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平成 23年度 第 1回 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 23年 8月 23日（火）13:30～16:00 

場所  鈴鹿市考古博物館 資料室 

委員  伊藤久嗣（委員長），小野健吉（欠席），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） 

オブザーバー 三重県教育委員会 社会教育・文化財保護室 

事務局 鈴鹿市 文化振興部 考古博物館 

同席  鈴鹿市 都市整備部 市街地整備課，株式会社空間創研 

 

内容 

開会あいさつ（文化振興部長） 

 

議事 

委員長 

本日もどうぞよろしくお願いします。 

 昨年度は 12月に一度だけ当委員会が行われました。基盤整備状況を時折のぞかせてもら

いましたが，つい今し方もダンプが行き来しており，かなり進んでいると思っています。

先生方には，大変忙しい中を出席いただきました。活発なご意見を拝聴させていただきた

いと思いますので，どうぞよろしくお願いいたします。 

早速，事項書の「2 議題」です。今日は「（１）平成 23年度事業」「（２）史跡の活用」

ということです。特に前回から 8 ヶ月が経っているので，前回の主要なポイントを含めな

がら，事務局には今年度の事業説明をしていただきたい。それと資料も結構なボリューム

がありますから，一気に説明を受けると，とても頭に入りきらない。例えば「ア 造成工

事」の説明が終わった段階で，各委員の方々からご意見をいただくとし，なるべく長時間

聴きっ放しということがないようにしたいので，よろしくお願いします。それでは，事務

局の方から，「（１）平成 23年度事業」の説明をお願いします。 

 

事務局 

まず資料 1 をごらんください。こちらが，造成している基盤整備にかかる図面となって

います。 

平成 23年度は，平成 21年度・22年度に引き続き，基盤整備を実施していきます。 

昨年度までで造成が終わった箇所は，この図面で上半分の白抜きをしてある部分になり

ます。その下の赤い部分と白い部分につきましては，未だ終わっていない箇所です。この

事業の当初は，公共事業の発生土をもらいうける計画でスタートしていまして，平成 21年

度に盛土造成を中心とした基盤整備に着手したわけですが，実際には適した発生土にめぐ
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まれませんでした。平成 21年度に，下水関連でいただいた土を若干加えていますが，平成

21年度・平成 22年度の大半は，購入土により造成を進めてきました。その為，経費の上で

も時間的にも，当初の見込みを越えたものとなっています。 

昨年度は全体の 2分の 1まで盛土を行い，法肩のU字側溝や法面の芝貼りを行いました。

今年度は，資料 1 の着色部分における盛土造成・法肩の側溝・東側の周回路を実施する予

定です。今回の盛土造成については，昨年の委員会でもお知らせした通り，他の公共事業

の発生土をいただけることとなりまして，造成土の搬入が始まっています。これにしたが

い，今年度の事業内容を変更し，残り部分の造成等も終了する運びとなっています。さら

に，資料 4 の図面に暗渠排水の位置を示してあります。この暗渠排水についても，今年度

実施していく計画です。「ア 造成工事」については，以上です。 

 

委員長 

事務局の方から，資料 1 に基づいて説明してもらいました。既に，資料 1 の上部は 2 カ

年に渡って基盤整備が終わっていまして，今年度の赤い部分については，鈴鹿市の公共事

業の残土を運搬して盛土をしていくということです。経費的にも相当削減される向きであ

ると聞いています。ひとつ質問ですが，今年度はこの赤い部分だけの施工ですか。 

 

事務局 

今もらいうけている残土を全て使えるものとすると，7000㎥を予定しています。それを

使いますと，この赤い部分と下の白い部分まで終了できると考えています。 

 

委員長 

では実質的に，資料 1 の赤色部分とその下まで完成見込みであると理解してよろしいで

すね。そうすると，資料 16 にあります平成 24 年度の造成工事（盛土）というところが，

無くなるということでしょうか。 

 

事務局 

はい。資料 16 でいいますと，平成 24 年度の造成工事，盛土と園路の路盤も終わります。

後は雨水排水，法面の芝貼りなど，基盤整備にかかる部分につきましては，終了するとい

うことです。 

 

委員長 

はい，わかりました。ありがとうございます。 

 

※中断※ 

（市長あいさつ） 
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委員長 

中断前に少し戻りますが，資料 1 の今年度予定の赤色部分の盛土が，市の公共事業の残

土を運んでくると，赤色の下の区画も含めて，平成 23 年度中に盛土工が終了するというこ

とでした。この盛土については，昨年 12 月の検討委員会でも，地元の委員さんから，工事

の進行に伴う耕作との関係と，水田や畑地へのアプローチについて，工事用道路，周回路

についても保全を十分注意をして欲しいという発言がありました。その点について，事務

局の方から如何でしょうか。今でも地元に説明をされていると思うのですが，最近は局地

的な大雨がありますし，そのあたりの現状で問題点があったり，地元の方から指摘を受け

たりしている点がありましたら，報告してもらえませんか。 

 

事務局 

この事業は平成 21 年度から着工しているわけですが，史跡の保存目的として着手してい

る関係で，周回路については自然地形に沿った形での施工となっています。その部分につ

いては，浸透式ということで施工してきたのですが，どうしても水の溜まる部分，湧水す

る部分が出てきました。そのことについて，地元の方から色々とご意見を頂戴しておりま

して，国・県の方と相談しながら解決策を検討しているところです。 

 

委員長 

はい，ありがとうございます。その点では如何でしょうか。 

 

委員 

周回道路の雨水冠水については，市長さんのいるときにも要望しました。ある程度の砕

石を置いて当面の解消として，最終的にはきちんとするという話をもらっています。 

 

委員長 

はい，分かりました。そのような問題がありますが，ほかの委員の方で特に造成工事に

ついてのご意見はありませんか。遺構表示の基礎になる部分ですから，これをきっちりや

っておかないと，後でどうしようもなくなってしまうことにもなりかねません。 

では，とくにご意見が無いようですので，北側の周回道路の冠水については相談して，

地元の人にとって納得のいく解決をお願いしたいと思います。 

それでは，議題の「イ 実施設計」に移ります。これも，全体で一度区切らせていただ

きます。全体，講堂基壇，四阿，の 3件よろしくお願いします。 

 

