
平成 28 年度 国史跡 伊勢国分寺跡保存整備検討会議 会議録 

 

１ 開催日時  平成 29 年 2 月 9 日 13 時 30 分～16 時まで 

 

２ 開催場所  鈴鹿市考古博物館 講堂 

 

３ 出 席 者  伊藤久嗣（座長）・小岐須寛・加藤二三子・桐生悦夫・中島義晴・林紘・ 

渡辺寛（五十音順・敬称略） 

 

４ オブザーバー  三重県教育出席者会事務局 社会教育･文化財保護課  

 

５ 事 務 局  鈴鹿市文化財課 発掘調査 G，考古博物館 

 

６ 傍 聴 者  なし 

 

７ 内  容  文化財課長が開会挨拶をし，出席者の中から座長を選出して，事項書に基

づき議事を進行する。 

 

８ 議  事 

（１）平成 28 年度事業概要 

保存整備 

（事務局） 

資料 1 と 2 をご覧ください。平成 28 年度事業としましては，唯一立体的な施設とい

うことで，赤で示した掘立柱建物の遺構表示兼休憩施設を建設しております。屋根まで

できており，およそ完成している状況です。この掘立柱建物の明示施設につきましては，

資料 2 をご覧ください。「史跡 伊勢国分寺跡 掘立柱建物 遺構明示施設」とあります

が，これはこの建物の固有名称ではなく，資料の題として便宜上使用しております。 

大きさは南北 9.176m，東西 14.8m で，床面積 135.80 ㎡になる大規模なものです。

柱の間数でいきますと，東西 5 間，南北 3 間で母屋 2 間，廂 1 間となっています。高

さは 5m あり，構造は木造合金メッキ鋼板葺平家建となっています。 

資料の中ほどやや下に完成イメージ図がございます。国分寺は，博物館の北側約

48,200 ㎡にありまして，その中の南東隅で見つかった掘立柱建物を遺構表示しており

ます。実際の発掘調査では柱を掘って建てた穴と柱そのものの痕跡しか残っていない

ため，地面の上がどのような形になっていたのかはわからないのですが，この建物の大

きさや構造，材質的なところをイメージできるよう，このような立体表示にさせていた

だきました。 



なおかつ，この広い史跡の中で一時的に雨や日よけの休憩施設が必要であることか

ら，あずまやの機能を併せ持ったものとして，このような形式の建物を建築しておりま

す。この建物のすぐ北にも一回り小さい掘立柱建物があり，南北 2 棟の建物がセット

で何らかの機能をしていたと想定されます。しかし，全国の他の国分寺跡における調査

ではこの場所からこのような大型の施設が検出された事例がないため，どういった機

能を持っていたのか，明確にはできておりません。一つの案としては，創建期・修造期

における仮設の仏堂や寺院の事務所などの機能を持っていた可能性が考えられます。 

その他，今年度の事業といたしましては資料 1 の緑で色付けされた部分 861 ㎡の芝

舗装を行っております。今年度の事業といたしましては以上です。 

 

（座長） 

例がないということについては，説明板などの中身をいろいろ考えていただくこと

が必要かもしれません。この明示施設につきましては，後ほど現地見学ということで，

よろしくお願いします。これについて，今の保存整備，芝舗装につきまして何かご意見

ございませんでしょうか。 

前年度以前の芝や植栽の成長はどうなっていますか。 

（事務局） 

成長が思わしくない部分はあります。初期に行った芝舗装については経過年月相応

になっています。 

（座長） 

史跡管理に当たるかと思いますが，放って置けば確実に史跡の外へ出て行くので，定

期的な手入れをお願いします。では，このことについて他に意見がないようですので，

次の資料紹介に移させていただきます。 

 

