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平成 25年度第 1回国史跡伊勢国分寺跡保存整備検討委員会 

 

開催日時  平成 25年 7月 23日（火）午後 1時 30分～午後 3時 40分まで 

開催場所  鈴鹿市考古博物館 資料室 

出席者   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） 

オブザーバー 三重県教育委員会 社会教育・文化財保護課 記念物民俗文化財班 

事務局   鈴鹿市文化振興部 考古博物館 

その他臨席 鈴鹿市文化振興部長，都市整備部 市街地整備課 

 

 

委員長 

久しぶりに 10人全員が顔を揃えました。この暑い中，よく出てきていただいたと厚く御

礼申し上げます。日程調整が本当に難しく，どこでも苦労なさっています。いよいよ国分

寺整備のハード面が進みだしているわけですが，今回は核となるソフト面をご検討いただ

きます。中でもそれぞれの遺構毎に並べるサインの約半分ほどを 25年度中に設置するとい

うことで，事務局に準備していただいていますが，それを基にしまして検討したいと思い

ます。前にスライドもありますし，資料の中にもカラー写真がありますが，全体が約 5 ヘ

クタールの大きな史跡でありますし，一度現地を見ていただきます。特に講堂基壇の東南

隅の方形塼（ほうけいせん）の出土状況や積み方など，前回までの委員会でも議論をしま

したので，その一角を実際に見ていただきたいと思います。ただ，現在の温度が 33～34℃

くらいあります。昨日は土用の丑の日で鰻を食べられたと思いますので，一汗かいていた

だいてもよろしいでしょうか。事務局は，なるべく短時間にお願いしたいと思います。 

 

（現地見学） 

 

委員長 

暑い中約 30分も現地見学をしていただいて，ありがとうございました。塼の積み方の見

せ方など，実際に見ていただいて「なるほど」と思っていただけたことと思います。今回

の整備の中で，工夫をしている点かもしれません。また，講堂の礎石も当初は 3 つだけを

置く計画でしたが，それだけではということで，石材に穴をあけて新旧を分かるようにし

て，全て並べられました。言われて始めて気つくことですが，そういうことも含めて，北

東院についてのことなど，先生方には 2，3回意見をいただきました。事務局も聴いていた

と思いますので，工夫をしていただきたいと思います。 

では，本来の議論に戻りますので，よろしくお願いいたします。 

議題が 3つありまして，平成 24年度事業の成果は今見学をしていただいたことを踏まえま
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して，大まかで結構ですので事務局から説明をお願いします。 

 

事務局 

はい。平成 24年度事業ですが，先程現地で見ていただいたものがほとんどでございます。

芝貼り土羽を基本として，僧坊，軒廊（こんろう），講堂，金堂，中門，回廊について，平

面表示をいたしました。資料の 3－2をご覧いただくと，紫色で塗った部分―北東院，小院

と呼ばれる部分を，舗装で表現しております。北東院につきましては，白御影石系，小院

については区別のため灰色の蛇紋岩系で表示してございます。また，北東院の中にありま

す食堂（じきどう）と呼んでいる二面廂建物については，柱の掘方の位置を表現しており，

表現の方法については現地で議論いただいたもので検討したいと思います。講堂について

は，芝貼り土羽の上に既存の礎石 2基に加え 34基の復元品を置き，柱穴の位置を表現しま

した。新しく補った礎石の方は，将来見分けがつかなくなることを考えて，小さな穴を空

け，人為的なものであることを表現しております。また，基壇周辺では台形塼を地上に 2

段，地下に 1 段で表現しました。そして台形塼の積み方がよく分かるように，南東コーナ

ーを 10ｃｍくらい掘り込み，検出時のイメージが分かるよう復元し，台形塼の特徴が分か

るよう表現しました。この点については詳しいサインを付けるつもりでございます。ただ，

台形塼は台形の広い面を外側に向けて積んでいますので，特徴を表すのはなかなか難しい

と思いますので，博物館内の表示で補うことを考えていきたいと思います。 

 芝貼り以外の部分につきましては，土舗装になりますので，資料では青色の砂利敷きで

残っている部分が土系舗装の通路部分となります。それについては，昨年度の工事で少し

だけ差額が出ましたので，僧坊の北側について施工してみました。それが資料で紫色に塗

ってある部分です。それ以外では，伽藍地外周道路の北西部分において，水が溜まるとい

う苦情をいただいていたので，水はけを良くするために，現状変更届を出して立会調査を

行いながら，排水設備を設置しました。工事後は，大雨が降っても水が溜まるということ

はなくなりました。以上が平成 24年度の事業になります。 

 

