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平成 25年度第 2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 26年 2月 10日（月）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）・加藤二三子・桐生明光・桐生悦夫・ 

中島義晴・八賀晋（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 

 

 

委員長 

 公私ともご多忙の中，ご出席いただきまして，どうもありがとうございます。 

 去年の 7月の後半に今年度の第 1回目の委員会が開かれ，その時は委員 10名全員の参加

で，整備の中の特に説明サインについて，いろいろとご意見をいただきました。それがメイ

ンでしたが，その中で整備後の活用，むしろ整備途中からどのように活用していくのかとい

うことを博物館と委員の方で話し合って終了しました。 

 今回は議題が 3 つございます。(1)平成 25 年度事業の進捗(2)平成 26 年度事業計画(3)史

跡の活用ということで，各委員の皆さんのご意見を出していただきますよう，よろしくお願

いします。 

委員の交代で先程ご紹介のありました中島委員は，当館が初めてとお聞きしました。今後

ともよろしくお願いいたします。また，自治会長として長年にわたり地元のご意見を聞かせ

ていただきました桐生（明）委員については，本当にご苦労様でした。ただ地元ですので，

イベント等でお顔を拝見できるかと思いますので，今後もよろしくお願いします。どうもあ

りがとうございました。 

 

委員 

 国分町の役員の仕組みが自治会長を降りると会長の補佐にまわりますので，副会長とい

う立場になります。そういう形で町の役員として残りますので，今後もよろしくお願いいた

します。 

 

委員長 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは，議題に入ります。(1)平成 25年度事業の進捗ということで，事務局の方で説明

をお願いします。 

 

事務局 
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 今年度事業ですが，予定として説明サインの設置，既存の石碑の再設置，電気設備，給水

設備，植栽，復元しました基壇の周辺の土舗装等となっています。 

現在の進捗状況といたしましては，写真の方をご覧下さい。既に給水設備や電気設備の配

線といった地下部分の工事については，終了しています。写真 1 枚目の上の方は電気配線

のボックス，下の方は照明灯の基礎部分となります。ボックスの部分については，90 セン

チぐらいの掘削があり，遺構面まで達する恐れがあったため，立会を行って様子を見ながら

進めてきましたが，大きな影響は出ていません。電気の配線の方は 40センチぐらいの掘削

で，盛土内に収まっています。給水設備も立会をしながら進めてきまして，博物館の北側の

縁と南門付近の 2 箇所に散水栓を設置しました。既存の石碑の再配置については，講堂跡

の森付近にありました石碑 3 種類と開国碑の石碑を一旦博物館北側に仮置きしていました

が，元の場所に戻すことができ，現在このような状況です。写真の 3枚目は本日の状況です

が，復元しました僧坊，軒廊，講堂の周辺に，今朝から土系舗装のセメントを入れ始めてい

る状況です。下の写真に写っている白い台が，大型の講堂の説明サインの台となります。小

型の台が上の写真にありますが，北門，僧坊，軒廊の説明サインの台です。斜めに切ってあ

る面の凹んだ部分に，陶板の説明板をはめ込むというかたちになります。説明サインの内容

については，昨年度から何度も検討をいただきまして，最終的に年末にファックスで送付さ

せていただきましたものが最終案ということで確認いただきました。いただいたご意見と

しては，余分な説明は省いて，詳しい内容はパンフレットにするということで，最終的には

何のための建物であったのか。それと建物の規模だけを基本的に記し，シンプル化した内容

を最終案とさせていただきました。その最終原稿の方を業者に渡してあります。あとは植栽

ですが，イロハモミジ 3本，ウメ 4本，ヤマザクラ 26本ということで予定しています。モ

ミジとウメにつきましてはそろそろ準備が整い，もうすぐ植栽の方が始まる予定です。ヤマ

ザクラについては，前からずっと検討していただいて，植栽イベントをして活用したいとい

うことがありました。そこで，資料の 2－1，2－2 をご覧下さい。「こくぶんじ記念植樹イ

ベント」として一般の方に参加してもらうため，どのような手法で行なうか内部で検討した

ところ，一般公募にするのかといった案もあったのですが，最終的には国分寺は国分町の宝

ということで大切にしていただきたいということから，国分町の子ども会になるべく多く

参加していただこうという方向で進めまして，こちらにみえます委員さんのお力添えで，子

ども会の皆さまに多数参加していただけることになっております。ヤマザクラ 26本の内 25

本にプレートを付けますが，40 名以上の参加希望者があるということで，1 本に対して 2

つのプレートを付けていただくということになりそうです。それが資料 2－2にありますよ

うに，2月 23日の春まつりというイベントの中に組み込みまして，賑やかな雰囲気の中で

進めようと思っています。朝からこの部屋で，焼杉のプレートに専用の絵の具で樹種名や名

前等を書いてもらい，11 時からサクラの苗木を植えて，その横の杭にプレートを付けてい

ただくというようなイベントを行ないます。 
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委員長 

 ありがとうございました。今年度事業の進捗状況ということで，最初に整備工事について

ですが。前回，説明サインの内容や大きさ等いろいろな意見がありました。この委員会は終

わった後，私たち委員がまだ中身を覚えているぐらいの間に議事録ができ上がってきます

ので，大変ありがたく思っています。その中でも，特に先ほど言われました年末にファック

スで送付のあったサインの最終提案ですが，余分な説明を省き，建物の規模等にしぼって，

委員の皆さんのご意見を反映したものになっているということです。 

実際に説明板をはめ込むのはいつですか。 

 

事務局 

 陶板の作成には日数がかかりますので，2月の後半か 3月の初めになります。 

 

委員長 

 そうですか。どうでしょう。整備工事についての事務局の説明について何かご意見ござい

ませんか。 

 

事務局 

 整備工事がらみですが，最後に写真を付けさせていただきました。僧坊が手前にあって，

僧坊と講堂をつなぐ軒廊が右側で，その奥が講堂です。造成工事の時に何回か大雨があり，

地元にご迷惑をお掛けしたこともありましたが，その話とは別に全体的に傾斜がある土地

ですので，そこに基壇等の部分に盛土をした関係で，僧坊，軒廊，基壇に囲まれた東側の部

分で，水はけが少々悪いところが出てきました。地下にも暗渠排水が入れてあるのですが，

ちょうど暗渠排水が基壇と基壇の境目に入ってしまい，その部分の暗渠排水の効き目が悪

くなって，水が溜まってしまう状態が見受けられます。土系舗装を行なう関係で，これにつ

きましては何らかの排水の対策をとろうと考えていますので，その点ご承知おき下さい。追

加でご報告させていただきました。 

 