資料紹介 

（事務局） 

今この国分寺跡の調査報告書をまとめておりまして，その中で見つかった新たな成

果ということで説明させていただきます。 

資料としましては，資料 3 と本日お配りした追加資料をご覧ください。 

国分寺跡では奈良時代の瓦が大量に出土しており，その中で一番軒先にくる部分に

は文様が入っています。国分寺に限らず，古代の寺院の場合，丸い瓦と平べったい瓦を

交互に葺いていく本瓦葺という手法で造られています。軒の部分の瓦には文様があり，

作られた時期やどこから伝わったかを考える上で大きなヒントになっています。その

内の軒平瓦，平瓦で一番軒先にくる文様のあるものなのですが，伊勢国分寺では唐草文

の軒平瓦が使われております。資料 3の右上にある図のような入母屋造の屋根の場合，

角の部分が必ずありまして，そこには斜めにカットしてある隅軒平瓦が使われます。こ



れが出てきますと屋根の形状を考えるときに大きなヒントになると言われていまして，

今回整理している中で隅軒平瓦が見つかりました。すでに概要報告では報告されてい

ましたが，当時は軒平瓦として解釈しておりました。 

これが見つかった場所は，南門で，史跡内では一番南，資料 1 では真ん中やや左側の

一番下の周囲で見つかりました。国分寺跡の復元，模型，イラスト等が作られるとき，

南門は切妻造で表示されることが非常に多いと思います。恐らく法隆寺東門や東大寺

転害門等を現存遺構として参考にされていると思います。これらはいずれも切妻造屋

根ということで，隅軒平瓦は使われていないと思い調べましたところ，切妻屋根でも隅

軒平瓦を使っていることがわかりました。法隆寺東門や東大寺転害門を見るとケラバ

という妻になっている側にケラバ瓦が使われていますが，そこがちょうど軒平瓦と同

じ形状をしており，角に必ず隅軒平瓦がくるようになっているそうです。 

追加資料の平城宮東院南門の写真には切妻屋根の隅を下から写したものがあります。

この写真にあるとおり，ケラバの瓦と軒の瓦の合わさるところには隅軒平瓦が使われ

ているのがわかるかと思います。これから国分寺跡を活用していく中で，どういった建

物が建っていたのだろうというときに，考えるプロセスとして重要な資料ではないか

ということで，御紹介させていただきました。 

 （座長） 

南門付近のどのあたりから出土したのですか。 

（事務局） 

南門北東にあった土坑状の落ち込みから検出しました。必ずしも南門で使われていた

とは言えないかもしれませんが，南門を考える上で重要な資料と考えております。 

（出席者） 

南門を建てることはできないのですか。 

（座長） 

遺構の残存率が悪いため，復元は無理です。無理に建てれば偽物を造ってしまうことに

なります。南門は伊勢国分寺の中で一番難しかったところです。 

（出席者） 

確認された隅軒平瓦は，建物のしっかりとした本格的な造りを証明する有力な資料で

すね。 

（座長） 

他にご意見ございませんでしょうか。ないようですので，続きまして平成 28 年度活用

事業について説明をお願いします。 

 

