の物が使えなくなってしまうので。後

ろで調節するために，こういうやり方をしているんだと思います。それで，何段まで積め

るかという問題ですよね。かなり高くなるとしんどい気がします。元の基壇を非常に堅固

に作っておいて，表面の化粧ということで，丁寧に施工していけば，高く積むことも可能

かと思いますが。間に詰める粘土なりの材料をどうしたのかという課題ですね。なかなか

答えは出ないですね。 

 

（委員長） 

発掘の時に，塼を見て「凄いな」と思いました。初めて見るものだったので。まさか二

年経ってこういう論議になるとは夢にも思いませんでした。ただ，コンテンツの取扱いを

どうさせてもらったら良いでしょうかね。議論は続くんですが，堂々巡りの感がしますの

で。 

 

（委員） 

何段積めるかというのは，非常に大きな問題だと思いますね。模型だとやはり，テラコ

ッタ製で表面が滑らかなので，粘土との食いつきが良くなかった可能性がありますし，サ

イズが小さいので，細かいところまで粘土が往き届かなかった問題もあると推察されます。

実際ですと，下から積む際に，土や粘土を裏込めしてがっちり作っていけば，いけるのか
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なと思うのですが。実際に 1／1でやってみないと，とは思いますけれど。 

 

（委員長） 

今のところ，二重になるかの確定はできないまま，整備への採用はできませんので，最

低 3段までをどのように講堂復元に取り入れるのか，一部分なのか，全面的には 1・2段に

して，部分的に 3 段にするとかせざるを得ない。発掘調査結果に基づく最大限だと思いま

す。その点どうでしょうか。 

 

（委員） 

南西側の階段は分かったのか。 

 

（事務局） 

まだ分かっていないです。 

資料８に示しました，塼を 1 段だけぐるりと回してある想定なのですが，実際には 2 段

目が見えているという考え方です。発掘調査で確実に積まれていたのは 2段目まで。3段目

と思われるものが転がっていたという結果です。 

 

（委員長） 

資料８で，階段の中央はこれで良いと思います。実際の発掘結果ではもっと幅は狭いん

ですよね。 

 

（事務局） 

狭いです。破損品で造り直されている感じでした。 

 

（委員長） 

そのあたりの，明らかに作り直されているということは，調査した人にしかわからない

ですよね。最後になりますがどうでしょうか。講堂の復元について，基本的にこの塼を数

は別にして，使うということと，3段まではどこかで表現する，と。それくらいしかまとめ

ようがないですが。あとは，整備を進めていく中で，全国で発掘例がでてくるかもわかり

ませんし，それを気長に待つわけにもいきませんが，現時点では，このようなまとめ方で，

講堂の遺構表示についてはよろしいでしょうか。 

 

（委員） 

2段だと，1段目は土の中だから，もう 1段積んで，（見える部分を）2段にして回しても

らったら，ああ成程，と分かるのでは。1段目の地中部分は見えないので，復元しなくて良

いので。 
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（委員長） 

全周ですか。 

 

（委員） 

それは，事務局に任せるが。 

 

（委員長） 

私たちはすぐ，これの一本当たりの製作費をいくらと考えてしまいますね。 

では，私自身も苦しいですが，こういうかたちでまとめさせていただきたいと思います。

ありがとうございました。 

それでは，続きまして，③石碑・説明板・その他についてですね。 

説明をお願いします。 

 

（事務局） 

資料 15をご覧ください。以前から国分寺跡にあった石碑類と新たに設置する説明板につ

いてご説明します。 

講堂跡付近には資料 15下段に示した写真のとおり，石碑や説明板，近世の回国碑がござ

いました。これらについて，史跡保存の歴史あるいは近世における国分寺跡への認識を示

す貴重な史料であると思われます。上段の図に○で示したものが説明板の想定される位置

です。設置が想定される位置として 3 箇所示しました。A はもともとあった場所に近い講

堂の横，Bは来園者のアプローチに相当する南西部分，Cは主要伽藍中軸線の南面です。回

国碑はやや表面に劣化が見られるので，薬品の含浸などが必要になるかもしれません。 

他にも設置場所としては考えられると思いますので，よろしくご意見をお願いいたしま

す。 

 

（委員長） 

資料 15 について，現在残っている写真の石碑を，どの場所にどう持っていくかですが，

地元の方が長年親しまれてきたこともあり，私としては元あった場所に近いところが良い

のではないかと思っているのですが，いかがでしょうか。 

 