委員長 

 ありがとうございました。他の園路とかの雨についてはどうでしょうか。 

 

事務局 

 園路は 1日，2日で掃けていく状態ですので，舗装をすれば大丈夫だと思います。 

先程，お話した部分については，傾斜のある土地に軒廊が南北に塞いでしまうかたちにな

りますので，予想よりも水が溜まりやすくなりました。 

 

委員長 
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 講堂から北側に続く軒廊の東側部分ですね。水を抜かなければどれぐらい溜まりますか。 

 

事務局 

 15センチほどでしょうか。舗装をすれば現況より 10センチ以上上がりますが，舗装をす

ると水抜けが悪くなりますので，パイプを入れて水を抜くといった何らかの対策をとりた

いと思います。 

 

委員長 

 こういう事例というのは他にあるのでしょうか。整備途中ということもあり，私も見たこ

とがありませんが。 

 

事務局 

 舗装をして周りの芝張りが完了すれば，目立たなくなるとは思いますが，こういう状況も

ありますので何らかの対策をとらせていただきます。 

 

委員長 

 あと，整備事業でいかがでしょうか。 

 

委員 

 ヤマザクラの苗木というのは，どんな大きさのものですか。 

 

事務局 

 そんなに大きなものではなく，50 センチほどのものです。手で持てるような大きさのも

ので，あらかじめ掘った穴に入れて，土を被せて植樹をします。 

 

委員長 

 2月 23日のイベントと関連して，多くのお客さんがおみえになると思いますが，工事途

中ですので，工事現場の安全確保をよろしくお願いします。 

 

事務局 

 分かりました。 

 

委員長 

 先程，言われました植栽イベントに関してですが，その点もう少しどうでしょうか。前か

らも話がありましたが，こちらの館のサポート会との経過もあると思いますので，その点に

ついては，どうでしょうか。 
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事務局 

 植樹については館の職員の方，埋蔵文化財グループが単独で作業を進めさせていただく

ことにしています。その分，春まつりの他のイベントの方が大変ですので，それについては

考古博物館サポート会や地元の方，各種団体の方に応援をいただいて進めていくというこ

とになります。 

 

委員長 

 この春まつりのポスターを見ると，委員の方が関係されている団体がいくつかあります

のでその点どうでしょうか。できれば定期的に毎年できるかどうかなど。 

 

委員 

 博物館の谷口さんの方で，ほとんど企画をしていただいています。 

 

事務局 

 春まつりは，館の職員の谷口が中心となって進めています。今回，紙芝居の上演が午前 2

回と午後 2 回を予定していますが，石薬師の遺跡から出土した馬型埴輪に関連した紙芝居

をするということで，県の埋蔵文化財センターからお借りします。鈴鹿市の地元の紙芝居で

すので，ぜひ，子どもや大人の方にも知っていただけたらと思います。これは，委員さんに

もいろいろお世話になっていますが，朗読ボランティアの「麦わらぼうしの会」の方にお世

話いただきます。 

 

委員 

 夏休みにもこの館でボランティア公演をしていただいて，それからずっと繋がっていく

といいなと思います。 

 

事務局 

 遅くなりましたが，実際の焼杉プレートの見本というのがこれになります。焼杉に専用の

絵の具で書いたものです。苗木が小さいので，それには直接掛けられませんので，横に杭を

打ってそこに掛けてもらいます。 

 

委員長 

 雨風にさらされてどれぐらい保ちますか。 

 

事務局 

 そうですね。参加してくれた子ども達が，けっこう大きくなるぐらいまでは保つと思いま
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す。 

委員 

 植栽の範囲の土盛した土は，どんな土ですか。 

 

事務局 

 土自体は造成土と同じ土をそのまま使います。工事しておりますのは，専門の近藤緑化と

いう園芸の業者ですので気にしていましたが，この土なら（根が）つくだろうと言っていま

した。 

 

委員 

 前に美濃国分寺の整備の時に使った土が，粘土質の土で周りのサザンカや大きな樹木が

うまく育たなかったので，もう一度後で土を入れ替えたことがありました。 

 

事務局 

 そうならないように期待します。 

委員長 

 この春まつりについて，子ども会の方をお世話いただいているということですが。 

 

委員 

 一応，資料 2－1の配布文書を館の方に参加人数分をお願いしていまして，もう一度会長

さんの所に行って，念押しをしてこようかと思っています。この日は，子ども会の活動の予

定はないということでしたので，この日に入れました。ただ，参加申込みをしてあるものの，

個別にスポーツ少年団とかに参加している子どももいますので，どうしても都合がつかな

いということも出てくるかと思いますが，極力その辺をうまく調整してお願いはしてあり

ます。最終的に若干人数に違いが出てくるかもしれませんが，その辺のところを念押しして

頼んでこようかと思っています。 

 

委員長 

 非常にカラフルなチラシを見ると，弓矢狩猟体験，勾玉作り体験，火おこし体験はいつも

博物館でされているものですね。 

 

事務局 

 そうです。前回の春まつりでもやりまして，特に弓矢体験は好評でしたので，サポート会

さんの方にお願いしてやることになっています。 

 

委員長 
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 斎宮跡でも梅の種飛ばしとか，フォトコンテストとかいろいろやりましたけれど。 

 先生は，初めて来ていただきましてありがとうございます。平城京でも県主催で何かされ

ていますね。 

 

委員 

 そうですね。 

 

委員長 

 こういうイベントに参加した人が後の草抜きとかごみ拾いとか，うまくマッチングして

くれればいいのですが。その点，県の方は何か妙案ございませんか。 

 

三重県 

 国分寺らしいイベントがあるといいなと思うのですが。やはり地元のお子さん方に参加

していただくというのが一番いいことだと思いますし，地元の子ども会を中心にやられる

イベントというのが，県内でも他にあまりないかと思います。どうしても広く集めてという

感じのイベントが多く，そういう意味では今回おもしろい植樹イベントだと思いますので，

ぜひ愛着を持ったイベントになればいいなと思います。 

 

委員長 

 議題(1)につきまして，他にいかがでしょうか。 

 では，議題(2)に進めさせていただいてよろしいでしょうか。それでは，平成 26年度事業

の計画について，事務局の方からよろしくお願いします。 

 