活用事業 

（事務局） 

資料といたしましては，資料 4 と本日お配りいたしました催し物案内等をご覧くださ



い。こちら考古博物館ということで，平成 10 年から活動してきております。 

文化財保護は，通常保存と活用に分けて考えられていまして，文化財保護法にも明文化

されています。逆に言えば保存するだけでは文化財保護とは言えず，活用されてこそ文化

財保護であるというふうに読み替えることができるかと思います。 

鈴鹿市では，博物館が将来的に国分寺史跡のガイダンス施設を兼ねる建物ということ

でオープンしました。国分寺跡の保存に対する活用ということから考えますと考古博物

館の活動そのものが国分寺跡の活用の場であると言えます。考古博物館と名乗っており

ますので，国分寺のみならず鈴鹿市内で発掘された遺物・遺構等，鈴鹿市の考古学に関す

ること全般を対象とさせてきております。開館以来，博物館では発掘調査の速報展を含む

企画展・特別展を年 4 回実施してまいりました。 

ただ，どうしても特別展・企画展はお越しただく方を限定しかねないこともあり，開館

当初から各種体験講座に力を入れてきております。例えば勾玉作りや土笛作りは開館当

初から取り組ませていただいている事業です。この 2 つに関しては直接文化財，考古学

に関係しないかもしれませんが，親しんでもらうための 1 つのツールとしてやってきま

した。この博物館は年間 1 万人以上の方に利用していただいており，その多くの方が夏

に集中しております。夏には体験博物館ということで，主に子供さん方を対象としたイベ

ントを行っています。これも開館当初から毎年実施してきた鈴鹿市考古博物館の重要な

事業の 1 つです。 

その後，さらに活用の輪を広げていこうということで，鈴鹿市考古博物館サポート会，

国分町のボランティア隊をはじめ多くのボランティアスタッフの方々の協力のもと，新

たに加わったのがお月見のイベントです。ミュージアムコンサートということでやって

おりますが，屋外では灯火のイベントをしたり，天体観測をしたりということを手作りで

実施してきております。1，2 月の冬の時期は入館者が少ない時期に当たることから，2 月

に「春まつり」が開催されるようになりました。 

今年度の活用事業としましては，催し物案内に書いてありますが，ただ今申し上げた

「夏休み子ども体験博物館」等含めてかなりのメニューを消化してきております。残って

おりますのが，今回チラシをお配りしさせていただいた企画展「どか～んとえんとつ」で，

現在開催中ですので現地見学と併せてご覧いただきたいと思います。年度内に実施する

イベントとしましては，2 月 26 日開催予定の「春まつり」，3 月 11 日から実施いたしま

す速報展「発掘された鈴鹿 2016」となります。速報展に関しましてはチラシとパンフレ

ットができましたので，併せてお配りさせていただきました。 

資料 4 をご覧ください。こちらには今年度行いました主な活用事業について，紹介さ

せていただくものです。 

まず，一番左上の写真ですが，7 月に実施した「夏休み子ども体験博物館」の一環とし

て行いました体験発掘の様子でございます。こちらも毎年好評いただいているイベント

の 1 つで，当日午前と午後に分けまして，実施しております。場所は磐城山遺跡というと



ころで，毎年調査をしております。弥生時代後期のムラの跡が見つかっており，夏場を中

心に発掘を実施しております。体験発掘は，7 月ということで大変暑い中，子供さん方を

中心に参加いただいております。 

次に右上の，8 月古墳模型の制作です。これも「夏休み子ども体験博物館」の中の 1 つ

のメニューで，近隣の古墳の模型を発泡スチロールで作るという体験講座です。市内の国

史跡である王塚古墳や市内高岡町の寺田山 1 号墳の模型を作っております。その他，「夏

休み子ども体験博物館」では伊勢型紙のしおり作りやかご作り等，多くのメニューを用意

しており，連日多くの方でにぎわいました。直接歴史や考古学に結びつくものばかりでは

ありませんが，こういったことを通して関心を持っていただけているということで，力を

入れて実施しているイベントになっております。 

続きまして，下側の左右が 9 月に行いましたお月見のときのイベントの様子となって

います。左側が博物館の外で行いました灯火のイベントで，国分町ボランティア隊の方々

をはじめ考古博物館サポート会の皆様の御協力を得ながら実施いたしております。併せ

てミュージアムコンサートということで，太鼓などのコンサートをしています。本来です

と外で行う予定でありましたが，このとき，雨天が予想され，外では太鼓類はできないと

いうことで，早々に室内に変えました。 

右下の写真は，室内で行ったものの，どうしても溢れる方がいらっしゃるということで，

国分町ボランティア隊の皆様の多大な御援助をいただきまして，博物館の室内の壁面に

パブリックビューイングのような形で，中の会場の様子を映していただいているものに

なります。こういったパブリックビューイングにしましても地元の方々の御協力なしで

はできなかったということで，大変感謝しております。このときは，スタッフも含めまし

て 600 名ぐらいの方が集まった結果になりました。こうしたイベントを通して考古学や

歴史ファンだけでなく，色々な方々に興味を持っていただけるように取り組んでまいり

ました。 

（座長） 

はい，ありがとうございました。今，保存整備，資料紹介，活用事業ということで進め

てまいりました。この後，現地見学がありますが，この上の 3 項目について，何かもう少

し聞きたいことや御意見などございましたら，ぜひお願いいたします。 

なさそうですので，休憩も兼ねまして現地見学，現在「どか～んとえんとつ」というテ

ーマで開催されている企画展の観覧を併せてどのくらいの時間で回りましょうか。 

（事務局） 

休憩も入れまして，14 時半から再開したいと思います。 

 

