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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 10月 14日（火）午後 1時 30分～午後 4時 00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）・小岐須寛・加藤二三子・桐生悦夫・橋爪 貴子・ 

林紘（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（13：30） 

 事項書の議題について入らせていただきたいと思います。本日は(1)平成 25年度事業の成

果(2)平成 26年度事業予定，その後，天候がよければ現地視察ということですが，天候は良

くなりましたが風が強く，昨日の雨で現場が少しぬかるんでいる可能性が高いですが，一

番近くの説明板だけでも拝見したいと思っておりますのでよろしくお願いします。先程館

長からも話のありました(3)今後の実施計画等についてということで 2 つの項目が書いてあ

ります。(4)その他，ということで，大体目標が 2 時間ほどですので 15：30 を目標に進め

させていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 それでは，最初に事務局から(1)平成 25年度事業の成果についての説明をお願いします。 

事務局 

 平成 25年度事業の実施につきましては，あまり目立った遺構の表示等はなく，水道，電

気設備等の便益施設を中心に進めまして，遺構表示につきましてはすでに設置いたしまし

た僧坊，金堂，講堂あたりの土系舗装や芝張，そしてサイン設置ということになります。 

 サインにつきましては，昨年度の第 1 回検討委員会に提示させていただいた際に様々な

ご意見をいただきました中で，説明はなるべくシンプルなものにして，詳しくはパンフレ

ットでということになりました。それに基づいて，背景に瓦の透かしを入れた中に，非常

にシンプルな説明をいれ作成いたしました。後ほど現地でご確認いただき，気づかれたこ

とがありましたら教えていただきたいと思います。 

 植栽工事につきましてはイロハモミジ，ウメ，ヤマザクラを寺域の北側，広いスペース

に植栽いたしました。その中でヤマザクラにつきましては，以前ご紹介させていただきま

した市民参加イベントを，国分寺の地元の子ども会様を中心に，ネームプレートを作成し

ていただいてつけていくという事業を実施しました。そのときの様子を資料 4-1～4-3 で添

付いたしましたのでご覧ください。講堂に集まって焼杉に樹脂を使用して絵を描いていた

だきました。そして，現地に移り，国分寺の説明を行った後，植栽委託業者様から植え方

の説明を行っていただきまして順次植えていきました。資料 4-3を見ていただきまして，縦

に打ってある杭の下にある細いものが桜の苗です。名札はつけることができませんので，

杭に釘を打ち，名札を吊り下げる形でとり行いました。 
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植栽イベントと合わせまして，博物館の前の庭及び館内では，「博物館はるまつり」とい

うことで多彩なイベントを行いまして，２つを合わせ結構な賑わいとなりました。 

平成 25年度事業の前半部分につきましては見ていただいておりますので，最終の設置状

況につきましては現地でご確認いただければと思います。 

委員長 

 事務局の方から説明がございましたが，これについてご質問の方いかがでしょうか。現

地で見る方がいいとは思いますが。 

事務局 

 議題(2)平成 26年度事業の事業説明の後に現地で見ていただけたらと思います。 

委員長 

質問ではありませんが，私も植栽のイベントを現地で拝見させていただきました。子供

がたくさん参加してくれて，父兄の方も一緒に写真撮影等をされておりました。木が大き

く育つにつれて，子供たちも成長しますので，ずっと残っていく，こういった事業はとて

も良いものだと思いました。 

事務局 

周りに雑草が生い茂ると隠れてしまい，風に吹かれると札が飛んでしまっているのでそ

れを戻したりしながら管理している状態です。もう少し桜の木が生長しないと除草作業中

に誤って切り落としてしまう可能性もあるため，必要に応じて植え替え等行いながら今後

も管理していく予定です。 

委員長 

 桜の木はどのぐらいでどの程度成長するものですか。 

委員 

 桜は根がつきやすく，3年目になるとぐっと伸びてきます。活着しやすいものとしにくい

ものがありますが，若苗を植えておりますので根がしっかりついてくれると思います。土

にもよりますが，3年目になれば元気になると思います。1年もすればそれなりに成長する

と思います。 

委員長 

 根はどのぐらい伸びますか？ 

委員 

直交性ではありませんが，基本的に枝の先までは根が張ります。枝張りが大きいので木

の成長と共に大きくなると思います。桜の木が台風で倒れたという話もほとんど聞きませ

んし，平地に立っていれば心配はないかと思います。10年後 20年後には相当立派になると

思います。 

委員長 

 資料の 4-1でプレートを作られていますが，参加者の様子はいかがでしたか。 
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事務局 