事務局 

資料 2～6をご覧ください。なお資料 2～5は同じ図面を基にしております。 
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まず，全体ということで，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

ております。昨年の議論に基づき，作成したイメージ図が資料 6 になります。これを基に

して，今回は実施設計をどのようにしていくかをお考えいただきたいと思います。別に項

目をあげました部分「講堂基壇」や「四阿ほか」の設備については，のちほど御説明しま

すので，まずは遺構表示全体について御説明申し上げます。 

 

さて，これまで何度か説明させていただいたように，伊勢国分寺跡は全体に遺構の保存

状況が悪く，基本的には芝貼土羽等によって平面的な表示方法をとらざるを得ないことは，

ご理解いただいている点であるかと存じます。調査された遺構の位置や大きさに基づいて，

資料 2のとおり，遺構表示をしていきたいと考えています。 

全体はノシバによる芝貼りとし，回廊内部の黄緑色部分は砕石敷き均し，基壇や築地の

周囲における動線部分については，土系舗装，北東院や小院の築地は透水性平板舗装を考

えています。寛保三年の回国碑，昭和 35 年の石碑及び説明板は，元々あった講堂の近くに

配置したいと考えています。資料 4の図面では講堂右側に配置してあります。大正 12 年の

石碑は，元々は講堂の場所にありましたが，メインである南門付近に配置するよう表示し

てあります。 

資料 3 はサービス施設・管理施設の配置図です。サイン，散水栓，照明，車止め，電源

の位置を示してあります。サインは基本的に，各建物の直近に配置してあります。散水栓

については，博物館に近い側，南門付近と伽藍地南東部分に配置してみました。照明は，

利用者が明かりをめざして帰路につけるよう，博物館側に 2 か所配置しました。電源は，

博物館から遠い北辺での電気機器使用を想定し，配置しました。 

その他，植栽として築地部分にウツギ，その他景観植物としてイロハモミジ・ウメ・ヤ

マザクラの配置を示してあります。築地は 20ｃｍほどの盛土とします。 

南東の掘立柱建物 2棟は四阿やスツールでの表示となっております。 

サイン，照明，車止め，植栽，四阿，スツールの個々については 3 項目の「四阿ほか」

のところで御説明します。 

資料 4 は暗渠排水の位置を重ねた図面です。遺構表示の設計の際は地下の暗渠排水の位

置を勘案して，表面水の処理を考えたいと思います。 

資料 5 は，利用者と管理用の動線を示したものです。赤色の実線はバリアフリーの動線

で，同色の破線は健常者の動線です。青色の実線は管理用車両の動線です。 

全体としては，以上です。 

 

委員長 

はい，ありがとうございました。 

 まずは，平面的な遺構の配置を掴んでいただこうということで，資料 2が作られました。

資料 2 を中心に説明してもらいましたが，如何でしょうか。事前に資料を個別に送っても
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らっているので，立体的なところも含む全体像についてのご意見がありましたら，お願い

します。 

 

委員 

地元としては，外周道路の照明をきちんとして欲しいと思います。現在でも散歩道とし

て使われているので，暗くなると心配です。盛土で見通しが悪くなっているので，尚更で

す。 

 

委員長 

今の話ですが，夕方に此処に来ると，地域の人が犬の散歩をさせているし，今は夏休み

だからということもあり，結構遅くまで子どもが遊んでいます。例えば，資料の平面図で

いうと外周路全域ということですか。それとも，南側に 2 つ照明がありますが，それと同

じような規模で例えば東側にということですか。 

 

委員 

東側の見通しは良いのですが，西側から北側一帯にかけては盛土が高いので，歩いてい

ても見通せません。以前は見えていたのですが，現在は全然見ることができない状態です。 

 

委員長 

北側は，現在の高さが仕上がり高ですか。 

 

事務局 

そうですね。北側半分については，仕上がり高です。 

 

委員長 

そうすると，かなり高いですね。 

 

委員 

これは一つ，地元からの要望として受け取っておいてください。お願いします。 

 

事務局 

照明についての考え方は，幾通りもあると思います。北側の照明の件は，以前にもご意

見いただいたと思うのですが，今回提案したことは，逆に照明があることによって，夜遅

くまで風紀が悪くなるというか，目的外利用が誘発されるのではないかという懸念から，

北の方には配置していません。考え方をもう少し整理しながらやっていきたいと思います。 
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委員長 

その点では如何でしょうか。史跡整備が既に終わったところでは，平城京も夜に行くと

真っ暗ですね。 

 

委員 

真っ暗ですね。最近は，あの中を通って通勤・通学をしている方がいて，逆に危ないと

いうので，灯りが点くようになりました。本当に最近のことです。10 年ほど前には，向こ

うから歩いてきても，鉢合わせするまで気づかないくらい真っ暗でした。 

 

委員長 

他に何かご存じないですか。 

 

委員 

明るい方がわたしは良いと思う。事故みたいなものを考えた時に，暗くて何か言われる

よりは，明るくしておいた方が治安の面でも良いと思う。 

 

委員 

事務局が心配するような，目的外の利用というのは，そのような雰囲気があるのでしょ

うか。 

 

事務局 

例えば，歴史公園が出来た後の利用者は，昼間の博物館が開いている時間帯の利用者を

想定しなければいけないのですが，無関係の車が入ってきて駐車しているということがよ

くあります。実際の事例としては，北側周回路に車が放置されていて，事件絡みになった

ということもありますので，灯りがあった方がいいのか，なかった方がいいのかという議

論もあると思いますが，充分に吟味しながら検討していきたいと思います。 

 

館長 

補足をさせていただきます。この施設は夜間利用を想定していません。従いまして，先

程仰ったように，特に北面の地盤が立ち上がったところの見通しが悪いということで，ご

不便を感じられてのご意見という風に承ったのですが，一応，御利用時間中に日没が来て

暗くなりかけた場合には，今の公園整備の考え方としては，周辺に満遍なく灯りを配置す

るのではなくて，南端の二機の照明灯に灯りを点けて，此方へ誘導するという考え方で提

案しております。しかしながら，ご意見は貴重なものですので，参考とさせていただきな

がら検討を重ねていきたいと思います。 
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委員長 

特に外周路の北の東西と西側の南北について，夜間照明ということになると，作物への

影響はどうなのでしょうか。 

 