現地見学 

（事務局） 

屋上からの方がよく見えますが，3 階は雨等で濡れると足元が滑りやすくなるため，歩



いて見学したいと思います。ご覧のとおりほぼ完成しております。柱位置や太さは検出さ

れた遺構と同じになっており，規模を忠実に再現しています。屋根は一番高いところで

5m あり，使用している木材は防腐剤により少し緑がかっています。 

（座長） 

木材は何を使っているのですか。 

（事務局） 

杉を使っています。 

（座長） 

休憩所らしさはどのあたりにありますか。 

（事務局） 

東西の両側に作り付けのベンチを備え付けています。 

（出席者） 

周りにゴミ箱は置くのですか。 

（事務局） 

最近の公園にはゴミ箱を置かないところが多く，それに習い置く予定はありません。 

（出席者） 

トイレはどうするのですか。 

（事務局） 

屋外には駐車場のトイレのみで，そこを使用していただきます。 

（出席者） 

屋根は何でできていますか。 

（事務局） 

ガルバニウム鋼板でできています。 

（出席者） 

今後はどのような工事がされます。 

（事務局） 

床を土舗装していきます。 

（出席者） 

建物の説明表示はするのですか。 

（事務局） 

表示する予定です。 

（出席者） 

当時の建物の復元イラストを作成する予定はありますか。 

（事務局） 

考えておりますが，国分寺発掘調査において，この掘立柱建物のような建物の検出事例

がほとんどないため，当時の建物の様子を図示することは難しいものもあり，説明を充実



させていきたいと思っております。 

（出席者） 

伊勢国分寺跡の東側で開発はありましたか。 

（事務局 

住宅建築とそれに伴う発掘調査が 1 件ありました。この一帯は市街化調整区域にあた

り，農地改良や個人住宅の建築などに限られます。 

 

（座長） 

先ほど現地見学をしまして，色々ご意見も出たようですが，付け加えて何かございませ

んでしょうか。 

現代風の建物を来訪者が見て古代のものと混同しないかという意見がありましたが，

そのあたりどうでしょうか。 

（出席者） 

現地のサインやパンフレットの説明内容を充実させ，当時の建物と混同しないように

工夫が必要だと思います。 

（座長） 

最終的に建物の床を整備して，南門のほうから築地塀が続くということですね。休憩施

設までまっすぐそのまま続くのですか。 

（事務局） 

資料 1 あるいは 5 をご覧いただきますと，南門はブロック状に表示しており，そこか

ら築地の表現として土盛をしまして，先ほど通っていただいたところで土盛が途切れる

部分があります。これは博物館からのご利用ということで，ここを 1 つ切っております。

一番直近の入り口ですとここになります。 

（座長） 

次の（2）平成 29 年度事業計画に入らせていただいて，よろしいでしょうか。では，お

願いします。 

 

（２）平成 29 年度事業計画 

（事務局） 

それでは，資料 5 をご覧ください。平成 29 年度事業として計画しております図面とな

っております。 

まず，緑で塗られた部分は芝舗装になっております。主要伽藍につきましてはできあが

っておりますので，残るは芝舗装の部分と一部土舗装，それから遺構の表示としまして，

来年度は築地塀の表示，これは土盛をしてウツギを植えるものになっております。深緑で

示された部分が築地塀の部分になります。それから，土舗装ですが，これはこれまでもや

ってきております。主にこの公園に来ていただいた人が通る場所を舗装しておりますの



で，車椅子の方でも通ることができます。 

遺構表示としましては，もう 1 つのメインとなります，薄いオレンジで表示しており

ます掘立柱建物（北）の明示です。今年度建てております建物のすぐ北にもう 1 棟掘立柱

建物が見つかっており，この遺構の明示ということで，柱位置に石でできた腰掛のような

スツールを配置していくものになります。 

また，北のほうに黄色で表示されたアスファルト舗装をし，見にくいですが小さな赤い

四角で表示されているサインを南門と掘立柱建物の部分に置きます。以上を来年度の整

備事業として考えております。 

（座長） 

はい，ありがとうございました。そうしますと，大きな整備事業としては来年度でほぼ

終了ということですか。 

（事務局） 

残りの部分は，外周道路の舗装や南門の整備などになります。この計画通りでいけば，

後 2 年ですので，平成 30 年度を目指して動いております。 

（座長） 

合併特例債や災害へ国家予算がかなり持っていかざるを得ないので，保存整備の進行

は予算具合で変わる訳です。当初予算も大体済みましたか，全部できましたか。 

（県教育委員会） 

今のところ調整中でして，決定ではございません。 

 

