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  序 

 
甲賀市では、平成 21年度から史跡紫香楽宮跡の適切な保全と次世代に継承するため

の計画策定に取り組んできました。 

史跡は広域で規模も大きく、地区により性格も異なることや土地の現況や所有も複

雑で多岐に及ぶことから、それぞれの課題について慎重に検討を進めてきました。  

計画策定まで５年の歳月が必要となりましたが、その間に土地の現状変更の取扱い

を定めた「史跡紫香楽宮跡保存管理計画」、現状の分析と整備活用の方向性を定めた「史

跡紫香楽宮跡整備活用基本計画」を策定し、この度、整備活用の具体的プランを示し

た「史跡紫香楽宮跡整備活用実施計画」を刊行することとなりました。 

計画策定は、今回をもって完成となりましたが、検討を重ねて行く中で、この史跡

を保全し、適切な形で次世代に継承するためには、地域の振興や活性化が不可欠であ

ることも明らかになりました。 

これからの整備活用事業は、史跡整備が 終目標となるのではなく、地域住民と一

体となって、史跡を核にして地域環境を整え、地域全体で史跡を活用する仕組みや組

織づくりを進め、地域振興や活性化を促進する事業に発展させる必要があると考えて

おり、市民との協働事業として整備活用に対する取り組みを進める所存です。 

後になりましたが、長期にわたる委員の皆様や地域、関係機関の方々のご指導に

対して感謝申し上げるとともに、今後の整備活用事業に対して更なるご理解、ご協力

を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

平成 26年 3月 

 

 

甲賀市教育委員会 

教育長 山本 佳洋 

 

 
 



 

例  言 

 

１ 本書は、『史跡紫香楽宮跡保存管理計画書』（甲賀市教育委員会 平成 23(2011)年３月）及び『史

跡紫香楽宮跡整備活用基本計画書』（甲賀市教育委員会 平成 25(2013)年３月）をうけて、滋賀県

甲賀市信楽町宮町・黄瀬・牧地先所在の史跡紫香楽宮跡(大正 15(1926)年 10 月 22 日指定・平成

17(2005)年３月２日追加指定・平成 22(2010)年８月５日追加指定)の整備活用に関する実施計画

を取りまとめたものである。 

２ 本計画書の策定事業は、甲賀市史跡紫香楽宮跡整備活用計画検討委員会を設置し、文化庁文化

財部記念物課、滋賀県教育委員会事務局文化財保護課の指導のもと、甲賀市教育委員会が実施し

た。計画策定期間は平成 25年度の１ヶ年である。 

３ 甲賀市史跡紫香楽宮跡整備活用計画検討委員会の委員および指導機関等は以下の通りである。 

委員長   栄原 永遠男   大阪市立大学名誉教授 

副委員長  黒崎 直     富山大学名誉教授 

 委員    大西 安雄       甲賀市信楽町黄瀬区(地元代表） 

 小谷 柳太    甲賀市信楽町雲井自治振興会（地元代表） 

 坂井 秀弥       奈良大学文学部文化財学科教授 

 鈴木 昭一       甲賀市信楽町宮町区(地元代表） 

 高瀬 要一    公益財団法人琴ノ浦温山荘園理事長 

 辻  繁年    甲賀市信楽町牧区(地元代表） 

 出村 嘉史       岐阜大学工学部社会基盤工学科准教授 

 中川 順子       甲賀市信楽町宮町区(地元代表） 

 中島 紘平    甲賀市信楽町黄瀬区(地元代表） 

 箱崎 和久    独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所 

        都城発掘調査部 遺構研究室長 

 深町 加津枝     京都大学大学院地球環境学堂地球親和技術学廊准教授  

（委員については五十音順） 

 指導機関 

    文化庁文化財部記念物課史跡部門   文化財調査官 山下 信一郎 

    滋賀県教育委員会事務局文化財保護課 課長補佐  木戸 雅寿 

                      主幹    田井中 洋介 

 事務局 

甲賀市教育委員会    教育長       山本 佳洋 

甲賀市教育委員会事務局 教育部長     安田 正治     

            次長（指導担当） 今村 日出弥               

同 歴史文化財課 課長        縮谷 隆 

                              課長補佐      長峰 透 

                 同          大道 和人 

 埋蔵文化財係長  鈴木 良章 

 主査            小谷 徳彦 

 主査            渡部 圭一郎 

４ 本書の執筆・編集は、甲賀市史跡紫香楽宮跡整備活用計画検討委員会の指導を受け、甲賀市教

育委員会事務局歴史文化財課が行った。また、委員会の資料作成や計画書編集の一部業務につい

て株式会社ヘッズに委託した。 
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第１章 史跡紫香楽宮跡整備活用実施計画策定の目的 

第１節 実施計画策定の目的と対象範囲 

第１項 策定の目的 

『史跡紫香楽宮跡整備活用実施計画書』（以下『整備活用実施計画』という）は、先人か

ら受け継いだ史跡紫香楽宮跡※1 を適切に保存し、市民や県民の生活に活かすことにより、

次の世代へと確実に継承することを第一義の目的としている。 

紫香楽宮跡のように、営農環境の中で地域の景観とともに遺跡が守られてきたという歴

史や、地域住民の方々の史跡に対する想い、周辺の社会環境の変化などを考えた場合、史

跡の保存のためには地域社会が維持され、地域の生活や文化、社会環境を持続的に維持発

展させていくことが重要である。 

これらのことを踏まえて、平成 23（2011）年３月に策定した『史跡紫香楽宮跡保存管理

計画書』（以下『保存管理計画』という）における保存・管理に対する基本方針と、平成

25（2013）年３月に策定した『史跡紫香楽宮跡整備活用基本計画書』（以下『整備活用基

本計画』という）における整備・活用に対する基本方針等に則り、さらに、市の上位構想

と整合させながら今後の整備・活用の実現を目指す。また、史跡紫香楽宮跡を構成する「宮

町地区」「新宮神社地区」「鍛冶屋敷地区」「北黄瀬地区」「内裏野地区」の各地区の具体的

な整備方法、史跡間の動線およびサインの設置、資料館等の活用拠点の整備、史跡の活用

方策などの計画を策定した。 

第２項 対象範囲 

『整備活用実施計画』は、史跡指定地である５地区（第１表）を直接的な対象範囲とす

るが、これらと有機的に連結する機能を有するものとして、史跡指定地外の紫香楽宮跡関

連遺跡群※2を含めて策定するものとする。そして、今後さらに史跡の追加指定が行われた

場合は、その部分についてもこの計画に示す基準等に準じて取り扱うこととする。 

また、史跡は周辺との一体的な保護が必要であることから、指定地周辺の環境保全や景

観形成についての方向性も示すこととする。 
 

 
 
 
 
 
 
 

※１：史跡指定の５地区（「宮町地区」「新宮神社地区」「鍛冶屋敷地区」「北黄瀬地区」「内裏野地区」）を合わせ

て史跡紫香楽宮跡と呼称する。 

※２:史跡指定の５地区と９遺跡（宮町遺跡、新宮神社遺跡、鍛冶屋敷遺跡、北黄瀬遺跡、東山遺跡、東出遺跡、

紫香楽宮東遺跡、雲井遺跡、内裏野廃寺）を総称して紫香楽宮跡関連遺跡群と呼称する。（次頁第１図参照） 

地 区 名 所 在 地 指定面積(公簿) 指定年月日 

宮町地区 甲賀市信楽町宮町字川原出･堂浦･西出･大泓 193,601.58 ㎡ 平成 17(2005)年３月２日 

新宮神社地区 甲賀市信楽町黄瀬字石ヤ 19,938.09 ㎡ 平成 22(2010)年８月５日 

鍛冶屋敷地区 甲賀市信楽町黄瀬字半シ 13,501.26 ㎡ 平成 22(2010)年８月５日 

北黄瀬地区 甲賀市信楽町黄瀬字角 2,888.00 ㎡ 平成 22(2010)年８月５日 

内裏野地区 甲賀市信楽町黄瀬字半シ、牧字葭ヶ谷･イモウ 33,393.82 ㎡ 大正 15(1926)年 10 月 20 日 

第１表 史跡紫香楽宮跡地区別一覧 



 

 2

 

史跡指定地区（5地区） 

1 宮町地区、2 新宮神社地区、3鍛冶屋敷地区、4北黄瀬地区、5内裏野地区 

紫香楽宮跡関連遺跡群（9遺跡） 

5 内裏野廃寺、6宮町遺跡、7 新宮神社遺跡、8北黄瀬遺跡、9鍛冶屋敷遺跡、10 東山遺跡 

11 東出遺跡、12 紫香楽宮東遺跡、13 雲井遺跡 

※内裏野地区については遺跡であると認められる前に既に史跡指定されていたため、正式には内裏野廃寺とい

う通称は無いが、ここでは内裏野廃寺を含めて 9遺跡とする。 

第１図 史跡紫香楽宮跡と紫香楽宮跡関連遺跡群分布図 
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第２節 整備活用実施計画策定までの経緯と経過 

第１項 策定の経緯 

平成 22 年度に策定した『保存管理計画』では、史跡を適切に保存及び管理し、次の世

代へと確実に継承することを第一義の目的としていた。そこでは、史跡の価値を明確にし

た上で、それを適切に保存管理していくための基本方針や、現状変更等の取扱基準を定め

ると同時に、将来の整備活用の方向性や保存管理の運営方法とそのために必要となる体制

整備等の方針を示している。さらには新名神高速道路の開通と信楽インターチェンジの開

設を契機に、土地利用等に変化の兆しが見られる史跡周辺の自然環境の保全と良好な景観

形成への基本的な方針を示すことも、本計画策定の目的とした。 

また、平成 24 年度に策定した『整備活用基本計画』では、史跡を適切に保存するため

に、市民や県民の生活に活かすことにより、次の世代へと確実に継承することが、第一義

の目的として、そのために必要な内容を抽出し、史跡の整備活用の基本的な考え方を示し

た。 

これらを踏まえて、『保存管理計画』における保存・管理の基本方針に則り、今後の整

備・活用の実現を目指すこと、また、史跡の整備及び資料館等の活用拠点の整備、史跡の

見学者との交流や情報発信等の市民活動の推進、史跡・自然環境・市民生活が調和する良

好で心地よい景観の形成、史跡関連の特産品開発による産業振興や新名神高速道路を活か

した観光振興等、史跡を活かしたまちづくりに資すること等を目標として本計画を策定し

た。 

さらに、本計画の上位計画である『甲賀市総合計画』において、「歴史と文化の活用」の

重点施策として、今後の確認調査で得られた成果に基づき歴史的価値が高い重要遺構の保

全を図るための史跡の追加指定と、既指定地の学術的価値を明確にし、都城遺跡の変遷過

程を伝える日本文化を象徴するものとして特別史跡への昇格を目指す、としている。 

史跡に関連する上位計画を以下にまとめる。 

（1）『甲賀市総合計画』（甲賀市 平成 19(2007)年３月） 

市のまちづくりの目標のひとつ「たくましい心身と郷土への誇りをもつ人を育てる」

に係る施策の柱に「歴史と文化を守り創るまちづくり」を掲げている。そして、地域

の文化財を保存し、郷土の誇りとして次世代に継承していくための重点施策である｢歴

史と文化の活用｣の主要な施策に、紫香楽宮跡関連遺跡群の保存管理計画策定及び整備

と、国史跡の追加指定及び特別史跡昇格を目標として位置付けている。 

また、基本計画の主要施策の柱として「文化財の保存と活用」があげられ、紫香楽

宮跡関連遺跡群や中近世城館遺跡等の市内に点在する数多くの埋蔵文化財について、

必要に応じた調査と史跡指定の拡充など、適切な保存を図るとともに、歴史的景観等

の修復や公園化、散策道の整備等を進めること。歴史文化を活かし、親しむ環境づく

りを進めること。市内に所在する膨大な歴史遺産を収蔵･展示･情報発信できる拠点施

設の整備や、地域の歴史に親しみ、みんなで守っていく風土が育つ環境づくりを進め

ることが記されている。 
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（2）『甲賀市都市計画マスタープラン』（甲賀市 平成 19(2007)年３月） 

信楽インターチェンジ及び紫香楽宮跡関連遺跡群周辺を｢観光・歴史交流拠点｣に位

置付け、土地利用の方針ではこの雲井地域を｢土地利用規制誘導検討ゾーン｣に設定し、

歴史的遺産と自然環境の保全を基本とし、歴史遺産や伝統的工芸を活かした環境・交

流サービスや良好な住宅地としての適切な土地利用の規制・誘導を図り、必要な場合

は地区計画や景観地区等の指定を検討することとしている。 

（3）『甲賀市新名神活用戦略』（甲賀市 平成 24(2012)年２月） 

「日本の元気を『心』でつなぐ あいこうか」を基本方針に、市内３箇所にあるイ

ンターチェンジを活用した地域振興に施策の方向性を与え、信楽ゾーンには「いにし

えのロマンが行き交うゾーン」として、いにしえから受継ぐロマン(文化、歴史等)の

世界への発信と信楽焼の魅力発信および紫香楽宮跡整備活用事業がうたわれている。 

（4)『甲賀市文化財保護基本方針』（甲賀市教育委員会 平成 21(2009)年４月） 

８つの基本方針のひとつ「文化財保護・管理事業の推進」において、史跡の保存管

理計画の策定を目指し、「文化財の活用と歴史資産を活かしたまちづくり」において、

観光資源としての文化財の活用や歴史的風土を活かしたまちづくりに努めることとし

ている。 
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上位計画 

甲賀市総合計画（甲賀市 平成 19(2007)年３月)(史跡紫香楽宮跡保存管理計画関係部分の抜粋) 

□基本構想 

●甲賀市の将来像 「人 自然 輝きつづける あい甲賀」 

◎まちづくりの理念 「地域を担う人が育ち、広域的な交流や活力が生まれているまち」 

○歴史文化を伝承し新たな文化を育てよう！ 

●まちの空間づくりの基本方針 

○豊かな自然環境をまもり、その恵みが感じられる暮らしの空間を創造します 

○新名神高速道路を活かし、各地域を効果的に結びつけるネットワークを確立し、交流と連携を促進しま

す 

○地域の立地特性と資源を活かした特色ある産業活動や、市民・見学者の賑わいを生み出します 

●まちづくりの目標 

○目標５【教育･文化分野】「たくましい心身と郷土への誇りをもつ人を育てる」 

□基本計画 

●施策の柱 「歴史と文化を守り創るまちづくり」 

○主要施策 「文化財の保存と活用」 

(１)基本方針 地域の貴重な歴史遺産について、学術的な調査を行った上で適切な保存を図り、紫         

香楽宮跡をはじめとする甲賀市の歴史文化を市内外に発信し、学び・親しむ環境づくり

を進め、歴史をまちづくりに活かします。 

(２)主要施策 ③文化財の保存整備 

・紫香楽宮跡関連遺跡群や中近世城館遺跡などの市内に点在する数多くの埋蔵文化財に

ついて、必要に応じた調査と史跡指定の拡充など、適切な保存を図るとともに、歴史的

景観等の修復や公園化、散策道の整備等を進め、歴史文化を活かし、親しむ環境づくり

を進めます。 

・市内に所在する膨大な歴史遺産を収蔵･展示･情報発信できる拠点施設の整備や、地域

の歴史に親しみ、みんなで守っていく風土が育つ環境づくりを進めます。 

○重点施策 「歴史と文化の活用」 

◆文化財の保存整備 ・紫香楽宮跡関連遺跡群の保存管理計画策定及び整備 

・国指定の追加指定及び特別史跡昇格 

  指針 

甲賀市都市計画マスタープラン（甲賀市 平成 19(2007)年３月)(史跡紫香楽宮跡保存管理計画関係部分の抜粋) 