委員長 

はい，どうもありがとうございました。先生方，今の事務局の説明について何か質問あ

りましたら，よろしくお願いします。いかがでしょうか。 

 

委員 

講堂の塼積みのところですが，塼と塼の間にモルタルを入れていると思うんですが，ま

さにモルタルが入っている，という感じがします。当然昔は土だったと思うので，モルタ

ルの部分を茶色に塗装して，モルタルではないことを表現してはいかがかと思うのですが。 

 

委員 
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 塗るだけだとすぐ剥げるから，何センチか削って色モルタルを入れれば，土の表現が出

来ると思います。 

 

事務局 

検討させていただきます。 

 

委員 

 欲を言えば，塼と塼の間の目地のところも，モルタルが入っているという感じになって

いるので，言うだけ言っておきます。 

 

委員 

 土舗装というのは，具体的にはどのようなものですか。一般的に土舗装といっても色々

なやり方があると思うのですが。 

 

市街地整備課 土や砂などの自然材料にセメント等を加えて混合したものを土系舗装とし

ています。 

 

委員 

 色は付いていますか。少しピンク色がかっていたような気がしましたが。 

 

市街地整備課 

 色は，土や砂などの自然材料のままで表現しています。 

 

委員 

 目地の具合が悪かったのか，ふにゃふにゃしていましたね。セメント系は収縮・膨張し

ますから，予め目地の位置を計算しておかないと，格好が悪いことになります。 

 

委員長 

 他にいかがでしょうか。 

 

委員 

 整備が終わればそれで完成だと，よく間違えられますが，基壇の上にお客さんが登るこ

とを前提にした表示をすると，斜面はきっと崩れていくと思います。講堂と金堂の部分み

たいに，ここは通路であるということを示すような看板が必要じゃないかと思うのですが。

講堂の所にも 3 つ階段があるので，ここも真ん中に１つ登る為の取っ掛かりを付けるとい

いのでは。どう付けるかは考えて貰って。 
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委員 

 中門と金堂と講堂の部分ですね。回廊はどうしようもないので。 

 

委員長 

 実際仕上がってみると，どうしてもお客さんの動きはここで検討した考え方とは違って

きます。全体の活用とも絡んできます。それと関わって，議題(2)に今年度事業予定のサイ

ンの設置についてがありますので，(1)平成 24年度事業の成果については，現地見学と事務

局の説明も含め，他に御意見が無いようでしたら次に移りたいと思いますが，よろしいで

しょうか。 

 そうしたら，(2)平成 25年度事業予定について，事務局から説明をお願いします。 

 

事務局 

 はい。平成 25年度事業についてですけれども，平成 24・25年度については東日本大震

災の影響で事業費が 3000万円で頭打ちになっている状態です。県のヒアリングの中で，平

成 26年度以降については，徐々に復活してくるだろうとはお聞きしていますが，当初の予

定であった平成 27 年度完成を越えることは避けられません。平成 29 年度までには何とか

完成したいと考えているところであります。 

 では，平成 25 年度事業につきまして，奥の方に明示施設を作ることになっていますが，

一気に全面で作ってしまうと他の造作がうまくいきませんので，中の細かい部分から手を

付けていきたいと思っております。まずは説明サインについてです。資料 3－2をご覧いた

だくと，赤色でサインの位置を示してあります。築地塀（ついじべい）の北門にあたる部

分，僧坊の前面，軒廊の部分，講堂については大型のサイン，北東院の西門，食堂といっ

た場所にサインを建てる予定です。以前の講堂跡に建っていた石碑を講堂脇の一角に集め

て立て直します。 

次に，便益施設ですが，4万㎡以上の広範囲でどう防犯するか難しいところですが，資料

5－2にありますようにＬＥＤ式の防犯灯を 5基設置します。 

 続きまして，資料 5－1は内部の植栽管理に利用する給水設備です。これを築地の南側 2

ヵ所に設けます。植栽ということで，資料 5－7 に示しましたように，イロハモミジ 3 本，

ウメ（赤白各）2本，ヤマザクラ 26本，等を行うとともに，奥から芝貼りを進めることに

なります。そして，予算の余裕を見て，土系舗装の範囲を広げていく。資料 3－2の黄色部

分を施工するのがやっとかと考えております。25 年度事業については以上の内容になって

おります。26年度には，外周の築地の北半分，土系舗装の残りを進めていく形になります。 

今回ご審議いただきたいのは，中でもサインの問題と，植栽工事についてどのようなイ

ベントが考えられるか，昨年度の会議でも挙げさせていただきましたが，もう少し考えた

方が良いというご意見をいただきましたので，この辺りについてご意見を賜れますとあり



5 
 

がたいと思います。 

 

