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平成 24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 24年 12月 18日（火）13:30～15:30 

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（欠席），加藤二三子，桐生明光，桐生悦夫，箱崎

和久（欠席），橋爪貴子，八賀晋（欠席），林紘，渡辺寛（欠席）（50音順・敬称略） 

オブザーバー 三重県教育委員会 社会教育・文化財保護課 

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 

 

内容 

 

事務局 

本日の資料の確認をさせていただきます。事前にお送りいたしました資料といたしまし

て，本日の事項書以下資料 1～9 がございます。本日お配りする資料としては資料 10 がご

ざいます。 

さて，本日は委員の皆様 6 名のご出席をいただいております。国史跡伊勢国分寺跡保存

整備検討委員会運営要領第 6 条により，本委員会が成立していることを確認させていただ

きます。 

また議事につきましては，同じく運営要領第 6 条によりまして委員長が議長を務めるこ

ととなっております。 

本日は議事の前に史跡整備の現場を御見学いただきたいと存じますのでよろしくお願い

いたします。 

 

（整備現場 見学） 

 

委員長 

 年末大変お忙しい中ありがとうございます。本日欠席の先生方は全員，整備と考古学の

専門の方ばかりで，その中で事項書にあるような遺構表示については専門的な見地からの

御意見もいただきたいところです。整備の工事は，設計して，入札するまで色々な手続き

があるので，例年早くても秋ごろです。そこで，来年度の夏までに全委員が参加のもとで

内容を詰めていってはどうかと思います。資料 9 によると，サインや石碑が来年度以降と

いうことです。 

 本日は事項書のとおり，平成 24 年度事業を説明していただいて，続いて平成 25 年度の

事業となりますが，資料 8 にあるようなサインについて具体的にどういう形にするか，来
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年度の 7 月くらいまでの間で検討委員会を開催し，各地のサインのスライドなどを館で用

意していただいた上で，細かい検討をしていただいたらどうかと思います。したがいまし

て，今回の遺構表示等に関する説明につきましては，あくまで概略的になると思いますの

で，御了解いただきたいと思います。 

 それから市民参加行事については，平成 19年に市長あての提言書を差し上げておりまし

て，その中で市民参加が謳われております。今日は，あと 1 時間半くらいしかありません

が，市民参加行事のアウトラインについて検討していただきたいと思います。私は，四日

市市久留倍遺跡の整備委員会に関わっており，地域のおまつりなどが行われ，市民参加が

実際行われている状況をみてきました。各委員の皆様の御意見を伺いたいと思います。 

 それでは議題の平成 24年の遺構表示について説明をお願いいたします。 

 

事務局 

 平成 21年に工事を始め，昨年まで基盤整備ということで土台部分を造ってきました。そ

の中で暗渠排水などを設置してきたわけです。今年度からは遺構表示に取り掛かっていき

ます。遺構表示の中には，当時の建物がどのように建っていたか表示する工事や説明サイ

ンがあり，その他，電気設備や給水設備があります。 

 今年度は国分寺の主要伽藍の遺構表示に取り掛かっていきます。まず，資料 1 をご覧く

ださい。一番中軸に，僧坊，僧坊と講堂を結ぶ渡り廊下である軒廊（こんろう），講堂，中

心施設である金堂があります。その南に中門がありまして金堂と中門は回廊で結ばれてい

ます。そして一番南に南門があります。全体の敷地の中で主要伽藍は西に偏っていまして，

東の部分には食堂（じきどう）と呼ばれる建物があり，その他に別の区画として小院や北

東院があります。これらの遺構表示については昨年度実施たしました実施設計に基づいて

今年度から取り掛かっていくということです。 

 全体のイメージは画像 1（プロジェクター画像，以下同じ）にありますようなイメージに

なります。右手に博物館がありまして，今，まわってきました北側の広大な 48,000㎡ほど

の敷地になります。 

 資料 2 をごらんください。整備の手法に従って色分けしてあります。今年度に実施する

箇所といたしましては，僧坊・軒廊・講堂・金堂・中門・回廊・食堂・小院・北東院の遺

構表示です。そのうち，僧坊・軒廊・金堂・中門・回廊について，中くらいの濃さの緑の

部分ですけれど，芝貼土羽で表現します。画像 2のとおり，僧坊や軒廊は高さ 30cm，金堂・

中門は 60cm，回廊は 30cmで，断面でいいますとこのような形で芝貼土羽になります。 

 講堂については画像 3 をご覧ただきたいのですけども，基本的には芝貼土羽で，国分寺

跡では一番残りが良かったということで，遺構表示の中でもメインになると考えておりま

す。昨年までの検討委員会の中でご審議いただきましたとおり，発掘調査でみつかってお

ります断面が台形の塼（せん）を復元し，2段積みでめぐらせ，正面には階段跡がみつかっ

ておりますので，その基礎の部分に相当する表示を 3 か所設け，南東の隅部分については
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発掘調査で出てきている状態での表現となります。10cm程掘り込んで，この部分では，塼

がどのように積まれていたかわかるような表現になっております。芝貼土羽については，

将来土舗装になる部分の土を流用して，盛り上がる部分に使用するということになってお

ります。資料 2 の薄い茶色部分が土舗装になる部分です。この部分は土舗装をする際，薄

く削り取るので，その部分を有効活用し，芝貼土羽に使うということです。 

 今年度も，土舗装についてほんの一部だけですが施工する予定になっておりまして，北

門と書いてある部分から僧坊の北面くらいまでの土舗装については完了します。それ以外

の部分は，土を取ってある状況になりますので，今年度末には土舗装になる部分は一段下

がったような状況になります。 

 

委員長 

 資料 2 に基づいて概略の説明がありました。講堂の東南隅のイメージですが，発掘の状

況を再現するということでよろしいですか。 

 

事務局 

 はい。それともう 1 点，礎石についても配置いたしまして，画像 3 の濃い部分は元々あ

ったものを使って，それら以外は新たに購入して使用します。昨年の検討委員会でもあり

ましたように，切削孔を設けて区別できるようにして，配置していきたいということです。 

 