 熱心に絵を書いてみえたので，喜んでいただけたかと思います。 

委員長 

 外につるしていますので色があせる等の心配がありますがいかがですか。 

事務局 

 ご指摘のとおり，雨にさらされ，風に飛ばされる等しますが，焼杉板に描いております

ので滅多なことでは色あせないと思います。風で飛ばされたりなどしますが，職員が定期

適に確認しておりますのでその都度修復をしております。 

委員長 

 将来子供たちに帰ってきてもらいたいので，今後もよろしくお願いします。それでは，

他にご質問等ございませんでしょうか。特に無いようですので次の議案今年度の予定につ

いて，に進みたいと思います。 

事務局 

 今年度の事業予定でございますが，資料の 6 の図をご覧ください。水色にぬっておりま

すところが今年度の事業でございます。国分寺の外周を回っている築地塀の遺構明示でご

ざいます。築地塀と申しましても，高い塀を作ってしまいますと，周りの視線を遮断して

しまいますので，実際は高さ 20～30cm ほどの盛土でございます。以前にも議論がござい

ましたが，その上にウツギの木を植えさせていただき生垣のようにいたします。ウツギの

木につきましても高くなりすぎないよう管理させていただきたいと思います。 

 東西と北側の細い道がございますが，見学用の通路となっております。特に遺構とは直

接関係ございません。さらに南側ですが講堂の前から金堂・回廊の周りを，今までも行っ

ております土系舗装で表示していきたいと思います。そして，サインですが，今までと同

様小さいサインを本堂，回廊の 2 点につけさせていただきたいと思います。その後，でき

る範囲で周辺の芝生植栽を行っていきたいと思います。 

 資料の 11-1，11-2，11-3 をご覧ください。ご指摘を受け，再度作成いたしましたとおり

シンプルな遺構表記となっております。講堂につきましては写真と注記をつけましてわか

りやすい形のものを作成いたしました。 

 今年度につきましては，金堂と回廊が対象となりますので，これまでと同様の文体，ボ

リュームで作成し事前に送付させていただきました。ご指摘等ございましたらよろしくお

願いします。 

委員 

 金堂，回廊の字の間隔はこのままでしょうか？詰まり過ぎているので少しスペースを空

けたほうがよろしいのではないでしょうか。 

事務局 

 ご指摘ありがとうございます。修正いたします。 
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委員長 

 資料 11-1にあります説明版ですが，どのような材質で，どのぐらいの費用で作成できる

ものでしょうか。 

事務局 

 台座は御影石でできており，サイズ小を台等設置一式で設計価格約 120 万円となってお

ります。 

資料の 3-1，3-2 をご覧ください。施工してからわかったことですが，御影石の台座上に

陶板を乗せているわけですが，どうしても隙間ができてしまい，雨が降った後に水がたま

り，汚れてしまうという問題点があることがわかりました。水抜きのための穴を作成する

必要を感じましたので，次回作成分からは水抜き用の穴を作成したいと思います。 

委員 

 この資料の開いている箇所はどのようになっておりますでしょうか？また，施設平面図

の緑色の箇所はどのような形で土盛等されるのでしょうか。 

事務局 

 開いている箇所（白抜き）につきましては芝張りを今後行う予定となっております。緑

色の箇所は 20cm～30cmの土盛をした土手となり，囲う形となっております。途中あいて

おりますところは通用部となりますのであけております。 

委員 

 土地がフラットであれば 20cm～30cm の土盛で問題ないとは思いますが，南側へ下って

いる関係で水がたまってしまうのではないでしょうか。 

事務局 

 排水につきましては以前よりご指摘いただいておりますが，最終的に周りを囲うことに

なりますので，手前の方に水がたまるとは思いますが，ある程度の保水力はあるかと思い

ます。 

委員 

 地元からの指摘もかなりいただいているので今後も気にしてほしいところです。 

また，平成 29年度から歴史公園として利用していくことになると思いますが，それまで

も，公園ということであれば草の管理をもっとしっかりしてほしいと思います。地元の方

からも多くの厳しいご指摘をいただいておりますので，これまで以上に気を配っていただ

ければと思います。 

事務局 

 現状かなり厳しい状況ではございますが，改善できるよう今後検討していきたいと思い

ます。 

委員長 

 ご指摘いただきました雑草問題・排水問題につきましては，他の史跡等でも問題となっ

ておりまして，何かいい方法が無いか今後も考えていきたいところではあります。 
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そのことも含めまして，3番の今後の実施計画において説明いただこうと思います。先ほ