事務局 

 来年度事業の計画でございますが，資料の 3を見ていただきたいと思います。 

 来年度の計画ですが，予算の方が厳しい状況の中で，平成 26 年度当初予算では今まで

3,000 万円で抑えてほしいと国からの指導があり，24 年度と 25 年度は辛抱してきました

が，26 年度からは本来のペースに戻していただけるということで，5,050 万円の予算要求

をしております。ただ，国の内々示では 1 割カットで考えておいて下さいということです

ので，当初は抑え気味でスタートになると思います。それでも，25 年度に比べると大きな

金額になりますので，少しは進展していると期待しています。 

 工事の内容ですが，来年度のメインの工事は，国分寺伽藍の外周をまわっている築地塀の

表示でございます。資料でいいますと，外側の水色の帯状部分になります。予算の都合で北

側と東側・西側の一部分の築地塀について，土盛りと張芝で表現し，上には石薬師を代表す

る木であるウツギ，卯の花を植えていくということになっています。それ以外の工事といた

しまして，復元基壇の周りの土系舗装の続きと東西に伸びる見学者用の通路部分の土系舗
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装，そして食堂の柱部分を既に舗装して表示していますが，それ以外の部分の土系舗装，金

堂と回廊の２箇所の説明サインの設置をします。あと，北側の奥の方から全体の芝張りをし

ていきます。このような内容で工事を進めていきたいと考えています。 

 

委員長 

 ありがとうございました。 

 来年度は 5,050万円，内々示で１割カットとこれは全国共通ですので。となりますと，資

料 1の事業計画で，平成 29年度完成というのは変わりませんか。前倒しになるということ

はありませんか。 

 

事務局 

 予算の関係で，後ろに延びていっていますが，ある程度は前倒しで進めることはできると

思いますので調整して，最終的になんとか 29年度には完成できるのではないかと考えてい

ます。 

 

委員長 

 委員の方いかがでしょうか。来年度事業の説明がありましたけれど，その点についてのご

意見いかがでしょうか。 

 例えばウツギについてですが，他の委員会に行きますと万葉植物にしなさいとか木は剪

定してはいけないとか聞いているのですが，いかがでしょうか。 

 

委員 

 やはり，元々その木の樹勢がどのようなものかによって，樹形をどうするかということな

ので，その植物の性質があると思います。切った方がよいもの，そうでなく自然に育てた方

がよいものそれぞれあると思います。低木で育てるようなものなら，見栄えとして樹形を整

えて切り込んでいくものが多いだろうし，サツキにはじまりそういう系のものが多いので

すが，ウツギでも人によれば切らない方がよいという人もいます。それぞれどのように形づ

くるかというイメージがあれば，手を加えるべきものだと思います。 

 

委員長 

 このような古代の寺院跡で，なかなかないところを表現するのは難しいのですが。 

 

委員 

 そうですね。先程，委員長が万葉植物と言われましたが，古来というか日本の風土にあっ

た植物というのは育ちやすいというところもあるのですが，近年いろいろなかたちで造成

ということをやりますと，合う土，合わない土が出てきますし，割りに可憐に花がつくよう
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なものであるとか，忘れられたような所でも木漏れ日があってうまく育つものだとか，太陽

の光をたくさん欲しがるものとか，そのような適材というか適所に植材を考えないとうま

く育たないということもありますので，植物の選択はよく考えてやらないといけないと思

います。このようなものがあるので，植えてみたら失敗したということもよくあるので，植

物の選択というのは非常に難しいと思います。 

 

委員長 

 その点，2年前にこの会でこのようにしたらどうかというお話がありました。 

先生は，いろいろな国内の整備で植栽等の事もよく知っていると聞いていますが，整備の

中での植栽の活かし方や管理の面でこういう点は気を付けた方がよいとか，現在の整備を

ご覧になって感想も交えてご意見いただけないでしょうか。 

 

委員 

 今，お話のあったことがポイントになるのかなと思いますが，よくある遺構表示の方法で

平城宮では柱の形に刈り込んだり，面的に生垣状にするというようなことをしており，どの

ように樹形を整えていくのかということがあると思います。それ以外となると，一般的な公

園の維持管理と同じように考えていいのではないでしょうか。 

 

委員長 

 今は市の市街地整備課で公園整備をしていますが，最終的には市のどの部署で管理して

いくのでしょうか。博物館で全部を管理していくのでしょうか。 

 

事務局 

 市街地整備課で受けてもらうのは難しいので，歴史公園ということで博物館が管理して

いく方向だと考えています。 

 

委員長 

 それは決定されているのですか。 

 

事務局 

 決定ではありませんが，大規模な公園の管理の経験がないので心配をしています。 

 

委員長 

 市の体制の問題もありますが，資料 1 の事業計画の中で，そのような事が決定していく

時期はどの辺になりますか。 
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事務局 

 当初の計画では，平成 27年度が完成予定でしたので，本来ですと平成 26・27年ぐらい

にはどのような管理をしていくのかとか，歴史公園に合わせてどのように博物館をイメー

ジチェンジしていくのかという段階が来ているのですが，整備が延びている関係で先延ば

しになっています。 

 

委員 

 築地の表示ですが，資料 7を見ると土盛りの高さ 20センチ，幅が 2メートル，土盛りの

上には植栽が書いてあって，計画の中にはでていないが植栽をするのですか。 

 

事務局 

 土盛りをした上にウツギを植えます。 

 

委員 

 それですと，計画の中に盛り込んでおかなければいけませんね。 

 

事務局 

 植栽自体は入っております。 

 

委員 

 それならいいです。植栽がないと全体の展開があまり分からないので，植栽があった方が

いいです。 

 

事務局 

 図としては分かりづらいですが，土盛りの上にウツギを植えて全体を囲います。 

 

委員長 

 資料 4にウツギと書いてありますね。 

 

事務局 

 芝張土羽，ウツギとありますが，築地はそのようになります。 

 

委員 

 これによるとウツギ 711本植えるのですね。 

 

委員 
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 分かりました。 

 

委員長 

 同じ資料 4で，北側築地の北・西北にそれぞれ木の絵がありますが，これの樹種は何です

か。 

 

事務局 

 ウメとイロハモミジです。 

 

委員長 

 どれがウメですか。書いてないので。 

 

事務局 

 資料 6 をご覧ください。築地の上の黒い点がウツギ，サがヤマザクラ，モがイロハモミ

ジ，白・赤と書いてあるのがウメになります。築地は国分寺の規模がはっきりと分かるもの

ですのでくっきりと表したいのですが，遮蔽してしまうと防犯上の問題も出てきますので，

土盛りの高さも 20センチに控え，ウツギもあまり伸びないように刈り込みも必要だと考え

ています。 

 