委員 

西側は殆ど田ですが，北側の作物への影響は少し可能性がありますね。 

 

委員長 

田には影響はないのですか。 

 

委員 

田もあります。 

 

委員長 

そうですよね。私の地元では，中学校の通学路が水田の真ん中を通っています。車が頻

繁に通るのですが，真っ暗な場所です。そこで自治会で 2・3機の灯りをつけるということ

に決まりました。 

 

委員 

そこまでの蛍光灯ということではなくて，小さな防犯灯が欲しいということです。灯り

の強いものだと作物への影響があると思いますが，小さなものでしたら影響も少ないかと

思います。 

 

委員長 

先程の通学路の件では，真っ暗闇だったので大きな灯りをつけたのですが，消して欲し

いと言われてしまったらしいです。そうしましたら，全体の照明につきましては，事務局

の方できちんと検討してもらうということで，よろしくお願いします。 

 

委員 

散水栓が南の 2箇所しかないが，北側の管理用などはどうなのか。2箇所では少なくない

か。 

 

事務局 

詳しくはのちほど説明させていただきますが，植栽に散水をする用途ではなくて，何か

のイベント時に使用する想定で，南側に設置しております。 
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委員長 

後ろの方の資料に，散水は原則として水道水を利用しない，と書いてありますので，そ

のところでまた説明をしてもらうということでお願いします。 

 

委員 

照明の件ですが，上から照らす背の高いものではなく，足元だけ照らすようなものであ

れば，歩くのに支障もないし，人感センサーのようなものを付ければ，適当かと思います。

今は省エネの時代で，夜間誰もいないのに点いているというのも如何なものかと思います

ので，工夫して検討していただければと思います。 

 

委員長 

はい，どうもありがとうございます。散水栓のことについては，後で資料があるのでそ

の際にお願いします。 

次は講堂基壇についてです。国分寺跡の遺構の中で，一番残りが良かった部分がここな

のですが，他の遺跡に比べると，上に復元できるほどの材料はありませんでした。ただ，

伊勢国分寺だけでしか見つかっていない，土壇を側面補強する塼
せん

という焼き物をどこか一

箇所に復元できないかと，前回の当委員会では議論が出ました。事務局の方で色々と検討

してもらい，講堂基壇の遺構表示について提案をしてもらうということです。では，よろ

しくお願いします。 

 

事務局 

資料は 7～9になります。ここでは，昨年度提案したものに加えて新たな案ということで

提案させていただきます。 

いずれも講堂で特徴的に検出された台形塼を表示するもので，現段階では台形塼をレン

ガないしはテラコッタで，個々に作成することを考えております。資料 7と 8については，

昨年お示ししたものと，ほぼ同様のものです。資料 7 は基壇周囲に 1 段のみ台形塼を表示

するもので，資料 8 は塼を 2 段にしたものです。資料 9 は，調査時の状況をもとに，塼の

残りの一番良かった講堂南東の遺構の出土状況を，部分的に加えたものです。資料 8 をも

とに，地面を 10ｃｍほど掘り込んで，地下に隠れている塼を表示しています。ここは他の

部分では見られない地下を観察でき，その他の塼は 2 段表示をしています。今回新たに提

案した，資料 9を基にお話しいただければと思います。 

 

委員長 

ありがとうございます。資料 9 の平面図東南のコーナー，右下の角に網かけがあり，こ

の部分で復元的に塼積みの遺構を拵えたらこうなる，という表現ですね。パッと見た感じ

が分かりにくいのですが。 
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委員 

これは，外から台形状だということが見えるのか。 

 

事務局 

地下に埋まっている部分の台形塼が見える，という構造です。それ以外は側面からと断

面から観察できるように考えています。 

 

委員長 

資料 9 の立面図を見ると，塼が 2 段積みであるところは資料 8 と同じですが，南東コー

ナーが空白のようになっている。その部分のイメージが，なかなか湧き難いです。 

 

事務局 

その部分だけ，基壇を切り取ったような形で，一番下の台形塼の様子が見えると。発掘

した時の状況に近い形ということになります。もしこれが無いと，2段積んである塼が側面

から見えるだけになります。 

 

委員長 

資料 9 の右側の図面では 3 段ありますが，右下のコーナーを真上から見た平面図の右上

なのですね。そうしますと，本来の塼積みの一番下の部分が，ちょうど真ん中に見えて，

盛土をした何センチか上に敷かれるということですね。 

 

委員 

その前に，去年議論した中で，基壇が１重なのか２重基壇なのかという問題があったが，

今の話は１重で進められている。その点はどのような解釈になったのか。 

 

事務局 

ご覧頂いているとおり，現場で一番残りが良かったのが，地下に相当する部分の一番下

の塼の並びでした。さらにその上がどうなっていたかということについては，色々と意見

が分かれるところです。今分かっているところでは，修造期の瓦積みが一部残っているこ

とまでは，共通理解としておけるのではないでしょうか。基壇が２重になっているかどう

かは，結論が得られないと思います。 

 

委員 

塼の 3段目までは，北面の方で倒れた状態が分かるのですよね。 
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事務局 

そうですね，3 段目のものと思われる塼がありましたので，実際に見える部分でいうと，

2段目まではあっただろうと想定できます。見える部分としては 2段が限界かと考えられま

す。 

 

委員 

１段よりは 2段の方がいいと思う。 

 

委員 

この南東隅の掘り窪めたところでは，塼の断面も見える形になりますか。 

 

事務局 

そうですね。 

 

委員 

南面の塼の断面と，東面の塼の断面と，そこを見ればどのように積まれているかは大体

分かるということですね。 

 

委員長 

一般の人が見たときに，「なんだろう」と思わせるのも 1つの工夫で，中を見せるという

のは良いのですが，周りの養生をどうするか気になります。一番崩れやすいので，施工の

時にきっちりしていただきたいです。それから，資料 9の右上ですが，3段積み塼の上 2段

が側面で見えて，最下段を上から見たものになるわけですが，2ｍ強四方の窪みに，水が溜

まる可能性もありますよね。 

 