ど説明いただきました説明版ですが，施工業者は変わりますでしょうか？  

事務局 

 説明版につきまして，入札にかけますが，変わる可能性は少ないように思います。 

では，本堂，回廊の陶板につきまして，説明文はいかがでしょうか？本日ご出席いただけ

ていない委員様にもお伺いを立てさせていただきたいとは思いますが。 

委員長 

スタイルにつきましてはデザイン，ルビ，字体統一等行っていただければ結構かと思い

ます。内容につきましては，他の委員さんにも確認していただいて作成していただければ

と思います。 

委員 

 中門につきまして，ルビを振っていただいた方がいいと思いますが。 

事務局 

 ルビを振るようにいたします。他にご指摘等無ければ説明板につきましてご了承いただ

きたいと思いますが。 

委員長 

 昨年までと同様に作成していただければと思います。他にご意見等はございますか。 

委員 

 ルビの有無が統一されておりませんので，また確認いただければと思います。 

事務局 

 確認して統一いたします。これから現地へも行きますので，そこで気づかれたこと等ご

ざいましたらお知らせいただけたらと思います 

委員長 

 ウツギを植える時期やイベント等はどのようにお考えでしょうか。 

事務局 

 ウツギは桜の苗木を植えたイベントのように行うには技術的に厳しいため，業者にお任

せしようと考えております。しかし，春祭りで紹介をさせていただく等のことは考えてお

ります。 

（史跡伊勢国分寺跡見学） 

委員長 

 見学いただいて，ご感想はいかがでしょうか。広いなというのが実感ですけれども。 

委員 

 それは木がもう少し育ってくれば，だいぶ雰囲気も変わってくると思います。 

委員長 

先程の発言にありましたが，草を刈ってほしいというのはよく分かります。私もボラン

ティアでの草刈りの処分など関わってみるとかなりしんどいですし，ましてや職員の皆さ
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んも時間がないですからね。 