委員長 

 どうもありがとうございました。今，事務局の方から平成 25年度事業予定の概要説明が

ありました。水道・電気設備の便益施設については，以前にご了解いただいたうえでの，

設計でございます。あと，サイン設置ですが，サインは数年かけて設置される計画で，今

年度で約半分ぐらいを北側から設置される予定です。前回は，昨年度の 12月中頃に委員会

が行われましたが，ご専門の先生方がご欠席でしたので，イベントについての議論を多く

進めさせていただきました。その中で全体の活用計画をきっちりしたうえでないと，たと

えば，サインというのはお客様の動線に関わってくることですし，東側駐車場からお客さ

んが歩いてきて真っ先に目に入るのが考古博物館です。イベントの案内があれば，すぐに

国分寺跡の整備の方に行くと思いますが，お客さんの誘導及びサインということで，資料 3

－2にあります全体の中でのサインの位置，内容をご検討いただき，その後にイベントにつ

いて，どのように展開していくか，記念植樹のことも含めてご検討いただきたいと思いま

す。 

 それでは，最初のサインについていかがでしょうか。事前に資料をお送りしております。

資料 5－4，5－5をご覧いただき，全体のサインの考え方とか，どなたかご意見をいただけ

ないでしょうか。 

 あと，資料 6－1から 6－3の 3ページについては，前回の委員会において全国各地のも

のを参考とするために博物館職員が見学し，参考写真をあげていただきたいという我々の

要望に応えていただいたものです。個別のサインとか全体の説明板とかいろいろ載せても

らってありますので，これらも参考にご検討いただきたいと思います。 

 

事務局 

 それでは，先に事務局の方で考えておりますサインについて説明させていただきます。 

 資料 5－6をご覧ください。碑－１，碑－２，碑－３，碑－４はかつてあった碑をどのよ

うに建て直すかという図面となっております。問題になるのは，サイン大，サイン小とい

うことになります。花崗岩張りの台座の上に焼付陶板をはめ込むというものです。 

サイン小の大きさは 45ｃｍ×45ｃｍで，原寸大の紙をこちらの壁の方に掲示してありま

す。サイン大は，講堂跡に写真を入れたものを設置する予定で，サイズが縦 60ｃｍ×横 100

ｃｍの大きさのものを考えております。 

 