委員長 

 図面で見ていてもイメージがわかないので，ある程度工事が進む中でないとわからない

ですね。これは去年色々応答させていただいたので･･･。例えばもっと遺構がはっきりして

いれば，復元した建物はこのようですよと接近した図面ができるのですが，残念ですが，

ここの場合は発掘調査の結果を尊重すると，いくらがんばってもこれくらいにしかならな

いということがありますので，これは止むを得ないと思うのですね。ただ，整備後の活用

する時のイメージを頭に置いた上で，どうやっていくのかということをぜひお考えいただ

ければと思います。個別の詳細については館で用意していただいたことで結構かと思いま

す。 

 

事務局 

 それ以外で，今年度実施する部分についてご説明させていただきます。 

 資料 2の回廊に囲まれた部分は砂利舗装になります。 

 東側の北東院・小院は，もともとおそらく築地塀が廻っていたと思われるのですが，そ

の部分の平面表示ということで，平板舗装を行います。小院と北東院は時期が，切り合い

関係によって違うということですので，色を変えて実施します。小院は蛇紋岩系の黒っぽ

い色の平板舗装になります。北東院は白御影で，白っぽい色になります。 
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 食堂は，小さな黒い丸がたくさん書いてありますが，これらの部分がおそらく柱位置を

示すものだと思われるのですけども，これが掘立柱建物なのか，あるいは礎石建物の壺地

業といいまして礎石の下の部分の地盤改良なのか区別できなかったという発掘調査の成果

がありますので，柱位置の表現は発掘ででてきた形をそのまま土舗装という形で表現する

ことになっています。 

 それから資料 3，先ほどご覧いただきました北の方なのですけれども，路面に水がたまっ

て抜けないということがございますので，文化庁の許可をいただきまして，赤い線の部分

になるのですけれども暗渠を設け，一番北の既存の水路に接続し，排水します。以上が平

成 24年度の事業になります。 

 

委員長 

 今，皆さんに歩いていただきまして，原地形を活かして，道路も途中で坂になっていた

りしていますけれども，あれはあくまで下にある遺構を守るためということなのですけれ

ども。この間の台風の大雨ですね，この赤い部分にきちっと入れて。あれも相当な雨だっ

たと思うのですが，どうですか。 

 

事務局 

 9月のちょうど観月会を予定していた日であったかと思うのですが，あの台風ではかなり

の量が 2 時間くらい続いたかと思います。あの時は，周囲が全て水路のようになっていま

した。調整池も溢れていた状態ですので，あれに対しては今のところ対応のしようがない

ということです。 

 

委員長 

 あのときの史跡の周辺の農地で何か問題はありましたか。 

 

委員 

 今見ていただいた一番北ですね，あのあたりは池になってしまい，40cmくらいの深さで

した。それと，排水が県道の東へ通してもらってあって，80cmのものですが。当初は 60cm

のものがはいっていて，80cm角のものに変えてもらったのですけども，この前の台風では

それも追いつかないという形で，水が 40cmか 50cmくらいになって，住宅 1軒が床下浸水

で，際まで漬いていました。あのときの雨では，調整池もいっぱいでしたね。 

 

事務局 

 越流して大変でした。 

 

委員 
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あの時の雨は本当に異常な雨ということで･･･。 

 

委員長 

 その時々の雨量によりますけども･･･。 

実際，この上に史跡整備のイメージのようにこれから年度末まで工事が行われるわけで

すね。設計通り，もちろんされるわけですけども，経年変化が当然考えられるわけですね。

できた時点はそのとおりであっても，それがだんだんくずれていったり，良くなることは

まずないわけですから。周辺の水路も目詰まりしたりということが当然出てきますしね。

相当あとの管理が問題になってくるので，なるだけ早い段階からこの検討委員会で･･･。概

論的には 19年の提言の中で申してましたけれども，もう少し具体的に，完成するまでの期

間がありますので，その辺でも話題にさせていただければ良いかと思っています。 

あとはいかがでしょうか。この間の台風のときは，館自体はどうでした？建物自体は？ 

 

事務局 

 建物までは水が来なかったです。 

 

委員長 

 でも周辺が･･･。 

 

事務局 

 今日はお入りいただかなかったのですが，正面玄関に前庭があるのですが，あそこがほ

ぼ池というほどではないのですが，1cm，2cm 湛水しているような状況で，やはり水のは

けは悪かったですね。降りこむ量の方が多かったです。実害はなかったのですが，一応量

的にはそういう感じです。 

 

委員長 

 西側のサクラやクリやシイの芝生のところはどうでした？かなりへこんだような，現状

でも水がたまるようになっているのですけれども。 

 

事務局 

 満水になって，溢れていました。 

 

委員長 

 水はスムーズに出て行ったわけですか？ 

 

事務局 
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道へ流れていく状況です。 

 

委員長 

 北勢バイパスが通るということで，それが何年先になるかわからないのですが，その辺

とのすり合わせもまた出てくると思いますので･･･。 

 24年度の方はこのくらいでいかがでしょうか。それでは平成 25年度，来年度の事業につ

いてお話していただけませんでしょうか。 

 