事務局 

暗渠排水等で水を抜けるように，施工を考えてきたいと思います。 

 

委員 

この掘り窪めたところの仕上がりはどのようになるのですか。 

 

事務局 

土を固めたような舗装を想定しています。 

 

委員長 

資料 9右下の断面図にある「固化土」というものですか。どのようなものですか。 
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事務局 

それは此方も不案内なのですが，土のように見える仕上がりということになります。 

 

委員長 

道路等の一番簡単な方法で，塩を混ぜて固めて，たたきにします。年数が経ちますと，

亀裂が入ったり，雑草が根付いたり，あとの管理が大変なのですよね。植栽の所でも管理

の問題が出てくると思いますけれども。講堂の全般についてのご意見はいかがですか。 

 

委員 

委員長が言うように，伊勢国分寺跡で一番良く遺っている所なので，出来るだけ旧状が

分かるような形にして欲しい。特徴である塼の段数を可能な限り増やしたり，礎石を並べ

たりして欲しいと思うのだが，どうだろうか。 

 

事務局 

塼の段数については，昨年復元してみた結果，形状的に高く積むことは想定しづらく，

調査でも見つかっていないということで，最高でも地下部分を入れて 3 段までの表示で考

えました。礎石については，資料 9では省きましたが，資料 7・8にあるように，無加工の

礎石が転がっており，原位置を留めていません。発掘調査の図面を添付していないので比

較していただくことは出来ませんが，講堂基壇の礎石との想定で，直近の柱位置に配置し

たものが，資料 7・8の位置になります。 

 

委員 

推定位置でも全て置いた方が，全体のアクセントがついて良いと思うのだが。 

 

委員長 

この図面からは，2つでは何かよく分かりませんね。 

 

委員 

出土の石でなくても，複製で良いと思うが。 

 

事務局 

気になる点としては，他所の国分寺を見ると，造り出しなどの加工がされている礎石が

使用されていたりしていますが，伊勢国分寺のものは，全くの無加工で，大半は持ち出さ

れてしまったのだろうと思われます。それを，このように自然石に近いもので造っていっ

て良いものなのかという点についてもご意見いただければと思います。 
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委員 

東海地方の官衙遺跡，国分寺も含めて，造り出しがあるような礎石を出しているところ

はないのではないか。だから，塔は別として自然石のようなものを使用していたのではな

いかと考える。そのところを考え過ぎると，何もできなくなる。私は，思い切って配置し

た方が，｢何間何間の建物が建っていたのだ｣と解説を見ながら想定できると思う。 

 

委員長 

同規模の建物から，推定復元できるでしょう。そういうことも大事ですよね。 

 

委員 

あの場に残っていた石は，1つもなかったのか。 

 

事務局 

原位置を保っているものは，ひとつもありませんでした。 

 

委員 

礎石位置というのも分からないのですね。 

 

事務局 

礎石位置もはっきりとは分かりません。階段の基礎部分と基壇との関係から割り振って

いくと，このあたりの位置だろうということです。 

 

委員 

色々と試行錯誤が出来ると思う。階段も 3 つもあり，東海地方では単例だ。上に礎石が

どう並ぶのかは，博物館の皆さんの拘りのようなものだろう。 

 

委員長 

昨年度委員会の資料によれば，階段位置を基準として柱位置の想定がしてあります。今

回の資料 2 にある講堂について論議していますが，その上に何もないので，なんとかなら

ないかというお話ですね。それともう 1 つ，礎石を復元するとなると，講堂や僧坊がどう

なるのか。如何せん大体の場所は復元できるが，そこまでいけるかがこの国分寺の難しい

ところですね。 

 

委員 

ある程度は冒険をしたい。全部を冒険すると盛り上がるかもしれないが，せめて礎石く
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らいは。 

 

委員長 

他所では例えば，礎石が無い所では，礎石様のコンクリート柱とか，プラスチックを埋

め込むとかの方法をとっています。一般の人が見て，｢建物だ｣とか｢柱穴だ｣とか，なかな

か理解できないと思うのですが，興味のある人は理解できると思います。今回，遺構表示

の全てを決めてしまうことで，実施設計が始まるということですね。2回目の検討委員会の

予定もありますが，その頃には実施設計が出来上がった形になるのですか。 

 

事務局 

ほぼ完成形になると思います。なので，本日の意見を集約して，提示できればと思って

います。 

 

委員長 

後 1 時間ですので，講堂基壇の遺構表示について，ある程度色が付けられないかと思う

のですが。 

 

委員 

折角なので表現するというのも分からなくはないのですが，来た人が｢こんなに立派な礎

石が残っているのか｣となると，逆に誤解を生むかもしれない。説明板を見て，｢実は何も

分かってないじゃないか｣となるという，逆の心配もします。なかなか難しいですね。今置

いてある 2つの礎石は，地面に埋めて表面だけ見える形にするのですか。 

 

事務局 

そうですね。 

 

委員 

解説文に，｢これが考えられる状況です｣などと触れておけば，大丈夫だと思う。草はら

に置いておくのは勿体ない。これだけ周りを復元して，一番大事なところがのっぺらぼう

では，客が｢なんだ｣と思うだろう。 

 

事務局 

資料では柱と塼の位置を示してありましたが，遺構表示のイメージとして塼を抜いてあ

ります。抜いてあると分かりづらいと思います。 

 

委員 
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こういうことは，調査機関が研究成果を発表する場なので，恐れずにどんどんやっても

らった方が良いと思う。 

 

事務局 

礎石を新たに復元するときは，石で作った方がいいのでしょうか。樹脂製のようなもの

も他所で見たのですが。 

 

委員 

ＦＲＰに着色する方法は，出来上がりは良いけれど乗ると凹んだりするし，時間が経つ

と退色して全く違う色味になったりします。穴が開くこともあり，何十年かすると遺跡整

備の遺跡のようになってしまいます。改良されてきていると思いますが，現時点ではあま

り良くないと思います。 

 

委員 

三河の国分尼寺がこの近辺では一番新しい整備例だが，其処はプラスチックで造ってい

る。昔は内部が空洞だったが，今は固めてあるので，ポンポンという音はしない。でも，

自然石を平たくしたものの方が味があると思う。 

 