 それでは，議題（3）の今後の実施計画等についてということで，先程，館長さんの方か

らそれぞれの施設の中での運営の見直し等について市を挙げて取り組んでいるということ

でしたが博物館としてもどうするのかということが関係あると思います。実施計画等につ

いてという具体的には歴史公園の運営手法と考古博物館のリニューアルというものすごく

大きな，しかも予算もすごく掛かる訳ですよね。それをあえて今の段階で検討委員会の議

題として出すという中での事務局としての考え方を説明して下さい。今回初めての委員さ

んもみえますので，過去の経過も紹介していただきながらお願いします。歴史公園の運営

手法については整備検討委員会に近いテーマですが，考古博物館のリニューアルとなりま

すと開館から 15年目となりますので，今から用意しておけばちょうどいいかなと。そのへ

んで，どちらかにポイントを絞るのか，事務局としてこれが出てきた経過を説明して下さ

い。 

事務局 

 前回，歴史公園が完成したその後，博物館と歴史公園をどのように管理・運用・活用し

ていくのか，それと併せて周辺の環境整備ですね。博物館だけではなく，国分町や高岡町

を含めた周辺の環境整備の展望をどのように考えてみえるのかと投げ掛けさせていただき

ました。だた，それに対しては実際に公園を管理していく受け皿は，都市公園を管理して

いる市街地整備課なのか，史跡公園ということで博物館なのかといういろいろな考え方が

あるが，それをいつ，どこで，だれが決定するのかということが決まっているのですかと

質問がありました。本来ですと平成 27年度が完成でしたので，今頃には運営方針が固まっ

ていなければならないのですが，完成予定が延びた関係で，まだ固まっていない状態だと

報告させていただきました。 

博物館サポート会さんからも今後，どのようにサポート会が博物館と関わっていくのか

という中で，環境整備とかイベントとかどのようなところにサポート会が求められている

のかはっきり示してほしいという意見もいただいています。また，委員の方々からは維持

管理の体制について，何が必要なのか体系的に羅列し系統立ててまとめることが必要だと

求められました。その中には過去の博物館の基本計画やその前にあったレインボーヒルズ

計画との整合性がとれるのかどうかといった話もあり，事務局としてはかなりの宿題を抱

えている状態であります。組織体制についても考えているのですが，内部的に簡単には答

えが出ないということもあって，ひとつの流れとして担い手の検討というのがあります。

これは，市の中でのいわば合理化計画で，市が直営でするのか，外部に任せるのがふさわ

しいのかどうかを検討していく対象事業を挙げなさいということです。それに対し手を挙

げておりますが，採択され検討対象となりましたので，現在いくつかの案を考えています。

直接には歴史公園の整備とは関係がありませんが，流れとしては平成 26 年度から 29 年度

まで工事が続き，その間に博物館のリニューアルと併せて様々な検討を行います。29 年度

頃に今後，博物館をどうしていくか最終的な結論を出すべきだと考えています。30 年度に
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は歴史公園がオープンの予定です。その前後に博物館の展示をリニューアルして，31 年度

にリニューアルオープンということになります。博物館がリニューアルして軌道に乗った

段階で実際どのように管理していくのかということを考えなければならないということを

表したものです。担い手といいますと指定管理や業務の一部委託，または今まで通り市の

直営といったいろいろな方法がありますが，そのような検討課題が内部で動き出している

ということをお知らせいたします。 

委員長 

 どこでも民間委託の流れになってきています。特に図書館など佐賀県でしたか大成功し

ているそうです。 

 それで，資料の方は整備検討委員会の流れを表しています。整備検討委員会が平成 18年

に発足し，今年で 9年目になります。平成 18年の年度末に追加資料 4にあります提言書を

市長に提出しました。資料の一覧表の下に書かれています第 5 次鈴鹿市総合計画の中にこ

の事業が位置付けられています。それの一部見直しが始まっていて，その中で，民間委託

導入も含めた管理運営のことを博物館も検討していかなければならない現状であるとお伝

えさせていただきます。平成 27年度に第 5次総合計画が 10年目を向かえ，次に第 6次の

計画の準備が進んでいると思います。それと文化振興ビジョンというのを作っています。

その中に博物館も入っています。これは第 5 次総合計画の中の文化振興部という組織の中

で文化施策をどうするのかというビジョンが書かれています。文化振興ビジョンというの

は，鈴鹿市総合計画の文化芸術に関する部門別計画であると明記されています。その中で，

文化財を発掘・保存・活用したまちづくりの推進と市民参加型文化事業の推進ということ

が書かれています。考古博物館については，考古博物館や各資料館・施設を活用したまち

づくりを目指すことと専門職員の後継者の養成とか発掘調査体制の充実ということも書か

れています。ここの考古博物館は，ガイダンス施設として史跡伊勢国分寺跡の歴史公園と

一体利用できるよう内容の充実が望まれるとあり，それが文化振興ビジョンの中で，考古

博物館が一番指摘のあったところであります。それを受けたのが，考古博物館について市

を挙げて担い手を最適化にしようと検討していくというのが，整備検討委員会をやってい

るのと平行関係にあるということでいいと思います。根は同じだと思います。ここ十数年

の間に民間委託がだいぶ増えてきて，成功している部分と成功していない部分があります。

例えば，埋蔵文化財の緊急発掘調査ですが，かなりの部分で民間の発掘調査会社を導入し

てやっています。部分的に委託する場合や全面的に委託する場合があります。ただし，専

門的な部分は専門職員が行っています。そうなると博物館はどうしていくのか，最近では

災害や福祉以外でのボランティアがものすごく普及してきて，まちづくりの気運が全国的

に広がってきています。その中で博物館も地元の国分町とどのようにタイアップしていく

のかといったある程度の項目はできていると思いますが，地元の委員さんもみえますので，

地元として博物館とどのようにやっていくのかといった見通しを考えていただけるとあり

がたいと思います。それは，排水の事や草の管理の事とかに関わってくると思います。 
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事務局 