事務局 

 平成 25年度は遺構表示を進めてまいります。今後の大きな流れなのですが，資料 9の方

をご覧ください。表がございます。このような形で進めていくのですが，平成 24年度予算

は震災復興の影響で年度あたりの事業費が減額となりました。現段階では早くとも平成 29

年度の完成にせざるを得ないところです。平成 26年度以降につきましては今までよりも年

度あたりの事業費を高く考えておりますので，これが平成 24年度ベース，あるいは平成 25

年度ベースという形での事業費になってくると，つみ残しがでてくるということで，さら

に前へ延びていく可能性もございます。 

 平成 25年度の事業について，今は予算の査定中ではございますが，現在要求していると

ころで申し上げますと，説明サインを設置いたします。それから既存の石碑の再配置，も

ともと国分寺跡にありました石碑をもとの史跡内に設けるという事業になります。それか

ら，電気設備，これは照明になります。そして給水設備と植栽，その他，土舗装等を実施

していくということです。 

 まず，サインでございますけども，全体では小さいものを 12基，大きいものを 2基設け

ることになっております。そのうち小さいものを 6基，大きいものを 1基，25年度に設け

るということです。大きさの方ですが，イメージとなる板を作ってまいりました。小さい

ものは，このくらいの大きさ，450mm×450mmになります。これが全部で最終的には 12

基できるのですけども，そのうち 6基につきまして来年度設置するということです。 

それから大きい方なのですけれども，全部で 2 基設けることにしているのですが，その

うちの 1基です。600mm×1000mm，このような大きさになります。画像 4にありますよ

うに，下段右手が大きい方，左手が小さい方，立面と平面がありますけれども，高さはい

ずれも 680mmということです。若干手前に傾斜しているというデザインになります。 

 設置場所につきましては，資料 7 をごらんください。番号で①から⑦まで書いてありま

すけれども，これらの位置のサインを考えております。基本的には北の方から順番にやっ

ていこうという計画です。 

現段階の説明サインの中身ですが，資料 8 をごらんください。説明サインの素案という

ことで作成させていただきました。おおよそ 10分の 1の大きさになっております。文字量

として多いのか少ないのか，内容的なイメージとか，御意見をいただければありがたいと
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考えております。 

 

委員長 

 25年度終了時点で①から⑦までのサインが現地に設置が終わるということですね。 

 事前に資料をお配りしておりますので，資料 8 ですね。ひととおり目を通していただけ

たかと思いますが，いかがでしょうか。基本的に学術的な水準を落とさずに，なおかつ，

一般の方，何も知らない方が来られたときにも分っていただく。もう一つは，もっとたく

さん，例えば博物館に近いところから入ったところとかですね，それぞれに順番に説明が

されていくわけです。最初の段階で，来年度のサイン工事の中に入っていませんけれども，

そういうものが全部関連したもので，入口，南から入って，それを読みつつ行きますと，

おのずと全体が頭に入ってくるという仕掛けがございまして，これだけ見せられて，他の

文章とのからみがあったりして，ちょっとすぐには判断がむずかしいなというところもあ

るのですけれども。ただイメージ的に後ろに背景が，これは瓦ですね。国分寺出土の瓦で

すか？ 

 

事務局 

はい。 

 

委員長 

 これは同じような色で出るわけですか？ 

 

事務局 

 この辺も含めまして，事務局の素案ですので･･･。 

 

委員長 

 叩き台ということで･･･。 

 

事務局 

これは，ひっくり返していただいても結構なものです。 

 

委員長 

 実施設計のときにもお話しに出たと思うのですけれども，使われる材質によってやはり

経年変化とか，その辺はどうですか，色落ちとか？ 

 

事務局 

 聞いておりますところによりますと，これは陶板にプリントしたものになるわけですけ
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れども，今のものは非常に良くできておりまして，経年変化はほとんど問題にならないと

いうことです。 

 

委員長 

 そうしますと，資料 8 の素案については，基本的には今日御欠席の先生方が専門的な立

場ですので，来年の早い時期に，出来ましたら他のサインの素案も併せて，素案の素案で

結構ですので，何も知らないお客さんがこちらへやってきて，博物館も見ずにまず整備の

方へ行かれたときを想定して，そこでどういう風にお客さんが動いて行かれるのか。サイ

ンの順番どおりに行かないとは思いますけれども。ただ，全部できあがった時点ではメイ

ンの，いわゆる館側の，子どもたちが来たら，どうやって，どう回っていくというひとつ

のコース作りといいますか，ある程度必要ではないかという気がするのですけれども。そ

れとサインとのからみが出てきますし。 

それから，どこでしたかね。今すぐ出てこないのですが，国の史跡名勝ですかね。そう

いうところへ行ったときに発掘当時の写真とかが焼き付けて，そこに和歌が書いてあった

り，それから源氏物語の一節が毛筆体で書いてあったりしたのですよね。文字の形とかで

イメージが全部違いますので，そういうものも併せてある程度 7 月あたりに，各地のもの

をスライドで紹介していただきながら，参考に見せていただきながら，やれればなと･･･。

ただ実質的に，今日すぐには無理だと思いますけど。先生方，いろいろ御意見を博物館の

方へお寄せいただければ，ひとつの大きな検討材料になると思いますので，その点はよろ

しくお願いしたいと思います。 

 あちこち見に行かれて，最近どうですかね。ここは良かったとかいうのはありませんで

しょうか？ 

 

委員 

 そうですね。最近見たものはあまり良くないですね。 

 

委員長 

 良くないですか？ 

 

委員 

 九州の某所に行ったのですけど，そこも草茫々で。「○○跡」と書いてあるだけで，蛇が

出てきそうで，だめでしたね。一番綺麗にできていたのは岡山に行ったときに，去年おと

とし，そこの国分寺跡は綺麗にできていました。建物にも全部説明がしてありますし。岡

山は綺麗でしたね。あそこは遺跡が多いのか，遺跡の名所なので，すごかったですね。 

 サインで思っていたのですけど，僧坊とか色々あるのですが，国分寺そのものの大きな

説明を一番入口に，ここが国分寺で，講堂で，というのをやってもらえるといいと思うの
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ですけどもね。私たちは分っているので，僧坊や食堂や･･･。知らない人が来たときに，何

の跡と。特別におおきなもので，入口のところに書いてもらえるとありがたいですけどね。 

 

委員長 

 設計の段階で，ある程度そういう，例えばこの入口の，東南のところ，最初に見学した

ところに大きな看板をという話がありまして，それの中身はまだこれからですけども。で

きれば一体的なものですので，やはり素案の素案で結構ですからある程度の大きさと文案

ですね。やはり次回提示していただければ良いかなと思うのですけれど。 

 

委員 

このサインのルビはどうなんでしょうか。読もうと思えば読めますが，掘立柱（ほった

てばしら）など，分からない人も多いのでは。例えばの話ですが，当たり前にルビが振っ

てあるものかと思ったもので。 

 