委員 

 北門・西門等の部分は，土盛りとかウツギを間引く必要があると思いますが。 

 

事務局 

 門の部分は無しにしてあります。 

 

委員 

 門の部分は透かすのですね。東西の所には何かいらないですか。 

 

事務局 

 通り道はつくってありますが，門の部分は無しです。 

 

委員 

 門の部分だけでいいか。はい，分かりました。 

 

委員長 

 発掘調査で築地について，東門，西門がどこかというのは確認できたのですか。 
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事務局 

 確認できませんでした。 

 

委員 

 北門の所にあるサイン（小）というのは，北門のサインですよね。 

 

事務局 

 はい。 

 

委員長 

 話が事項書の(2)の事業計画から逸れて，史跡の活用まで少し入ってしまい申し訳ありま

せんが，(2)の来年度の事業計画について他にご意見ございませんか。 

 

委員 

 今のところ最悪，平成 29年度には完成ですか。 

 

事務局 

 平成 29年度に工事が完成ですので，オープンイベント等は平成 30年度と考えています。 

 

委員長 

 他でもよく聞かれるのですが，国分寺の整備であれだけ発掘調査で分からなかったのに

どうするのかと言われまして，それに対してどう答えたらいいのか。それはやるイベントと

か地域と一体となって，委員の方の持論といいますか，整備の進行中の時に地元の方や市民

の方と何かをやり，しかも来ていただいた方が得をするようなというこれは非常に難しい

と思いまして。その点，最近の情報等はございませんか。 

 

委員 

 今年度は昨年もそうでしたが，こだわりの食材とか外からの食材を送っていただいたり

しています。後程，博物館の職員とも相談しようと思いますが，鈴鹿市にも農協さんとか商

工会議所さんとかの婦人部で，食材の件についてたくさんの方々が取り組んでいますので，

鈴鹿市の地元の特産品を使って，古代米の食材を調理していただくとか。料理するグループ

もたくさんありますので。できるだけ参加市民を巻き込んだかたちで，外からでもいいので

すが，できれば鈴鹿市民がみんなで汗をかいて働くような雰囲気のお祭りができたらいい

なと。その一番の中心が，地元国分のこの周辺の人達ではないかなと。その中心と外周りで，

市全体が動いていくようなイベントになればいいなと思います。なるべく，そこから喜びが
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生まれるようなイベントにしていただきたいなと思います。 

 

委員長 

 ありがとうございました。そういう意味からぜひ 23日の春まつり，まだ国分の神社の梅

は早いですが，国分町の神社の一大イベントでかなり有名になっていまして，将来そのよう

なところとドッキングできれば，お客さんも見込めると思いますので，市の方のスケジュー

ルもあると思いますが，検討していただきたいと思います。 

 事業計画等について，いかがでしょうか。他にないようですので，次に事項書(3)の整備

の活用について事務局の方から説明をお願いします。 

 

事務局 

 史跡の活用については，毎回議題の後半で検討をいただいているところですが，そろそろ

しっかりと方向性を決めていかなければならない時期が来ていると思いますので，事項書

の「ア 維持管理，運用等のための組織体制等」，「イ 周辺環境整備の展望」というのは資

料 10の「史跡伊勢国分寺跡及び周辺整備基本計画 報告書」の今後の課題というところに

書いてあるものをそのままもってきてあります。課題として，平成 12年の段階から維持管

理運用のための組織づくりをどうしていくのか，あるいは周辺環境整備をどうしていくの

かということを考えなければいけないとなっていますが，工事自体が緩やかな進捗状況の

中で，十分な検討に至っていない，方向性を打ち出せていないという状態でございます。こ

のように書かしていただいたのは，先ごろ博物館とサポート会さんとで話し合いをもちま

して，今後サポート会をどのように進めていくかということを話し合いたいとのご意見を

いただいたそうです。サポート会ができまして，ある程度年月が経ち，前回の委員会では少

し人数が増えたということでしたが，その後お家の方の介護で何人か辞められた方がいた

りして，年配の方がメインとなっていますので，先行きについて心配されてみえるようです。

運用するにあたり，博物館としての方針をはっきりしてほしいとの意見をいただいていま

す。それに対し，どのような答えを出していくのか悩んでいるところですので，あえてこの

ように書かしていただきました。委員の皆様のご意見をいただきたいと思います。 

 

委員長 

 難しいですね。どこも少子高齢化が進んで。ただ，この委員会でいろいろな意見を出させ

ていただきますが，館としての何かぼやっとしたものでもいいので，方針があればいいので

すが。なくて話ができるのかどうか。総論的な事は出てくると思いますが。全体の計画の流

れがあって，なおかつ平成 30年オープンですね。それに対してのスケジュールですが，も

ちろん難しいのは分かっています。その点，委員の方いかがでしょうか。 

 

委員 
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 整備する前は皆さんの努力により，お花畑等のいろいろな事業をしていました。整備され

るとそのようなことが切れてしまい，地元の皆さんとの関係も切れてしまうので，どこか広

場みたいなもの，それを維持するためにさらに周りの環境整備というものを含めた検討を

して，少し何か工夫することが必要かと思います。 

 

委員長 

 今，言われたのは整備する前，かなりの面積でしたが，菜花を植えたり，伽藍を花で表現

したりしていた時のことです。 

 

委員 

 国分寺の外側の市所有地部分の中で，発揮できる場所があったら，境内から外側の区域を

うまく活用したり，しかも遺構に関連し遺構状況が分かるようなそのようなものに市民が

関われないかなと思います。 

 

事務局 

 土地として博物館西側にガイダンス広場がありますが，調整池を兼ねており，常時水が溜

まる可能性がありますので，長期展望で花を育てるというのは厳しいかなと思います。外に

地元の人の協力を得て，遊んでいる土地とかそのような所になると思います。 

 

委員 

 郡衙の跡に建物が建って開発は難しいけれど，他の場所も候補にいろいろ工夫して，大変

だと思いますが検討してみて下さい。 

 

委員長 

 他にいかがでしょうか。 

 

委員 

 少し話しが外れてしまうかもしれませんが，ここの国分寺に来ようとすると，一番のネッ

クになっているのは公共交通機関がないということです。自家用車を運転できる人しかこ

こまでなかなか来ることができません。JR河曲駅で降りて歩いて来るにしても，かなりの

距離がありますし，特に暑い日，寒い日とかは難しいですし，できれば市の方からも働き掛

けていただけたらと思います。コミュニティバスが JR河曲駅まで来ていますので，ここま

で寄っていただけるような運動といいますか，交通アクセスをまず一緒に考えていただく

ということは，イベントと同時に大切なことだと思います。車に乗れる人ばかりではないし，

高齢者や子どもとか車に乗れない家庭とかあると思いますので，その辺を一緒になって考

えていただけたらと思います。 



 