 補足をさせていただきます。管理を民営化する目的ではなく，市全体の中でどのような

事務があって職員以外でもできるのかといった洗い出しの中で博物館も対象として挙がり

ました。管理としては指定管理，業務委託，直営といった 3点ぐらいになると思いますが，

それについて考古博物館はどのようにしていくのかということで検討しています。その中

で委託をした場合ではどのような流れで委託ができますかといった財政的な関係もあり，

このような計画を挙げてあります。平成 29年度頃には新しい手法を決めたいと思っていま

すが難しい問題でもあり，決着するかどうかは分かりません。展示のリニューアルや歴史

公園もできるということで，まとめて一緒に考えていくということで漠然としていますが，

ご意見をいただけたらと思います。 

委員長 

 整備検討委員会の中で，今言われたことが検討の対象になり得るのかどうかですよね。 

委員 

 将来的に委託化が進められていった場合に地元としては，その部分は不透明ですよね。

どのような形で委託会社が運用されていくのか考え方がいろいろだと思います。サポート

会も歴史公園の将来のことを考えて何かサポートできないかというところから発足して今

も活動しています。その関わりも本質的にはサポートやボランティアのやり方としては業

務委託したとしても変わらないかもしれませんがボランティアの精神でお手伝いというの

は，それはそれでいいのかもしれませんが。サポート会としてもこのような話を聞いて，

将来的にサポートのやり方も変わってくるのではないかと。このような話が出てくると非

常に不透明すぎてサポート会としてどうか，地元としてどうかという意見が出すことがで

きないというのが正直なところです。 

事務局 

 受け皿といいますと施設管理の専門業者がありますが，なかなかそのようなところが入

ってくるのも難しい場合もあります。小さな施設ですと地元の自治会が運営主体となって

やっているところもあります。幅広い選択肢があるので，どこまでいけるのか分からない

ですが，業者にすべて委託するということでもないですし，どこか受け皿がないかという

ことで，サポート会が広がって受け皿になっていただけるのがベストだと思いますが，こ

れだけ施設が大きいとなかなか難しいので，管理の部分をサポート会とか，展示の部分は

民間業者とかいろいろなパターンが考えられると思います。 

 まだ決定事項ではありませんし。そういった動きがあるということを情報提供させてい

ただいたものです。まだ，本当に不透明で，サポート会さんの方でガイダンスの部分を担

っていただくとかいろいろな考えがあると思いますので。 

博物館の方だけで考えていてもなかなか動きがとり難いので，本庁も含めたひとつの改

革の流れに位置づけられていたほうが決定された時に動きやすいということです。 

委員長 
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 博物館の管理運営は，博物館が決めるのですよね。 

事務局 

 もちろんそうです。決めた場合にも担い手が実施計画に基づいて決定したという形にな

りますので，本庁に対しても動きが取りやすいということで，このような形を取らせてい

ただいています。 

委員長 

 全体の流れは，よく分かりました。例えば，指定管理者制度を導入しているところが現

在，鈴鹿市でどのくらいあって，どのようにやっているのか。それと先程も言いましたが，

この検討委員会でこのようなことを整備の中身と一緒に検討していくことが整備検討委員

会のテーマに該当するのかどうかという根拠というものがないと。ただ，博物館の内容充

実となれば，当然リニューアルも考えますしね。そのあたり他の委員の方いかがでしょう

か。 

委員 

 伊勢のサンアリーナは，指定管理者制度になっています。実際のところ民間でないと手

に負えないという感じですね。 

委員長 

 御遷宮の前から伊勢市駅周辺も活性化してきましたね。 

委員 

 伊勢というところは，市民の力が強いところですが，サンアリーナに関しては，県の施

設で大きすぎるので指定管理者制度でやっていますね。 

委員長 

 伊勢では御師の館が残っているのをなんとかしていこうとしていますね。 

委員 

 そうですね。市民委員会を作ってやっています。小さいのでできますけれど，ここのよ

うにこれだけ大きいと委託をして，ボランティアでできるところとすみ分けをしてやって

いくのがベストだと思います。ボランティアというのも有志ボランティアでないと難しい

と思います。持ち出しというのも無理だと思いますので，そのあたり組織をきっちりして

おかないと長続きしないと思います。 

委員長 

 私たちのやっているボランティアでも高齢化が進んでいて，若者が入ってこないという

状況です。 

委員 

 そうですね。退職された方が入れ替わり立ち代り入ってきてくれて，ある程度の年齢の

人が維持されていくといいのですが。 

委員 

 指定管理制度を取り入れて業者委託することによって，良い面もあるけれど，心配な面
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として市の行政の中で学芸員の人達の質が低下していかないかということがあると思いま