委員長 

資料 8の⑦の「塼」は特に，読めても「何だろう」となります。例えば，「塼」の後に「素

焼のレンガ」などの説明を付け加えるとか。この際，街のサインも参考になるかと思いま

す。メディアの関係であちこち行かれてみて，サインの考え方はどうでしょうか。史跡の

中で，「こんなだったら良い」というものは。 

 

委員 

そうですね。どこも同じような感じで，あまり画期的な物は拝見したことがないのです

が。この間行きました韓国の伽耶という所に，山に墳墓があるんですけれど，それの表示

はなかなか面白かったですね。分かりやすく書いてあり，現物もそこにあるので，分かり

易かったんじゃないかと思いました。大分韓国辺りは進んでいるみたいですね。 

 

委員長 

世界遺産の石碑がドーンと建っていたりする。でも字が分からないですね。 

 

委員 

そうなんですよね。漢字でも書いておいてくれたら良いんですが，ハングルだと分かり

ませんよね。 

 

委員長 

今言われたルビの問題と，文章の長さの問題。実際に子どもたちが読めて，理解できる

ように。子どもたちには絵が一番なので，初めに出た整備のイメージ図のようなものが必
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要じゃないかと思います。これはこれだけで，何時間もかかってやらなければならない内

容ですが。 

 

委員 

ただ，限られたスペースで，小さい子から年配の方までに理解できるような説明をしよ

うとするのは無理がある。子どもには漫画で説明したようなもので渡せるようなものを作

ったら。大人の方ならサインで理解できるので。そういうことで，やり方を色々工夫した

らどうかなと思います。すべて盛り込むというのは無理でしょう。 

 

委員 

やはり，ビジュアルがないと，どういう建物があったのかイメージが湧き難いですから。

勿論，想像図なので難しいとは思うのですが，絵で示されると納得できます。 

 

委員長 

折角博物館があるわけですから，博物館と一体的に。しかも建ってから大分経ちますし，

発掘も整備も進んだことも踏まえて，展示替えが必要じゃないかと思っているのですが。

そういう時に，委員が仰ったような，整備地を見学するための，子ども向きとか大人向き

とか外国人向けとか学習用のものとかクイズ形式にするとか。メディアがタブレットや電

子黒板などのそういう時代になってきましたから。これは検討委員会とは別ですが，博物

館の管理とか運営の為の組織があればいいなと思うのですが。 

では，この辺を話していてはキリがありませんし，どうでしょうか。 

 

委員 

やはり，外の説明板だけを見て理解するのは無理だと思います。先程のお話のように館

とタイアップしていただくということで，休憩を兼ねて子どもたちに「国分寺物語」とい

ったような紙芝居を見せたりして，こんなことが行われていたよと文化を紹介する事を，

朗読ボランティアの方にやってもらったり，映像やスライドを使ったりと色々な手法を使

って，部分部分だけでなく物語にしないと，理解が出来ないんじゃないかと。これは昔は

なんだったの，と結局お勉強しに来ただけで終わってしまう。ロマンがそこに加味されな

ければいけないかなと思います。 

 

委員 

具体的に何をした所なのか分からない，となりかねないですね。 

 

委員 

古代と今がこうやって結びついているんだと，うまく構成してみてはどうでしょう。 
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委員長 

今仰ったことは物凄く大事なんですよね。私が斎宮歴史博物館に 3 年いさせてもらった

時に，皆さん平安時代の紫式部とかの十二単のイメージで来られる方ばかりで，驚きまし

た。今の大河ドラマの視聴率が低いのも良く分かります。世が世なら斎宮の中に我々庶民

は絶対に入れなかった所なんですよ，という話をしても，ぽかんとされていましたけどね。

委員が仰った古代のロマンや古代との結びつきというものも大事なんですけど，日常博物

館に行って展示を見ても出てこないんですよ。この辺で県の方から，あちこち見に行かれ

て夢のある整備をやっているようなところはありませんかね。 

 

三重県 

そうですね，今ちょうど整備されているのは四日市の久留部遺跡ですが，あそこは地元

の方々が整備以前から色々な活動をされて遺跡の分かりやすさを伝える努力をされていま

すので，学べるところは多いんじゃないかと。むしろ競い合っても良いんじゃないかと思

います。 

 

委員長 

競い合うと言えば，外を回っていて話が出たんですが，あの場所の夏場は草が凄いと思

いますよ。予算要求が通らなかったという話ですが，草刈機を入れて。シルバー人材セン

ターなど頼んだり。私もたまにお願いしますが，昔と違って今はすごく速いですね。ただ，

刈った草を燃えるゴミ袋に入れて帰ってしまうので，後で自分たちで持って行くんですが。

草をどうするかというのは深刻な問題になってきますし。サインが瞬く間に見えなくなる

んですよ。勿論，市街地整備課の方が整備された後の管理をどういう風に分担されるか良

く分かりませんけれども，他の緑地公園の管理も大変ですけれど。この間も落ち葉を回収

されてて，今も 23号線で草刈りをしてますけれど，これだけでもボランティアが出来ない

かという気もするんですが，単なる思い付きですけど。 

 

委員 

その話を委員としていたんですが，その辺をサポート会と博物館でできないかと。草は

大変ですよ。そういうこともやっていかないと，他所のように草茫々になってしまって，

公園の問題じゃなくなりますよ。 

 

委員長 

それと，周りが農地ですから，当然自治会からご意見がでるでしょう。 

 

事務局 
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既にご迷惑をおかけしている状態で，地元の方には申し訳ないです。 

 

委員長 

前回も言いましたが，街灯一本立てたら，周囲のお米だけ実らなかった，という事態も

考えられますから。やっぱり整備直後から維持管理が付いて回りますからね。今の段階か

ら 5年先 10年先を見据える必要があると思います。 

では，遺構表示については，サイン，ルビ，大きさの問題については，来年最初のこの

委員会で出していただきたいと思いますので，宜しくお願い致します。 

それでは，「市民参加行事」ですね。 

 