委員長 

 今の説明の中で，他の地域の写真がありますが，事務局で考えている焼付陶板のデザイ

ン的には，どれが一番近いものになりますか。 
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事務局 

 こちらのスクリーンで拡大したものをご覧下さい。 

 武蔵国分寺跡は，全体を大きな陶板でイラストを多く入れて説明しています。 

 三河国分寺跡は，45ｃｍの陶板を２枚あわせて片方に説明をもう片方に写真を入れてい

ます。 

 国分寺ではありませんが，岐阜県の正家廃寺（せいけはいじ）は，横長のパネルに半分

は文字説明，もう半分は写真と図を入れたものです。このようなパターンが最近は多いよ

うです。 

 播磨国分寺跡は，陶板に全体の平面図と内容説明を入れたもので，シンプルなものとな

っています。この播磨国分寺跡が，事務局が考えているものに一番近いタイプになります。

サイズは少し小さめですが，遺構面と遺構説明，遺構説明は方形の説明板，全体説明はも

う少し大きいものを併用していくかたちになります。 

 淡路国分寺跡は，よくある遺構の説明だけをしたものであります。詳しく説明されてい

ますが，これだけでは，イメージがわきにくいかと思います。 

 阿波国分寺跡は，庭園がありますので庭園の説明と写真を多く入れています。 

 讃岐国分寺跡は，メインの説明板に伽藍配置図が半分，文字説明が半分となっています。

個々の説明には，陶板に文字説明と写真を入れています。讃岐国分寺跡には，立体模型も

ありますので，その説明板は伽藍配置図と説明が入っています。こちらは讃岐国分尼寺で

すが，発掘も進んでいませんので，看板に遺構検出状況と出土遺物が説明されています。 

 備前国分寺跡は，よくある説明板で詳しく説明されています。説明板の横には説明パン

フレットが入ったアクリルケースが設置されており，工夫されていると思います。唯一復

元されている塔跡の説明板は，詳しい文字説明，遺構状況写真と塔の推定復元図が入って

います。最近は，遺構ごとに贅沢な説明板をつける傾向にあると思います。備前の場合は，

他の遺構復元が進んでいませんので，手作りの看板で補っているものもあります。 

 国分寺ではありませんが，兵庫県の小野市にある広渡廃寺は大きな説明板に文字説明，

伽藍配置図，写真を入れています。 

 以上いろいろ見てきて各地多種多様の説明の仕方をしておりますが，最近の傾向として

は大きな表示で文字の説明に遺構写真，イラストを取り入れたものとなっています。 

 

委員長 

 ありがとうございました。資料 5－4 の説明サイン素案，資料 5－5 にはそれぞれの説明

文案が書いてもらってあります。 

 

事務局 

 資料 5－4の説明サイン素案は，昨年提示させていただいたもので，もっとイラストを入

れたらいいのではないかといったいろいろなご意見をいただきました。45ｃｍ角のものを
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基本として，文字をもう少し小さくして写真等を入れていくことが考えられますが，いか

がでしょうか。 

 

委員長 

 特に資料 5－4ですが，文字だけでなく，⑦の講堂については写真が入りますが，よく見

ていだだきますと薄いピンク色で軒丸瓦（のきまるがわら）が印刷してありますので，単

調さが克服されているかと思います。事務局側のひとつの工夫が見られると思います。 

 

委員 

 国分寺全域を説明する説明板はなかったのでしょうか。 

 

事務局 

 全体のものについては 25年度工事に入ってないので，省略させていただきました。 

資料 3－2を見ていただきますと南門付近にサイン大とありますが，これが全体の説明板に

あたるものです。ただし，先ほどのように博物館から現地に行った場合に直接通らない場

所になる可能性もありますので，位置については先ほど入って行った東南の進入口部分の

方がいいのかと思います。当初の予定では，正門である南門付近に全体の説明板を設置し，

大きさはこれと同じものを考えています。 

 

委員 

 サインの場合，一般の人からすると，かつてここが国分寺として機能していた時にどの

ように使われていたのか，どのような情景だったのかという情報が重要だと思いますので，

復元イラストのようなもので建物が建っていましたというだけでなく，想像でもいいので

法会が行われていたとか情景を表現したイラストが効果的であると思います。平城宮跡で

は昔からやっておりまして，遺構写真は載せていません。遺構写真は考古の人には興味が

ありますが，一般の人には，あまり分らないと思います。だからイラストで，かつての情

景を示すということが必要だと思います。小さな説明板とかすべての説明板には入れられ

ないと思いますので，少なくとも全体の説明板にはそのようなイラストを入れた方がよい

と思います。あと，講堂には遺構写真を入れる案がありますが，あまり効果的だとは思い

ません。先ほど事務局の説明で最近のものはと言っていましたが，昔のものもかなりある

と思います。それと文字数の多いものは読んでもらえないので 45ｃｍ角で 100字以内ぐら

いだと読んでもらえるかと思いますので，それぐらいの文字数に抑えた方がよいと思いま

す。いろいろな情報をあれもこれも入れるのではなく，立場を変えて考えれば，いらない

情報もたくさんあるので取捨選択をする。それから文字のフォントやサイズ等も検討する

必要があるし，鈴鹿市の公文書の規定で，読点ではなく，コンマを使うということになっ

ているかもしれませんが，一般の人からするとコンマよりも読点の方が読みやすいといっ
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たこと等かなり細かいことまでしっかりと検討していただくことが必要だと思います。 

 20 数年前，平城宮跡でサイン計画を担当しましたが，サイン計画だけで専門のデザイン

会社と緊密な協議をし，サインの持つべき機能，配置，デザイン，文字のフォント，大き

さ等すべて検討しました。だから他の所を見てきたというのであれば，深く検討をしてい

ただきたいと思います。文字数は，これくらいなら読んでもらえるぎりぎりのところかな

と，もっと少なくていいのかなと思います。あと，サインの形によって結構低くなるので， 

文字を大きく，読みやすいようにした方がいいと思いますし，45ｃｍ角で写真を入れると

文字が小さくなり分らなくなるので，写真はいらないのかなと思います。いろいろ意見を

いいましたが，検討していただきたいと思います。ちなみに博物館の展示等で使っている

フォントはゴシックですか，明朝ですか。 

 