す。歴史的遺産を守ろう，文化行政を担っていこうとすると専門職としての学芸員の質の

層を厚くしていく必要があると思います。それを軽視してしまう方向にいくととても心配

ですし，そういうことも考えていただきたいと思います。私はサポート会の一員でもあり

ますけれども，博物館とサポート会がいろいろな形で先日のミュージアムコンサートをさ

せていただきましたが，一体となってやっていく喜びというのがボランティアの根っこの

部分ですので，それを育成するという面では博物館の職員とサポート会が真摯に向き合っ

て，すべてのことを成功させるための日常の励みといったことをやっていかないと両方に

虚しさだけが残ってしまいます。どんな苦労をしても達成感があれば，次もがんばろうと

思います。そこがボランティアの一番の根っこにありますので，博物館とサポート会が真

剣に向き合って討論をさせていただきたいと思います。そのような場を頻繁に作っていく

ということが大事であり，私たちの中でその部分が希薄になっていると思います。 

委員長 

ここ数年，国分町の方々が観月会の時にがんばってもらっていますが，地域の方ともっ

と密接にイベント以外の時でも互いに挨拶し合えるような雰囲気づくりができるといいと

思います。 

それでは，次回の委員会に繋げるために今後の実施計画をこの会でどのように検討して

いくのかですが。根拠を含め，漠然としたテーマではなくて事務局の方で知恵を絞ってい

ただけませんか。 

事務局 

 今回は，このような流れがあるということを知っていただければいいと思います。ひと

つはこの会が伊勢国分寺跡の保存整備検討委員会ということで，保存整備については平成

29 年度に完了する予定です。整備すればそこには活用という問題があって，どこまでこの

委員会で検討していただけるのかという問題があります。歴史公園が完成したら博物館と

一体となって運用するというように方向が変わってきます。現在，博物館では普通でした

らあるような企画・展示を指導する運営委員会が設置されずにずっときています。さすが

にこのあたりになると外部からしっかりと支えてもらって運営をしていくというようなス

タイルの委員会が必要になってくると思います。それが整備検討委員会の発展的姿になる

のか，それとも別に設置した方がよいのか，そのあたりも委員の皆さんにご意見をいただ

けたらと思います。 

委員長 

 年 2 回ぐらいできる予算があって，お互いが意気込んでその成果が反映できるというこ

とがね。そのへんで，博物館には必ず博物館法で博物館の委員会というものがつきますの

で，特にこのような博物館は専門的で大変ですので。ただ，そのような話をしてもおそら

く上は動きませんし，やってもらえるならやってもらおうということにならんとも限りま

せんし，そのあたりのケジメはしないといけないかと思います。 
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県の立場として，大きな流れの中で市が言っているのは当然のことで県もそうなってい