事務局 

その前に，言い残したことがありますので，ちょっといいでしょうか。 

石碑ですが，既存の石碑については，講堂の東に配置します。資料 1 や資料 2 において

講堂の東側に小さな四角で表示してあるのがそれらにあたります。大正 12年の石碑，昭和

35年石碑及び説明板，寛保 3年の廻国碑の合計 4基を配置します。 

資料 5にあります電気設備については，照明器具やハンドホールです。資料 5のとおり 5

か所設置します。 

給水設備は資料 4の場所に設置します。 

植栽は，資料 6に示したとおりです。ヤマザクラを 26本，イロハモミジを 3本，ウメを

4本植えます。 

その他，芝貼りや土舗装を行います。基本的には遺構表示と同様に，北から南に向けて

施工していきます。以上です。 

 

委員長 

ありがとうございます。 

 

委員 

すみません，ちょっと聴き落としたのかも分かりませんが，土舗装というものは土を転

圧したりして補強するものですか。 

 

市街地整備課 

少しセメントを混ぜたような感じで，見た目は土のような様子なんですが固まっている

イメージです。 

 

委員 

ということは，雨で流れ出したり柔らかくなったりということは。 
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市街地整備課 

ないですね。 

 

委員 

あと，平板というのは，何か貼物をするものですか。 

 

市街地整備課 

そうですね，貼物を並べていく感じになります。 

 

委員 

砂利舗装というのは，砂利をこれも固めるものですか。 

 

市街地整備課 

いえ，これはもう砂利を敷くだけになります。 

 

委員 

では，ここ（資料 2）に色分けされた所以外の点々の部分は… 

 

事務局 

全面芝になります。 

 

委員 

その一部が，現在貼ってある部分になるのですね。 

 

事務局 

そうです，食堂のすぐ北側辺りになります。全体的にあのような芝舗装になります。 

 

委員 

あれはやっぱり高麗（芝）ですか。 

 

市街地整備課 

あれは高麗芝ですね。 

 

委員長 

雨のことばかりに注意が行っていますけれど，炎天下で散水のこととかどうですかね。 
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委員 

雑草の話なのですけど，刈っているところが殆どなのですが，ケミカルな除草剤という

ものは一切使わないのですか。 

 

市街地整備課 

基本的には，そういうものも併用しながらになります。 

 

委員 

公の所だから全く使えない，使わないということは無いんですか。 

 

市街地整備課 

そうですね。ただ，河川敷の公園は国交省から除草剤を使わないよういわれていますの

で，そういうところは使っていないです。一般的な公園は基本的に両方を使っています。 

 

委員長 

では，他にございませんか。 

資料のほう用意していただいていますので，「市民参加」のほうで，資料 10 として紹介

されましたものの説明を，事務局からお願いします。 

 

事務局 

 市民参加行事ということでございますが，以前の検討委員会において，三重県教育委員

会からの御提案で，史跡整備段階で市民の方に参加していただくことができないかという

ことがありました。それで，事務局で考え，来年度実施する植栽工を記念植樹の形で実施

することを考えております。その対象樹種といたしましては，全部で 26本のヤマザクラを

考えております。 

本日配布いたしました「こくぶんじにサクラを植えよう」という資料 10をご覧ください。

時期は平成 26年の 1～2月頃を考えています。単に木を植えるだけではものたりないので，

記念になるような焼き杉のプレートを作ったらどうかと，市内の小学生を対象に 25名ある

いは保護者同伴の 25組を考えています。事業の内容としましては，第 1部は焼き杉プレー

トの作成ということで，はがき大もしくは B4程度の大きさの杉板にぶら下げるための穴を

空け，バーナーなどで焼き，焼き杉を作ります。時間の関係上，焼き杉を作るまでは，こ

ちらで準備しておくことになるのではないかと思います。この焼き杉に専用塗料を用いて，

樹種名，名前，メッセージなどを書いていただこうと考えています。   

試しに作成したものがあります。廃材を利用したもので，縦書きになっていますが，実

際には横書きになると思います。資料 10の写真にあるような手についても取れにくい専用
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塗料を使って書くと字が落ちにくいと考え，作成してみました。これが屋外にぶら下げて

どれくらいの耐久性があるのか分かりませんが実験的に作成しました。 

第 1 部は，屋内で作業し，第 2 部は，屋外で植樹をし，焼き杉プレートを取り付けると

いうことを行えば，記念になるのではないかと提案をさせていただきます。 

 

委員長 

 ありがとうございました。市民参加行事ということで，当初から提言書にも書いてあり

ますように市民・地域の方との共同というか，コラボレーションをやってほしいと提言さ

せていただいておりました。これが伊勢国分寺跡のキャッチフレーズだとみなさんが感じ

ていただいており評価していただいておりますが，いままでこのような段階の話まできて

いませんでした。今回はじめて具体的な提案がありました。これは，あくまで館主催の事

業であります。記念植樹はいい案だと思いますが，植樹して終わりではなく，植樹した子

どもが成人しても関わりを続けていければいいのですが。その大きな中で地域の方と博物

館とサポート会，観月会とか広くいろいろな意見を検討委員会の中で，出していただいて

博物館ではこれができますとか，検討していければいいと思います。提言書では，伊勢国

分寺跡と伊勢国府跡を一体的にとらえる，研究施設としての博物館の位置づけ，博物館と

地域や市民の方と一緒に作り上げていくというのが国分寺跡整備基本計画に提言されてい

ます。 

 以前から委員が，参加した人が得をするような技術や知識を得て帰っていただくことが

できないかという提案があったと思います。一つの考え方のシステムとして，今回このよ

うにパッと提案があり，植樹がだめとは言いませんが，何のための検討委員会なのかなと

思います。例えば，他市では春夏秋冬を考え，地域のお祭り，スポーツ，レクリエーショ

ン，昆虫採集とかやっています。このように考古博物館でしかできないこと以外のことも

考えていいのではないかと思います。市民の方が博物館を身近に感じてもらうことも大事

ではないでしょうか。館と地域の方が一緒になって何ができるのかというのを書き出して

みることも必要かと思います。そのような基本的な考えを聞かしていただきたいと思いま

す。 

 

委員 

 国分寺というのは一般庶民と関係のないものだったのでしょうか。例えば，春と秋に一

般的な法要があって一般庶民も来ることができたのでしょうか。歴史的なものにかけて何

かできないでしょうか。 

 