（３）その他 

（座長） 

来年度の保存整備事業が進められていきますと例えば，先生方に植栽についてご意見

いただいており，サイン，説明板についてもその都度，文字の字形や大きさ，内容につい

て話し合いました。 

しかし，事業がかなり進んでいますので，この検討会議の意味が次第に薄らいでいくこ

と，事業が収束していく中で事務局としてどのような位置づけがなされているのかとい

うこと，前回出た整備後の博物館全体との活用を検討するにあたり別枠の委員会が必要

という意見に対する事務局の見解，今後の見通しも含めた全体計画，検討会議の今後につ

いて事務局内で検討していただきたいです。 

それでは，残りの時間で来年度の保存整備事業の内容と今後について何かご意見ござ

いましたら，よろしくお願いいたします。また，三重県教育委員会で最新の保存整備，史

跡整備の方法や活用について県の考えや国の方針をご紹介いただけませんでしょうか。 

事務局の方から，最初の質問についてお願いします。 

（事務局） 

この会議の位置づけですが，一応，保存整備が終了するまでがこの会議の年限となって



おります。当初は，平成 27 年度完成ということで進んでいましたが，その後リーマンシ

ョックや東日本大震災があり，予算そのものが変わっていなくても実質的にできること

が少なくなり，予算を削られることがありまして，事業期間が延びてきているというのが

現状でございます。 

昨年のこの会議でも平成 28 年度事業のことを申し上げておりますが，今日申し上げた

事業の内容と比べていただければ，去年計画していたとおりにできていないと思います。

国の予算削減があり，大変厳しい状況にあるということは，来年度以降も変わっていない

と思います。 

保存整備事業については，文化財課として重要な事業と考えておりますので，平成 30

年度完成を目指して事業を進めていきます。 

（出席者） 

大きな流れとしては，異存はありません。ただ，塔が検出できず，史跡整備が進んでい

るのですが，その塔が無いことを聞かれたときに，説明体系がきちんとできているのかど

うかお聞きしたい。それから，整備の最終段階ですが，当初塔と思われていた小院の建物

遺構を何らかの形で表示できないでしょうか。 

（事務局） 

国分寺跡の塔はあるものだという認識は普通にあると思います。例えば駿河の国分寺

は塔が無いために片山廃寺という名ですが，最近塔が見つかりました。国分僧寺には塔が

あるのは間違いありません。伊勢国分寺の場合は，調査して見つからず，掘立柱建物につ

きましても，塔を探していた調査中に見つかったものです。 

資料 2 の伽藍配置図内の，右側中程に小院と書いてある中で点々で描いてある部分に

建物の跡があったのではないかと，この会議で議論させていただきました。ただ，小院内

の建物跡が塔であれば，基礎事業と呼ばれる地盤改良工事の跡が必ず出てくるのですが，

見つかりませんでした。しかし，図の破線のように溝状の遺構がありました。小院は北側

がはっきりとしておらず，本来であれば四角く周りを囲うはずなのですが，北側が見つか

っていません。遺構の残りの悪く，あれば，あったということが言えるのですが，無い場

合ですと，では本当に無かったのかというのを証明できないのが考古学なのだと思いま

す。 

調査当時，検討会議の先生方，三重県教育委員会の指導でも，無いもの，見つからなか

ったものをあると言うのはいかがなものかとニュアンスだったの思います。ですので，は

っきりと塔があったという結論には達しませんでした。 

説明といたしましては，南門，中門，金堂，講堂，僧坊のラインが伽藍配置の西側に偏

っていることから，東側が塔があるべき場所というのは間違いありません。小院と呼んで

いる区画について塔院であった可能性が高いという説明が精一杯だと思います。 

（出席者） 

今の段階で，塔の説明をよりわかりやすく理解してもらうために，この破線部の遺構を



表示するということはできないのですか。 

（事務局） 

これからパンフレット等を作っていくことになりますし，博物館においても国分寺を

メインにした企画展・特別展を行っていくと思います。そういった中で，このような問題

は取り上げていくべきものだと思います。 

例えば，塔だけの展示をしてもいいと思いますし，パンフレット等では補っていけると

思います。今も観覧者には，パンフレットを見ながら，3 階からご覧いただき，パネル等

用意して，説明を行っています。 

この事業は文化庁から現状変更許可をいただいて進めており，今の整備計画をもって