事務局 

 特に統一していません。 

 

委員 

 本当は，統一すべきだと思います。私たちがやった時もいろいろ検討して，教科書体と

いう学校の教科書に使っているものですが，あれが一番読みやすいのではないかと，文字

の太さとかも勘案しながらどれが一番見やすいのか検討していただきたいと思います。内

容についても読む方の立場にたって考えていただいたらいいと思います。 

 

委員長 

 ありがとうございました。お客様の立場にたって考えるのが一番大切だと思います。あ

と，どこまでルビをふるのか。資料５－４説明サイン素案の中で，たとえば廂付建物（ひ

さしつきたてもの）とか読む人が分らないと思います。使う文字や用語等は，小野委員が

言われたように博物館の展示や図録等の全部を統一することを要求されているのだと思い

ます。それと，素案の個別の文案ですが委員の全員一致でこれでいいというのは難しいと

思いますので，現場を担当する事務局の方で再度しっかり検討していただいて，小野委員

からいただいたご意見も参考にして，決定する時に委員会を開けなくとも，委員に対して

事後承諾的なことになるかもしれませんが，発注する前にこのような方向でいきたいとい

うぐらいはしていただきたいと思います。今年度の工事ですので，来年の３月末には現地

にサインが設置されますので，設置してから現地を見て駄目だということにならないよう

にしていただきたい。できましたら最初に設置されたサインの参考写真を各委員に送って

いただくとか，文案も今回は短い時間で十分な検討ができませんが，もしご意見がありま

したら委員の方々から事務局の方に連絡いただきたいと思います。 

 

委員 
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 もうひとつ，官衙やお寺はサインを南向きにつける場合が多いので，平城宮跡の時に後

悔したのですが，白い面に文字が黒なので，陽が当って眩しいということがありましたの

で少し薄い色をつけるといいと思います。検討すべきことはたくさんあります。 

 

委員 

 文案を読みますと控えめな文章になっています。｢見つかっていない｣｢わかりません｣な

どの弱気な表現は不要です。 

 

委員長 

 資料 5－4，5－5を見てみますと専門用語が多く使われています。資料 5－5の食堂（推

定）の中で壺地業（つぼぢぎょう）とありますが，ぜんぜん分らないと思います。一般の

人には分らないでしょうね。 

 

委員 

 サイン全体の文案は示してないのですか。 

 

事務局 

 先にだいたいのスタイルを決めていただいてからでないとサイン大の構成をするのが難

しく，今回は今年度分だけをあげさせていただきました。 

 

委員長 

 今の件ですが，資料 3‐2で南門の北西部分のサイン大が，国分寺全体の説明になるとい

うことですが，今日見学していただいた最初に足を踏み入れた場所ですね。サイン大とい

うことなので，講堂に設置するものと同じ大きさになるわけですね。 

 

事務局 

 はい，これに先ほどの武蔵国分尼寺跡のようにいろいろな情報を入れようと思うとごち

ゃごちゃしたものになるかと思います。 

 

委員長 

 予算があれば，ひとつぐらいはこれをもっと大きくしてもいいのでは。 

 

委員 

 サインというのは，もっと短くていいと思います。講堂とは何か，食堂とは何かという

ことの説明ですので，柱の痕跡は残っていませんとかそういうのは国分寺全体のパンフレ

ットを作ると思いますので，その中で書けばいいと思います。サインは，3行ほどでいいと
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思います。あと，全体の説明については，しっかりしたものでイラストを入れたものがい

いと思います。それと導入のことですが，門，金堂，講堂が基本ですので，東南付近から

入るのではなく，南門から導入をさせた方がいいと思います。 

 

事務局 

 導入看板を設置した方がよろしいでしょうか。 

 

委員 

 やはり，南門から見学してもらうのがいいでしょう。目的の違うフェスティバルとかは

必ずしも南門から入る必要はないと思いますが。見学とかは南門から入るように導入して

いくべきだと思います。 

 

委員 

 動線は，そのように導いてこれるのでしょうか。近いところから入りたいと思いますが。 

 

事務局 

 小さい補助的な看板で対応するしかないと思います。 

 

委員長 

 駐車場で降りてから歩道を歩いてこちらに来るわけですが，直接補助金で作れないにし

ても何らかの形で，博物館と整備された国分寺跡がありますという全体的な案内のものが

あってもいいと思います。お客様が駐車場から来た時に整備した方に行くのか，博物館へ

行くのかといったら，先に建物の方へ行くでしょうと委員さんと話をしていたのですが，

右に行けば国分寺跡がありますと矢印等の案内があるといいのですが。 

 