□都市づくりの基本方針 

●都市づくりの展開方法 

○総合的な土地利用規制・誘導方策による自然・文化環境と共生する都市づくり 

○第二名神高速道路・国道１号等を活かした多角的な都市拠点づくり 

●将来都市構造 

○都市核 

・観光・歴史交流拠点 信楽インターチェンジ及び紫香楽宮跡関連遺跡群周辺を観光・歴史交流拠点(

国際陶芸産業都市特区指定)に位置付け、地域の環境を保全しつつ歴史的遺産や信楽焼等の伝統工芸を

活かした観光や交流を促進する。 

 □都市の整備方針  ゾーン別土地利用の方針 

●非市街地部〈土地利用規制誘導検討ゾーン〉歴史環境と調和する観光・歴史交流・林間居住ゾーン 

信楽インターチェンジ周辺や紫香楽宮跡関連遺跡群一帯においては、歴史的遺産と自然環境の保全を基

本とし、地域環境との調和を図りつつ歴史遺産や伝統的工芸を活かした観光・交流サービスや良好な住

宅地としての適切な土地利用の規制・誘導を図る。また、歴史的遺産と自然環境の保全等が必要である

場合には地区計画や景観地区等の指定を検討する。 
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甲賀市新名神活用戦略（甲賀市 平成 24(2012)年２月)(信楽ゾーンの抜粋) 
□基本方針 ～日本の元気を『心』でつなぐ～ あいこうか 

●インターチェンジの振興に施策の方向性 

信楽ゾーン 「いにしえのロマンが行き交うゾーン」 

○いにしえから受継ぐロマン(文化、歴史等)の世界への発信 

○信楽焼の魅力発信 

○実施計画事業 紫香楽宮跡整備活用事業 
 
甲賀市文化財保護基本方針（甲賀市教育委員会 平成 21(2009)年４月） 

□文化財保護の基本方針 

●文化財調査事業の充実と指定の促進     ●文化財保護・管理事業の推進 

●埋蔵文化財の保護と活用の推進       ●資料館施設等の充実 

●市史編纂事業の推進            ●文化財を保護する組織体制の充実 

●市民との協働・連携による文化財保護と活用 ●文化財の活用と歴史資産を活かしたまちづくり 

 
甲賀市景観基本計画（甲賀市 平成 23(2011)年３月） 

甲賀市景観計画（甲賀市 平成 25(2013)年１月） 

□「史跡」周辺の景観形成区域指定の検討 
 
紫香楽宮に係るこれまでの計画 

紫香楽宮跡関連遺跡群保存活用構想報告書（信楽町教育委員会 平成 15(2003)年３月） 

□保存活用構想 

●整備目標 「地域生活とともに歩む紫香楽宮」 

●整備テーマ 「自然景観と一体になった紫香楽宮」 

●４つのゾーン別の整備方針、活用計画を構想 

 

国史跡紫香楽宮跡(宮町遺跡)保存活用計画報告書（甲賀市教育委員会 平成 18(2006)年３月） 

①史跡紫香楽宮跡(宮町遺跡)に対する住民意識調査 

②宮町地区史跡整備構想 

③資料館など施設及び公園化の検討 

   整合    具現化 

甲賀市史跡紫香楽宮跡保存管理計画（甲賀市教育委員会 平成 23(2011)年３月） 

①保存管理の基本方針 現状変更等の取扱方針と取扱基準 

②整備活用の方針 

③史跡周辺の環境保全と景観形成の方針 

④保存管理の運営方法と体制整備の方針 

      整合    具現化 

甲賀市史跡紫香楽宮跡整備活用基本計画（甲賀市教育委員会 平成 25(2013)年３月） 

□史跡紫香楽宮跡整備活用計画検討委員会の設置 

①整備活用計画における基本的な考え方 

②整備計画 

③活用計画 
④今整備活用計画における後の取り組み                      

第２図 甲賀市総合計画等各種計画関係図 
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第２項 策定の経過 

『整備活用実施計画』の策定事業は、「甲賀市史跡紫香楽宮跡整備活用計画検討委員会」

(以下｢委員会｣という)を設置し、平成 25 年度の１ヶ年で実施した。 

委員会は、「甲賀市史跡紫香楽宮跡整備活用検討委員会設置要綱」(平成 23(2011)年８月

19 日付け甲賀市教育委員会告示第 10 号)に基づき、平成 26(2014)年 1 月 14 日付けで委員

に委嘱した学識経験者７名と地元代表６名の計13名で組織し、計３回開催した（第２表）。  

これには、指導機関として文化庁文化財部記念物課史跡部門と滋賀県教育委員会事務局

文化財保護課、市の関係部局として都市計画課、政策推進課及び観光推進室の出席を得た。 

また、市役所部内で紫香楽宮周辺の関係法令等の取り扱いについて横断的な連携を行う

ために関係部署を対象に計画策定後に協議を行なう。 

また、県と市及び文化庁と、基本方針や運営方法の検討、整備活用の推進について連絡

調整を図った。 

なお、『整備活用実施計画』に示した整備活用の内容や工程は、社会的情勢の変化等に

よって修正の必要が生じることが予測されるため、一定期間が経過した後にその評価と見

直しを行う必要がある。これらの修正や見直しは、必要に応じて適切な時期に行うことと

する。 
 

第２表 甲賀市史跡紫香楽宮跡整備活用検討委員会の会議経過 

会 議 開 催 日 内  容 

第１回策定委員会 平成 26(2014)年 1 月 14 日(月) 

・委員の委嘱 

・事業趣旨と概要の説明 

・実施計画案の検討 

第２回策定委員会 平成 26(2014)年 2 月 24 日(月) ・実施計画案の検討と集約 

第３回策定委員会 平成 26(2014)年 3 月 11 日(火) ・実施計画案の検討と集約 

  



 

 8

第２章 計画対象地および周辺地域の現状と課題 

第１節 自然的環境条件 

第１項 地形・水系 

（1）聖武天皇の時代から変わらぬ山並み 

史跡が存在する雲井地域は、信楽盆地の北部に位置する。周囲を標高 380～540m の

低い山に囲まれ、標高は 260～280m である。計画対象地周辺での地形の大規模な改変

は、紫香楽宮造営時期以来、20 世紀末にはじまる新名神高速道路建設工事まで行われ

ることなく、里山と農村景観が織りなす自然環境が維持され、自然豊かな環境の下で

遺跡が保全されてきた。 

（2）圃場整備と河川改修によって昔の姿とは異なる土地区画と川筋 

雲井地域北端に位置する宮町区は、全体的に平坦地が広がるが、中央南よりに東側

の山裾野が延びてきた小さな丘がある。この地区を流れる河川は、北東から南西に流

れる馬門川と、北西から南東に流れる西出川の２本がある。これらは、地区中央で合

流してほぼ南流し、大戸川へと流れ込んでいる。現在は、河川改修によって直線的な

姿となっており、それ以前の流路とは異なっている。 

南側の黄瀬区は、東側は標高 280m 前後の小高い丘陵地地形となっており、西側には

大戸川沿いの平坦地が広がる。ここには、南から北西方向に大戸川が流れている。ま

た、「宮町地区」から流れてきた馬門川に、東から西に流れる隼人川が合流しさらに大

戸川に合流している。 

第２項 植生 

（1）地域に多く出現するアカマツ林 

紫香楽宮跡関連遺跡群周辺の現況植生として、環境省の自然環境保全基礎調査（平

成 14(2002）年）によって、モチツツジ-アカマツ群集、アベマキ-コナラ群集、スギ・

ヒノキ・サワラ植林、ヒメコマツ・アカマツ群落の占める割合が大きいことが確認さ

れている。信楽盆地北部一帯の山地は花崗岩により形成されており、全般的に花崗岩

の痩せ地であることと、人為的伐採の強い影響を受けたことで、アカマツの出現する

植生が多くを占めているのがその特色である。 

（2）史跡とその周辺の植生 

西日本では、松枯れの進行や里山林の放置による植生遷移のため、アカマツ林の衰

退が進んでいるが、信楽町一帯では山地に花崗岩の痩せた土地が多く、松茸山として

の森林整備や伐木を窯業の薪に利用する等の植生への働きかけにより、健全なアカマ

ツ林が多く残っている。その中で、史跡周辺の山地の広い範囲がモチツツジ-アカマツ

群集であり、史跡の「内裏野地区」もこの区分に含まれる。 
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第３図 史跡紫香楽宮跡周辺の現況植生図（「紫香楽宮跡保存管理計画書」より抜粋） 

1～5 史跡紫香楽宮跡
（1 宮町地区 2 新宮神社地区 3 鍛冶屋敷地区 4 北黄瀬地区 5 内裏野地区） 
103 ﾋﾒｺﾏﾂ･ｱｶﾏﾂ群落 69 ｱﾍﾞﾏｷ－ｺﾅﾗ群落 70 ﾓﾁﾂﾂｼﾞ－ｱｶﾏﾂ群落 75 ｽｽｷ群落(Ⅶ) 
79 伐採跡地群落(Ⅶ) 91 ｽｷﾞ･ﾋﾉｷ･ｻﾜﾗ植林 96 竹林  
a 畑雑草群落 b 水田雑草群落 ｄ 放棄水田雑草群落 e 果樹園 ｆ 路傍･空地雑草群落 
h ゴルフ場 ｍ 造成地 ｒ 自然裸地  第 6 回･第７回自然環境保全基礎調査（環境省平成 14 年）を改図 
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第２節 社会的環境条件 

第１項 集落と自治会組織 

史跡の所在する雲井地域は、甲賀市信楽町の北部に位置し、宮町・黄瀬・牧・勅旨・丸

岡の５つの自治会（区）で構成されている。 

明治 29(1899)年の町村制施行によって、生活圏が近い宮町・黄瀬・牧・勅旨の近世集落

が合併し雲井村が誕生した。(丸岡区は平成９(1997)年に勅旨区から自治会組織として分

離) 

昭和 29(1954)年の昭和の町村合併で信楽町に編入、平成 16(2004)年の平成の町村合併

で、信楽町が甲賀市に編入されて現在に至っている。 

この間、旧雲井村内の自治会連携や住民交流は密接にあり、平成 23(2011)年には、行政

と住民が協働し地域の課題を住民自らが解決する組織として５つの自治会から構成され

る雲井自治振興会が発足した。 

雲井地域の集落規模は、平成 26(2014)年１月末現在、世帯数が 1,203 戸、人口 3,137

人で、信楽町の約 25％、甲賀市全域では約 3.4％の比率を占める。（信楽町域 4,753 戸、

人口 12,526 人、甲賀市全体 33,441 戸、人口 93,327 人） 

公共施設として小学校、病院等が立地し、交通アクセスも国道 307 号や新名神高速道路

信楽インターチェンジなどが存在し、社会的インフラ整備の状況は、市内では比較的良好

な地域である。 

第２項 農業 

（1）変化しつつある集落の景観 

史跡指定地周辺には、田地と集落によって構成される里山ののどかな景観が広がっ

ている。しかし、田畑は圃場整備事業によって区画整理がほぼ完了し、従来の水田区

画は残っていない。建物は、昔ながらの在来工法による和風住宅も多く残るが、新工

法による現代的な住宅も見られるようになり、集落の景観が変化しつつある。 

（2）縮小傾向にある営農状況 

市内の農家約 4,600 戸のうち、主業農家は４％程度であり、大多数が副業的農家と

自給的農家で、農業は主要産業ではなくなりつつある。特に、少子高齢化による人口

の減少や、農業就労層の高齢化、後継者不足などにより、農業の衰退が進みつつある。 

その中で、信楽と土山は主業農家の率が高い。両地域の特色的な農産物に茶葉栽培

があり、滋賀県産茶葉の 90％が市域で生産されている。 

（3）営農環境の変化が史跡にもたらす影響 

農村における農業就業人口の減少、耕作放棄地の増加といった問題による土地利用

の変化は、長らく維持されてきた農業を主体とした景観にも影響を与えている。 

今後、これまで周辺風景と調和した景観が維持されてきた紫香楽宮跡関連遺跡群に

も大きな影響を与える可能性がある。 
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第３項 人口 

（1）高齢者世帯の増加と人口減少 

紫香楽宮跡関連遺跡群が所在する宮町区と黄瀬区の人口推移をみると、総人口は共

にここ 10 年で約１割程度減少しているが、世帯数は微減にとどまることから、少子高

齢化の影響や若者層の流出により、高齢者世帯が増えていると考えられる。 
なお、市町村合併が行われた平成 16(2007)年を境に、参考とした基礎資料が異なる

ため、特に世帯数のデータに若干の不連続が見られるが、人口の変化については継続

的に減少傾向にある。 

（2）将来の人口予測 

「介護保険事業計画高齢者保健福祉計画（平成 24(2012)年３月）」によると、紫香楽

宮跡関連遺跡群が分布する宮町区や黄瀬区が属する信楽町の将来人口は年々減少し、

平成 37(2025)年には人口が 10,000 人を切り、65 歳以上の年齢層が人口に占める割合

が４割近くになると予想している。 

このことは雲井地域にとって将来の大きな課題と考えられ、急速な少子高齢化は、

集落の維持にも大きな影響を与えることが予測され、これまで里山や農村景観が守ら

れてきた雲井地域においても、現状を維持することが困難になることが推測される。 

遺跡を保全する面でも、その担い手である地域社会の持続可能な営みを継続支援す

る必要があり、産業や農業等の振興策と連携する必要に迫られている。 

 