許可をいただいていますので，その変更はできません。塔についてはパンフレット等で補

っていく方法が一番ではないかと思います。塔の有無等につきましては，平成 20 年度の

会議でも大きく話題にさせていただきました。その時，検討した結果が今の整備内容かと

思っております。私共も，遺構が見つからなかったから塔が無かったとは申しておりませ

んし，何とか塔の表示ができないか模索して，このような表現になったと記憶しておりま

す。遺構の表示としては，今文化庁から認めていただいている中でやってまいりましたの

で，あとは展示やパンフレット等とで丁寧に取り上げていきたいと思います。 

（出席者） 

専門家から塔について質問されたときにどう説明されますか。 

（事務局） 

発掘調査では見つかりませんでした。直接的な証明は見つかりませんでしたが，塔がな

いということはないので，恐らく小院の部分が塔のあった場所と考えられる，という説明

になります。 

（出席者） 

パンフレットでも説明できればいいと思いますが，調査研究を今後も進めて新しい成

果をパンフレット等に反映していただいて，塔の位置がよくわからない状態というのを

少しでも伝えるなど，興味を持ち続けていけるように伊勢国分寺がどういう史跡なのか

ということを理解してもらうということが活用ということだと思います。そのためにも

調査研究を重視して続けていただきたいと思います。 

（事務局） 

現状変更に抵触しない活用の方法というものもあるかと思います。例えばこれまでも

遺構を花で飾るということもしております。プランターを破線部分に置いて，ボランティ

アを含む方々の協力をいただきながら，完成後にそういう活動をしていくことで表現し

ていくという方法もひとつあるかと思います。そういったところで工夫を凝らしていけ

ればと思います。 

  今，国分寺の発掘調査報告書の正報告という形で進めております。大体の内容はすでに

報告してありますので，それらを合冊する形で編集しておりますが，この中でいくつか考



えることがあります。 

ひとつは，南門が西によっていて東側に大きなスペースがあるので何か区画があるの

ではないか，という八賀先生のご意見から，第 30 次のときに現在建設中の掘立柱建物の

南側を調査しております。鉄板が敷いてあった辺りですが，かなり複雑にカクランされて

いたため，ここに門があったのかどうかはわかりませんでしたが，残りのよい瓦が多く，

可能性はあるということで終わったかと思います。今その整理をしている中で，遺構の見

直しをすると門があったと言っても良いのではないかという感じです。脇の門，小院の南

門，そして北側にあります食堂と呼んでいる大きな建物の中軸線はほぼ揃っていますの

で，初期の段階で計画的に配置されていたと考えられます。小院としている建物は重要な

ものとして強調したいと思っていますが，基壇，基礎地業が無いため難しいです。ただ，

塔も実在するということですので，そのあたりは両方併記して示したいと考えています。

（三重県教育委員会） 

塔の表示が無いと現地で非常にわかりにくいというのは確かなご意見です。しかし，遺

構の表示としては，これまでの発掘調査の成果に基づいた整備を前提としていますので，

遺構表示としては難しいところにはなってきます。ただ，パンフレットだけでは不十分な

ので，整備をした上でプランターで囲う，または，建築中の掘立柱建物のところにも何か

説明を置くなど，見えるところでの工夫をしていくことが良いと思います。 

また，塔が無いということを逆手にとり，こういった謎があるのだということを，文献

を交えながらアピールしていくこともできると思います。色々なアピールの仕方があり

ますので，現地でも何らかのかたちでアピールをより深めていくことが大切だと思いま

す。全国で整備をしていますが，これからはいかに活用していくかというところが課題に

なっていくと思います。そこでキーになってくるのが住民なり，色々な人がサポートして

一緒に作り上げていくということです。本格的なものではないにしてもイベントで仮設

のものを建てるなど，人を巻き込んだ活動していけば輪が広がっていくと思います。 

（座長） 

はい，ありがとうございました。活用事業を踏まえて今後の，整備が終了した後この検

討会議をどうしていくか，その他の整備について博物館を運営するための条例設置の会

議をどうしていくのかということをお聞きしたいです。サポート会の高齢化も含めて活

用のために人を育てることが大切だと思います。整備事業の結果を来年この会議で報告