委員長 

鈴鹿産の石を復元的に置き，説明しても良いと思います。どちらにせよ，調査報告書の

中では推定柱位置を示してあるので，表現しても良いと思います。自然石使用の意見も尤

もで，一般の人に分かり易いのではないかと思うので，私もその方が良いと思います。 

 

委員 

もし今日この場で時間が無ければ，委員の先生に個別にお聞きするのも良い。 

 

委員 

絵を描いてもらって，どんな石がありそうかと訊いてもらったら良いのではないでしょ

うか。公共工事の発生石なども使えると思います。どのようになるかというイメージが浮

かべば，検討素材に出来るのではないでしょうか。 

 

事務局 

伺ったご意見をもとに，検討させていただきたいと思います。 

 

委員長 

よろしくお願いします。 
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委員 

資料 6を見ると階段を造るという風になっているのですが。 

 

事務局 

資料 6 はイメージ図ということで，お示しした全体図に階段はついていません。基本的

には芝貼り土羽で，階段を設けずに周囲から見てもらうという形です。車いすの方には乗

っていただけませんが， 健常者には上に登って見ていただけます。 

 

委員 

発掘調査では，階段は出ているのですか。スロープのようなものでは代用できないでし

ょうか。 

 

事務局 

基壇上は芝貼りで，後は復元というよりはスケールを感じさせるものということで考え

ています。階段を付けようとすると，その復元との兼ね合いもでてくるので難しいと思い

ます。 

 

委員 

実際にどうなるかはやってみないと分かりませんが，折角階段遺構が 3 箇所出ているの

で，平面で置いておくのも勿体ないと思います。階段状にせずとも，土羽のようなものを

設けることが出来たら，それはそれで良いと思いますが，出幅があまりないので，スロー

プの角度が確保できるか難しいかもしれませんね。3箇所が無理なら，真ん中だけというの

も手だと思います。 

 

委員長 

後は如何でしょうか。 

 

委員 

1 つの目玉である，塼積み基壇の見栄えがイマイチではないか。基壇断面が見られる箇所

をもっと大きくするとか。 

 

委員 

1 辺を長くしたとしても，塼が並んでいるだけになってしまうので，あまり効果はないか

もしれません。 
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委員 

長辺が 2.5ｍほどだから，塼 5個分ということか。 

 

委員 

地面からの落差はどのくらいですか。 

 

事務局 

10ｃｍくらいです。 

 

委員 

この塼は他所では使われていないのだったか。 

 

委員 

国分寺に限らず，地方寺院の何処でも使っていないと思います。 

 

委員 

使用方法は本当にこれで合っているのか。 

 

委員 

この積み方が最大の不思議ですよね。 

 

委員長 

どこか外国で出土しないかと期待しています。 

 

委員 

階段を付けても，基壇の見た目はたいして変わらないか。 

 

委員 

階段の 1 段目は地面に並んでいるだけなので，階段は無い方がインパクトはあるのでは

ないでしょうか。 

 

委員 

もうひとつの質問は，石碑類に関して。大正 12 年の石碑が入口に立つことになっている

が，国分寺跡整備がその年に行われたと，後年の誤解を招かないか。元あった場所は講堂

付近であって，その辺りが史跡だったということではないのか。大正 12 年の石碑は講堂付

近に置くべきだと思う。それよりも平成 27 年に史跡整備をしたという石碑を新たに建てて
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はどうか。 

 

委員長 

他にはありませんか。 

 

委員 

それともう 1 つ，街灯が欲しいという件は，史跡整備とは別で出来ないのか。防犯上の

問題は鶏と卵の関係だと思うが，これだけ広い道であると，街灯は必要なのでは。この道

は，史跡の道路か公道なのか。 

 

事務局 

史跡内の管理用道路という位置づけです。 

 

委員 

そうであれば，夜間は車止めをしてはどうか。 

 

委員 

ここは農道と兼用なので，それは難しいです。 

 

事務局 

車止めに関しては後ほども申し上げますが，頻繁に使用する道路なので，車止めをする

と支障があります。 

 

委員 

兼用なら史跡の道路ではないのでは。 

 

委員 

以前の農道を廃止して，史跡の外周道路にするという条件でやってもらっています。 

 

委員 

農作業にも使うのか。 

 

委員 

これを通らないことには，作業が全く出来ません。 

 

委員 
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そうであるならやはり，道路の街灯として設置するべきだと思う。 

 

委員 

夜間使用するかどうかの問題かもしれません。街中であれば，夜でも走ったり農作業を

したりしていますが，この辺りでも同様に想定されるのか，利用実態に合わせた整備にし

てはどうでしょうか。 

 

委員長 

見通しの悪さの問題はあるので，盛土を下げたりすることも必要かもしれませんね。 

続いて，四阿
あずまや

などについてお願いします。 

 

事務局 

続いては，｢四阿ほか｣ということで，これもいくつか資料がありますので，分けてご説

明したいと思います。まずは資料 10～12，13 をご覧ください。 

資料 10～12 は，掘立柱建物の立体表示を兼ねた四阿の案です。南東隅で，博物館に一番

近い位置になります。桁行 5 間・梁行 3 間の大型掘立柱建物が出土しており，この柱位置

に四阿の柱を設置して，立体表示を兼ねた休憩施設とする計画です。この案では，集成材

を使った木造で，屋根は合金メッキ鋼板葺きです。断面図が資料 11,12 に載っております

が，遺構面のこともあるので，多少の土盛りも検討しています。 

資料 13 は，四阿の北に配するスツールです。建物の規模は四阿と東西が同じ桁行 5 間，

南北が一間分少ない梁行 2 間の掘立柱建物がみつかっており，その柱位置にスツールを配

します。掘立柱建物の表示に関しては以上です。 

 

委員長 

ありがとうございました。四阿とスツールの資料 10～13 について，説明してもらいまし

た。四阿の色合いについては，どこかに記載はありましたか。 

 

事務局 

ありません。集成材そのままの色で想定しています。 

 

委員長 

資料 6 を見ると，博物館の左側にこの建物が見えます。その北側には，掘立柱建物の柱

だけを表示するということですね。 

 