15 
 

 

事務局 

 交通アクセスの問題は，最初の頃からの問題となっています。 

 

委員 

 たくさんの方に春まつりのお誘いをしても，全部が全部車で来れる人ばかりでもないし，

あそこにバスが行っていたら参加するのにという声をたくさん聞きましたので。 

 

委員長 

 それは昔からの懸案事項ですね。ただ，今もって出るというのは，それなりの努力は具体

的に館としてどうされてきましたか。 

 

事務局 

 コミュニティバスの関係は商業観光課ですが，そちらの方にコースの話を何度もしてい

ると思います。国分町は四日市との境で市の端の位置にありますので，巡回コースとしては

難しいということもありますし，地元としてそこまで要望されているのか。今の車社会の生

活の中でそこら辺ですね。一時期，三重交通が高岡台から采女が丘の方までバスを運行して

いましたが，あっという間に廃止になりましたし，なかなかそういう需要というのが難しい

かなと思います。あとは，イベントの時にどうするかということになると思います。 

 

委員 

 その件ですが，国分からもコミュニティバスを回してもらうように市の方に再三要望は

してありましたが，それについて国分町，高岡台は鈴鹿市の辺地ということで，商業観光課

からコミュニティバスでなしに補助を出すから国分町の自治会でやってほしいという話が

ありました。バスを買ったり，他に頼んだり，その代わり補助は出しますと。出しますが，

もとは自治会自体でやって下さいということでした。そのようにするのであれば，国分町の

利用者の確保がないと赤字になってしまいますよと。それで，最初の段階で高岡台は断った

らしいです。国分町でも話をしたのですが，利用者が見込めないということで，それならや

めておこうということになりました。そのようなバスの件の話は一応ありました。コミュニ

ティバスは，市の方からこの辺はコースからはずれているので，絶対に回りませんと断られ

ました。 

 

委員長 

 鈴鹿市の都市のマスタープランの見直しが 10年おきにあるらしいのですが，今 8年目ぐ

らいです。各地区に都市計画の職員の方が，この前私の住んでいる地区にも来まして，住ん

でいるところが鈴鹿市の東南の隅の方でして，近鉄は走っていますが，お年寄りがバスをな
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んとかできないかという話がありました。買い物とか，私も民生委員として時々頼まれるこ

とがあります。いつもという訳にはいきませんが。こういうので公式のバスでないけれどイ

ベントの時だけとか，お金の出どころの問題もあり，難しいのは分かりますけれども。この

ような委員会に出ていれば，少しは興味もわくのですが。博物館として，誰が見ても市の端

っこにあって，バスがどうかと言われた時にぜんぜん表に出てこない話ですので，駄目なこ

とでも情報発信しておかないと。これが集客に繋がるということかもしれませんね。それと

サポート会の方ですが，私のやっているボランティアでも，高齢化が進んでだんだんと人が

少なくなって，基本的にはそのようなものでしょうか，現状は。 

 

委員 

 今，国分寺のこれに関するいろいろな会がありますか。この委員会を含め，市の中で特別

に行政の中で何かありますか。 

 

事務局 

 国分寺，考古博物館については，ある程度計画が進んでいますので，会の中でなかなか取

り上げられない。外部の調整の中では，でき上がっているような感じです。 

 

委員 

 今関わっている委員会でしょう。イベントがあると地元の会，サポート会とかそういうも

のがありますね。お花を植えたいような人には，サポート会が間に入っているのですか。 

 

事務局 

 お月見ミュージアムの時にも，すすき等のりっぱなお花をしてもらっていましたが，サポ

ート会の会員の方にやってもらっています。それから，国分町でボランティア隊というのを

作ってみえますので，そちらの方も灯ろうとかご協力いただきました。 

 

委員 

 市の中で，例えば協議会というものがあるとか，整備の委員会の中に整備に関する維持管

理に関する会があるとか，何を残し，何を発展させなければいけないのか，どこを統合した

らいいのか，この辺の組織づくりをやらなければならないと思います。これを核にして，ど

れが中心になって維持管理の体制をといった羅列をしていただくと見通しがよくなるので

はないでしょうか。 

 

事務局 

 内部でどのようなやり方ができるのかというのを考えたいと思います。博物館におりま

すと本庁と離れていますので，内部の話し合いが手薄になって，街づくりの情報が伝わって
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こなかったり，こちらの思っていることが伝わらなかったりというのがありますので。 

 

委員 

例えば，公園整備の設計とか建設部と会議をもたれると思いますので，どの部署にどうい

う関わりをもつのかという系統図が分かれば，我々もありがたいなと思います。 

 

事務局 

 これは大きな宿題ですので，次回の委員会までには内部で考えさせていただきたいと思

います。 

 

委員 

 今更なんですが，こういう公共施設の大きな公園というのは，他に該当するところとかあ

りますか。 

 

事務局 

 フラワーパークとかがありますね。青少年の森は県ですし，八野にある深谷公園は市の環

境部が管理しています。 

 

委員 

 元々，こちらの国分の博物館，歴史公園とかは，環境部の開発整備課の立ち上げによって

国分が土地を手放し，周辺の整備を開発整備課によって行われました。今年の自治会の総会

でそこら辺で水がつくというのがありまして，開発整備課の方から検討すると返事をもら

っています。そういうのは，まったく考古博物館と開発整備課は離れてしまったのでしょう

か。 

 

事務局 

 離れてしまっているということは，同じ市役所内ですので。 

 

委員 

 ここの排水でも，最終的に駄目な場合は約束ですので直してほしいと開発整備課に行く

のですが。周辺道路の整備で雨水排水が悪いと。 

 

委員 

 ちょうどその話が出たので，話が逸れるかもしれませんが，この話をしないとそれに繋が

らないので話をさせていただきます。リサイクルセンターをこの地にもってきた時に，レイ

ンボーヒルズ計画という第 3 次総合計画でしたか，その中に盛り込まれた計画で国分町，
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木田町，高岡町一帯を中心として開発整備しようと，虹のようなイメージで開発しようとい