するだけでなく，活用の主体である人の育成を博物館として行政としてどのように考え

られているのかお聞きしたいです。また，実現の過程で整備とは直接係りの無いにしても

つながる様な会議ができるのではないのと思います。その他で何かご意見ありませんで

しょうか。 

 （出席者） 

掘立柱建物は休憩施設となっておりましたが，どういう制限があって，どこまで使える

のかお聞きしたいです。ミュージアムコンサートの会場はあそこを使わせていただきた



いと思いましたし，色々な市民団体がここを活用したいと思います。今博物館では音響が

良いということで，ホールでコンサート活動を活発にしていただけるようになりました

ので，そういったかたちで外を活用しながら市民を巻き込んでいけるのではないかと思

います。そのためにどこまでの制限があるのかお聞きしたいです。また，使用にあたって

のルールを決めていただいて，市民に提示していただきたいと思います。 

（事務局） 

どこの公園でもそうですが，自治体がつくった施設というのは必ず条例をつくらなけ

ればならないという決まりがあり，それに基づく施行規則があります。そういったことに

これから検討をはじめ，逆にどういったことに使えるか市民の方の意見を組み入れなが

ら進めていきたいと思います。 

（出席者） 

バス路線を博物館の近くに持ってくることはできないのですか。車で来る人もいるか

と思いますが，多くの人に来てもらうために，市が運営しているバスの路線に博物館周辺

が入るよう，オープンに間に合うように申請を出されてはどうですか。 

（出席者） 

交通手段がないというのは非常に集客が難しいので，市と市民が一体となって 1 つの

運動体ということで，ここにも C-バスなどが寄っていただくようなかたちで開園を目指

して，アクセスをきちんと整えなければならないと思います。そういったことも含めて活

用につなげていっていただきたいです。 

 （出席者） 

来年度の工事のことで，今つくっている休憩施設のサインですが，ここに来た人は南門

から入ってくるという計画ですか。 

（事務局） 

メインはそういう想定です。しかし，博物館から直近の掘立柱建物がどうしても近道に

なります。実施設計の段階では，南門付近に設置してある全体のサインの他に，実際の利

用が多いであろう東の方に置いてほしいというご意見もあり，サインの設置場所につい

ては多少の融通は利きますので考えていきたいと思います。 

 （出席者） 

掘立柱建物付近にある程度大きな説明板の設置と，屋根があるので建物内の方が風雨

にさらされることが無いので中にサインを設置した方が良いのではないかと思います。

また，ここで全体の説明をしてしまうというのもいいのではないかと思います。北の掘立

柱建物のスツールのことですが，休憩施設の建物と 2 つで機能していたことがわかるよ

うに，柱は休憩施設と同じ木製のものを使い，柱の間は土舗装であった方が建物同士の関

連性をより示すと思います。あと，北東院に通路と土舗装が重複している部分があります

が，これはどういうことですか。 

（事務局） 



この部分はすでにできています。この通路は車椅子等で利用される方のための土舗装

になっており，遺構の表示ではありません。ただ，北東院西辺で見つかった掘立柱の門に

合わせて通路という形でつくっています。 

（出席者） 

外周道路は平成 30 年度にするのですか。 

（事務局） 

今の計画ですと最終年度，平成 30 年度を目指して実施します。史跡ということで，側

溝を掘削できないため，透水性舗装で行う予定です。 

（座長） 

他にご意見はありませんか。 

では，私の方から，まず，休憩施設に関する使用規則は早めにつくっていただきたいと

思います。もう 1 つは全体の管理がどこになるのかということです。そして，それがいつ

頃になればわかるのか教えていただきたいです。 

  私の方からはこの 2 点です。では，本日は大変足元の悪い中お集まりいただき，ありが

とうございました。それでは，事務局の方からよろしくお願いします。 

（事務局） 

本日は長時間に亘りまして，ご意見いただきありがとうございました。史跡整備の方も進

んでおりまして，実施設計がだいぶ前にできている関係で，十分に御意見を反映できない部

分もあるかと思いますが，可能なかぎり反映させてい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。また，来年度もこの会議を開く予定でおりますので，その節にはよろ

しくお願いいたします。本日はありがとうございました。 