館長 

答えになるか分かりませんが，先程参照いただいた資料 6 は，心得のある職員が参考で
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描いたものです。従って，今の掘立柱建物の遺構表示を兼ねた四阿については，場所だけ

の参考にしていただき，色は適宜入れておりますことをお断りします。 

 

委員長 

今のところは白木なのですか。 

 

事務局 

そうですね，集成材の白木ということになります。 

 

委員 

集成材というと，固めた板か。 

 

事務局 

そうです。30ｃｍ径の木材を探すことが困難であることと，耐久性が強いことから，集

成材にしました。 

 

委員 

屋根の金属板というのは，銅版のことか。 

 

事務局 

鉄にメッキを施したもので，ガルバリウムです。 

 

委員 

その方が価格は安いのか。 

 

事務局 

そうですね。これも耐久性や自由度を鑑みています。 

 

委員長 

実施設計段階の図面では，色表示がされるわけですね。 

 

事務局 

そうですね。その辺りでどのようにしたら良いというご意見があれば，伺いたいと思い

ます。 

 

委員 
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この中は見学者が休憩できるのか。それとも何かを置くのか。 

 

事務局 

図面では何も配置していませんが，ベンチを置こうと思えば，置けるようになっていま

す。 

 

委員 

これは掘立柱建物の跡ということですが，もともとは板葺だったのですか。 

 

事務局 

本来は木質のもので葺かれていました。 

 

委員 

そうでしたら，それに限りなく近い色合いの方が良いと思います。 

 

委員 

建物の形が 5間×2間で南廂の建物で，柱を建てるわけですよね。屋根の形はそれに全く

関係ない形にするのか，それに因るのではないかと思います。廂を復元しようとすると手

間がかかるので省略しても良いと思いますが，南廂の屋根形状にすることは考えても良い

と思います。柱を建てないのであれば，単なる雨除けの施設で良いので，内部柱をなくし

てしまっても良いと思います。 

 

事務局 

南廂の屋根形状というと，具体的にはどのようになりますか。 

 

委員 

恐らく，身舎部分には一体の屋根がかかって，廂部分で更に落ちる，｢へ｣の字の形です。 

片側だけ長くなるのですが，一反途切れるかもしれません。 

 

委員長 

これは，いくつか復元した例を見たことがあります。 

 

委員 

平城宮の東院庭園の西建物がそのような形です。 

 

委員 
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形はそのように作った方が良い。 

 

事務局 

四阿は復元ではありませんが，当時の建物をイメージできる要素があれば，取り入れる

ことを検討したいと思います。 

 

委員 

屋根も板葺にしてはどうか。20 年しか保たないが。 

 

委員 

その辺りは難しいですね。無暗に古代に近づけると，復元的になってしまうかもしれま

せん。あくまで，柱配置は古代に倣っても，他は現代的にして視覚的には分けた方が良い

と思います。 

 

委員長 

完成のあかつきには，博物館から出たお客が真っ先に向かい，混みあう場所になるとイ

メージできます。 

 

委員 

吹き放ちなのか。 

 

事務局 

吹き放ち状態ですね。 

 

委員 

下はどうなっているのか。 

 

事務局 

芝ではなく，他の経路と同様に土系の舗装です。先程申し上げたように，遺構保存の為，

この部分だけ 1段高くしないといけなくなるかもしれませんが。 

 

委員 

休憩所に使われるということか。 

 

委員長 

そうですね。1番考えられるのが，急な雨に降られた遠足の子どもたちが弁当を食べる場
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所になるということ。それと，日差しがきつい日には，木立の下か此処のような風通しの

良い場所が必要です。今は 1 クラス当たりの人数が減っていますので，30～40 人が入れる

と良いと思います。 

 

委員 

子どもの授乳とおむつ替えをすることができる場所，台などがあると良いのですが。 

 

委員長 

博物館の中にはありますね。 

 

委員 

私にも幼い子がいますが，史跡公園で遊んでいて，わざわざ博物館まで来ずとも，近く

にちょっとした台があれば良いと思います。 

 

委員 

ベンチみたいなものがあれば良いのではないか。 

 

委員 

それでも良いですね。 

 

委員長 

このあたりも検討をお願いします。 

 

委員 

構造のこともあるが，隅だけ壁を入れると，構造上強くなるし，囲う形になるので，今

のような活用も考えられると思います。 

 

委員長 

そうすると，最低限の照明は必要ですか。 

 

委員 

どうだろう。その他の所が開放してあれば必要ないと思いますし，壁の上部を開けて光

が入るようにするのも有効です。 

 

委員長 

なにか参考事例はありますか。 
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委員 

平城宮の宮内省と呼んでいる建物がもともと吹き放しで，側面と背面しか壁がありませ

ん。大きさも同じくらいなので，イメージはし易いと思います。 

 

委員長 

壁が梁の部分だけですね。 

 

委員 

そうですね。 

 

委員 

周りをすべて囲ってしまうと，また風紀の問題になってきてしまうから，内からも外か

らも見えるようにしておいた方が良いかもしれない。活用の面と安全面と風紀の面とを鑑

みて。 

 

委員 

利用者の立場で言うと，先程の赤ちゃんの話もそうですが，例えば遠足の子どもたちに

予め博物館で手洗いを利用してもらうようにしても，公園の奥まで見に行って，急に行き

たくなったりするかもしれません。その時に，駐車場と博物館にしか手洗いが無いという

のは不便だと感じます。検討委員会の最初の回でも話があったと思いますが。史跡範囲外，

例えば南門や北門などの外に設置は出来ないでしょうか。下水接続なのか浄化槽なのか詳

しい所は分かりませんが。街灯の問題もそうですが，難しい所で色々と考えていただいて

いるのは分かります。しかし，実際は遺跡に興味のある人も，全くそうでない人も利用す

るので，そのことも念頭において考えてもらうのが良いと思います。 

 

委員長 

大事なことをありがとうございます。やはり使用者の身になることが一番大事です。私

も最初の方の回で，北に手洗いが設置出来ないかと言ったのですが，博物館が近いという

ことでその時は終わってしまいました。 

 