事務局 

 国分寺と一般庶民の関係が実際どうだったのか，こちらでも分らないです。 
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委員 

 以前，どこかの宗教団体が来ていましたね。 

 

事務局 

 年１回，某宗教団体が法要に来ています。 

 

委員 

 法要でなくてもいいのですが，年 1 回みんなが集まって，みんなの幸せを願うとか，国

分寺の歴史的背景にひっかけて，観月会でもいいのですが，せっかく国分寺跡があるので，

何か仕掛けられないかと思います。 

 

事務局 

 観月会における灯火は，東大寺などでやっていたという記録があります。一般庶民が参

加していたかどうかはわかりませんが，そういった関連性は多少あるのかと思います。 

 

委員 

 10年続けられれば歴史になると思います。 

 

委員長 

 この前，東大寺の発掘調査で，当時の銅の精錬所から木簡が出てきたようで，普通は 20

歳から 60歳までの大人が徴用されるのですが，19歳の青年が参加していたということで聖

武天皇が全国民を参加対象にしていたと新聞に書いてありました。ここにおいても周辺の

人々が工事に参加していたと考えられると思います。 

 春夏秋冬の行事の中で，サポート会，自治会の行事，周辺の学校，市や民間のイベント，

博物館ではサポート会や地域の方とやっている観月会，館独自で行っている展示，講演会

等以外の事で，何かをできる，できないにかかわらず出し合うことが必要だと思います。 

 先ほど，他市の例をあげましたが，そこでは運営委員会をつくって熱心に活動していま

す。しかし，青年の参加が極端に少ないそうです。私もボランティアをやっていますが，

高齢化が進んでいます。それですので子どもを集めて，楽しくその中で学習もできるとい

ったものにならないかと次回までの宿題として委員をもっと巻き込んでいいと思いますの

で考えていただきたい。 

 また，提言を受ける側がどのような方法で仕掛けるか，地域・市民・県民の方が館のフ

ァンになってもらいたいと思います。 

 

委員 

 先ほどの記念植樹の企画は，いい案だと思いますが，人数が 25人ではもったいないと思
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います。目的は，いかに多くの市民を巻き込んで，博物館への興味を持っていただき，参

画してもらうことだと思います。それには，公園整備後の支援をするためにつくられたサ

ポート会を活かしていただいて，館とサポート会，検討委員の方にも参加していただき，

大きな基礎となるような実行委員会というか，市民の代表も入れていただいてもいいと思

います。しっかりとした基礎となる委員会をつくって，企画を練って成功させるための組

織づくりが必要であると思います。先ほどの話でもありました水と草の問題をクリアして

いくには市民の大きな力が必要であり，その根底となる喜びをつくることが大事であり，

そのためのイベントだと思います。そのようなことが語られる基礎となる組織づくりが必

要だと思います。 

 

委員長 

 委員の話されたことは，他市の遺跡で地域の方が自治会を含め，やっているところがあ

ります。そのイベントの学習会で講師の方が，地域づくりにおいて市民が整備の活動原案

をつくるべきだと提言されていました。市民の主体的な参加ということを述べていました。

鈴鹿市においても史跡をかかえ，伊勢国府跡の調査も長期間になりますので，将来に残し

ていく第一歩が検討委員会の場だと思います。市の予算も厳しいと聞いておりますので，

だからこそ委員の話された組織をボランティアでできないものかと思います。 

資金が出ればいいのですが，例えばイベントの中で売店をやるとかいろいろな仕掛けも

考えられるのではないかと思います。 

 

委員 

博物館にヤマザクラですか，桜を植えようと。本数が 25本だと。25本だと少ないようで

何にもならぬという気がします。国分の例ですが，菅原神社に菅原道真公の繋がりで梅を

植えて，当初雑木の林を切り開いてやったのですけれどもそのおかげさんで徐々に，梅が

きれいだということと菅原神社。宣伝になりまして，まあ今まで菅原神社，天神さんの「て」

の字も知らなかったのが梅が綺麗だということで来ていただいて，道真公が祀ってあると

ころだと。それに関して受験になると，受験の方が沢山おいでいただけるようになって有

名にもなってきました。 

それで，ここもせっかく桜を植えるのであれば，ヤマザクラというのは他所に無いです

ね，吉野にありますけれども。この一帯にヤマザクラを植えて，歴史公園へ行けば桜が有

り，「綺麗や」と，「咲いとるぞ」と。だいぶ年は掛かると思いますけれども。そうすると

自然と歴史公園の名前も皆に分かって来るのではないかと。いろいろ木を植えるよりも一

つの木を入れて。桜というものは剪定も何もせん，消毒さえしておけば大きくなってきま

すので。そういうふうなのが良いのではないかと。いろいろと木を植えるよりも一つの木

で，歴史公園行ったら桜がきれいだと，ヤマザクラが。 
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委員長 

園芸の御専門の立場でいかがですか。 

 