（委員） 

元あった場所はそもそも公共の土地ですので…。土地としては一番小高い場所で，講堂

が建っていたんだと思いますが，私としては，元あった場所に置いていただく方が良いと

思う。 
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（委員） 

建立年不明説明板というのは，昭和 35年よりも新しいものなのか。 

 

（事務局） 

年号が入っておらず，良く分からないのですが，土台の部分が昭和 35年の物と同じよう

になっているので，その頃ではないかと思います。 

 

（委員） 

多分これは同時期じゃないの。位置もそんなに離れていなかったでしょう。 

 

（事務局） 

はい。隣同士で立っていました。 

 

（委員） 

土台が一緒のような感じですね。昭和 35年頃でいいのでは。今度整備の中で，新しく石

碑等を建ててはどうですか。「伊勢国分寺跡」と。 

 

（委員長） 

まったく新しく，ということですか。 

 

（委員） 

築地塀で囲まれた部分は，ある意味古代のロマンなので，回国碑などの古いものほど中

に配置した方が良いのでは。新しいものほど外で。私個人の意見としては。 

 

（委員長） 

博物館に来られた人がどう感じるかが一番大事だと，私は思います。 

A，B，C三つの中だと，どこがより適当かということですね。 

これも実施設計に入ってくるわけですが，実施設計が行われるのは来年のいつ頃になり

ますか。 

 

（事務局） 

来年度…業者を決めてからになるので，時間はかかると思いますが。 

 

（委員） 

4つある碑を全部 Aに置いて，新しく作ったものを Cに設置するのかどうか。 
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（委員長） 

すぐには費用も出てきませんけれどね。 

 

（委員） 

この大正 12年の物と昭和 35年の物は，大きさは同じくらいですか。 

 

（事務局） 

ほぼ同じような大きさになっています。細かいデータは持ち合わせていませんが。 

 

（委員） 

それだと，並べて二つ立っているのも妙な感じですね。 

建立年不明の物は移したい… 

 

（委員） 

いや，これは昭和 35年で間違いないよ。表現のし方なんかも。 

石碑があって，横で説明をしているということだろう。 

 

（委員） 

昭和 35年と言うと，このあたりの耕地整理の時に動かしたのではないだろうか。 

二つ一緒に並んでいましたよね。 

 

（事務局） 

はい。 

 

（委員） 

昭和 35年の建立者は誰。三重県教育委員会とか。 

 

（事務局） 

書いてないです。 

 

（委員） 

大正 12年は。これは史跡名勝天然紀念物指定とかの。 

 

（事務局） 

ええ，確か。指定年月日と建立年月日が入っています。 

 



 

22 
 

（委員） 

史跡の跡の字が少し違ったのではなかったか。昔の文字偏の。 

 

（委員） 

講堂周辺にあったわけだから，古い順に並べておけばいいのでは。 

 

（委員） 

思い切って，中門の横に置いては。一番最初に来園者の目に入るから。 

 

（委員） 

回国碑が一番古いのだから，講堂の真ん中に据えてはどうですか。 

 

（委員） 

 講堂の上には据えない方が良いだろう。 

 

（委員） 

この回国碑は，原位置を保っていたのですか。 

 

（事務局） 

下の方の工作はきちんとしていなくて，置いてあるといった風でしたので，もしかする

と動いているかもしれません。確認はとれませんでした。 

 

（委員） 

頭大の石で下を固定してあったのでは。写真を見ると，すぐ横に石があるから。 

 

（委員長） 

各論で苦労しますが，これは親しまれているものですし，史跡指定のモニュメントです

ので，良い位置に置いたらいいと思うのですが。 

 

（オブザーバー） 

先生方がいらっしゃる中で，申し上げるのもお恥ずかしい話ですが，史跡に関しては，

石碑ないしはそれに代わるものを立てよというのが，文化財保護法で決められております

ので，ここが史跡であるという標識は必ず立てなければなりません。それを考えますと，

ここ（伊勢国分寺跡）の史跡指定は大変古いものですので，大正 12年の石碑は，当時の法

律に基づいて建てられたのではないかと推測できますので，大変重要なものになると思い

ます。昭和 35年の石碑は，どういった経緯で建てられたものか分かりませんが，説明板に
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関しても，史跡には石碑とそれを説明する説明板を立てることが定められていますので，

そういうことから建てられたのではなかろうかと考えます。これもまた，当時の法律に基

づいて建てられたのではないか考えますので，それを前提としてご議論いただけると良い

かと思います。 

 