第４項 観光資源・産業 

（1）里山らしい風景と歴史を感じさせる社寺など 

史跡周辺は、山裾の集落とその前に広がる田畑が、昔ながらの里山らしい風景をつ

くっている。集落の中や山際に社寺が点在し、歴史を感じさせる景観を構成する要素

となっている。 

周囲には、隼人川沿いの「隼人川みずべ公園」や紫香楽宮跡関連遺跡群の南側を東

西に貫く東海自然歩道、自然観察や登山の利用者が多い飯道山（飯道神社）、県史跡信

楽焼窯跡群（中井出・金山・イシヤ窯跡）などもあり、自然や歴史を散策するための

観光対象となる多くの資源を有している。 

また、陶芸作家の小規模なギャラリーや民間事業者による資料館、ドライブイン形

式の陶器販売店等も存在し、歴史的な見学場所以外にも多様な利用方法が見込まれる。 

（2）伝統的な地場産業 

伝統的な地場産業としては信楽焼が有名であり、雲井地域にも個人作家の工房や小

規模ギャラリーが点在する。さらに国道 307号に沿って信楽町の中心に近づくと窯元、

販売店などが徐々に現れ、信楽地区には窯業関係の企業が増加する。 

なお、宮町区の南東端には近江鍛工信楽工場があり、「新宮神社地区」の道路切通遺

構の大半はこの工場敷地内に所在する。 
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第５項 交通 

（1）計画対象地周辺の道路 

雲井地域の幹線道路としては、計画対象地の南側を国道 307 号が信楽方面から甲南

方面へと通じている。国土交通省が集計した道路交通センサス（平成 22 年度）による

と、国道 307 号の地区隣接付近（調査地：甲賀市信楽町長野）における交通量は、昼

間 12 時間自動車交通量（上下合計）が 12,249 台、24 時間自動車交通量（上下合計）

が 15,269 台となっており、年間（昼間 12 時間）では約 450 万台の車の通行量になっ

ている。 

また、計画地内を南北に縦断する形で通っている県道 53 号（牧甲西線）は、「宮町

地区」内は道路改良が完了しているが、「鍛冶屋敷地区」から「内裏野地区」間の区間

では、道幅が狭く歩道も未整備な状態である。 

さらに、隼人川に並行して通る市道隼人線は、通行車両が多いため全線改良されて

いるが、それ以外の史跡５地区を結ぶ市道は、いずれも幅員が狭く歩道も未整備であ

る。 

（2）周辺の公共交通機関 

計画対象地内の雲井地域を運行する民営バス(帝産湖南交通㈱)は、利用者減少の影

響を受け、計画対象地内を経由して信楽高原鐵道信楽駅とＪＲ石山駅を結ぶ直通路線

は、通学用に朝夕各１本しか運行されていない。このため、運行時間の面から史跡見

学に利用することは困難である。 

また、市が運行しているコミュニュティバスは、計画対象地内を周回するコースが

設定されてはいるが、住民の通学や通院を主たる目的とするものであるため、平日の

朝夕に運行が限られ、公共交通機関との連動箇所も雲井駅に限定される。 

信楽高原鐵道は、史跡への見学者は 寄り駅である雲井駅と紫香楽宮跡駅を利用す

ることができ、平日、休日とも日中は毎時１本程度の便数が確保されている。 

平成 25(2013)年から新しい鉄道再建計画がスタートしたが、9月 16 日に発生した台

風 18 号の被害により、路線の 30 か所余りが洪水や土砂災害などで寸断され、一時は

廃線を含めた議論が俎上にあがるほどの甚大な被害を受け、平成 26（2014）年 11 月末

の全線開通に向けた工事が検討されている。 

現在は、運休が続く鉄道に代わって、鉄道と同便数の代行バスが運行されているが、

コミュニュティバスや信楽高原鐵道の利用者の推移については、信楽町域の人口減少

や少子高齢化による通勤、通学者の減少によって、定期利用者数は減少傾向にあり、

地域の公共交通機関の維持を考える上でも、観光利用者数の増加が求められている。 

（3）新名神高速道路 

平成 20(2008)年の新名神高速道路の開通や、国道 307 号の道路改修により、史跡周

辺の交通環境は大きく変化しつつある。平成 22 年度の信楽インターチェンジの年間出

入り利用台数は 1,624,093 台となっており、関西圏や中部圏からの信楽町への玄関口

となっている。 

信楽インターチェンジの開設は、周辺の土地利用状況にも影響を与えつつある。そ

の周辺では、集合住宅等の住宅地開発や道路沿いの店舗建設などが進むことも予想さ
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れ、未発見の遺跡の存在が推測される場所や史跡周辺の環境に対する保全のための対

策が必要になると考えられる。 
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第４図 計画地周辺の主な交通環境図 
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第３節 法令等の規制状況 

史跡指定各地区に係る法令等の規制は下記表のとおりである。 

第３表 地区別各種法令該当状況 

 

「農地法」（昭和 27(1952)年７月 15 日法律第 229 号）に基づく農地 

・農地を農地以外のものにすることを規制 

「農地及び農業振興地域の整備に関する法律」（農業振興法：昭和 44(1969)年７月１日

法律第 58 号）に基づく農業振興地域 

・農地以外の土地利用を厳しく制限、農地転用は許可されない 

「森林法」（昭和 26(1951)年６月 26 日法律第 249 号）に基づく保安林（風致保安林） 

・森林の伐採等の開発行為の制限 

「河川法」（昭和 39(1964)年７月 10 日法律第 167 号）に基づく一級河川 

・河川の使用および河川に関する規制 

「砂防法」（明治 30(1897)年３月 30 日法律第 29 号）に基づく砂防指定地 

・土地の掘削、盛土、切土、土石の採取、立竹木の伐採等の制限 

「道路法」（昭和 27(1952)年６月 10 日法律第 180 号）に基づく道路 

・通行車両の制限、道路の使用に関する制限 

「滋賀県立自然公園条例」（昭和 40(1965)年 12 月 15 日滋賀県条例第 30 号）に基づく「県

立自然公園（三上・田上・信楽県立自然公園）第２種特別地域」 

・自然環境の保全を図るために必要な地域の指定および行為の規制 

「滋賀県屋外広告物条例」（昭和 49(1974)年９月 27 日滋賀県条例第 51 号）に基づく禁

止地域 

・屋外広告物の表示・掲出の禁止および制限 

「甲賀市景観条例」（平成 24(2012)年４月１日甲賀市条例第 37 号）に基づく行為の規制 

・良好な環境を保護するための土地利用、建築行為などに関する規制 

 

地区名 農地法 農地振興法 森林法 河川法 砂防法 道路法 自然公園

条例 

屋外広告物

条例 

甲賀市景観

条例 

宮町地区 ○ ○ － ○ ○ ○ － ○ ○ 

新宮神社地区 ○ － ○ － － ○ ○ ○ ○ 

鍛冶屋敷地区 ○ － － － － ○ ○ ○ ○ 

北黄瀬地区 ○ ○ － － － － － ○ ○ 

内裏野地区 － － － － － ○ ○ ○ ○ 
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第５図 各種法令指定範囲図-1（「紫香楽宮跡保存管理計画書」より抜粋） 

史跡指定地       保安林（土砂流出防備保安林        風致保安林       ） 

農業振興地域       （農用地      採草放牧地         茶畑      ） 
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第６図 各種法令指定範囲図-2（「紫香楽宮跡保存管理計画書」より抜粋） 

史跡指定地       砂防指定地 

県立自然公園（第２種特別地域         第３種特別地域       普通地域        ） 
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第３章 整備活用計画における基本的な考え方 

 第１節 整備活用計画の基本理念 

第１項 整備活用事業の基本理念 

紫香楽宮跡関連遺跡群は、雲井地域の営農環境の下で、周辺の自然環境と共に守られて

きた。住民の史跡に対する想いや、周辺の社会環境の将来的な変化などを考えると、史跡

の保存のためには地域社会が維持され、地域の生活や文化、社会環境を持続的に維持発展

させていくことが重要である。 

また、紫香楽宮跡関連遺跡群は広範囲に分布しており、５つの史跡指定地区は、それぞ

れ遺構の性格に特徴があり、現状の地形や土地利用形態も異なっている。このため、各地

区の実態に応じた史跡整備を実施するとともに、各地区を周遊することで紫香楽宮跡関連

遺跡群の理解が進められるよう地区間の動線を含めた整備計画や活用計画を立案するこ

とが必要となる。 

さらに、永続的な遺跡保全や景観維持を行うためには、住民の理解と協力が不可欠であ

り、行政は地域の持続可能な社会づくりを積極的に支援していく必要があるとともに、地

域の誇りや郷土を愛する気持ちの根幹を支える地域文化の育成にも力を入れる必要があ

る。 

これらを踏まえて、以下の諸点について史跡をはじめとする紫香楽宮跡関連遺跡群の整

備活用事業の基本理念とする。 

（1）遺跡を確実に保存し、公開活用を図るとともに次世代に継承する 

紫香楽宮は、大仏造立の詔を出された重要な場所であり、短期間ではあるが首都と

して位置づけられた。また、遺跡の性格や年代を特定できる基準遺跡としても重要な

遺跡である。これらの遺跡を確実に保存し、次世代に継承することに努める。 

（2）古代の宮跡を遺してきた地域の社会環境、自然環境の継続的な維持に努める 

史跡を含めた紫香楽宮跡関連遺跡群の特徴は、営農環境が持続していることにより、

遺跡の所在地が宅地化されることなく保存され、また周辺の自然環境も良好に維持さ

れてきたところにある。史跡の保存・活用にあたっては、周辺の営農環境の持続的な

維持や、自然環境の保全も考慮することに努める。 

（3）史跡の保存・活用を図るために、地域の基盤整備を進める 

史跡の永続的な保存のためには、地域の営みが持続されることが必要である。 

史跡を活かした地域の活性化のためにも、史跡の情報伝達や案内施設の整備、見学

者に対する公共交通や駐車場等の交通環境の整備、トイレや案内施設、物販施設など

の便益施設の整備等、史跡周辺地域の環境整備を進める。 

（4）史跡の永続的な保存・活用のために、地元との協働や人材育成に努める 

史跡の永続的な保存や景観の維持を行うためには、雲井地域を含む甲賀市全域の住

民参加が求められる。そのためには、行政は、地域の持続可能な社会づくりを積極的

に支援していく必要がある。史跡の積極的な公開と活用を図ることによって、史跡を

地域住民や市民の生活に活かすことができ、史跡の保存も継承も可能になる。 
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歴史文化に基づく地域アイデンティティの育成とともに、地域の活性化に繋がる史

跡の整備活用計画を、地域住民や市民と共に検討する。また、史跡を次世代に継承し

ていくために、その保存管理・整備活用に関する教育活動にも努める。 

 第２節 整備活用計画の基本方針と手法 

第１項 遺跡の確実な保存及び公開活用と次世代への継承 

（1）紫香楽宮跡関連遺跡群の実像の解明を進める 

古代史の中で重要な位置を占める貴重な遺跡であることを踏まえて、宮殿の規模や

構造、大仏造立寺院の実態を解明するための調査を継続的に実施する。 

［具体的な手法］ 

① 国・県・市が協力して、「宮町地区」、「内裏野地区」を中心とする計画的な発掘

調査の実施や報告書の刊行を進める。 

② 遺構および木簡などの遺物を確実に保存するため、整備・活用に向けた史跡公園

や資料館等の設置を検討し、次世代に適切な形で継承する。 

（2）史跡の適切な公有地化と永続的な保護を図る 

史跡を確実に保存するため、『保存管理計画』に基づいた適切な管理を行うとともに、

公開活用や史跡の保存に必要な土地について、地域や土地所有者と十分な協議を行っ

たうえで、適切な時期に必要な土地の公有化を図る。 

また、取得した公有地は、遺跡を確実に保存し次世代に継承するために必要な整備

活用に向けた取り組みを実施する。 

（3）特別史跡への昇格に向けて取り組む 

紫香楽宮の規模や構造、その成立過程について、文献史学や考古学、歴史地理学等

の調査研究によって、紫香楽宮跡関連遺跡群の学術的価値を明確にし、他の遺跡には

ない特別の価値を持つものとして、『甲賀市総合計画』に基づき、昇格に向けた様々な

検討を行う。 

［具体的な手法］ 

① 発掘調査、木簡等の出土遺物の調査、文献史料の研究などの総合調査を実施し、

史跡の持つ特別の価値を明らかにする。 

② 史跡指定地外における紫香楽宮跡関連遺跡群の確認調査を行い、史跡の全貌を明

らかにする。 

③ 文化財保護法にある「史跡のうち学術上の価値が特に高く、わが国文化の象徴

たるもの」として必要な学術的価値について、調査研究を実施するとともに、滋

賀県と協力して、史跡の保護や維持管理、次世代に継承するために必要な整備活

用事業を実施し、多くの人々に周知を図る。 

（4）見学者が古代をイメージできる整備を図る 

紫香楽宮跡関連遺跡群は、ほとんどの遺構が地中に埋もれているため、表面観察で

は具体的イメージを持つことが難しい。史跡への見学者が、田園や森林に囲まれたな

つかしい日本の風景の中に、古代の都の姿を思い描けるような整備・活用を検討する。 

［具体的な手法］ 
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① 各史跡の自然や環境上の特性を活かしながら、史跡全体の整備の統一感を図る。 

② 史跡及び周辺の里山を整備し、継続的な維持管理にあたるため、行政内部におい

て都市計画や産業経済、観光部署等との協議を進める。 

③ 滋賀県及び甲賀市の各部署で計画する事業を活用し、史跡とその周辺の景観の維

持管理に努める。 

④ 甲賀市景観計画に基づき、雲井地域の景観形成地区の指定を進めるために、地域

住民と行政との協議を進める。 

第２項 遺跡を基盤とする地域社会の維持 

（1）地域の生活や産業の維持に努める 

農業を中心とした地場産業の維持・育成をはかり、史跡を活用することにより、農

業経営者の次世代育成や特産品の開発などに努める。 

［具体的な手法］ 

① 紫香楽宮を活かした地場ブランドの特産品の開発を検討する。 

② 地域農業の維持・活性化を図るための次世代就農者の育成について検討する。 

（2）遺跡と一体となった周辺環境の保全を図る 

紫香楽宮跡関連遺跡群の特徴である、周辺と一体的に維持されている環境の保全を

図るため、可能な限り周辺の里山環境の維持保全にあたる。 

［具体的な手法］ 

① 整備対象範囲及び史跡周辺地域に関して植生調査を実施する。植生調査は、過去

の空中写真や地図などを用いて対象地の植生の変遷を全体的に把握する視点と、

現地の現況植生の把握という２つの視点から行い、里山本体の植生と地域生活と

の関わりを確認した上で、維持復元する植生と林相について検討する。 

② 整備対象範囲及び史跡の周辺地域の里山本来の植生や人々との関わりを把握した

上で、整備対象地の基本方針と総合化させながら、具体的な整備を検討する。 

③ 里山環境の維持保全にあたる範囲には、史跡としての価値の他、経済的な価値、

景観としての価値、動植物の生息に関わる自然の価値など、多様な価値が存在し

ているので、各範囲別に価値付けを定めた上で、具体的な整備に着手する。 

④ 地域住民や諸団体との連携や組織の設立を検討する。 

⑤ 文献にも記述のある歴史的な地勢を守るため、遺跡群周辺の環境維持に努める。 

第３項 遺跡の周辺地域の基盤整備 

（1）史跡の公開活用に対応した交通基盤などの整備を進める 

史跡周辺の道路は地域の生活道路であるため、自動車での観光利用には十分対応で

きない。地域内での移動手段の確保や、見学者の自動車を受け入れる駐車場を備えた

拠点の整備など、史跡の公開活用に対応した基盤整備を進める。 

［具体的な手法］ 

① 見学者の自家用車による史跡見学を制限し、徒歩や自転車による各地区間の周遊

を促すパーク＆ライド方式※3 の導入や公共交通機関の利用促進方策について、関

係部署との連携を図る。 



 