うそういう流れで始まった大きな計画でした。その中のひとつとして，歴史公園やその周辺

を整備しようということがあって，整備をやり始めたのですが，それは今のリサイクルのご

み処理場も現在進行形で進んでいますし，レインボーヒルズ計画そのものがなくなった訳

でもなく，時代背景で景気も低迷していき税収も減って，開発整備する予算も減って，それ

と同時にレインボーヒルズ計画のトーンもだんだん下がっていって，今ではレインボーヒ

ルズ計画を叫ぶ者もなかなかいなくなりました。私たちも総代の時に，事あるごとに地元で

はレインボーヒルズ計画と言っていこうとかいろいろ続けてきたのですが，その中で大き

な計画のもとで整備をされてきて，でき上がったからポンと切っていくというか，実際処分

場はずっと続いていきますし，開発整備そのものは存続していくわけで，市の部署としても

開発整備課もありますので，これについては環境でやって下さいとか，これについてはあの

部署でやって下さいとか，個々の対応になってくると当然，予算の問題等が出てきて先延ば

しになったり，いろいろな問題が出てくるわけで，レインボーヒルズ計画において，整備を

していく中で問題が出てくることについては，開発整備課というところで，ようはレインボ

ーヒルズ計画の中の位置付けで，すべての整備や将来の維持管理も含めて，当然その中で地

元の協力も大事であると思いますが，大きなバックアップというか，行政として支えていく

という体制はずっと維持していっていただかなければと思います。勝手な言い分かもしれ

ませんが。だけど一旦走り出してでき上がり，どうぞと言われたら梯子をはずされた感じで

気になりますし，でき上がったら自分たちでやっていってねと言われたら，自分たちでやれ

る範囲であれば何とかがんばれますが，サポート会にしても，地元のボランティア隊の協力

とかできる範囲のことはいいのですが，それに伴ってくる予算であるとか，通常考えて一般

的に市民ができるようなもの以外のことはやっていただきたいと思います。レインボーヒ

ルズ計画というのは安易に決めた計画ではありませんし，リサイクルセンターをもってく

るということの付帯というか，そのようなところもありましたので。ここにきて言葉は悪い

ですが，ごみは置いてくけれど他のことはやめですというのは極端な話になりますけれど，

そういうところをどのように行政として今後やっていっていただけるのか。今，リサイクル

センターは延命を考えて，今の場所を少しでも長く使おうと考えている訳ですから，地元と

してもその辺の位置付けや扱いというのも，僕個人としてはその時に携わった父も一生懸

命やってきたと聞いていましたので，後世というか僕の分かる範囲での近い将来には何と

か伝えていきたいし，がんばっていきたいと思います。そのようなことで何とかお願いしま

す。 

 

委員長 

 先程私，お話をしまして，事務局から聞いた中で公園整備の入札とか，公園の管理委託と

かについては市の市街地整備課がやっていると。工事が終わって引渡しがありますが，今後

の管理は博物館でという事務局からの話がありました。それはどこがどう決めるのですか。
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最終的には議会が承認するのでしょうか。 

 

委員 

 管理はどこが受けるのか。例えば，樹木の剪定だとか，博物館でできないですよ。公園と

して管理するのか，何か手立てがあると思います。公園なのか史跡なのか，管理はどこにあ

るのかをはっきりしないと，公園の剪定は大変だと思います。どこの遺跡でも，市の建設や

環境部門の方で管理をやっているのが普通だと思います。そのようなことをきっちりして

おかないと，先程のお話のように宙ぶらりんになると思います。 

 

委員長 

 いろいろな文化関係の施設，博物館とかの民間委託，指定管理者制度等がありまして，そ

れは私たちは反対だと。しかし，図書館では民間委託を導入して非常にうまくいっていると

ころもあります。それで博物館がどうこうというのはありませんが，市の組織体制をきっち

りやった中での博物館としての方針案が出ないと，我々がしぼった項目で話しをしても，市

のどの部署に上がっていくのかルートが分からないということ。それと今，言われました市

のどういう関係と連絡があるとか，例えば私も委員をしておりますが，鈴鹿市文化財調査会

という昔は教育委員会にあって，今は文化財の担当部局が教育委員会以外のところが多い

ですが，市長部局とかですね。その辺で鈴鹿市の場合，ここで上がった博物館の仕事を文化

財調査会で発表をしてもらう訳です。ただ，文化財委員の方から個別のことも求められます

が，基本的には指定文化財や文化財の解除がメインです。それ以外の話もしますけれど，博

物館の情報を流してもらったり，その中でこの整備検討委員会をやっていますと。ただ，こ

ういう事が課題ですというのは今まで出てこなかったので，館長と相談してもらいながら

館にとって今後見たときに，公園整備と伴って将来に生かしていく方向で，そういう調査会

で姿勢を示していくべきではないかと思います。 

 維持管理，運用等のための組織体制等について，他にいかがでしょうか。現状が我々自身

も分からないので，話をほぐしていくのが難しいのですが。ただ，サポート会との話し合い

があった中で，基本的には博物館の方でてこ入れとかそういう要望があったのですか。 

 

事務局 

 サポート会の中でこういう仕事をしてもらうとか，そのようにきっちりと分けて示して

くださいという話を聞いております。 

 サポート会会員の方には，夏休み子ども体験博物館の勾玉づくりやいろいろな体験講座

で，委員の方にもご協力いただいていますが，会員さんの中でもいろいろな考えの方がみえ

ます。館の行事に参加していただいているのですが，勾玉づくりを手伝うのがサポート会か

というような自分たちはこのような事をするためにサポート会に入っているのではないよ

という会員さんもみえますし，サポート会の中でもみんなが一緒の考え方ではないような
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ことを聞いております。その辺はどうでしょうか。 

 

委員 

 組織づくりについては，これからだと思います。サポート会としてのあり方，基本的な事

も確認し合いながら，組織をきちっと作っていくというのはこれからで，事務局を担当して

いる方々も一生懸命やっていただいておりますので，館と一体となりながら方針を考え，整

備していかなければならないと思います。それとボランティアの人もそうですし，サポート

会の会員さんも高齢化になってきているという問題がありましたが，その中で若返りをす

るひとつの手段として，中学生や高校生や大学生，鈴鹿市にも国際大学や医療大学がありま

すので，そのような教育機関への働き掛けというのが非常に大事ではないかと思います。以

前は神戸高校の先生が歴史研究会を作っていただいて，子どもたちも一緒に発掘を手伝っ

たりしていましたが，熱心にやっていただける先生をどう探しながら，生徒をここへ足を運

ばすか，そして歴史に興味を持っていただくというような若い層を育てなければならない。

それには，市民からの働き掛けや博物館からも教育機関，教育委員会へ熱心に働き掛けてい

ただいて，興味を持つ子どもたちを育ててほしいと思います。つくづく思いますが，そのよ

うな子どもがどんどん減ってきていますので，そこから育てないと未来は難しいと思いま

す。そういうことも含めて，博物館や気付いた者たちがサポート会を中心にしながら，外へ

の働き掛けをしていきたいと思います。歴史に対して意識が高い先生が少なくなってきて

います。歴史というのはきちんと伝えて，鈴鹿市の成り立ちも含めて，古代からきちんと意

識を持っていただきたいと思います。 

 