（委員長） 

ありがとうございました。少し時間も迫ってきましたので，いかがでしょうか。この取

扱いに関しては。おそらく短時間でまとまらないと思いますので，どうさせていただきま

しょう。 

 

（事務局） 

事務局としては，昭和 35年の石碑と説明板はセットで考えた方が良いのかと。それで場

所を検討しようと思います。大正 11 年に指定となって，大正 12 年に建てられた石碑は，

史跡を象徴するものなので，門の内側というか，目立ってふさわしい場所を検討したいと

思います。回国碑についても，江戸時代の人がその場所に建てたものですので，元あった

場所に近いところ，講堂付近で考えたいと思います。 

 

（委員長） 

講堂の真ん中という意見が出たが。 

 

（事務局） 

真ん中はちょっと。整備が難しくなるので。 

 

（委員長） 

では，そのあたりはまた事務局で検討していただいて良いでしょうか。 

すみません。予定の時間になってまいりましたが，ちょっと延長してもよろしいでしょ

うか。先生方がお帰りの電車もあると思いますが。 

史跡の活用について，ここが出来たときから，国や県の方針で，整備後の活用をきちん

としなさいという新しい考えが出てきました。博物館では，昨年度末にサポート会という

制度が出来まして，去年，今年と観月会を催したんですが，整備に関しても史跡に親しん

でもらうボランティアを募るとかの作業を設定するのが良いのではという話も承っていま

す。伊勢国分寺跡整備の，ひとつの目玉になるんじゃないかと思いますので，来年のサポ

ート会も含めた経営について，時間をとらせていただきたいと思います。 

県内でも整備後のイベントはあると聞きましたので，県の方から参考事例があればご紹

介ください。 
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（三重県） 

県の方から整備後の活用ということで，考え方だけ申しますと，整備前・整備途中・整

備後の３つそれぞれで活用が出来るのではないかと，今のところは考えられておりまして，

整備前の段階では，ここでもされていた発掘調査の現地説明会や研究成果の活用。整備途

中の段階では，整備工事そのものを公開していく，あるいは，整備工事そのものに市民が

参加していくことが，近年盛んに行われるようになってきていると。勿論整備後は，出来

上がったものの見学，それを使ったイベントの開催，あるいは何周年記念の行事といった

ことを展開していくことが，最近考えられている流れであります。 

その中で，整備の最中に市民が参加する事例はないかということで，ご質問いただいて

お調べしました。まず，県内の事例から申しますと，松阪市の天白遺跡は，石を丸く置い

た真ん中に石を立て，祈りの場にしたという縄文時代の遺跡ですが，そこでは土盛りをし

た上に石を並べる，という作業を市民参加で復元しているという事例があります。つまり

整備段階で市民が参加する，というのを松阪市さんでやっているということです。ここ（伊

勢国分寺跡）では，建物の復元は難しいということですが，県外の他例では，建物を復元

するときに屋根の部材に子供たちが名前を書いて復元するということをやっている。する

と，あそこの木の板には自分の名前が入っているのだ，と語り継いでいけるので，子ども

たちが大人になってからでも，遺跡を愛してもらえるという工夫があったりですとか，ま

た松阪市の宝塚一号墳のところでは，はにわの復元をやっている会で，子どもたちが作っ

たもので復元して並べる，ということをやっていると聞いています。 

簡単で申し訳ありませんが，整備中の活用ということでは，そのような事例をご紹介で

きるという風に思います。 

 

（委員長） 

どうもありがとうございました。この史跡の活用について，昨年も一昨年も議論があり

まして，やはり史跡に親しんでいただけるようなところで意見が出たかと思います。この

ところを 10分くらいでお願いしたいのですが，いかがでしょうか。 

県に紹介していただきましたが，その他の事例とか，ここについて今でもできる，もう

少ししたらできる，ということがあれば，ご紹介いただけないでしょうか。 

並びに，今年二度目の観月会のことについてもいかがでしょうか。 

 

（委員） 

これはいつ完成するんですか。 

 

（事務局） 

平成 27年度です。 
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（委員） 

伊勢国分寺跡顕彰会みたいなものを作って，維持管理もそこがやるとか。市が作っても

良いし，民間とか我々も入って。完成したら，研究大会みたいなことをするとか。ここが

事務局になって，全国国分寺サミットを開催したり。 

 