ますとか，そのへんから次回にどのようなことをテーマにしていったらいいのか教えても

らえないでしょうか。 

三重県 

 整備の方の内容についてはレールに乗って，皆さん方のご意見をいただきながら十分進

んでいると思いますが，活用の面ですよね。活用についても委員の方々からいろいろご意

見をいただいておりますが，そろそろ具体化していく時期がきたのかなと思います。活用

と整備は一体となって動くものですので，どう活用するかを整備にどのように反映させる

か，例えば四阿の問題や排水施設等もそのようなところに結びつくのかもしれませんけれ

ど，もう少し具体的にどういうことが考えられるのかということを議題にしていくといい

のではないかと思います。行政的なことを言いますと来年度から補助メニューも変わりま

して，今，鈴鹿市さんがやっている国分寺のメニューですが，活用とセットにして国の方

でも補助対象となっていくということがありますので，もし，大きな活用事業をされる場

合は国の補助をもらいながらやることもできますので，そのようなところもご配慮いただ

ければと思います。 

委員長 

 国の動向も変わりましたね。 

三重県 

 だいぶ，国も内部で事業仕分けが行われて，その結果を受け，もっと活用をしなさいと

いうことになったそうです。 

委員長 

 それで，次回はこのテーマでという絞込みをしたいのですが，この場ではできないにし

てもご意見があれば，後日にでも事務局に連絡していただければと思います。ただ，整備

検討委員会の立ち位置が条例でどうなっているのかということもありますが，私の個人的

な意見としては，整備検討委員会の名前はともかく，一体化ということでやっていっても

いいのではないかと思います。ただ，整備検討委員会で出した意見が，まったく採用され

ないという場合も現実にあり得る訳ですよね。それが行政だと言ってしまえばそうなので

すが，ただ見ていますと博物館も孤軍奮闘しています。今年は来館者数が 1 万人を超えま

したか。 

事務局 

 まだ，超えていませんが，例年のように 1万人超えるようにがんばっています。 

委員長 

 冬場なんかは来館者も減ってきます。私も経験がありますが，何かをやろうとすると人

材の発掘もしなければなりませんし，そうなると職員も欲しいので，職員の増員に繋げる

ような中身で我々の会として出していかないと実行性がないと思います。人もつかないの

に何をしても無理ですし，ボランティアもだんだん高齢化して若手が入ってくるというの
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も厳しいですしね。今，平成 26年ですが，4年ぐらい先にはある程度の検討結果を出さな

ければならないとなれば，この会が平成 29 年度で終わって，平成 30 年度にオープンです

ので，それにうまく合わしていけるのではないかと思いますし。先生方どうでしょうか。

事務局の方で叩き台を作ってもらいますが，その前にご意見があれば事務局の方にいただ

くなりして，次回のテーマを慎重に絞り込んでいただきたいと思います。そうしないと漠

然とした話ばかりになってしまいますし，それと期限を付けて下さい。例えば，前回にも

言いましたけれど，市の方の公園と博物館とでどちらかが管理をしなければならないとい

うことで，事務局の意見では博物館でしょうということでしたが，その前に館としてこれ

くらい人がいるということを明確に出さないと駄目だと思います。今のメンバーで，しん

どい面ばかりしなければならないと思いますので。 

須委員 

 ひとつよろしいですか。地元で管理運営というのはとても無理ですので除外してもらわ

ないと。 

事務局 

 地元といっても広い範囲でして，この前，三河国分尼寺のところの人が見学に来た時に

国分寺の広場を見て大変ですねと言っていましたが，三河では芝の管理はボランティアの

人にやってもらっていると言っていました。そこまで持っていくには職員の方のものすご

い苦労があったと思いますが，そのような形で展開していけるのかなという希望は持って

いきたいと思います。 

委員 

 前の検討委員会でも言いましたが，今から進めていくには対話も必要かと思いますが，

地元でという形で期待を寄せていただくと地元としてもそういう形をどのようにもってい

くのか難しいところです。国分のボランティア隊というのが代表を中心にやっていて，博

物館で催しがある時にはお手伝いをさせていただくこともありますが，それに来ていただ

くのにもすごい努力をしている訳です。もうひとつ大きい器をサポートしていくボランテ

ィアというのは，先程にも話がありましたが，気持ちしだいだと思います。そこまでの志

をどこまで持てるかというのは非常に難しいところで，人からあの人達よくやってくれる

と言われる方達は，家庭を犠牲にして相当志を上に持ってないとできないことですよね。

そういうことも含めて地元という言葉を使っていただくのは，非常に重みのあることです

ので，今からの話の中でそういうことのお話もさせていただかないといけませんので。 

ところで，話は変わりますが文化財グループの学芸員の方は何名ですか。 

事務局 

 6名です。 

委員 

 学芸員の資格を持っていて他の部署にいる方もみえるのでしょうか。 

事務局 



 