委員長 

 その辺は本当に難しいですし，何回やっても堂々巡りになりますし。私もまちかど博物館

の事務局を白子でもう 8 年目ぐらいになりますが，国際大学の先生，それは特に鈴鹿市の

観光協会というのがありますね。市の商業観光課ですか。観光まちづくり委員会というのが

あって，年に何回か会議があります。そこでも高齢化が進んでいるのですが，語り部の会を

再編成してもらえないだろうかとか，いろいろなイベントを学生さんと企画の段階から一

緒にやれれば，もっと若い力を活用できるのかなと思いますし。国際大学の留学生の方が伝

統産業会館で和装をして，写真のモデルになってお手伝いしてもらったりしています。何年

かやっていますと理解も深まり，継続をするひとつの方法論といいますか，のんべんだらり

と毎度同じことをやっても絶対だめだと思います。 

それで（ア）をどのようにまとめようかと。ここで結論はでないと思いますが，委員の方

どうでしょうか。 

 

委員 

 目的はひとつですので，博物館の運営を円滑に，また地域の人達，全国の人達がここに来
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て国分寺跡を契機に歴史を知ってもらう，三重県を知ってもらうという核になるといった

目的がはっきりしているので，その目的のためにどのような組織体制を作ったらいいかと

いうのが，これからやる話になると思います。だから，これまでにどのような関わりを持っ

てきたのか，何が成功したのか，何が足らなかったのか，そのようなものをひとつの組織図

にして，話の核になるような内容のものを出してもらって，今日，明日の話ではありません

ので。その中から，どのような組織体制を作ったらいいか話が出てくると思いますので，十

分検討して下さい。 

 

事務局 

 次回以降の大きな宿題として，十分検討したいと思います。 

 

委員 

 この委員会を話し合いの一番初めとするならば，委員会の他にそういう会議を設けます

とか，そんなふうに発信していってもいいですし。基本的な考え方を一緒にここで作ってい

くとかね。何か手掛かりがないと，なかなか方向性が見えてきませんので。 

 

委員長 

 事務局にプレッシャーがかかってきますが，館の中で十分検討してもらって，やんわりと

した叩き台を次回とは言いませんので，提案していただきたいと思います。 

 

委員 

 ひとつ聞いてもよろしいでしょうか。市でこういう施設をもっているところを含めて，ボ

ランティアとか，業務に携わるサポーターであるとかを公に募集をしたりというのはある

のでしょうか。 

 

事務局 

 あると思います。 

 

委員 

 ありますか。こういうことに対して，お手伝いしてもらえる人いませんかといった募集を

するというような。 

 

委員長 

 私が知っているのは，鈴鹿川の河川敷で行われるバルーンフェスタで，ポスターにボラン

ティアの募集が書いてありました。 
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委員 

 例えば，夏休みの体験教室のボランティアとか，公募すればいろいろな年代の人がどのよ

うにアクセスしてくるのか分かりませんが，博物館としてはそのような手法を使ったこと

はありますか。 

 

事務局 

 特にそのような募集というのは行っていません。 

 

委員 

 対応するのも大変だと思いますが。 

 

事務局 

 連続講座の中で，よく来ていただいた方に声を掛けたりして，引っ張ってきたりとかはあ

りますが。 

 

委員 

 今風のＳＮＳを介してとか，それは良い面，悪い面ありますが，ひとつの時代の流れとし

ては若者とのひとつのアクセス，リンクの方法であれば，結構のってくる若者がいるかもし

れませんし，一回で終わるかもしれませんが，何か投げ掛けないと波紋もできませんので。 

その波紋が大きすぎてどうしようかという，それはそれで嬉しい悲鳴であったりするかも

しれませんので。次に繋げていく起爆剤としては，そういうとっかかりもあるのかなと思い

ます。国分町のボランティア隊を束ねている者がいますが，すごいリーダーシップもありま

すし，行動力もありますので，今度の春まつりの件でも 20名程を集めるわけですから，行

動力というか，一言でぱっとすぐに動くといったような，なかなか前に進まないという時に

はそのような行動力が必要だと思います。 

 

委員長 

 貴重なお話，ありがとうございます。 

 

委員 

 前にもいろいろ話がありましたが，例えば講堂の上でジャズフェスティバルといったよ

うなことを計画しても，何も前に進みません。お話のあったようなイベントの企画のものと

タイアップしたりすれば，全国的規模になる可能性があるので，そこまで門を広げて考える

かどうか，今度の春まつりで選択してもらったらいかがでしょうか。 

斎宮でも音楽フェスティバルをやりましたよね。 
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委員長 

 やりましたね。能もやりたかったのですが，近鉄特急の音でそれはできませんでした。 

 私も夜に歩いていますが，鈴鹿は健康ハイキングですか，ウォーキングがすごく盛んで，

私の町内の方も役員をやっていますが，市役所から椿大社まで往復 30キロ以上，短いコー

スで 10キロぐらいですが，そのようなコースにここも入れてもらうとか。話さえできれば，

いかにお金をかけずに知恵をしぼってというのは，あとの組織体制とはちょっと違います

けれど。おそらくその辺を事務局が考えられて，「イ 周辺環境整備の展望」という議題を

挙げられたのだと思います。資料の一番後ろですが，事務局の説明をお願いします。 

 

事務局 

 平成 29年度で歴史公園が完成し，事業がポンと終わってしまうことを私どもも恐れてい

まして，本来レインボーヒルズ計画の中にあった絵と同じものが博物館の整備基本計画に

も載っておりますように，周辺の神社仏閣，あるいは史跡の立地的な自然環境を結んで活用

を図るというのが基本的な考えですので，これも平行してそろそろ進めていかなければい

けないということです。サイクリングロードがいいのか，遊歩道がいいのか，そのようなこ

とも含めて考えていかなければならないのですが，なかなか財政が厳しい中，事業を起こす

というのは大変ですので，どのような手段をとっていくのか，本来内部で検討するべき事で

すけれど，委員の方々からもご意見や情報をいただきたいと思い，議題に挙げさせていただ

きました。 

 