委員 

ずっと話を聴かせていただきましてどうなのかなあと色々考えてはいたのですが。今も

委員長や委員も言われましたけれども，例えばヤマザクラを入れてですね，季節的な，例

えば桜祭りという一つのイベントをやってですね。そこで何か，模擬店なりいろんなもの

をしてわずかな収益でしょうが得てですね。うちもそうですけども梅の管理をどうやって

行くのかというと「天梅会」という会を作って，町役員を含め，自治会さんや子供会とか

一応その天梅会に入っておりまして，剪定作業とか除草作業とか，そういう事を手分けし

てというか，何回かに分けてやるようにしている訳です。 

先程もちょっと除草剤の話をしたのですけれども，これだけの広大な土地に，特に草が

大変だということで行けばですね，たまたま今年町内で国分町ボランティア隊というのを

発足させまして，観月会とかその辺のところをタイアップしてやろうということで，去年

からそういうことでやり始めたので，今年は残念ながらあんなことで流れたのですが･･･。

そのメンバーも含めてボランティアを今からやはり段々と募りながらですね，いろんなイ

ベント，国分のイベントも含めて，最終的にはやっぱり，ここに志を持った一つの「実行

委員会」という物を立ち上げてですね，そこに国分町のボランティア隊も誰かが入って，

そこから下に降りるような形にしておけば，お手伝いか何らかのような形が出来ると思い

ますが。 

そうした時に「お金」が発生してくるとですね，除草剤を買ったりとか，いろいろとサ

ポートして行くための軍資金もですね，そういうところで調達をしながら，人材的には市

全体で参加していただける方と自治会やサポート会も含めて，自治会のボランティア会と

かその辺のところが有る程度大きな活動母体となればですね。中で人材を工面しながら除

草剤を，例えば定期的に散布しながら，あと手で除草したりとか，一つの活動自体はそう

いう風な何かこう一つ一つステップを踏んでいけば，10 年経てばいろんな形にはなって来

ると思いますので，そういう方向でやって行けば，何か先がね，まったく見えないもので

もないなという風に思いますので。ずっとこうお話しされているようなやり方で，色々な

施策・手段として採り入れながら，それぞれの母体がしっかりとやって行けば，うまく行

くのではないかと思いますけれども。漠然とした意見ですけれども。 

 

委員長 

いかがですかね。 

 

委員 

そうですね。実際に今までサポート会をやっているのですが，60 歳以上ばかりなのです
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よ。若い人をと言ってやっているのですが，なかなかねえ･･･。これ大変でして，本当に 60

～70 歳の人ばっかりですから。まあ，やらないとかいうことではないですが，やってはも

らえるのですが，言われたように先 10年経ったらどうなるか，何とか若い人を引き込む方

法を考えたのですがそれがなかなか無いものですから。やはりそう思うと今言われたよう

に地元のそういう若い方のボランティアが出てくると･･･。そうお願いばかりしていてもい

かんし，何とかこのサポート会でも若い人のボランティアを探さないといかんと思ってい

るのですが，こればかりは何をしても。元々はその歴史（ファン）とかそういう人は少な

いです，最近やっと歴女とかなんか言いますけれども。意外と先ほど言われたように「国

分寺が何？」といわれる人の方が正直言って 9 割以上ですから。それをもう少し甘い考え

で「語り部」なんかやって，来てもらった人には喋るかなあと思っておったのですが。  

それ以前に，やはり，どうやって立ちあげたら良いのかなと，本当に難しくて，これば

かりはどうやって行けばよいのかと，本当によく考えないといかんと思っているのですが。

勿論市と僕らと皆さんでいろいろ，それから役所とかいろいろ合体しないと出来ないので

すけど。それと一緒に何とか若い人を引き込まないと･･･。方法を教えてほしいのですけ

ど･･･。 

 

委員 

一つ一つそういうことをやって行くとたまたま何か目立つ人間が必ず出てくる。そうい

うところを一本釣りしながら。何かこう少しずつ固めて行くという方法を。なかなかねえ，

漠然としたというかザッとしたところから考えて行くと言うのは難しいと思うので･･･。一

つ一つの積み重ねかなあと思います。 

 

委員 

ここで研修会をやってサポート会の募集など喋るのですけれど，若い人も結構居るので

すが，終わった途端に帰られる，若い人が帰るのですよね。聞いてもらうのが年寄りばか

り，これはまずいなと。何か若い人を引き込む方法は無いのかなといつも思っているので

すけど。 

 

委員長 

それは方法あるのです。やる方が「若返る」のです。それしかないです。 

 

委員長 

同じようなことで，博物館とかの世界でもやはりそういう気風が出て来たのですよ。こ

れ今もう世界的にね，世界ではほとんど進んでいます。日本でもやっと今度県の新しい博

物館で，サポートスタッフが，小学生から上が 90歳位の方ですよ，物凄い人数ですよ。物

凄いエネルギーです。だからそれをどうやっていくかというのがね，有る程度統制も必要
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ですけれど，ある意味ではこの部屋は勝手にやってくれと任すというのがね，まだ出て来

ないのですよ，非常に慎重過ぎてね。あれはいずれ知事が怒るのではないかと思っている

のですけれど。だからこの博物館も折角専門的な博物館で来ていますからね，それを活か

しながら･･･ただ難しいですけれども，こういうご時世。言い出したらキリがありませんけ

れども，皆さんどうですかね。7月の，7月になるかどうかは別にして，今日御欠席の先生

方の日程調整も有りますけれども，先程言いましたサインの問題とか，今あまり時間が無

かったですけども「水の問題」，まあ水はある程度ね，具体的な措置が出来ているけどもこ

ういう予算措置の厳しい，人手の少ない中で草をどうするかとかね，それからいろんな老

若男女のお客さんが来た時に，勉強で来た，遊びに来たいろいろありますからね，その中

で委員がおっしゃいましたけれど，春夏秋冬で何かそれぞれが提案できるようなものを有

る程度宿題というか，あまり整備検討委員会で宿題というのは馴染まないと思いますけど，

そういうご時世になってきていると思うのですよ。その辺で何かこう，そういう意味での

委員の活用の方法もあるのではないかなと，そんな気もしますし，折角地元のお二人来て

いただいて居るので，踏み込んで，これだけやってても一日以上掛かりますしね，一つの

事やってもプランはいくらでも出せるのです。それを具体的に進ませていく「段取り」が

ね，どうしていくかでまたスッタモンダしていかなくてはなりませんけれども。ただ，簡

単に出来て楽しめて，キャッチフレーズはいくらでも言えますけれども，そういう風に何

か博物館と国分寺の整備を活かしていける色んなやり方なり方法を次回それぞれ検討をし

ていただけるようなものにしていただけませんかね。この検討委員会で。専門の方が居ら

れないので，逆に私なんかある意味気楽にやらせてもらったのですけどね，ちょっと申し

訳ない。また次回は，今回で仰ってもらったことを加味しながら･･･。あと，どうです。ど

なたかもう一言ございませんか。予定の 3 時半ちょっと出ましたもので，三重県さん喋っ

てみえないですが，どうですか。 

 