 21

② 交通弱者対策として、春から秋の観光シーズンの休日に信楽高原鐵道の各駅と整

備対象地を結ぶ臨時コミュニティバスの運行を検討する。 

③ 国道 307 号沿い周辺に史跡の公開活用の拠点として資料館を設置し、加えて各地

区を有機的に結び、史跡見学の起点となる交通拠点としての駐車場の整備を検討

する。 

（2）遺跡の情報を適切に伝える案内施設などを整備する 

史跡に関する情報を適切に見学者に伝えるため、各地区の性格や立地特性に応じて、

各種資料や出土遺物の展示、遺構の公開活用に向けた遺跡整備や説明板等の設置を計

画する。 

紫香楽宮の歴史的価値を伝える上で重要な「宮町地区」と「内裏野地区」を核とし

て、本質的価値を構成する地下遺構の公開活用を図るための史跡整備について検討す

る。 

これらの各地区間のネットワークを進めるために案内サイン等を整備し、地域を巡

ることによって遺跡の価値や規模、歴史を体感できる、ソフト・ハード両面からの情

報・案内施設の整備を行う。 

［具体的な手法］ 

① 広範囲に分布する各地区の特色を活かした整備・活用を進め、それらを結ぶネッ

トワークを形成する。 

② 信楽地域を訪れる遺跡見学以外の見学者をターゲットとして、残されてきた里山

の自然を活かし、地域の主産業である農林業や信楽焼関連産業と連携して、エコ

ツーリズム※4やアグリツーリズム※5等を組み合わせた史跡の活用事業の展開を図

る。 

 

※３：パーク＆ライド（パークアンドライド）方式 
目的地に対して、 寄りの駅や停留所、目的地の手前まで自家用車等を利用し、そこで駐車して、

そこから鉄道やバスに乗り継ぐ移動方式。本計画では、自家用車や観光バス等の自動車による利

用者を拠点施設において受け入れ、紫香楽宮跡関連施設群の分布する雲井地区内では自転車（レ

ンタサイクル）に乗り換えて地区内を散策移動する移動方法を検討する。 
※４：エコツーリズム 

地域の自然や文化への理解を深め、そのよりよい保全とゆとりある活用により、地域の観光と産

業を持続的に発展させるという、新しい観光のあり方の考え。具体的には、団体旅行ではなく少

人数のグループで、十分時間的なゆとりを持ち、なるべく自分の足で歩いて、自然や文化に対す

る負荷をかけないで、地域の自然や文化、歴史、人などとの相互交流や学びを深める観光スタイ

ル。 

※５：アグリツーリズム 
山村や漁村などの自然の豊かな地域に滞在して余暇活動を行うこと。例えば、都市に住む居住者

が休暇を利用して農村に滞在し、農業体験や植林活動などを通じて、地域の自然保護や農業活動

に参加し、地域の人や文化、歴史とふれあう体験ツアー等を意味する。 

第４項 史跡の永続的な保存・活用のための人材の育成 

（1）行政と地域との協働による次世代の人材育成を進める 

永続的な遺跡保存や景観維持を行うためには地域住民の参加が必要である。地域の

誇りや郷土を愛する気持ちの根幹を形づくるものとして紫香楽宮を位置づけ、学校教

育や社会教育を通じて歴史文化に基づく地域アイデンティティを育み、史跡と地域を

想う次世代の育成を進める。 
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［具体的な手法］ 

① 行政による地域の持続可能な社会づくりに対する積極的な支援を進める。 

② 学校教育や社会教育を通じた人材育成を図る。 

③ 農林業や地場産業の振興について、地域の活性化を図る活用計画を地域住民や市

民と共に検討する。 

 

第３節 史跡周辺景観の維持と保全（甲賀市景観計画との関連） 

景観法に基づく『甲賀市景観計画』（以下『景観計画』という）が、平成 25（2013）年

１月に策定された。 

『景観計画』は、適用範囲を甲賀市全域とし、美しい山河と豊かな田園・里山の自然を

守り、長い歴史の中で培われた文化やまちなみを大切にし、子どもや若者が生き生きと育

つ、人の豊かな営みが感じられる活力あるまちを次代に継承するため、『水 緑 まちなみ

が織りなす 新たな景観を創造するまち あい甲賀』を景観まちづくりの理念に定めている。

それに基づき、基本目標を、①水と緑が織りなす自然環境の保全、②悠久の歴史・文化の

薫る景観の継承、③地域の特性を生かした美しいまちなみの創造、④心の豊かさを実感で

きる住民主体のまちづくり、としている。 

史跡とその周辺については、基本目標の②を適用し、歴史的・文化的な趣のある景観が

形成されている地区として、住民等との合意形成を図ったうえで、景観形成地区に指定す

る方針である。 

対象範囲は、史跡だけでなく、史跡の景観の適正な維持・保全を図るため、その背景と

なる山なみを含めた範囲とする。歴史的・文化的な遺産を大切にしつつ、それらの特性を

踏まえた活用を図りながら、次代に継承するために史跡等の景観に配慮したまちづくりを

行う計画である。具体的施策として、以下の４点が挙げられる。 

1 文化財と地域の生活を一体のものと捉え、史跡周辺の森林や田園も含めた地域全体に

及ぶ史跡景観の保全に努める。 

2 地域での意識の高まりに応じた、史跡環境の保全と整備を推進する。 

3 建築物や工作物、屋外広告物等のデザインや材料等は、史跡が眠る地域景観に馴染む

ものとする。 

4 地域が主体となって、建築物・工作物の意匠・形態・色彩等が史跡景観と調和するよ

うにするルールづくりが進められるよう支援する。 

 

第４節 史跡未指定地の取り扱い 

現段階では史跡以外の関連遺跡群の状況把握が不十分である。しかし、これまでの周辺

の調査によって、史跡指定地外にも紫香楽宮を理解する上で重要な遺構が存在する可能性

が高く、史跡範囲外についても、発掘調査（確認調査）を継続して行う必要がある。 

また、史跡内についても、「宮町地区」で４筆、「新宮神社地区」で１筆の指定同意が得

られていない土地があり、これについても土地所有者に遺跡の重要性に対する理解を求め
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ながら、早期の追加指定を図る。 

なお、将来的な史跡範囲の拡大に伴い、追加指定された土地については、この整備活用

実施計画と整合性を図ることを前提として、柔軟に整備計画や公開活用計画を追加策定す

る。 
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第４章 史跡の整備計画 

第１節 各遺跡の概要 

 
各史跡の整備を行う範囲では、これまでの発掘調査で多くの遺構が検出されている。 

宮町遺跡：宮の中心施設と見られる「コ」字形に配置された建物群が検出されている。

新宮神社遺跡：２条の道路と橋脚、掘立柱建物、井戸等が検出されている。 

鍛冶屋敷遺跡：銅の精錬と鋳造を行った大規模な寺院付属工房が検出されている。 

北黄瀬遺跡：大型井戸とそれに伴う覆屋と見られる掘立柱建物が検出されている。 

内裏野廃寺：東大寺式伽藍配置をとり、基壇や礎石が良好な状態で残存している。 

第１項 宮町遺跡 

（1）遺跡の概要 

宮町遺跡は、紫香楽宮跡関連遺跡群の 北方に位置し、遺跡南端の一角を除き四方

を山に囲まれた約１㎞四方の盆地に所在する。これまでの発掘調査で、南側の新宮神

社遺跡で２条の大きな道路が確認され、四周を山で囲まれた盆地は、複数の幹線道路

で南側の遺跡群と一体となって土地利用が図られていたことが推測できる。 

遺跡は比較的高燥な盆地北半と低湿な南半に別れ、宮域の主要遺構は北半で確認さ

れている。さらに盆地北半の発掘調査では、平坦地の中央を分断していた谷が紫香楽

宮造営に伴い埋め立てられ、大規模な整地が行なわれたことが判明している。この盆

地北半部が史跡に指定されている。 

宮町遺跡は、南方に分布する他の遺跡群と比較すると、建物規模、出土遺物の質や

量の面で圧倒的に優位な状況が認められる。また、大量の出土木簡から王権に係る施

設や中央官衙の存在を類推することができ、紫香楽宮の宮殿域であると考えられる。 

現在、水田が広がる盆地中央に宮町区の集会所の建物があり、発掘調査では、この

建物を囲むように「コ」字形に配された巨大な四面庇建物が確認され、その周辺に付

属官衙と推定される建物群が見つかっている。また、遺構群の南側と西側には、大溝(西

大溝、南大溝)が「Ｌ」字状に確認されている。主要遺構は、盆地北半の約 500m 四方

で確認され、建物規模や配置、出土遺物の検討から、「中央部」「東部」「西部」の遺構

群にグループ分けができ（第８図）、その西辺と南辺を「西大溝」「南大溝」が取り巻

く。 

以下、史跡公園整備で遺構表示を行う遺構を中心に、その概要を記す。 

（2）中央部 

宮町盆地の中央に位置し、東西約 150m、南北約 350m の範囲にある遺構群。他の都城

遺跡の主要殿舎に匹敵する大型建物が集中するため、紫香楽宮の中枢部分と位置づけ

られる。 

さらに「中央部」は建物配置から、五間門とそれに連なる東西方向の掘立柱塀を基

準に、南を「五間門南区」、北を「五間門北区」、北方の「北辺区」の３地区に細分す

ることができる（第８図、第９図）。 
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①五間門南区 

当初は、４棟の巨大な四面庇建物を建設することが計画された。正面に東西９間、

南北４間の正殿が位置し、正殿南方の東西に南北 24 間以上の長大な脇殿が配置され、

３棟が「コ」字形に配置される。さらに正殿の北方には東西９間、南北４間の後殿が

付属する計画であったが、建設途中で後殿の位置に五間門と東西方向の掘立柱塀が設

置された結果、後殿は未完成となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第７図 宮町盆地内の遺構検出状況（旧地形図） 
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これらは、建物の規模や配置から、国家レベルの政務を行なうことを前提にして造

営された施設であり、『続日本紀』天平 17(745)年１月７日の条に「(前略)…百官の主

典以上に朝堂で饗を賜ふ。」とみえる「朝堂」とよばれた施設に相当する可能性が高い。 
②五間門北区 

発掘調査で、「五間門南区」の後殿の掘形内には柱穴がないことから建築途中であり、

後殿と門の遺構の重複関係から後殿の建設が中断され、五間門と塀を配置したことが

明らかになった（第 10 図）。後殿の南廂列に重複して五間門と東西方向の塀が位置す

る。塀の約 10ｍから 15ｍ北側に、この区画の中心建物として東西７間、南北５間の二

面廂建物が２棟東西に並立する。 

後殿の建設が中止され、門と塀に変更された事実は、新たに北側に性格の異なる空

間を新設する必要に迫られたと理解できる。そして、大極殿閤門や朱雀門に用いられ

る格式の高い五間門を採用したのは、北側に極めて重要な施設を配置する意図があっ

たことを示している。 

中心建物となる東西に並立した二面廂建物は、格式を重視する建物身舎を 3 間とす

る特異な建築様式が採用され、梁行を 50 尺とする例は大極殿や内裏正殿など宮殿の主

要建物に限られる。 

したがって、この建物が五間門北区の中心と考えられるが、問題は、同じ規模と構

造をもつ建物が東西に並立する配置である。同時期の唯一の類例である恭仁宮の「内

裏東地区」、「内裏西地区」との関連が注目される。 

（3）宮町遺跡の遺構区分と変遷 

これまでの調査で、宮町遺跡北半の遺構は複数の区画に分かれることが判明した。 

圃場整備前の地形図に遺構を重ねると、水田畦畔と遺構方位は多くの部分でほぼ一致

第８図 宮町地区主要遺構区分図 
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することがわかる（第７図）。全体として西に約３°傾くことが、紫香楽宮跡関連遺

跡群全体に共通する方位と考えられるので、「五間門南区」の正殿の中心線を造営計

画基準線と仮定し、旧地形の畦畔を辿ると、「五間門南区」の正殿と東西脇殿は、360

尺方眼上に配置され、後殿は正殿から 90 尺北方に位置することになる。 

 遺構の重複関係や建て替え痕跡等から「中央区」は当初、長大な東西脇殿と正殿と

後殿の４棟を主要建物として配置する南側の区画と、その北側に、大型の四面廂建物

を中心とした区画の２つの区画が存在していたと考えられる。 
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第９図 宮町遺跡中央部遺構配置図 
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その規模は、中央部の東西脇殿の左右にある南北水田畦畔を手掛かりに東西 480尺、

脇殿の南端から 90 尺南側の東西方向の畦畔を南辺とし、後殿から 180 尺北方までの南

北 720 尺を「中央部南区」の規模、その北方 480 尺四方を「中央部北辺区」に復原す

ることが出来る。 

その後、２つの区画の中間に、２棟の二面廂建物を中心建物とする「五間門北区」

が、建設途中の「五間門南区」の後殿を廃して新設され、その区画規模は南北 200 尺

程度、さらに「中央部北辺区」を縮小すれば、南北長で２倍程度の空間を確保するこ

とも可能であったと推定できる。 
また、東西 1,200 尺の位置には、西辺には西大溝、東辺にも相応の水田畦畔が旧地

形に認められる。さらに、西大溝の西側の発掘調査でも一定量の出土遺物や遺構が確

認できることから、圃場整備前の地形や水田畦畔を考慮しても「宮町地区」の主要遺

構は 大で 1,800 尺四方程度と推測でき、「宮町地区」の主要建物は一定の造営計画の

下で設置されたと考えられる。 

第２項 新宮神社遺跡 

（1）遺跡の概要 

宮町遺跡と内裏野遺跡のほぼ中間に位置し、遺跡周辺は丘陵の張り出しと宮町から

南流する「馬門川」によってロート状の地形形状を呈している。 

新名神高速道路の工事の際に行われた発掘調査で、掘立柱建物３棟と井戸１基から

なる官衙と、８世紀中頃の土器や木製品を伴う河道１条のほか、橋脚遺構と２本の道

路遺構を検出し、天平 16(744)年の荷札木簡１点が出土している。 

古代の橋脚跡の北側には切り通し跡の地形も確認でき、橋脚跡の幅員などから道路

は幅員 12ｍと 18ｍ程度であり、宮町遺跡と内裏野廃寺を結ぶ幹線道路と考えられる。 

また、年輪年代測定法により、出土柱根の伐採年が 744 年と判明したことと併せて、

紫香楽宮造営期の遺跡と判断できた。 

 