委員 

 １枚もののパンフレットというか小冊子を作ると思いますので，そこに説明を加えたら

どうですか。 

 

委員 

 南面の部分は芝張りになるので，植栽を植えて入れないようにしたらどうですか。植栽

に沿って南門まで行くように。 

 

委員 

 サインはどれくらいの年齢の方をターゲットにしていますか。たとえば中学生ぐらいの

子が分かるようにということであれば，そのようにしなければいけませんし，これだとか
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なり難しいと思います。 

 

委員 

 サインというのは目印ですので，詳しい説明はパンフレットにすればいいと思います。 

 

委員 

 講堂は，何をするところかがせめて分かればいいと思います。たとえば，金堂と言われ

ても今の人には分からないと思います。金堂とは一体何をするところなのだろうという感

じで。一番大事な建物といったように説明すればいいのでは。 

 

委員 

 講堂とは何かというそれだけの説明でいいと思います。発掘状況とかは，パンフレット

に載せればいいと思います。 

 

委員 

 そうしなければ，想像がつかないのですよ。建物跡や築地塀といわれても，何をしてい

たところなのか分からないので。 

 

事務局 

 字数も限ってということですので，シンプルな文章と内容の分かる簡単なイラストとい

う構成で一度考え直してみたいと思います。 

 

委員 

 内容をシンプルにするなら，あの大きさでイラストを入れるとごちゃごちゃするので，

むしろイラストは入れずに説明だけにして，45ｃｍ角のものをもっと小さいサイズにする

とか，渡辺委員の言われるように３行程度にして，もう少し小さいものにするとかの方が

いいと思います。 

 

委員 

 一枚もののパンフレットの方をしっかり作って，自由に取ってもらうようにして下さい。 

 

事務局 

 分かりました。なるべくシンプルにします。 

 

委員 

 講堂の基壇の辺りはどうしますか。どのように整備したという説明は。 
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委員 

 それは，あった方がいいですね。なぜ，あのように整備したのかという説明があった方

がいいと思います。 

 

事務局 

 講堂の説明は小さいものにして，整備のことは別に説明をしましょうか。 

 

委員 

 その方が，いいと思います。隅のところに置くタイプで。 

 

委員長 

 講堂の南東の隅は，子どもが一番登りやすいところですね。台をかけると。落書きもさ

れるかもしれませんね。 

 

委員 

 委員の言われるように講堂はどこからでも登れるので，講堂正面部分に階段でも作った

らどうですか。 

 

委員長 

 予定の時間が過ぎました。サインについては，いろいろご意見いただきましたので事務

局の方で検討していただき，それで決める素案を作っていただいて，委員会を開けなくて

も，各委員に素案が届くようにお願いします。 

 

事務局 

 分かりました。 

 

委員長 

 それとですね，最後は植栽ですね。今回北の方にヤマザクラ他を入れるとのことで，前

回の委員会で，今年度中，来年 1 月か 2 月頃に市民参加で小学生を対象に公募して植樹を

行い，杉板のサインを描き込んでもらうイベントが挙がりました。その他に整備途中で市

民参加できるような植栽の維持，雑草除去なども。委員さんが前々から，役に立つもの，

お土産を持って帰れるようなものをできないかという案を出していただいています。そろ

そろ真剣に考える段階に来たと思っております。ただ，最初に行う記念植樹は図面を見る

とかなり大きなものですね。その辺りをもう少し詳しく説明していただけますか。 
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事務局 

 植栽については先程も申しましたように，イロハモミジ 3本，ウメ 4本，ヤマザクラ 26

本を植えるというわけなのですが，その中でもヤマザクラについて，植樹イベントが出来

ないかと提案させていただいたところです。 

 

委員長 

 資料は 5－7と 5－8ですね。 

 

事務局 

 5－8 をご覧いただくと分かるのですが，かなり大きな木を植えることになっています。

そうすると，親御さんが付いてこられても，実際植える作業をお子さんにしてもらうこと

はかなり難しいとも考えられます。記念プレートを付けるだけのイベントになってしまう

と寂しいかな，という考えも浮かんでまいります。それとは別に，植樹用に苗畑のような

ものを作って行うというのも考えられますが，このイベント単体で華やかなものにするこ

とは難しいと思われますので，ご意見をいただければと思います。 

 