三重県 

そうしましたら一言二言だけ，いろいろありがとうございました。今日は国分寺に桜を

植えようという，これ自体は楽しい意義深い事業になって行くのではないかと思いながら

拝見していたところなのですが，ただ，先程来先生方ご指摘が有りましたとおり，ようや

く伊勢国分寺の整備が，いわば終わりの始まりといっては変な言い方ですけども最終段階

の最初にかかわってきたところなのだと思っております。その中でハード面での整備とい

うのが大体目途が立ってきて，今度はそのソフト的なところあるいは，いわば活用という

事を見据えた中での整備というところに段階が移ってきたのかなという風に感じていると

ころでございまして，例えば最初の方で議論となっておりました説明サインにつきまして

は，これなどは確かにハード的な整備に属することではございますけれども極めて内容と

してはソフト的なところ，いわば国分寺跡の活用ということに密接に関わって来るところ

ということになってくると，思っております。その中で既に先生方の議論は出尽くした感
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はあるのですけども「活用の全体像」というところを先ずは捕まえていかないと，中々こ

のサインの整備というところも分かって行かないところが有るのかと思っておりまして，

例えば計画ルートのお話もご指摘の中にありましたが，例えばここは駐車場が博物館の入

口あたりにありまして，あそこに車をお停めいただいて先に博物館を見ていただくのか，

先にこの伊勢国分寺跡公園の方を見ていただくのか分かりませんけれども，その時に果た

して何の表示も無く南門のところまで行っていただいて，そこから入っていただけるのか

と。おそらくそうはなりませんで，図面の右斜め下の南東角のところの掘立柱建物，四阿

が建ちますけれども恐らくその辺りから適当に入って行く人の方が多くなるのか，あるい

は築地（ついじ）が有りますのでそこからは入れないかもしれないですが，何かその辺り

を考えて行きますと，そもそも見ていただくルートはどうなるんだろうと言う時にどのよ

うな順番で観ながら回っていただくのだろうかと言うような，この辺りの活用のイメージ

というものが先ずある程度固まって参りますと自然とサインというものも逆に決まって来

るのかなあと言うように思う訳でございまして。同時にどういった方に来ていただくのか

と言う事が次の検討課題であるのであれば，一つは地域の皆様，これは恒常的，日常的に

来ていただく皆さま，それからそれとは別に学校の社会見学等で来られる，あるいは遠足

で来られるであろう学校行事の範疇で来られる皆さま，それとは更に別にいわゆる観光客

と言って良いのか分かりませんけれども，いわゆる参観に来られる一般の皆さま，という

ように何種類かあるのだろうと言うふうに思って参ります時に，では，それのサインとし

てどういった方を対象としてサインの中身を考えて行けば良いのだろうと言うような辺り

で，順番に考えを絞り込んでいくというような手順が，一番理想的なのではないんだろう

かというように思いまして，例えばそういった辺りがはっきりしてまいりますと，全体の

イメージが国分寺についてあまりお詳しくない方にも分かっていただき易い意味で入口の

辺りに大きな図面が有る方が良いよねというご指摘であるとか，お子さんたちが読むこと

を想定するのであればしっかりとルビをふっていかないといけないよねとか，まあそうい

った辺りが徐々に詰めて行くことが出来るのかなあと言う風に思うところでございまして，

先ず一番最初に必要なのは活用の全体像というところになってくるのかなあと言う風に思

う訳でございます。 

加えまして，それは極一般的な段階，日常的な活用の話でございますけれども，それを

年間スケジュールというところに話が及んで参りますと先程来ご指摘ありましたような春

夏秋冬でのイベント等の活用はどうして行ったら良いのであろうとか，それから今後，一

年だけで終わって行く事業ではありませんから，5年，10年，15年，20年と続いて行く訳

でございますので，そういった中で地域の皆様に愛し続けていただきながらなおかつこの

国分寺の魅力と言うのが，外部にも発信して行っていただけるような，そういうような活

用の有り方と言うのを今度は考えて行くということで先程国分寺に桜を植えるというとこ

ろで，少しご指摘がありましたみたいに子供たちが今度大人になっても戻って来れるよう

な仕掛けも併せて考えて行けるのであれば，この国分寺に桜を植えようという企画も更に
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活きてくるのではなかろうかと思っておった訳でございまして。 

いずれにいたしましても先ずはここまで来ましてハード的な面と言うのがほぼ固まって

きておりますので，是非その日常としての使い方，活用の仕方，それからイベントとして

の年間的な使って行き方，それが更に 5年 10年となって来た時に長期としてどのように愛

されて行くような仕掛けを考えていくのかと。更にそれを考えていくためには皆で寄りあ

ってこういう風な未来像に夢を語って行くのが良いよね，というような組織づくりも必要

になって来るのかなという辺りをお話を伺いながら思っているところでございますので，

市の方もいろいろご相談もさせていただきながら，何か私どもで何かアイディアがあれば

お話もさせていただければと思いますので，またいろいろとご協力もさせていただければ

と思っておったところでございます。ありがとうございます。 

 

委員長 

ありがとうございました。議会答弁のようでございました。 

 

三重県 

蛇足のようですが，先程来のお話でどうしても国分寺は性格的に市民の一般生活からは

かけ離れた存在のイメージが有ると思うのですが，見方を変えれば奈良時代の学校でござ

いますので，そういうイメージで考えていただければと，参考にしていただければと思い

ます。 

 

委員長 

どうもありがとうございました。大体予定の時間から 15分超過いたしました。いかがで

しょうか。まだ喋り足りない方がありましたら，また後でということで，とりあえず委員

会の場はこれにてお開きと言うことにさせていただきたいと思います。どうもありがとう

ございました。 

 

事務局 

 皆さま，ありがとうございました。来年度は，今日御説明申し上げたとおり，説明サイ

ン，それから植栽の関係がメインになってきます。とくに説明サインにつきまして，それ

から市民参加行事としてつくらせていただいた素案につきましても，まだラフなものでご

ざいます。今日沢山ご審議いただきましたことを参考にしながら次回にお示しできたらと

思いますので，よろしくお願いしたいと存じます。 
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