 

第 10 図 宮町遺跡中央部五間門南・北区の遺構変遷 



 

 29

（2）建物の遺構 

建物は、方位をほぼ２°から３°西に振る東西棟１棟・南北棟２棟が「Ｌ」字型に

配置される実務的な官衙の色合いをもつ建物配置であるが、その建物規模は小さく、

建物方位にもばらつきが認められる。 

第 11 図 新宮神社遺跡主要遺構配置図 
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（3）道路と橋脚の遺構 

２本の道路跡のうち東側に所在する道路は、東側溝だけが検出されているが、遺構

北方には旧河道を跨ぐように建てられた、約 8.3ｍ四方の三間×三間の橋脚が検出され

た。橋の中央で折り返すと方位を西に３°振る、幅員 12ｍ程度の道路と考えられた。

また、旧河道に廃棄されていた橋脚部材の年輪年代測定で天平 16(744)年の伐採年が明

らかになったことや、旧河道出土遺物の年代が紫香楽宮の時期と一致することから、

遺跡の立地や橋脚規模、道路幅員を勘案すると紫香楽宮の主要道路と考えられる。 

また、西側の道路は丘陵を回避し、馬門川の谷部を通って宮町に至る道路で、東西

側溝の位置から幅員 18ｍ程度と考えられる。東側と西側の２条の大きな道で紫香楽宮

がおかれた宮町盆地との通行に供されていたと推測できる。 

第３項 鍛冶屋敷遺跡 

（1）遺跡の概要 

史跡紫香楽宮跡の「内裏野地区」から北東約 400ｍに位置する鍛冶屋敷遺跡について

は、以前に雲井地域住民の手によって掘り出された１貫(3.75 ㎏)あまりある金属塊が

雲井小学校に保管されていたことが記されている。 

新名神高速道路建設に伴う発掘調査で大規模な銅鋳造関連遺構が発見され、紫香楽

宮関連の遺構群が広範囲にわたることが明らかとなった。「内裏野地区」の寺院遺跡と

の関連が指摘されているが、地区中央部の確認調査が実施されていないため全容の把

握が十分でない。今後も確認調査を継続して実施し、整備対象とする遺構の時期を検

討する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第 12 図 鍛冶屋敷遺跡主要遺構配置図 
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（2）銅鋳造関連遺構の性格 

大規模な銅鋳造関連遺構の約 80ｍ西側でも南北に並立して配置されたと考えられる

２棟の東西棟建物が検出されている。 

銅鋳造関連遺構は、遺構の重複関係から３時期に区分でき、各段階の遺構方位は、

２°から３°西に振ること。各段階の遺構の配列の異なりや重複はあるが、同一また

は類似の計画に基づいて構築された可能性が指摘されている。 

第２段階から第３段階の銅鋳造関連遺構では、僧尼の介在を示す鉄鉢形土器が一定

量出土していることから、寺院関連の生産遺跡群であると推定される。宮町遺跡など

に共通する多様な産地の土器、工人組織の一端を示す「二竈領」（にかまどのうながし）   

《二番目の溶解炉を管理する責任者》の墨書土器や漆付鉢などが、出土遺物として

注目される。 

また、第１段階の長大建物の桁行に長短がある構造は寺院建築にも共通点があるこ

とから、すべての段階で隣接する内裏野廃寺の寺院遺構との関連を検討する必要があ

る。 

一方、出土遺物は、第３段階になると近江産土器の増加や使用木炭に針葉樹の比率

が高まるなど、その操業実態は、第２段階と明らかに異なることが指摘されている。

第３段階は、天平 17(745)年の平城還都以降を含めた操業年代が想定されている。 

第４項 北黄瀬遺跡  

北黄瀬遺跡は、宮町遺跡から西南西方向に約 1.2 ㎞離れた南向き緩傾斜面に立地し、南

北方向では、新宮神社遺跡に並列する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第 13 図 北黄瀬遺跡主要遺構配置図 
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方位を１°から２°西に振る大型井戸を中心とした紫香楽宮の実務官司と推測される。

出土した井戸関連材の年輪年代測定では、天平 16(744)年に伐採されたことが判明してい

る。 

井戸は、切妻造りの桁行３間（7.75ｍ）、梁行２間（5.35ｍ）の掘立柱の覆屋の中に設

置され、方形横板二段組みで内寸 1.8ｍ四方の大型井戸で、節のほとんどないヒノキの板

材を手斧で丁寧に削った上で組上げ、さらに槍鉋で仕上げた精緻なものである。 

井戸から溢れ出た排水処理用の溝は、途中で屈曲させた上で、目隠塀を伴っていること

から、覆屋内部の作業を覗きにくくなるよう、覆屋には壁が巡らされていた可能性がある。 

この施設の特殊な構造として、井戸のすぐ西側には南北方向に３枚の大きな板材を地下

堰堤状に埋設させ、透水層よりも深く埋設されていることや、上流側に井戸があるという

特殊な構造から、この施設は、井筒に代わって地下水を滞留させて井戸の水量を調節した

設備と考えられる。 

井戸の規模や緻密な造作、井戸を中心とする施設構造などは、平城宮跡の造酒司や大膳

職のような飲用水を大量に使用する官司に類似し、紫香楽宮に関連した官司の可能性が高

い。その一方で、出土遺物の少なさや、井戸施設以外の建物を検出できなかったことから、

井戸としてどの程度稼働していたか疑問である。 

第５項 内裏野廃寺 

江戸時代から紫香楽宮の所在地として認識されていた場所である。東大寺式の伽藍配置

をもつ寺院跡であるが、現状の遺構をどの寺院に比定するかで意見は大きく分かれている。

１つは、聖武天皇が大仏建立のために寺地を開いた甲賀寺とするもの、もう１つは、大仏

建立が東大寺に引き継がれた後、近江国分寺として再整備された寺院跡とするものである。 

発掘調査の結果、主要遺構のうち、金堂院回廊から経楼にかけては、焼土や炭の堆積、

焼失瓦の出土や礎石に被災の痕跡がある一方、講堂や僧房付近では、焼土や炭化物はほと

んど出土しておらず、堂塔全体が灰燼に帰すような火災痕跡ではなかったようである。 

金堂院の西側の平坦地の整地層から、奈良時代の終りから平安時代初頭の須恵器片が出

土し、遺構が確認されている東塔院と対になる西塔院が計画されたが、実現しなかった可

能性が指摘されている。 

軒丸瓦は３種類、軒平瓦は２種類の出土が確認されている。軒丸瓦Ⅰ類は、恭仁宮大極

殿造営に際して新調された軒丸瓦をモデルに、山城国分寺の塔に用いられた瓦と同笵であ

るが、異なる胎土の使用が確認されている。 

笵傷の比較から「内裏野地区」出土瓦が先出し、山城国分寺所用瓦が遅れて生産された

ことは明らかで、恭仁宮との瓦当文様の親縁性や製作技法の共通点から、軒丸瓦Ⅰ類は甲

賀寺造営に関連した生産瓦の可能性が考えられている。 

軒丸瓦Ⅱ類は、東大寺創建瓦と類似した瓦当文様をもち、その作製年代は、平城宮還都

後の東大寺造営開始時期に近い年代が考えられている。 
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第 14 図 内裏野廃寺主要遺構配置図 
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 主に金堂付近を中心に軒丸瓦Ⅰ類と軒平瓦Ⅰ類の組み合わせが出土し、講堂や廻廊

付近を中心に軒丸瓦Ⅱ類と軒平瓦Ⅱ類の組み合わせが出土する。したがって、金堂と

講堂及び廻廊との建立時期には若干の時間差があると考えられている。 

また、発掘調査や地形測量によって、伽藍の主軸方位が東に約 1.5°傾いていること

が明らかになっている。他の紫香楽宮関連遺跡群が西に傾く遺構方位をとる一方で、

内裏野廃寺の遺構だけが異なる方位をとることから、現在の地表に露出している礎石

遺構が、平城宮還都後に信楽で建立された近江国分寺跡とする見方が有力になってい

る。しかし、下層遺構の有無や内容についての確認調査が十分実施されていないため、

露出遺構の下層に甲賀寺の遺構が存在するか、判断材料が乏しく、今後の課題になっ

ている。 
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第２節 宮町地区（北の拠点地区） 

第１項 整備計画の概要 

 
紫香楽宮跡の北の拠点として、公開活用のため史跡の一部について公有地化を図る。

また、周辺の農村集落及び里山と一体的に景観保全を図り、営農活動と共存する活用

を行うために、整備を実施し、遺構表示手段として遺構保存活用施設を設置する。 

なお、遺構保存活用施設についての考え方、活用方針、施設機能と立地の分析につい

ては、「第６項 宮町地区の遺構保存活用施設」で検討を加える。 

 

第２項 現状：圃場整備後の農用地が広がる 

史跡指定地を含め、遺跡の大部分が農用地として利用されているが、圃場整備が約 40

年前に実施されたため、水田区画と遺構の建物配置の方位が異なり、地形は大きく変化し

ている。そのため、現況地形から紫香楽宮の遺構規模や方位を感じることは難しい。また

発掘調査された遺構はすべて埋め戻されている。このため、現状では史跡の範囲に広がる

水田と、それを取り囲む里山が見えるだけで、遺構を視認することは困難である。 

市道の部分のみに東西脇殿の位置が白線で表示され、説明板も設置されているが、地形

と遺跡の隔たりが大きく、宮殿域の広がりを認識しにくい。 

史跡指定地のほぼ中央に宮町会館をはじめ、農機具倉庫、消防器具庫等があり、宮殿を

体感する妨げとなっている。また、団体見学に対応できる便益施設が十分ではなく、増設

するには集落下水処理方式であるため処理能力に余裕がなく、大規模な施設整備は困難な

状況にある。史跡指定地内での新設が困難であれば、宮町会館の改築により対応すること

が考えられる。 

史跡指定地の現状は、宮町会館他の建物や境内地などの公共用地があるほか、全て田ま

たは畑であり、現状の規制は農地法の規制対象地であり、農地振興法による農業振興地域

に指定されている。 

史跡を活用するには、以上の点に配慮した整備が必要である。 

［平成 17 年度の宮町地区住民アンケート］ 

 ① 地区住民の約 85％が農地所有者、「史跡」内の土地所有者は全世帯の 50％。 

 ② 遺跡の認知度は、97％が宮町遺跡の存在を認識し、遺跡発見を肯定的に捉える意見

が 80％となっている。 

 ③ 遺跡整備の必要性については、史跡内外の土地所有者とも 66％が肯定的に捉えて

いる。 

 ④ 史跡公園の規模については、大規模が 50％、小規模（現在の集会施設の敷地）が

26％であり、公有地化については 88％が買収に協力的な回答を得ている。 
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第３項 整備の空間区分と整備イメージ 

遺跡の特性や規模、宮町地区の立地条件等を踏まえて、当時の空間利用を踏まえた空間

区分と整備イメージは以下の通りである。 

空 間 区 分 ： 紫香楽宮の宮殿が所在した場所としての中心遺構の規模・構造や佇ま

いを、周囲の里山景観と一体的に原位置で体感する空間。 

 公開活用にあたって、各地区をネットワークで結ぶための拠点地区に

位置付け、史跡情報の発信拠点として活用施設の整備を行う。 

整備イメージ ・遺跡の保護、田園風景の維持、地域活性化について、地域住民をはじ

めとする市民の理解を得たうえで、長期計画として中央部五間門南区

を中心とする約 2.5ha の公有地化を図り、朝堂南区の公園整備を行い、

紫香楽宮の歴史と規模が体感できるよう整備することを目標とする。 

       ・「史跡」の本質的価値を構成する遺構全体が地中に埋没している上、現

状の水田畦畔の方向が遺構の方位と異なっているため、見学者にとっ

て遺構の具体像を想像しにくい。このため、長期計画による全体整備

の取組に先行して、「五間門南区」の３棟の建物跡についてコンピュー

タグラフィックス（ＣＧ）やインスタレーション※6等、様々な手法を

積極的に用いて、建物とその周辺の状況の可視化を図り、遺跡を周囲

の農村風景とともに体感できるよう整備する。 

・宮町会館およびその敷地の建物は、長期計画として「史跡」外へ移転

するが、それまでの間は、現状を維持し、見学者のための便益施設と

して利用する。 

・甲賀市が継続して行ってきた調査の成果にもとづいて、整備や遺跡規

模を把握するための確認調査を実施する。 

第４項 各整備範囲についての考え方 

本計画では、史跡の適切な整備・活用を図るため、史跡指定地のみならず、宮殿中心

部の南側（馬門川南側の丘陵）にある山林について整備の対象と位置づけている。この

ことを踏まえ、遺構の配置状況や現況の土地利用、史跡の公開活用上の地域における機

能を考慮し、整備対象範囲を、宮殿中心部である中央区五間門南区を中心とする約 2.5ha

の範囲を「（１）史跡公園整備範囲」、史跡の範囲に広がる水田の範囲を「（２）史跡公園

外の史跡整備範囲」、宮殿中心部の南側（馬門川南側の丘陵）にある山林の範囲を「（３）

史跡外の整備範囲」に区分し、各「範囲」に応じた整備を検討する（第 15 図）。 

 

※6：インスタレーション 
屋外に作品を設置し、作品と周囲の環境を有機的に関連付けることによって表現する芸術手法。

ここでは、植栽プランターや幟柱、行灯、芝生地の刈り込み等によって、建物区画の一時的な可

視化を図ることを意味する。 
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（1）史跡公園整備範囲 

宮殿中心部である中央区五間門南区を中心とする約 2.5ha の範囲を史跡公園整備範

囲とする。 

現状では、史跡公園整備範囲の水田畦畔は、遺構の方位と大きく異なることから、

遺跡の規模や状況を体感することが困難である。史跡整備に際しては、規模と遺構方

位を同時に体感できる史跡整備を実施する。そのため、全体計画において、中央区五

間門南区を含む約 2.5ha を公有地化し、遺構の公開活用を図るが、史跡全体の整備事

業計画との整合性を図る中で、短・中期計画（平成 26 年度～平成 45 年度）として西

脇殿付近の約 5,900 ㎡の整備を実施する。 

史跡公園整備範囲には、遺構が伝える本質的価値の伝達を補完するものとして、ま

た、史跡整備の表示手法のひとつの手法として活用施設（遺構保存活用施設または展

示活用施設）の設置を検討する。 

設置場所については、Ａ案：史跡指定地内（西脇殿北側）、Ｂ案：史跡指定地外（馬

門川南岸の水田）、Ｃ案：史跡指定地外（現、紫香楽宮跡関連遺跡群発掘調査事務所）

の３案について検討する。 

なお、全体計画が完了するまでの間、地域住民とともに、正殿や脇殿の建物の範囲

を模式的に示すなどの方法で、中心建物群の規模を体感するための史跡の活用を実施

する。 

（2）史跡公園外の史跡整備範囲 

地域の農業振興や景観、土中に埋蔵されている木製品や木簡に与える地下水位の影

第 15 図 宮町地区の各整備範囲区分図 
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響を 小限に抑える意味から、地域住民の理解を求め営農を継続しながら史跡を保護