委員 

小さい子を連れたお母さんだと，我慢できないならその辺で…ということにもなりかね

ません。汚れたものを置いていくことも想定できるので，手洗いはあった方が良いと思い

ます。 
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委員長 

事務局には重たい宿題ばかりですが，是非検討していただきたい。 

 

事務局 

経費や給排水の事も考えて，検討させていただきます。 

 

委員長 

検討委員会をする度に，経費が上がっていくのが目に見えていますが，予算も限りがあ

るのは分かります。 

 

事務局 

資料がまだ残っていますので，説明してよろしいでしょうか。 

 

委員長 

お願いします。 

 

事務局 

資料 14 からです。 

資料 14 は車止めです。資料 3のとおり，南面に 2か所と東辺中央部に 1か所車止めを配

します。遺構面が保護できるよう，掘り込みを舗装面の底にあわせたものを考えておりま

す。 

資料 15 は 6 ページに渡って，サイン・植栽・照明・水道をまとめたものです。 

まず 1～2頁にはサインを 3タイプあげてみました。 

ⅰ）は埋設タイプで，基本設計の際想定されたタイプです。景観を損なうことはないと思

われますが，低いため，見づらいと思われます。 

ⅱ）は台座タイプで，各地の史跡でよく見られるタイプです。高さに配慮すればバリアフ

リーに対応することも可能です。 

ⅲ）はスタンドタイプです。当遺跡の場合，立体的な表示が少ないため，景観上非常に目

立つことになります。 

以上 3 案の中では，ⅱ）の台座タイプが景観の上でもまたバリアフリーという観点から

も一番すぐれていると考えられます。なお，耐久性の点から素材はセラミック系としたい

と考えます。 

最初に申し上げた植栽関係は 3～4頁になります。植栽は伽藍地を画する築地の表現とそ

れ以外の景観植物に分けて整理しました。樹種は，万葉植物とされるものや日本古来のも

のから考えました。 

まず築地については，築地の植栽にふさわしい樹種を比較検討しました。以前にあげさ
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せていただいた卯の花＝ウツギも含まれております。「地域性・時代性」・「季節演出」・「環

境適応」・「管理の容易さ」・「市場性」などの観点で比較検討し，ウツギが優位であること

がわかりました。 

ウツギについては昨年の検討委員会でも事務局から提案させていただきましたが，その

際佐佐木信綱資料館を中心とする鈴鹿市石薬師町での取り組みにも触れさせていただきま

した。万葉集以来，多くの歌に詠みこまれた我が国古来の植物で，佐佐木信綱の唱歌は広

く知られているところです。石薬師では「うのはな街道」と称して，石碑の建立や歩道へ

の植栽などが行われております。ただし，石薬師で盛んに栽培されているのはヒメウツギ

という樹種が中心で，ウツギほど大きくならないのが特徴だそうです。古代に歌われた卯

の花はヒメウツギではなく，ウツギの方だということで，生垣になるほどには成長するよ

うです。 

伽藍外の景観植についても 4 頁のとおり検討し，ヤマザクラ・ウメ・イロハモミジを選

択しました。資料 3 のとおり遺構面の深い北半を中心に配置しました。いずれも万葉植物

です。ヤマザクラは王城桜の伝説からも当地域にゆかりがあり，聖武天皇の諡名にも「桜」

の字が含まれています。ウメは国分天神において多く植栽され，当地域になじみのあるも

のとして，3点を挙げました。 

5，6 頁は照明の案ですが，位置については検討をするということで，どういったものを

使用するかという 1案を示してあります。LED 照明で LED の交換は不可の製品です。寿命が

非常に長い為，交換する場合は器具ごと交換になります。6頁には文章で，水道設備の考え

方等を示しています。イベント等で水が必要な場合に備えてということで，飲用には適さ

ないものになります。以上です。 

 

委員長 

ありがとうございました。「四阿ほか」ということで，色々と説明してもらいました。先

程ご意見いただいたこと以外で，どなたかありませんか。 

 

委員 

私は素人なので，国分寺がどのようなものか全く分かりません。復元は無理でも，説明

板の所にイラストを入れてもらうと分かり易いです。最近の人は画像から頭に入れるので，

そのようにはできないでしょうか。 

 

委員長 

これは如何ですか。 

 

事務局 

資料では分かりにくいかもしれませんが，グラフィックを使用して分かり易くすべきな
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ので，その中で建物復元のイラストを入れたいと思います。しかし，自分たちで作成しよ

うとすると直ぐには難しいので，検討の余地はあると思います。 

 

委員 

類推は可能なのですよね。このような感じだろう，というのがあれば良いのですが。 

 

委員長 

講堂東側の本来塔があるべき場所で見つからないということが，困る点です。 

 

委員 

説明板と一緒にパンフレットも置いておくのはどうか。 

 

委員長 

博物館内の展示も，どこまで模様替えが出来るか分かりません。しかし，発掘が始まっ

て大分経つので，沢山の資料を常設展示に加える必要があると思います。 

 

委員 

全体の説明をするサインは，南門の西側にあり，その他のものは個々の建物跡に設置さ

れるわけですね。 

 

委員長 

「（２）史跡の活用」の話もありますので，「（１）平成 23 年度事業」については，この

辺りで終えたいと思います。いただいたご意見を事務局で検討した結果が分かるのが 12

月・1月では遅いので，途中経過を送ってもらいたいと思います。よろしくお願いします。 

史跡の活用について，前回委員会の提案で，整備途中から関わることができて，また来

たいと思わせる工夫をしたらどうか，というものがありました。とても賛成なのですが，

今まで例が少ないので，皆さんの知恵を拝借したいと思います。このことは，実施設計に

は入らないので，具体的には来年度以降になりますが，次回にかけてメインとして取り上

げるべきだと思っています。現時点での取り組みの説明をお願いします。 

 

事務局 

史跡の活用については，市民参加の観点から積極的に取り組みたいというご意見をいた

だいていました。整備中の市民参加について，具体的な案があるわけではありませんが，

現在実施しているものをご紹介します。昨年と一昨年に行いました観月会は，市民の方の

ご協力をいただいて，市民主体で開催していただきました。今年度については，配布しま

した催し物案内に記載されている「十三夜の調べ」というものがあります。10 月 9 日に開
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催され，博物館サポート会が中心となった灯火のイベントと，館内ではミュージアムコン