委員長 

 これは，鈴鹿市のこの地域だけのことですか。ふたつありますね。市内で他とネットワー

クするという場合と東海道がありますので，四日市や亀山，関という所まで考えていいので

すか。 

 

事務局 

 考えているのはレインボーヒルズ関係で，国分寺周辺の町ということもありますし，以前

には白鳥塚古墳の整備の話もあったので，加佐登周辺の整備ということで絵を描きかけた

こともありますし，国分寺跡の整備が終わったら，館の課題である広瀬町の国府跡の史跡指

定や整備というのが出てきますので，それらを結んだ計画で徐々に広げていかなければな

らないとは思っているのですが，現在の体制でどこまでできるのか非常に厳しいので，先程

言われました町づくりとかの中で，取り上げられるような状況にもっていく方法を考えな

ければならないと思っています。 

 

委員長 

 こういう文化財を通じた町づくりとか県内の状況はどうですか。 
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三重県 

 歴まちでやっている所は明和町と亀山市ですが，伊賀市もいろいろ考えられていまして，

城下町の中に芭蕉さんとか忍者屋敷とか点在していますので，そういったものを一体とし

て町づくりをしていこうとされています。似たようなケースかもしれませんが，四日市の久

留倍も周辺の文化財と一体となって，地域の活性化をしていこうとされています。今そうい

った試みが県内でも活発化してきています。核となる史跡があって，その周辺でまとまりが

ちですので，逆にまとまっている同士でのネットワークを広く考えていくのもいいのでは

ないかと思います。 

 

委員長 

 どういう状態がまとまっているというのでしょうか。 

 

三重県 

 地域でということです。ひとつ核があって，その周辺だけで収まるのではなく，核と周辺

地域がまとまって，ネットワークを作っている所はさらにネットワークを重ねていくと，も

っといいのではないでしょうか。県内で言いますと，ここも古代ですし，明和の斎宮も四日

市の久留倍も古代ですので，そういう所が連携していくと，県内全体の古代の雰囲気をもっ

と皆さまに味わっていただけるのではないかと思います。市町の境を越えるとなかなか難

しいですが。 

 そのためには，地元で核になっていただくとか。ただ，維持管理やお手伝いをするだけで

すと単なる労働ですので，対価が支払われないと本人たちにとってプラスになりませんが，

それが自分の能力アップに繋がるとか学べるとか，あるいはイベントの企画ができるとか

になると，モチベーションが上がると思います。そこまでの仕組みづくりが一番大変だとは

思いますが。維持管理の樹木の剪定にしても，剪定の仕方を学べれば来る人はいるでしょう

し，自分にとってプラスになるものがあれば人は集まって来ると思います。 

 

委員長 

 資料のネットワーク概念図を見ると，東海道の下に黒い丸で菅原神社とありますが，国分

町でして，しだれ梅の三重県有数の名所です。この菅原神社の少し上が四日市市になります。

四日市市采女町は東海道に沿ってまちかど博物館があり，地元は采女城保存の会というの

があって，非常に熱心です。ごく近接した所で，歴史とか特にヤマトタケルの杖衝坂もあっ

て，年間五千人も来るそうです。そういう所とネットワークを結べますし，ただ，イベント

だけで声を掛けるのではなく，意匠的に何かできないかと。行政的ですが桑名，四日市，鈴

鹿，亀山の北伊勢四市の文化財の各委員さんを年一回寄せまして，行政の方が音頭をとって

それぞれの方針，あとはフリートークですけれど，今回は四日市市が主催で史跡整備中の久
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留倍官衙遺跡という四日市の旧朝明郡の郡衙跡らしいという所で，まだ整備はこれからで

すが，伊勢国府跡や鈴鹿の関所跡とか旧東海道で繋げられますし，情報交換もできると思い

ます。ただ，私らは退職した身で気楽に言えるのですが，現役の方はなかなか時間も暇もな

いので，それをどのように克服していくのか，この委員会で何か前に出せるかどうかだと思

います。 

 時間も迫っていますが，特に先生は初めてですので，いかがでしょうか。 

 

委員 

 事務局の方でも情報収集というのは，最近いろいろなところでできると思います。例えば

文化庁のホームページにも，他所の計画や広域での計画とか具体的なものも出ています。 

 あと，気になったというか，これからやっていただきたいと思うのは，活用などの体制づ

くりというのもあるのですが，史跡のおもしろさというか，来てもらった人に何を説明して

おもしろいと思ってもらえるのか，周辺の遺跡もそうですが，それとの関わりがどんな風に

おもしろいのか，小学生とか大人とかそれぞれの対象にとっておもしろいと思ってもらえ

るものがどれだけあるのか，というのを考えたり作り出していっていただければと思いま

す。 

 

委員長 

 ありがとうございます。先生がご覧になって，他でおもしろいそういう事を現にやろうと

している所とかやっている所とかはありますか。 

 

委員 

 ちょっと知らないです。 

 

委員長 

 ありがとうございました。最後に核心をつかれたというところで，ありがとうございまし

た。他に何かございませんか。 

 

委員 

 最後に地域とのネットワークという話がありましたが，早々に 2月 23日に春まつりがあ

って，3月 2日には地元の国分町で梅まつりを菅原神社でやるわけですが，簡単な事からや

るということならば，お互いの情報を例えばパンフレットやチラシをそれぞれの場所に置

かしていただいたり，置いたりといったように，そのような事からしていってはどうでしょ

うか。それを見て，博物館はそこにあったのかと初めて気付かれる方だとか，ここに来られ

て菅原神社という学問の神様がこのような所にあるのかといった発見をされる方もみえる

かもしれませんので，情報交換というより，物質的なお互いの情報のやり取りというそうい
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った事が具体的にできればと思います。そちらの春まつりのパンフレットをいただいてい

って，菅原神社に置かしていただくとか，3月 2日の梅まつりのポスターやチラシを作りま

したので，博物館に置いていただくとか，地域とのリンクというのはそのような事から始め

るのも大事かと思います。 

 

委員長 

 ありがとうございました。(3)の議題については今後，事務局で検討していっていただか

なければなりませんがよろしくお願いします。 

 これで今回の委員会は終了させていただきます。どうもありがとうございました。 

  

事務局 

 本日はどうもありがとうございました。 

 

（館長あいさつ） 

 

 

 