13 
 

 そうですね。学芸員といっても幅が広いですので，単に学芸員の資格を持っている人を

集めてくればいいという訳ではありません。 

委員 

 市の人事というのも私も分かりませんが，非常に詳しい学芸員の方が別の部署にいると

いうのは，私個人として非常に惜しいと思いますので，先程の話で学芸員の質の低下とい

うことも含めて将来的に人事の面では，だいじょうぶなのかなという心配もあります。 

委員 

 どれだけ学芸員の方のことを行政の方が重きを置いて見ていただいているのかというこ

とが感じられません。もっと育てて欲しいし，大事にして欲しいし，学芸員を育ててこそ，

こういう文化的な施設というものが実っていくのではないでしょうか。歴史公園をこれか

らどうしていくのかということも学芸員をどういう立場で行政の方が置いていただくのか

ということがあると思います。それと先程話がありました業者委託された場合ですが，ボ

ランティアの立場というのも，今は公共のところでボランティアをさせていただいている

のと，業者委託というのは営利を目的とした業者さんですよね，そういう方達へのボラン

ティアの覚悟とは，また違うものだと思います。だから有償ボランティアというのが全国

的に広がって，そうせざるを得ない状況だと思います。なぜかというと営利を目的とした

会社の方に無償でどこまで働かなければならないのか，公的なところだったら惜しみなく

ボランティアをさせていただいているという気概というものをどう見ていただくのかなと

いうのがあって，有償ボランティアも有りという形で議論をしていただかないと，業者委

託をしてその人達ができない部分をボランティアとして市民の方で参加して下さいと言わ

れても素直にはなれない市民感情があるということを知っていただきたいと思います。 

委員 

 市の職員の方と委託された会社の社員の方とは何か雰囲気的に違うように感じます。 

委員 

 そうですね。要求されることも違うと思います。そのへんも知って十分研究していただ

きたいと思います。 

事務局 

 そのようなことに関しまして，やっているところを十分調査させていただきます。 

委員 

 私も発掘をやっていましたので，最初は自分たちでやっていました。しかし，途中から

委託が入ってきたら，やり方がぜんぜん違いました。手でしていたのを重機でしたり，効

率的に工期とかを優先にしてしまうのですね。どうしてもそのようになってしまいます。

それともうひとつ業者委託をする場合でも地元は抜いてほしいということでしたが，全部

丸投げということでなく，まず，地元を主に考えてもらった方がいいと思います。できる

かできないかは別にして，地元が来てもらってから人も増えましたし，イベント等も大き

くなってきたので，地元を抜いてというのは駄目だと思います。地元で全部やるというこ
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とではなく，地元である国分町のことを考えてからやってもらいたいと思います。それと

館でボランティアするのと業者にボランティアするのとでは，全然気持ちが違いますから

そのへんをよろしくお願いいたします。 

事務局 

 あと，追加資料の説明をさせていただきます。追加資料 3は，9月に行われましたミュー

ジアムコンサートです。約 500 人の方が来られました。サポート会や地元の国分町の方々

に非常に力を入れていただき，いい形で進んでいると思います。ただ，運営状況としまし

ては，500人来ると駐車場を確保するのも難しい状況です。当日は天候も良くガイダンス広

場も使えたのでよかったのですが，前日に雨でも降るとかなり厳しい状態です。以前，文

化庁に行った時にこれぐらいの規模の施設だと 1,000 人規模のイベントに発展させていく

ぐらいの気概を持って下さいと言われました。それですので，駐車場の確保とかそのよう

なことも含めて，地元との関わりなしではやっていけない状態になっていますので，今後

とも連絡を密にして意見交換をしていかなければならないと思っています。 

委員長 

 ありがとうございました。今日は専門の委員の先生方が欠席されていますので，説明サ

インの内容や次回のテーマについてのご意見を事務局の方で連絡を取っていただきたいと

思います。 

 それでは，長時間にわたり，ありがとうございました。これで終了させていただきます。 

事務局 

 最後にご報告させていただきます。当初からお世話になっている橋爪委員さんが，お忙

しいということで，残念ではありますが，今回で委員を辞められることになりました。そ

れでは一言よろしくお願いいたします。 

委員 

 このようなすごい施設の整備に加えさせていただき，本当に幸せでした。ありがとうご

ざいました。年齢的なこともありますし，遠い場所でもありまして，また，鈴鹿市民の方々

がこれだけ形になってきましたので，市民の方々でやった方がいいのではないかと思い，

今回引かせていただくことにしました。どうもありがとうございました。 

事務局 

 長い間，ありがとうございました。 

（館長あいさつ） 

 

 