（委員長） 

今言われたように，維持管理を考えながら整備をするわけですが，芝なんてあっという

間になくなりますし，木もあっという間に大きくなります。私も今，海岸の松を手入れす

ることをしているんですが，大変なんです。素人考えで，鋸で切ればいいというものじゃ

ない。きちんと教える場が必要です。以前，館で樹木の剪定ミニ講座をやってはどうか，

参加した人の実になるようなことをやってはどうか，と言われたことが印象的でしたね。 

 

（委員） 

ええ。前にも申し上げたように，参加することでメリットがある，ああよかったなぁと

いう喜びを感じる，学びも兼ねた講座のような勉強会で，多くの人の輪を繋ぐというか。    

最低条件は，そこに喜びがあるような参加の方法。いかに企画力で組み立てるか。よく，

ボランティアというと，使命感や責任感ばかりが膨らんで，終いにしんどくなってしまう

のですが，お楽しみ会的に参加して，こんなに得したなというものを持ち帰っていただく。

それにはやはり，迎え入れてもらうためにも，地元の人たちと博物館との繋がりをつくっ

ていただくのが理想的かな，と私は思います。 

 

（委員長） 

ありがとうございます。先程も，平城遷都 1300年祭の話をしましたが，私の姪がアルバ

イトで古代衣装を着せる係になって，とにかく面白かったと言っていました。何が面白か

ったかというと，着せかえていくことで，その人が活き活きしてきて，元気をもらったの

だと。特に，お年寄りには物凄く喜んでもらったということです。非常に感動して，今で

も良かったと言っています。 

余計なことを言ってあれですが，後はどうでしょうか。まだ整備の途中ですし，始まっ

てみれば泥だらけになるんですが，博物館の仕事ともタイアップをしながら，地元の方で

やるとか。それから顕彰会とかですね。私も今，色々な評議員などやらせてもらっていて，

どういった運営にするかも大変らしいんですが。例えば自治会長さんと中心に，整備と絡

めて新たにやっていこうというお考えの方はおられないでしょうか。 

 

（委員） 

なかなか地元でもボランティアは…。一番良いのは皆さんが言っておられた参加型です

か。例として私たち菅原神社の方で，梅を 500 本ほど植えて，新聞などに載せてもらった
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りして，かなり有名になってきましたけれども，子どもさんの卒業記念とかで地元を入れ

ていったりとか，合格祈願の記念樹なんかも植えにきてもらって。剪定なども，こどもさ

んに親御さんとやってもらったりしているんですが，やはり，してくださいという形では

なかなか難しいんですね。何かの記念でやるとか。 

 

（委員） 

地元の人にはやってもらわないと，絶対いけない。お膳立ては鈴鹿市がやって，特に維

持管理を。費用なんかもそんなに要らないのでは。 

 

（委員） 

ボランティアというのはやっぱり…。有償というのはどうですか。 

 

（委員） 

いや，維持管理だけしてくれと言っても，なかなかできないですよ。ですから，関わり

方のオプションを，色々な関わり方が出来るような仕組みを作ると。 

例えば，島根県の松江に田和山遺跡という弥生時代の遺跡があるんですが，色々な関わ

り方が出来るチャンネルを作るということで，「勉強したい」，あるいは「来る人を案内し

たい」，あるいは「綺麗にしたい」とか，あるいは「寄付したい」とか，市内の人や市外に

出ている人，色々な立場の人が参加できる仕組みをとってますね。割とうまいこといって

いたんですが，しかし年数が経つと，初めは熱かった人が年をとってきて，継続していく

のはなかなか難しいなということを聞きました。 

あと，北海道の伊達市と言うところに，北黄金貝塚という縄文の遺跡がありまして，そ

こはボランティアの取り組みを非常に熱心にやってるんですね。それは，先ほど言ったよ

うに，掃除だけをしてくれと言っても誰も来ないんですよ。そこは噴火湾文化研究所とい

う市の部局があって，みんなで一緒にやっていこうという取り組みをしているわけですね。 

ここの場合は，伊勢国分寺跡の隣に考古博物館がある，という物凄いアドバンテージが

あるわけです。ですから，博物館の方にも汗をかいていただいて，一緒にやっていくんだ

という姿勢での取り組みが望まれるところです。 

 

（委員） 

ボランティアの維持管理というのはそういうことを言っているんじゃなくて，鈴鹿市は

当然維持管理費を出して，日当を払うわけですよ。 

 

（委員） 

事務所の人は別にしてですね… 
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（委員） 

ただでやっている所なんかないと思いますよ，小さいところは別にして。平城なんて何

億も使ってるじゃないか。 

 