委員長 

 確か前々回でしたか，国分寺の整備が終わった段階で，築地の所に市民参加で低木を植

えていくと。それは構わないのですが，それ以外に何かできないものかと。前回は地元の

委員さんから，国分町のボランティアと連携して何か出来ないかなという意見も出ました。 

 

委員 

 まだボランティアを立ち上げて 2 年目くらいですので，それほどの力はありませんが，

これだけの大きな施設があるので，タイアップしてやっていけたらという思いでやってい

ます。今後そういう方向でお力添えできるよう，組織をもっと広げていこうと努力してい

るところです。将来的に何かの形で協力させていただくことは可能かと思いますが，どう

いうことで，というのは未だ定めていません。 

 

委員長 

 交通のラインから離れたところで，ずっと年間 1 万人をキープし続けていることが市に

とって奇跡的なことでもあるので，全体的な整備が終わった段階で，博物館の中と外で一

体化した運用や活用を考えたボランティア活動とかですね。地元の方からも非常に前向き

なご意見をいただいていますので。 

本当はここを今日のメインにしたかったんですけれど，あまり時間がないので，ぜひ一言

という方，いかがでしょうか。 
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委員 

 ボランティア活動については地元が中心になってくると思いますので，検討委員が中心

となって鈴鹿市民の中で基盤となる組織づくり，勿論サポート会も含めた活動を検討させ

ていただいたらどうかなと思います。 

 

委員長 

 前回の検討委員会では，実行委員会的なものを作っては，という意見がでました。 

 

委員 

 そこで決まったことを，この委員会で報告して検討していただくという。 

 

委員長 

 ただ，その会を作る原動力，サポート会が核になるのか，館とも協働されているので，

その辺りの流れですね。 

 

委員 

 前回のサポート会会議でも出ましたが，会員のほとんどが高齢なんですよ。元々のサポ

ート会を立ち上げた目的が，国分寺整備の色々をサポートしようということでしたので，

皆さん賛成なんですが，実際にあの土地と草を見ると尻込みする感じなんです。今言われ

たように，僕らだけでは無理なので，いろんなところからのサポートがないと，実際やっ

ていけないかなと。イベントだけならやれますけど。整備というと，もっと色々なところ

から助けを貰わないと大変だと思います。 

 

委員 

 実行委員会形式になるのか分かりませんけれど，市民レベルの団体と博物館との共同で

やっていただけると，行き違いも無くなりますし，正確なことは博物館からの要望を得な

いと，実行委員会形式だけに頼りますと，目的から外れる部分も出てきて難しい面も出て

きますので，必ず博物館と連携しながら真剣に組織づくりを考えていってはどうかなと思

います。既存の市民団体，国分町ボランティア隊とか，私も色々なところでボランティア

活動に参加しておりますけれど，そういった方たちに幅広く声をかけながら，新しい組織

づくりをしてみてはどうかなと思います。その基盤としてサポート会が中心になっていく

のが一番いいのかなと思います。 

 

委員長 

 今，サポート会の会員は何名くらいでしょうか。 
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委員 

 28名です。 

 

委員長 

 多いですね。 

 

委員 

 実際には足を運んで下さる方は，少し減ってしまいますけれど，それなりに動いていき

ますし，会に入っていなくても会員以上に働いて下さる市民の方もいらっしゃるので，こ

れまで博物館の観月会も成功したというふうに考えています。 

 

委員長 

 ありがとうございました。因みに先生，平城京などでは遷都 1300年祭のときにはボラン

ティアさんが多数参加して見えましたよね。僕も少しだけ体験してきたんですけど，日常

的な時はどうなんでしょう。ガイド以外にボランティアさんはみえるんでしょうか。 

 

委員 

 直接係わったわけではないので良く分かりませんが，奈良文化財研究所が主体的に係わ

っているのはガイドですね。 

 

委員 

 天平祭というイベントをゴールデンウィーク，夏休み，秋頃にやっていますが，それは

県の事業としてやっています。そこでもボランティアを募集してやっていましたが，最近

は募集をしていなくて，固定の人が必ず来てくれるようになったようです。 

 

委員長 

 県の方で，史跡整備された場所に限りませんが，来年オープンする新しい博物館とか，

ボランティアの新しい方向性を掴みたいと思うのですが，何かご意見をいただけないでし

ょうか。 

 