するとともに、史跡の存在を認識できる整備を実施する。 

（3）史跡外の整備範囲 

地域から強い要望のある、宮殿中心部を見下ろすことのできるところに展望場（ビ

ューポイント）の整備を実施する。
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第 16 図 宮町地区整備事業全体図（Ａ案） 
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第５項 整備の内容 

（1）史跡公園整備  

宮町地区の史跡公園整備範囲は、宮殿中心部である中央区五間門南区を中心とする

約 2.5ha の範囲を長期計画（平成 46 年度～）において、公有地化し、遺構の公開活用

を図る。ただし、史跡全体の整備事業計画との整合性を図る中で、短・中期計画（～

平成 45 年度）で西脇殿付近の約 5,900 ㎡の史跡公園の整備に着手する。 

その整備の中で、史跡地内の西脇殿北側に、史跡整備の表示手法のひとつの手法と

して遺構保存活用施設を設置する案がＡ案である（長期計画：第 22 図、短・中期計画：

第 23 図）。 

また、史跡地外の馬門川南岸の水田に展示活用施設を設置する案がＢ案、現、紫香

楽宮跡関連遺跡群発掘調査事務所敷地内に展示活用施設を設置する案がＣ案である

（長期計画：第 26 図、短・中期計画：第 27 図）。 

なお、「整備活用基本計画」では史跡地外に展示活用施設を設置する候補地として、

Ｂ案のみをあげている。しかし、Ｂ案は水田を潰すこととなり、地域住民の理解を求

め営農を継続しながら史跡を保護するという宮町地区の整備の理念に反する。そこで

「整備活用実施計画」では史跡地外に展示活用施設を設置する新たな候補地として、

史跡地外で水田地ではない現、紫香楽宮跡関連遺跡群発掘調査事務所敷地内（Ｃ案）

を加え、以下、Ａ案、Ｂ・Ｃ案の順に、具体的な整備の内容を記述する。 

1）史跡地内に遺構保存活用施設を設置する案（Ａ案） 

①遺構表示 

史跡公園整備範囲は、宮域の主要殿舎に匹敵する大型建物が集中し、また、建物で

囲まれた中央広場が存在していることなどから、儀礼的な性格をもつ場所と認識でき、

紫香楽宮の中枢と位置づけられる（第９図）。 

遺構表示する遺構は、建物Ⅰ、東西脇殿、建物Ⅱ、五間門、五間門に付属する東西

方向の掘立柱塀、建物Ⅲ、建物Ⅳである。これらの遺構は、まず、建物Ⅰ、東西脇殿、

建物Ⅱ（Ⅰ期）の建設がはじまり、その後、建物Ⅱの建設が中断され、五間門と五間

門に付属する東西方向の掘立柱塀、建物Ⅲ、建物Ⅳ（Ⅱ期）が新たに建設されたこと

が、発掘調査の結果、明らかとなっている（第 10 図）。 

遺構表示にあたっては、各時期の表面舗装の色調を変えることにより、建物等の建

設時期のまとまりがわかるように表示することとし、紫香楽宮の中枢部の変遷を見学

者が理解できるように努めることとする。 

西脇殿 

西脇殿北側（桁行８間×梁行４間、110 尺(32.67ｍ)×40 尺(11.82ｍ)）に遺構保存

活用施設を設置し、中央（桁行７間×梁行４間）を立体表示（立柱）、南側（桁行７

間×梁行４間）を平面表示で遺構表示する。なお、史跡公園整備範囲外については、

地域の協力によって建物の範囲を模式的に示す方法を検討し、南側の市道通過部分は

道路の舗装面とは異なる色彩のカラー舗装により、建物の範囲を模式的に示す。西脇

殿周辺は張芝を実施する。以下、西脇殿北側、中央、南側の順に遺構表示方法につい

て具体的に示す。 
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（西脇殿北側）  

想定される建物基壇を立体表示した上で、西脇殿の北側、桁行８間×梁行４間に対

して覆屋を設けるという遺構保存活用施設（約 385 ㎡）を設置する。覆屋の建物内部

では、原位置で柱掘形をレプリカ表示し、遺構の保護を図りながら、現状では不十分

な空間認識の理解を高め、遺跡の持つ本質的価値を、見学者が体感できるようにする。

また、覆屋建物内には空調設備や解説パネル等を設置し、移動ケースによる出土遺物

の展示を行い、遺構の理解を補足する公開機能を付加する。 

なお、覆屋外観については、史跡内施設であることを考慮した景観上の配慮を行う。 

（西脇殿中央）  

想定される建物基壇を立体表示した上で、西脇殿の中央、桁行７間×梁行４間を、

立体表示（透水性カラー舗装等＋柱）により遺構表示する。 

発掘調査の成果に基づき、現位置で柱掘形の平面形状や規模を透水性カラー舗装等

により表示し、柱跡については、木製の円柱を建て、半立体的に表示する。 

（西脇殿南側） 

 想定される建物基壇の範囲を平面

表示した上で、西脇殿の南側、桁行

７間×梁行４間を、平面表示（透水

性カラー舗装等）により遺構表示す

る。 

表面は透水性カラー舗装等を実施

する。また、発掘調査で検出した柱

穴、柱掘形についてはペイントまた

はタイル等でライン表示を行う(第

20 図)。 

史跡公園整備範囲外については、

地域の協力によって建物の範囲を模

式的に示す方法を検討する。 

西脇殿の南側の市道通過部分は、

道路の舗装面とは異なる色彩のカラ

ー舗装により、建物の範囲を模式的

に示す。 

東脇殿 

建物跡の位置、規模（桁行 22 間×

梁行４間）を、透水性カラー舗装等を

用いた平面表示により遺構表示する。 

表面は西脇殿と同色の透水性舗装

を実施する。また、発掘調査で検出し

た柱穴、柱掘形についてはペイントま

たはタイル等でライン表示を行う。 

東脇殿の北側の市道通過部分は、道

第 17 図 掘立柱建物の遺構表示参考例 
(上 讃岐国分寺跡資料館提供

下 大阪歴史博物館提供) 

讃岐国分寺跡資料館では、覆屋内部に柱位置を

表示している。 

大阪歴史博物館では、難波宮期の遺構を露出し

た状態で博物館室内に展示している。 

紫香楽宮跡では、遺跡保護に必要な環境条件が

異なり、露出展示は技術的に困難であることから、地

下に保護した遺構直上に、遺構剥ぎ取りまたはレプリ

カを復元し、床越しに原位置の遺構を体感できるよ

う、見学者に配慮する案を検討する。 
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路の舗装面とは異なる色彩のカラー舗装により、建物の範囲を模式的に示す。 

建物Ⅰ 

建物跡の位置、規模（桁行９間×梁行４間）を、透水性カラー舗装等を用いた平面

表示により遺構表示する。 

表面は西脇殿と同色の透水性舗装を実施する。また、発掘調査で検出した柱穴、柱

掘形についてはペイントまたはタイル等でライン表示を行う。 

建物Ⅱ 

建物跡の位置、規模（桁行９間×梁行４間）を、透水性カラー舗装等を用いた平面

表示により遺構表示する。 

表面は西脇殿と同色の透水性舗装を実施する。また、発掘調査で検出された柱掘形

についてはペイントまたはタイル等でライン表示を行う。 

五間門 

建物跡の位置、規模を平面的に表示する。 

表面は西脇殿と異なり、建物Ⅲ、建物Ⅳと同色の透水性舗装を実施する。また、発

掘調査で検出された柱穴、柱掘形についてはペイントまたはタイル等でライン表示を

行う。 

五間門に付属する東西方向の掘立柱塀 

後殿の南庇列に重複して五間門と東西方向の塀が位置する。 

掘立柱塀は、低木の生垣による植栽表示で遺構の連続性を表現する。生垣の樹種は

設計の際に検討する。生垣は五間門の平面表示の東辺と西辺に連続させる。また、生

垣の東端・西端は管理のための空間を設けることとし、隙間の部分は五間門と同色舗

装による平面表示を実施する。 

建物Ⅲ（西二面廂建物）・建物Ⅳ（東二面廂建物） 

五間門北方で東西に並立する二面廂建物２棟について、建物跡の位置、規模（桁行

７間×梁行５間）を、透水性カラー舗装等を用いた平面表示により遺構表示する。 

表面は西脇殿と異なり、五間門と同色の透水性舗装を実施する。また、発掘調査で

検出された柱穴、柱掘形についてはペイントまたはタイル等でライン表示を行う。 

正殿と東西脇殿に囲まれた空間 

「朝堂」と呼ばれた施設に囲まれた空間は、表面を透水性の土舗装とし、紫香楽宮

中枢部の広大な空間を体感する場として整備し、史跡活用のための多目的広場として

活用を図る。なお、史跡公園整備範囲については、遺構表示を行った場所、正殿と東

西脇殿に囲まれた空間（土舗装部分）以外の範囲については表土流失防止のため張芝

を施す。 

②造成・排水計画 

遺構の保全を前提として活用を図るため、史跡公園として整備する範囲は、盛土工

法としたうえで、短期計画段階から最終的な遺構整備の完成形を念頭にした史跡整備

を行う。 

また、遺跡中央部付近で確認されている地下の木簡や木製品等の保存についても配
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慮が必要なことから、雨水等の処理にあたっては、できるだけ地下に浸透させる整備

工法とする。 

史跡公園として整備する範囲については、現在の道路の高さを計画基準高として盛

土する。現在の耕作地の階段状の地形は、道路勾配に沿った一つの敷地となり、周辺

に対しては法面で擦り付ける。 

範囲全体の雨水排水は中央の道路から東西方向に表面排水勾配を設け、東西敷地沿

いの水路に排水することを基本とする。なお、周辺の雨水排水施設への負担を軽減す

ることを目的として、敷地内に深さ 20～30 ㎝ほどの雨水調整施設を設ける。雨水調整

施設には張芝を施す。 

ただし、西脇殿北側に遺構保存活用施設を設置する計画があるため、地下遺構に対

する十分な保護層を確保する必要がある。そのため、中央の道路の北東角と西脇殿北

端を結ぶラインを尾根として、雨水を北側と南側に振り分け、北側は現在の水路沿い

に北東から南西へ側溝を設け、雨水を雨水調整施設に導き、南側は道路沿いと南側境

界沿いに側溝を設け、雨水は道路沿いで集水し、南角で折り、雨水調整施設へ導くこ

ととする。道路沿いの側溝には、通行などの利用に応じてふた掛けを行う。 

確認した遺構の検出高と現地形の標高及び本計画における計画地盤高から盛土厚を

算出すると、最も標高の高い東脇殿北端で約 1.2m、西脇殿北端で、約 1.0ｍから 1.5

ｍ、最も標高の低い西脇殿南端付近でも約 1.0ｍ程度の盛土となり、史跡整備を実施

しても地下の遺構保全に必要な保護層は、十分に確保される見込みである (第 21 図)。 

第 18 図 平安宮跡造酒司倉庫の遺構 第 19 図 平安宮跡造酒司倉庫の平面表示の例 

（京都市生涯学習総合センターのエントランスに

位置し、原位置で石敷き床上にタイルで柱穴と掘

形を表示する。）

第 20 図 造酒司倉庫の掘立柱建物の表示 
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③便益施設 

短・中期計画においては、宮町会館敷地内を緊急車両の駐車、駐輪スペースとして

利用する。また、トイレは宮町会館の改築により対応する。 

長期計画においては、宮町会館敷地内の消防器具庫、農業倉庫等の公民館機能全体

を史跡外へ移転することとし、移転場所は必要な時期に宮町区と協議する。 

④管理施設 

 管理施設として、市道と史跡公園整備エリアとの境界に車止め用のロープ柵を設置

する。 

 

 

第 21 図  宮町地区史跡内の遺構保存施設建設に係る遺構保存の深度（単位はｍ） 



 

          45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 22 図 宮町地区史跡公園整備計画平面図（長期計画 Ａ案） 
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第 23 図 宮町地区史跡公園整備計画平面図（短・中期計画 Ａ案） 
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第 24 図 宮町地区史跡公園整備 Ａ案に伴う造成計画平面図（地下遺構に対する影響） 
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第 25 図 宮町地区史跡公園整備 Ａ案に伴う造成計画断面図（地下遺構に対する影響） 
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2）史跡地外に展示活用施設を設置する案（Ｂ案・Ｃ案）（第 26 図、第 27 図） 

①遺構表示 

西脇殿 

西脇殿北側（桁行８間×梁行４間）と中央（桁行７間×梁行４間）を立体表示（立

柱）、南側（桁行７間×梁行４間）を平面表示で遺構表示する。なお、史跡公園整備

範囲外については、地域の協力によって建物の範囲を模式的に示す方法を検討し、南

側の市道通過部分は道路の舗装面とは異なる色彩のカラー舗装により、建物の範囲を

模式的に示す。西脇殿周辺は張芝を実施する。以下、西脇殿北側・中央、南側の順に

遺構表示方法について具体的に示す。 

（西脇殿北側・中央） 

想定される建物基壇を立体表示した上で、西脇殿の北側と中央、桁行 15 間×梁行４

間を、立体表示（透水性カラー舗装等＋柱）により遺構表示する。 

発掘調査の成果に基づき、現位置で柱掘形の平面形状や規模を透水性カラー舗装等

により表示し、柱跡については、木製の円柱を建て、半立体状に表示する。 

（西脇殿南側） 

想定される建物基壇の範囲を平面表示した上で、西脇殿の南側、桁行７間×梁行４

間を、平面表示（カラー舗装等）により、Ａ案と同様に遺構表示する。 

東脇殿、正殿、後殿、建物Ⅲ（西二面廂建物）、建物Ⅳ（東二面廂建物）、五間門、 

五間門に付属する東西方向の掘立柱塀、正殿と東西脇殿に囲まれた空間 

Ａ案と同様である。 

②造成・排水計画 

Ａ案と同様である。 

③便益施設 

史跡外に設置する展示活用施設の敷地内に駐車、駐輪が可能なスペースを確保する。

また、トイレは展示活用施設内に設置する。 

④管理施設 

管理施設として、市道と史跡公園整備エリアとの境界に車止め用のロープ柵を設置

する。 

⑤展示活用施設 

Ｂ案 

・北の拠点として史跡公園の整備と併せて史跡外の馬門川の南岸沿いで整備する。 

・位置：宮町地区の史跡外（馬門川中央橋の南の水田約 500 ㎡） 

・規模：200 ㎡程度 

・施設設備にあたっては、設置場所が圃場整備前の馬門川の旧流路にあたること、

試掘調査の結果から、保護すべき遺構が確認される可能性は低い。 

Ｃ案 

・北の拠点として史跡公園の整備と併せて史跡外の現、紫香楽宮跡関連遺跡群発掘

調査事務所の敷地内で整備する。 
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・位置：宮町地区の史跡外（現、紫香楽宮跡関連遺跡群発掘調査事務所の敷地約 500