（委員） 

それは色々とやり方次第ですよね。 

 

（委員） 

こんな大きなところで，無償で草抜きをさせているところはない。その会に補助金とか

を出すやり方もある。 

 

（委員） 

ですから，市が予算を付けてやるなら，それはそれでいいんですよ。ただ，市がすべて

お膳立てをして，勝手に使ってください，では市民の中に生きる史跡としてはいえないと

思うんですよね。ですから，いろんなやり方で，市民に参加してもらうチャンネルを作る

ことが必要だと言っているわけです。 

 

（委員） 

それが，今の顕彰会のことじゃないですか。名前は何でもいいです。史跡の管理は当然

鈴鹿市が地元にモーションをかけてやるにしても，行政主体の維持管理には限界はある。

だから，地元を中心に顕彰会など，最後は財団法人でも，活用についてやってもいい。 

 

（委員長） 

斎宮の場合は，斎宮跡の史跡をまちの観光活性につなげるということで，20 年近く斎王

祭りをやって定着しており，アマチュア写真家がすごい。それも斎宮歴史博物館が全部や

っているのとは違い，実行委員会や町民が盛り上げている。 

 

（委員） 

しかし，地元の人が企画に主体的に参加してないと，活用は難しいのでは。 

 

（委員長） 

史跡活用でいろんな試行錯誤をされてますし，私もボランティアに携わってますが，こ

れが色々と問題がでてきたりですね。ボランティア同士の中でも言いあったりと，ありま

したが…。 

 

（委員） 
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サポート会の元々の目的は，国分寺を整備した後の色々な管理のために作ったんですよ

ね。実際，出来上がるのがかなり先で，それまでの間どうしようかということで，観月会

なんかを 2 年間やってきたわけです。正直言って，予算はゼロです。本当のボランティア

でやっています。そこで壁に当たったのは，やっぱり地元の人とやらないと駄目ですね。 

観月会には，最初は 500人くらい，今年は 300人以上来てもらいましたけど，来てもら

った地元の人に，こんなのやってたん，って言う人が結構多いんですよ。一生懸命やって

ても，地元の人が知らないで，よその人ばかり来てもらうばかりじゃ，あまり意味がない

ですから，やっぱり地元とサポート会，勿論博物館も一緒になってうまく出来たら。 

なかなか，サポート会の人が増えないんですよ，20 人くらいから。色々募集はするんで

すけど。出来上がると，それに賛同して増えるかもしれませんが。ですから，やれないこ

とはないと思うんですが。タイアップはしますので，主はやはり地元の方で，次回は是非

よろしくお願いしたいと思います。 

 

（委員） 

なんとか，回覧とか掲示とかは，させてもらってるんですけどね。 

 

（委員） 

そうですね。それから案内とか僕らも行きますけどね。実際に活動資金がないので，そ

れだけは大変ですけど。 

 

（委員） 

この「ミュージアムコンサート～観月の夕べ」というのがそれですか。 

 

（委員） 

そうなんです。 

 

（委員） 

これ，市からなにか補助は出してないですか。 

 

（委員） 

全然ということはないですけど。 

 

（委員） 

一年目はゼロでした。二年目は，前回が成功したということがあると思いますが，予算

補助をしていただいたと。どれだけの補助があったのかは，私たちサポート会は知りませ

んけれども。実費はそのなかからということで，経理は館がしていただいて。 



 

29 
 

 

（委員） 

実費くらい当然市が出す。 

 

（委員長） 

すみません，私が延長して時間を気にするのも変なんですが，そろそろ 4 時前になりま

したので。 

私もボランティアをさせてもらっていますが，やはり続かない。熱がすぐ冷める。まあ

それでも良いんですが，自由参加でいつやめても良い。辞めた人に文句を言わない。そう

いう最小限のことでやってるんですが。博物館に何年かおりましたけれど，美術館と博物

館で，またサポートが違うんですよね。ある程度，博物館側が用意したボランティアをお

願いする場合と，自主的に館にやってきて，こういうことができますからというボランテ

ィアは，日本ではまだあまりないですね。準備が要りますので，出来れば史跡整備が順調

にいき出したところで，いずれより大きなテーマにできるようになると思いますので，今

日のところはまだ議論が不十分ですけど，お帰りの時間を遅らせてしまって申し訳ないで

すけど，議題はこのあたりで終えさせていただきます。 

 

 

閉会あいさつ（考古博物館長） 

 

 