三重県 

 ボランティアというよりも固定的な人に何かしていただくといったことが多く，あまり

広がりがないような状況です。新しい博物館に関しては，ボランティアを募集しています

が，まだオープンしていませんのでこれからというところです。 

 あと，地元の方々とか学校教育とかと連携して，ボランティアとは違いますが，勉強に

もなって地域の方々と活動するという意味で，そのような取り組みができればいいと思い
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ます。 

 

委員長 

 具体的な実行となると最後は人の問題になります。それと熱意がどこまで続くかという

ことでしょうね。 

 

委員 

 史跡整備にボランティアの委員を加えたいということですか。 

 

委員長 

 史跡整備の中でボランティアを活用していくという一つの方向性を考えているところで

す。整備も後半になってきたので，今後そのようなことが主体的になってくると思います

ので。あと，資料 5－7についての予定はどうですか。 

 

事務局 

 特に問題点のご指摘もなかったので，実施する方向で考えたいと思います。 

 

委員 

 植える木が大きすぎるので，もっと小さい木を植えたらいいと思います。 

 

事務局 

 苗木を植えるということになると思いますが，それについては考えさせていただきます。 

 

委員 

 どれぐらいの大きさになりますか。 

 

事務局 

 2ｍから 3ｍくらいだと思います。 

 

委員 

 危なくない程度で考えた方がいいと思います。 

 

事務局 

 考えさせていただきます。昨年，十五夜観月会が台風でできなかった関係で，代わりの

春祭りを博物館で行いました。そのようなものが今年できるかどうか分かりませんが，サ

ポート会さんとも話し合って植樹祭だけでなく他に何かできないかを考えていきたいと思
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います。 

 

委員 

 これぐらい深く杭を打ち込んで下の遺構に影響はないのですか。 

 

事務局 

 北側に向かって土を盛ってあり，一番盛土が厚い部分ですので，問題ありません。 

 

委員 

 まだまだ考えの段階だと思いますが，イベントの時に苗木のようなものをどこかのスペ

ースに仮植したらどうかという話しですが。みんなが出てもらって仮植するとなるとそれ

なりの本数となりますし，2年や 3年ぐらいまではそれほど大きくならないと思いますが，

仮植でも根が張り出すと急激に樹木が大きくなりますので，補植のために仮植をしておく

ということもなかなか難しいと思います。逆に，後で始末するのにどうしようということ

もでてくると思いますので，そういうことも考えておいた方がいいと思います。 

 

事務局 

 いろいろ情報を集めて対応させていただきます。最後に各地の写真がまだ少し残ってい

ますので紹介させていただきます。先ほど見ていただきました広渡廃寺（こうどはいじ）

ですが，ここにはかなり精巧な模型があります。模型を見下ろせる築山もありましたが，

寺跡全体の芝生がきれいに管理されていました。草刈りをしている人がいたので，管理の

状況を聞いたところ，シルバー人材センターに委託しており，交代で毎日刈り続けている

そうです。全部刈り終えた頃には，また伸びてくるので，繰り返し刈り続けているという

ことでした。これぐらいしないとこの状態を保てないそうです。白鳳時代のお寺ですので

面積はかなり狭いですが，伊勢国分寺跡の広大な面積でこのようにやっていくのは，かな

り大変だと感じました。ですが，ここまで綺麗にしておけば，見に来ていただいた方にシ

ートを広げてお弁当を食べていただけると思います。 

 最後になりますが，先ほど紹介しました備前国分寺跡の近くに両宮山古墳という大きな

古墳があります。地元では稚媛（わかひめ）伝説というのがあり，それを利用して稚媛の

里という物品販売所があります。観光パンフレットや国分寺跡のパンフレットが置いてあ

り，岡山の特産品の桃などを販売していました。古墳があり，国分寺があり，役所との関

わりがなく活用をし，町づくりをしているおもしろい例だと思います。 

 そのようなあり方が進んでくればいいなと思い，紹介させていただきました。 

  

委員長 

 長時間にわたり，どうもありがとうございました。委員の方々からご意見をたくさんい
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ただきましたので，事務局の方でまとめていただいて，適宜情報を流していただきたいと

思います。 

 

事務局 

 分かりました。 

 

委員長 

 最後に事務局の方からお願いします。 

 

事務局 

 長時間のご審議ありがとうございました。今年度は冬頃にもう一度，検討委員会を開き

たいと考えておりますので，よろしくお願いいたします。最後に館長の兼丸からご挨拶を

申し上げます。 

 

（館長あいさつ） 

 

 