㎡） 

・規模：200 ㎡程度 

・施設整備にあたっては、保護すべき遺構が確認される可能性は低い。 

（2）史跡公園外の史跡整備 

地域住民の理解を求め営農を継続しながら「史跡」を保護する。また、水田アート

など、遺構の範囲を模式的に示す方法を検討するとともに、説明サインを設置するな

どして、遺構の存在と内容、および史跡の規模を体感できる整備を検討する。 

さらに、甲賀市が継続して行ってきた調査の成果にもとづいて、遺跡の規模や内容

を把握するための確認調査を実施する。 

（3）史跡外の整備  

史跡の南側にある丘陵に、市と地区の総意と協力の下、地権者より場所の提供を受

け、周辺民家の了解を得た上で、宮殿中心部を見下ろすことのできる展望場（ビュー

ポイント）と散策道の整備を実施する。また、丘陵北側斜面の間伐も実施する。 

散策道の整備にあたっては、修景木の植栽が必要となるが、管理状況や地域の意向

を参考に、植栽樹種は本来の植生に応じて選定するものとする。また、史跡公園を望

む北面には、眺望を阻害しないよう高木の植栽は避け、地域の里山景観の調和と見学

者が求める紫香楽宮の歴史的イメージを損なわないよう在来品種を中心に植栽する。 
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第 26 図 宮町地区史跡公園整備計画平面図（長期計画 Ｂ・Ｃ案 史跡外施設） 
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第 27 図 宮町地区史跡公園整備計画平面図（短・中期計画 Ｂ・Ｃ案 史跡外施設） 
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第６項 宮町地区の遺構保存活用施設 

（1）遺構保存活用施設の考え方 

宮町地区においては、史跡の保全を 優先課題として、 も効果的な遺構保存活用施

設の設置を行う。施設の設置にあたっては、外観については、史跡内施設であることを

考慮した景観上の配慮を行うとともに、周辺環境に対する影響や社会的動向、集落経営

の状況に十分配慮しながら、遺構の顕在化のために も効果的な遺構表示を行うことと

する。 

遺構保存活用施設は宮殿建物の存在をイメージできる施設とする。内部には、原位置

で柱穴のレプリカなどを設置し、そのことによって、施設の地下に本物の宮殿建物の遺

構が存在していることを見学者に実感してもらう。また、見学者が当時の建物空間を体

感できる内容を備えたものとする。 

さらに、見学者が紫香楽宮の中心部において、紫香楽宮に対する知識や理解、そして

天平時代の紫香楽宮の雰囲気を感じてもらうことができるよう、出土品の一部を移動ケ

ースで展示することや、視覚情報を提供するなど、情報発信機能も付加する。 

なお、宮町地区の遺構は上部構造が存在していないことから、建物規模を体感するこ

とが難しいので、施設の外観については、見学者や地域住民が遺構本来のスケール感や

存在感を感じることができるような表現方法を採用することとする。 

本計画では遺構保存活用施設の考え方と概要を示し、具体的な内容については、さら

に設計の中で検討することとする。 

（2）遺構保存活用施設の概要 

①設置位置 

史跡内での遺構保存活用施設の設置位置は、中心部の遺構を表示することが整備目

的であることや、活用面での利便性から、東西脇殿が適切な候補地として考えられる。 
脇殿に関しては、両棟とも南端の確認調査が未実施のため、正確な規模は確定して

いないが、これまでの調査結果や地形分析から南北 27 間、380 尺前後と想定される。 

脇殿は、桁行の柱間寸法から４室に分かれていたと考えられ、１室単位で表示する

ことが、遺跡や遺構を理解する上でも適切な表示規模であると考えられる。 

その上で、施設を脇殿の中間部分にあたる第２室や第３室に設置すると、長大な建

物規模を分断する形になるため、設置場所は、南北端のどちらかが適切である。 

さらに、北南端の室内空間を検討すると、北から見て第１室から第３室は、７間、

100 尺を基準に室内空間が構成され、第４室は５間、60 尺と推測できることから、両

端だけは空間の性格が異なる可能性がある。 

このことから、異なる性格をもつ可能性のある南端の第４室でなく、中心遺構を構

成する普遍的な空間を示すものとして、北端の第１室を表示することが紫香楽宮全体

の理解を進める上で妥当であると考えられる。 

次に、東西脇殿のいずれかに設置するかを検討すると、東から西に緩やかな勾配っ

をもつ中央部では、公園造成時に西脇殿側が東脇殿より約 70 ㎝地盤が低く、中心建物

である建物Ⅰに対して整備時に視覚的な圧迫感がなく、また、現況の水田高に対する

造成時の盛り土計画高が西脇殿の方が厚く、遺構保護の面でも優れている。 
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したがって、遺構保存活用施設の設置位置は、西脇殿の北端の第１室が妥当と判断

できる。 

②全体 

西脇殿は４室に分かれると推定されるが、その北側の１室について、原位置で原寸

大の立体表示を行う。規模は、幅 40 尺（11.82ｍ）×長さ 110 尺（32.67ｍ）の覆屋構

造とし、遺跡の理解に有効な若干の展示機能も備える施設とする。 

施設は、「体感する遺跡整備」をコンセプトとする整備イメージに基づき、内外装と

も当時の建物の建築方法を一定の割合で考慮するが、ＲＣ、重量鉄骨、木骨フレーム

等による現代工法で建設するものとする。 

なお、施設の建設に際して、基本設計までに建築史や整備分野の専門家に委員就任

を依頼した上で専門部会を設置し、改めて必要な助言指導を得るものとする。 

③外観 

外観の形状や規模は、発掘調査で得られた遺構規模を意識した上で、史跡の整備イ

メージを損なうことのないものとし、周辺の風景に配慮した形とする。 
屋根は、本来は檜皮葺か板葺きであったと推定されるが、軽量鋼板またはスレート

材を使用し、木質葺きをイメージさせるものとする。 

④室内空間 

見学者に西脇殿の建物規模が認識できるよう柱位置等は発掘調査のデータに基づき

設置する。また、覆屋躯体の強度保持に必要のない身舎側の柱位置には、原位置でみ

ることができるよう柱掘形のレプリカを床面に表示する。 
建物南面と東面は、吹き放ちであることも推測できることから、アクリルガラス等

で透過性を高める措置を用い、遺跡の持つ本質的価値を可能な限り表示できることを、

また、建物東面から、紫香楽宮全体を遠望できる工夫も検討する。さらに、施設から、

コンピューターグラフィックスで正殿、東脇殿を可視できる方法も検討する。 
内部では、移動ケースで出土遺物等を展示する。また、説明、解説及び休憩場所と

して利用できるようにする。 

⑤参考事例 

 設置する施設の外観は、特別史跡讃岐国分寺跡の僧房遺構に設置された遺構覆屋事

例を参考とする。 
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（3）活用施設の設置場所の分析 

 本計画策定にあたり、活用施設の設置場所について、以下のＡ案、Ｂ案、Ｃ案に

ついて施設機能と立地の分析を行った。 

①史跡地内の遺構保存活用施設（Ａ案） 

史跡公園の整備と併せて宮跡中心部の遺構規模を体感するために西脇殿の位置で整

備する。 

遺構整備にあたっては、覆土により地中で遺構を保護した上で、平面、植栽、立柱

表示によるものの他、覆屋による遺構保存活用施設内での遺構展示を実施する。また、

第 28 図  遺構保存活用施設の参考イメージ   (讃岐国分寺跡資料館提供) 

 特別史跡讃岐国分寺跡の僧房遺構に設置された遺構覆屋 

左の写真 手前に復元された僧房基壇と原位置の礎石が表示され、奥半分に覆屋が設置される 

右の写真 反対から見た遺構覆屋の外観 

第 29 図 遺構保存活用施設

の内部展示の参考イメージ 
   (大阪歴史博物館提供) 

 

歴史博物館 10 階の常設展示

「難波宮の時代 宮廷儀礼の世

界」の展示手法。 

後期難波宮大極殿をイメージ

した室内から窓側のスクリーンに

ＣＧ映像を投影し、上映終了後、

スクリーンが開き、眼下の史跡難

波宮跡の朝堂院が目前に現れ

る。 

 紫香楽宮跡宮町地区でも西脇

殿東面に映像を投影し、スクリー

ンを開けると中心部が望め、原

位置で当時の空間を体感できる

展示手法を検討する。 

左写真 スクリーンが閉じた状態      右写真 スクリーンが開いた状態 
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覆屋内を情報発信の場として利用し、出土遺物を移動ケースで展示する。覆屋外観は

史跡内施設であることを考慮し景観上の配慮を行なう。 

位置：宮町地区の史跡内(公民館敷地北側の水田約 5,900 ㎡) 

規模：遺構表示 大約 1,000 ㎡（遺構保存活用施設は遺構の表示手段として西脇

殿の一部に覆屋を設置し整備する。） 

機能：原位置での遺構表示、ＣＧによる中心建物群の画像投影展示。 

②史跡地外の展示活用施設（Ｂ案） 

史跡公園の整備と併せて史跡外の馬門川の南岸沿いで整備する。 

施設整備にあたっては、設置場所が圃場整備前の馬門川の旧流路にあたること、試

掘調査の結果から、保護すべき遺構が確認される可能性は低い。 

位置：宮町地区の史跡外 

規模：200 ㎡程度 

③史跡地外の展示活用施設（Ｃ案） 

史跡公園の整備と併せて史跡外の現、紫香楽宮関連遺跡群発掘調査事務所の敷地内

で整備する。 

施設整備にあたっては、宮町地区の台地上にあたることから保護すべき遺構が確認

される可能性は低い。 

位置：宮町地区の史跡外 

規模：200 ㎡程度 

④宮町地区の施設機能と立地の分析 

宮町地区の史跡整備の空間区分としては、「紫香楽宮の宮殿が所在した場所としての

中心遺構の規模・構造や佇まいを、周囲の里山景観と一体的に原位置で体感する空間」

としている。したがって、宮町地区に設置する活用施設は、紫香楽宮の宮殿空間を体

感するための機能を付加させ、遺跡の保存と活用を効果的に運用できることが求めら

れる。 

（1）で示した遺構保存活用施設の考え方、および「整備活用基本計画」等で示され

た以下の理由から活用施設の設置場所を検討した結果、Ａ案を第１案とした。 

○ 五間門南区に配置された３棟の建物規模を明解に表示する必要があるが、周辺が平

坦な水田域であるため、区画規模や建物跡と比較する対象物がなく、古代の長大な

建物跡の空間認識を行なうためにも、史跡整備の中で遺構表示として体感できる空

間整備の必要がある。(史跡外では建物跡を眺望し、俯瞰することはできても、史

跡内でないと原位置で体感することはできない。) 

○ ８世紀の掘立柱建物跡の立体表示例は少なく、都城遺跡としては平城宮跡のみであ

る。史跡整備を計画する宮町地区の建物跡は、平城還都前の掘立柱の宮殿建物とし

て貴重な存在であり、離宮から首都となった紫香楽宮の成立過程を知る上で、遺構

をより忠実に原位置で表示し、見学者が往時の雰囲気を疑似体験できる場が必要で

ある。 

○ 「内裏野地区」「鍛冶屋敷地区」「新宮神社地区」「宮町地区」と史跡が直線状に並
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び、紫香楽宮の空間規模全体を体感する位置として宮殿中心部からの展望は貴重な

価値を持つ。また、宮殿中心部の遺構を立体表示することで、紫香楽宮全体の中軸

線を認識できるようになり、都城空間や規模を認識するのに役立つ効果も期待され

る。 

○ 圃場整備前の旧地形の畦畔は遺構方位に一致していたが、昭和 40 年代の圃場整備

事業で、旧地形の畦畔は失われてしまった。現状の水田畦畔は遺構方位とは一致し

なくなったため、史跡公園整備範囲のみでは遺構方位を体感しにくくなっている。

したがって、遺構方位を体感するためには、整備する遺構の表現方法に工夫が必要

である。 

○ 宮殿中心部である史跡公園整備範囲は平坦地の中央に位置する。したがって、周囲

に視界を遮るものがなく、建物規模を比較する対象物がないことから、見学者が紫

香楽宮の中心部の宮殿をイメージすることが非常に困難である。 

○ 紫香楽宮は史跡が広域に点在しており、見学者は「宮町地区」に到達した時点でか

なりの距離を歩いていることになる。活用施設と史跡が離れていることは、史跡見

学者の利便を大きく損なうことになる。実際に史跡外に立地する現在のプレハブ展

示室と整備対象地が離れていることは、見学者の行動に障害になっている。 

○ 「内裏野地区」など他の地区で、遺構の立体表示を行う計画はない。「宮町地区」

の宮殿中心部の西脇殿に遺構保存活用施設を設置することは、施設の場所が紫香楽

宮の も重要な場所であることを認識してもらうことに役立ち、見学者や地域の人

の誇りとなる施設となると考えられ、遺構の保護という点からも意義があると考え

られる。 
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第３節 新宮神社地区 

第１項 整備計画の概要 

 
「宮町地区」と「内裏野地区」の中間点に位置し、古代の道路痕跡が現在もそのまま

の状態で残っている空間を体感する場所として「道路切通遺構」を整備し、紫香楽宮

の規模と面的な広がりを追体験するための史跡整備を実施する。 

 