サートとして，オカリナデュオによる演奏を予定しています。このような取り組みを，今

後発展させていくことと，実際に史跡整備をしていく中で，何か参加型の取り組みをする

ことができましたら，ご意見いただきたいと思います。整備後については過去の委員会で，

花で伽藍を飾るというご意見を頂戴しました。整備の基本的手法は芝貼り土羽なので，費

用はかかりますが，その上にフラワーポットやプランターを置いて飾ることは充分に可能

なので，視野に入れて取り組んでいきたいと思います。 

 

委員長 

宜しいでしょうか。 

 

委員 

地権者としても国分の町民としても参加させてもらっています。以前も言わせてもらい

ましたが，博物館を建て，公園を整備して，平成 27 年度に完成と，レインボーヒルズ計画

の一環として 1 つずつやってきてもらったわけです。完成してから我々地元の人間がどこ

まで協力できるか分かりませんが，館も公園も市の方でもしっかりと運営をしていってほ

しいと思っています。以前と比べて凄い勢いの草になる事はないと思うが，野芝の管理や

雑草などの除草など。あとはいかに利用者を増やしていくか。首長が変わって，ヒルズ計

画が変わることは無いにしても，市が一貫して整備後のバックアップをしていって欲しい。

それには国分町もしっかり協力しなければと思いますが，整備中の問題やイベントも含め

て，最後に「お金が無いから」といって尻すぼみにならず，市の考えをしっかり持ってや

っていってもらいたいです。 

 

委員 

例えば，公園が完成して，町民に「公園に行って下さい」と呼びかけたとして，公園に

は来ても，博物館は有料なので利用しないかもしれません。館内の手洗いしかないとなる

と，利用しづらいので，来ないということも考えられます。 

 

委員 

駐車場にも手洗いがありますよね。 

 

委員 

駐車場は公園から余計に遠いので，利用しづらいのです。 

 

委員 

先ほども言いましたが，利用するという観点からもう少し考えてほしいです。色々考え
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ても経費が頭打ちになって「じゃあ止めよう」ということではなくて，そこで知恵を絞っ

てみて欲しい。例えば雨水を手洗に利用するとか。 

 

委員 

それでは行政におんぶに抱っこです。集客ということに関しては，サポート会もいます

のでそれなりに知恵を絞って，どれくらいお客さんが来てくれるかということを考えなけ

ればなりません。手洗いがあろうとなかろうと，結局人が来なければ意味がありませんの

で。どのようにすれば人が来るか，を考えることが先ではないでしょうか。 

 

委員 

どちらが先かということもありますが，やはり，来てみて手洗いが無かったと言う人も

いますから。偶々手洗いの話が出たのですが，利用ということを頭に入れて，例えば四阿

にしても，本来の遺構をどういう切り口で見せるのかということと，利用をどうしていく

のかを合わせて考えていくのとは，考え方が変わってくると思います。 

整備中にどうやって来てもらうか，サポート会も色々と一生懸命やってもらっています

し，館としても考えてもらっていることは良く分かっています。これが基本であって，そ

の中で，実際利用した時にどうかということも，今からしっかり考えておくべきだと思い

ます。整備した後で「こうしておけばよかった」「ああしておけばよかった」となると遅い

ですし，経費がかかるので止めて後悔するよりは，難しい財政の中で如何に回していくか

という施策を，我々は期待したいということです。話はずれますが，レインボーヒルズ計

画というのは，リサイクルセンターを国分に持ってくるにあたって，色々と付帯のプロジ

ェクトが生まれました。しかし，首長が何代か変わり，財政が逼迫してきて，尻すぼみに

なり，「あれはどうなったのだろう」というのが往々にしてあります。折角これだけのもの

を整備してもらったので，極端にいえばどのようにお金をかけずに利用していくか，とい

うことも考えていかなければならない。地元としては，市の考え方を 1 つしっかり持って

いてもらいたいのです。長くなりました。 

 

委員長 

史跡の活用よりも，全体の管理運営委員会のようになってしまいましたが。早く帰られ

た市長にも聞いていただきたかったですね。オブザーバーに，今日の全体的な事も踏まえ

ながら，史跡の活用について，特に整備途中になにをしたら良いか，県としての意見で締

めていただきたいと思います。 

 

オブザーバー 

整備中について，あまりいいイベントが無いということで，日本全国あちらこちらの整

備を見に行きますと，整備作業そのものをイベントにするということが間々あります。昨
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年の委員会でも 1 つご紹介しましたが，例えば，松阪市の天白遺跡では，遺構復元する際

に地元の人も一緒になって復元をしています。基壇には自然石を用いて復元してはどうか，

というご意見もありましたので，南門から講堂まで木ソリに乗せて，笛や太鼓で賑やかに

しながら運んで据え付けるというイベントや，植栽に関しては，例えば小学生を対象とし

て，植えてもらうことをしているところもあります。実際に整備をする中では，伊勢国分

寺の場合は特殊な形の塼が特徴ですので，その塼を市民の皆さんと作り，名前を入れたり

して，「自分が焼いたものだ」という愛着を持っていただくこともできます。しかし，実現

できるかは様々あるかと思いますので，市の中で検討していただく必要があります。今日

は基壇の一部，四阿などの展示の方法について，様々ご意見がありましたので，色々検討

いただいて，今後具体的なところを煮詰めていただければと思います。 

 

委員長 

ありがとうございました。 

 

委員 

サポート会は，国分寺の整備中や整備後のサポートのために出来たので，語り部や草取

りなどをやっていこう，というのが主旨としてあります。まだ出来上がっていないし，本

当のボランティアなので，どこまで出来るか分からないのですが，20 数名の会員で色々と

ローテーションして，ある程度は応援が出来ると思います。ですが，全部と言うのは難し

いですし，役所に任せきりになるのも本意ではないので，両方がうまくやっていきたいと

思っています。サポート会も十分に働かせてもらおうと考えていますので，よろしくお願

いします。 

 

委員長 

どうもありがとうございます。今回の議題については，この辺りで終わらせていただき

たいと思います。 

 

議事終了 

 

館長 

（閉会あいさつ） 

 