第２項 現状：遺構の大半は新名神高速道路の高架下の地下に保存されているが、道路

切通遺構の地形は現状で認識可能 

道路跡、橋脚跡、官衙建物跡はすべて地下に保存され、現況では見ることはできない。

しかし、道路切通遺構の地形は残り、当時の雰囲気を感じることはできる。 

また、道路切通遺構の北端は、近江鍛工株式会社信楽工場の進入路と交差し、大型車両

の往来が頻繁にあるため、見学者の進入路の横断には会社の同意が不可欠であり、双方が

安全に通行できる対策が必要になる。 

高速道路南側の水田約 3,967.09 ㎡について、圃場整備事業から遺構を保全するため圃

場整備の中止を申し入れ、平成 15 年度から甲賀市と所有者の間で公有地化を前提に借地

契約を締結している。 

史跡指定地の現状は山林および雑種地（地目は田）であり、現状は農地法と砂防法の規

制対象地となっている。 

第３項 整備の空間区分と整備イメージ 

遺跡の特性や規模、新宮神社地区の立地条件等を踏まえて、当時の空間利用を踏まえた

空間区分と整備イメージは以下の通りである。 

空 間 区 分 ： ５つの地区が南北に連なる史跡の特性を示す道路や官衙施設を体感す

る空間 

整備イメージ ・紫香楽宮跡関連遺跡群の南北を結ぶ立地や道路遺構、橋脚遺構を活か

し、史跡の軸線や交通の要所としての「新宮神社地区」の役割などを

体感できる施設整備を行う。 

・数少ない露出遺構として「道路切通遺構」周辺の間伐整備等を地権者

の了解を得た上で実施し、「宮町地区」と「鍛冶屋敷地区」を有機的に

結ぶ地区として整備する。 

・新宮神社北側造成地については、公有地化を図り、周遊ルートの一部

として利用する。 

第４項 各整備範囲についての考え方 

新宮神社地区については、遺構の配置状況や現況の土地利用、史跡の公開活用上の地域

における機能を考慮し、整備対象区域を、高速道路の高架下とその南側の範囲を「（1）道

路跡を中心とする史跡整備範囲」、高速道路の北側、露出遺構である道路切通遺構の存在

する山林の範囲を「（2）道路切通遺構を中心とする史跡整備範囲」に区分し、各範囲に応
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じた整備を検討する（第 30 図）。 

（1）道路跡を中心とする史跡整備範囲 

「宮町地区」に所在する宮殿遺構と「内裏野地区」の寺院遺構を結ぶ２条の道路跡

が確認されたことから（第 11 図）、両地区を連結する地区として位置づける。「宮町地

区」と「内裏野地区」の結節点として、また紫香楽宮跡の規模を体感できる場所とし

て整備し、道路痕跡が認識できるよう平面表示する。 

また、借地契約を締結している高速道路南側の造成地については、できるだけ早期

に公有地化を図る。 

（2）道路切通遺構を中心とする史跡整備範囲 

道路切通遺構は、紫香楽宮跡関連遺跡群の中で数少ない露出遺構である。紫香楽宮

中心部が位置する「宮町地区」と寺院遺構が所在する「内裏野地区」を往来できるよ

うになれば、紫香楽宮の規模や雰囲気を見学者が体感できる場所として貴重な存在に

なる。 

また、谷間の切通遺構と道路部分は、地権者の了解を得た上で民有地のまま間伐し

て見通しを良くし、見学者が古代をイメージできる空間として整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 30 図 新宮神社地区の各整備範囲区分図 
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第５項 整備の内容 

（1）道路跡を中心とする史跡整備 

①遺構表示 

道路跡 

高速道路南側造成地において、カラー舗装等を用いて 12ｍ幅の道路遺構の位置と規

模を表示する。 

高速道路高架下は、高さ２ｍの盛土となっており、その盛土内に地下排水桝が埋設

されていることから、盛土を除去することはできない。また、高速道路高架下には、

道路管理上、立体構築物を設置することもできない。高速道路高架下においては、発

掘調査で検出した 12ｍ幅の道路遺構の位置と規模を、カラー舗装等を用いて平面的に

表示する。また、盛土の斜面には階段を設置する。 

橋脚跡 

高速道路北側、発掘調査で検出した橋脚跡付近において、丘陵に向かう 12ｍ幅のス

ロープを設置する。表面はカラー舗装等を実施する。橋脚跡については平面表示とし、

仕様については設計の際に検討する。なお、橋脚跡付近では発掘調査で川跡が検出さ

れており、現況でも雨水の溜まるところであることから、遺構の保護層を確保しなが

ら、スロープ周辺を若干掘り窪め、湿地帯の形成を図る。 

建物跡 

高速道路高架下では建物跡が３棟検出されている。高速道路高架下で遺構表示方法

に制約があるが、平面表示を行うこととする。仕様等の詳細については設計の際に検

討する。なお、東端の建物跡は盛土の範囲外に及ぶことから、部分的な平面表示にと

どめる。 

川跡 

高速道路高架下の盛土北裾と北側丘陵の間において、検出した川跡の範囲を若干掘

り窪め、湿地帯の形成を図る。 

②多目的広場 

多目的広場１ 

高速道路南側造成地の道路跡以外の範囲については張芝を施し多目的広場とする。 

植栽：高速道路高架下の土盛南裾に、ハギなど『万葉集』に出てくる樹種の植栽を

検討する。 

園路：県道牧甲西線と道路跡とを結ぶ園路を設置する。園路の方位は、紫香楽宮跡

関連遺構の方位の体感を助けるため、道路跡に直角に当たる直線的なものと

する。 

多目的広場２ 

高速道路高架下の盛土北裾と北側山林の間の範囲については張芝を施し多目的広

場とする。 

③交通安全対策 
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県道牧甲西線は西側にしか歩道がないことから、高速道路南側造成地への進入のた

めの横断歩道の設置を検討する。 

（2）道路切通遺構を中心とする史跡整備 

①遺構表示 

道路切通遺構 

12ｍ幅で間伐をおこない道路切通遺構を体感できる空間とする。 

道路切通遺構の範囲内に、木材チップを蒔くなど 1.5ｍから 2.0ｍ幅の園路を設置

する。園路設置に際しては切土を行わない。道路切通遺構の園路の北端は 1.5ｍ幅の

Ｕ字溝と交差する部分までとする。 

石積み 

県道牧甲西線と近江鍛工株式会社の工場進入路とのＴ字路南側に石積みが存在す

る。紫香楽宮関連遺跡群の中で数少ない露出遺構である。遺構の性格の詳細が不明で

あるため、周辺の詳細測量調査や確認調査が必要であるが、紫香楽宮の雰囲気を見学

者が体感できる場所として整備する。 

②雨水排水 

敷地内の雨水排水は、敷地西側の既設雨水排水側溝を利用して排水する。 

③園路 

道路切通遺構の園路北端から県道牧甲西線まで、Ｕ字溝南沿いに幅 1.5ｍから 2.0

ｍの園路を整備する。一箇所、北に石が張り出し園路幅を確保することが困難な箇所

があることから、その場所についてはＵ字溝に蓋をし、園路幅を確保する。 

なお、県道牧甲西線との接続部に、横断待機のための広場を確保する。 

④環境整備 

道路切通遺構とともに当該範囲の間伐をおこなう。当範囲は、現在は植林がおこ

なわれていることから、所有者の経済林としての位置づけを重視する。しかし、

植林が行われる前は里山的な利用が主であったことから、里山的な要素も考慮に

入れた整備方法も検討する。 

なお、道路切通遺構の西側、南斜面の崖面は現状の姿を活かしたものとする。 

⑤交通安全対策 

近江鍛工株式会社の工場進入路の南側に進入防止柵の設置を検討する。 

また、県道牧甲西線は西側にしか歩道がないことから、県道牧甲西線と近江鍛工株

式会社の工場進入路とのＴ字路南側に横断歩道の設置を検討する。 
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第 31 図 新宮神社地区 史跡公園整備計画平面図（長期計画） 
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第４節 鍛冶屋敷地区 

第１項 整備計画の概要 

 
寺院建立に伴う大規模な生産遺跡の実像を伝える史跡整備および遺構展示を行う。ま

た、北側の河川公園の景観に配慮した便益施設の設置を行い、「新宮神社地区」と一

体的に活用できる整備を行う。 

 

第２項 現状：遺構は高速道路の信楽インターチェンジ高架橋用地と耕作放棄地  

遺構は、紫香楽宮造営期とその直後の短期間に３時期の変遷が認められるが、いずれの

時期も寺院に関連した生産遺構であることが指摘されている。 

遺構の 盛期は第２段階であり、送風施設・溶解炉・鋳込み場等のセットが 18 セット

以上同時に操業していた実態が明らかになった。 

史跡指定地は高速道路の道路用地と雑種地（地目は田）である。 

主要遺構は高速道路用地に含まれ、すべて地中に埋まっており見ることはできない。敷

地は造成され、遺構の面影を感じることは困難である。現状では農地法と砂防法の規制対

象地である（道路敷地は除く）。市道隼人線の北側には「隼人川みずべ公園」が広がる。 

第３項 整備の空間区分と整備イメージ 

遺跡の特性や規模、新宮神社地区の立地条件等を踏まえて、当時の空間利用を踏まえた

空間区分と整備イメージは以下の通りである。 

空 間 区 分 ： 甲賀寺に関連する大規模な鋳造工房遺跡の空間 

整備イメージ ・甲賀寺や紫香楽宮の造営過程を示す生産遺跡として、大規模な工房施

設と紫香楽宮の多彩な活動の様子を伝える空間として整備する。 

       ・発掘調査で検出した遺構の一部について活用のための表示を行うとと

もに、北接する「隼人川みずべ公園」に便益施設を設置し、史跡と公

園が一体となった整備を実施する。 

第４項 各整備範囲についての考え方 

本計画では、史跡の適切な整備・活用を図るため、史跡指定地のみならず、北接する「隼

人川みずべ公園」の範囲についても整備の対象と位置づけている。このことを踏まえ、遺

構の配置状況や現況の土地利用、史跡の公開活用上の地域における機能を考慮し、整備対

象区域を、史跡対象地の範囲を「（1）史跡公園整備範囲」、北接する「隼人川みずべ公園」

の範囲を「（2）史跡外の整備範囲」に区分し、各範囲に応じた整備を検討する（第 32 図）。 

（1）史跡公園整備範囲 

史跡公園整備範囲は史跡指定地となっており、既存水路と旧県道によって東部、中

央部、西部に区分される。以下、史跡指定地の東部、中央部、西部の順に記述を進め

る。 
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1）史跡指定地の東部 

高速道路建設の際、事前に発掘調査が実施された範囲である。 

遺構は、紫香楽宮造営期とその直後の短期間に３時期の変遷が認められる。遺構の

盛期は第２段階であり、送風施設、溶解炉、鋳込み遺構等のセットが 18 セット以

上同時に操業していたことが明らかになった（第 12 図）。 

史跡整備にあたっては、 盛期の第２段階の鋳造遺構を表示し、鍛冶屋敷遺跡の規

模、溶解炉の仕組みについて説明サインを用いて解説する。また、携帯端末等を利用

したコンピューターグラッフィクス等による情報提供についても検討する。 

2）史跡指定地の中央部 

かつて高速道路の建設事務所があった、史跡指定地の中央部の約 7,000 ㎡である。

この範囲は、確認調査が実施されていないので、遺構の存在及び内容が不明である。

今後、確認調査を実施し、遺構の内容把握を行った上で、整備計画を再検討する。 
開発を抑制する法的規制が農地法だけで、 も民間開発事業の懸念がある地域であ

り、土地所有者の意向に注意しながら、計画的な公有地化を検討する。 

史跡指定地に所在する旧県道については、教育財産として土地の所属換えの検討を

滋賀県に要請し、この道路を挟んで東西に隔てられている史跡指定地の一体整備が可

第 32 図 鍛冶屋敷地区の各整備範囲区分図 
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能になるよう検討する。さらに旧県道下に敷設されている上水道管についての取り扱

いについても将来的には施設替を含めて検討を進める。 

3）史跡指定地の西部 

民間開発事業に伴い平成 23 年度に公有地化を行った場所である。この範囲につい

ては発掘調査で得られた結果に基づき、建物跡の遺構表示を行う。 

（2）史跡外の整備範囲 

市道隼人線の北側、「隼人川みずべ公園」の一画で、便益施設の整備をおこなう。 

第５項 整備の内容 

（1）史跡公園整備 

1）史跡指定地の東部 

①遺構表示 

銅鋳造関連遺構群 

盛期の遺構である第２段階の銅鋳造関連遺構群（送風施設・溶解炉・鋳込み場等

の鋳造遺構のセットが 18 セット）を平面表示する。また、銅鋳造関連遺構を平面表

示する場所およびその周辺については、盛土と張芝によって遺構検出時の地形復元を

おこなう。 

各鋳造遺構の範囲の表面はカラー舗装等とし、送風装置、溶解炉、鋳込み場につい

ては舗装面とは異なる色彩で、その位置を模式的に示すこととする。また、鍛冶屋敷

遺跡の規模、溶解炉の仕組みについて説明サインを用いて解説し、携帯端末等を利用

したコンピューターグラッフィックス等による情報提供についても検討する。 

銅鋳造関連遺構の遺構表示方法については、信楽焼陶板に真上から撮った遺構写真

を焼き付け、その陶板を設置する平面的な方法や、史跡を活用する活動の一環として、

市民参加の形で、鋳造関連遺構（送風装置である踏みフイゴ、溶解炉、鋳込み場）を

粘土・木材等の自然素材を使用し、立体的に遺構表示する方法なども検討する。 

なお、市民参加型の遺構復元の事例としては、大津市瀬田南大萱町滋賀県営都市公

園びわこ文化公園内に所在する史跡瀬田丘陵生産遺跡群源内峠遺跡において、源内峠

復元委員会が復元した古代製鉄炉の立体表示が参考になる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 33 図 

史跡瀬田丘陵生産遺跡群源内峠遺跡 

        （大津市瀬田南大萱所在） 

 
古代製鉄炉の立体表示 

（市民参加型の遺構復元の事例） 
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西区画溝 

発掘調査において、銅鋳造関連遺構群西側で、銅鋳造関連遺構群の西を区画すると

想定される溝が検出されている。この溝は銅鋳造関連遺構群の方位とほぼ合っている

ことから、見学者が鋳造関連遺構群の範囲や規模を認識するのに役立つほか、紫香楽

宮関連遺構の方位を体感する助けになると考えられる。したがって、区画溝の平面表

示を行うとともに、区画溝の平面表示の西側に園路を設け、銅鋳造関連遺構群の範囲

を示す。 

なお、園路は、史跡指定地の中央部との境に位置する既存水路を渡ることになるの

で、その箇所においては蓋掛けを行う。 

②多目的広場 

信楽インターチェンジ高架橋用地の表面は透水性の土舗装、東側の表面は張芝を施

し多目的広場とする。東辺・北辺にはロープ柵を設置する。 

2）史跡指定地の中央部 

①遺構表示 

西区画溝 

史跡指定地の東部から続く、銅鋳造関連遺構群西側で、銅鋳造関連遺構群の西を区

画すると想定される溝。 

区画溝の平面表示を行うとともに、区画溝の平面表示の西側に園路を設け、銅鋳造

第 34 図  

史跡瀬田丘陵生産遺跡群源内峠遺跡

（大津市瀬田南大萱所在）

 
古代製鉄炉の立体表示 

（市民参加型の遺構復元の事例） 

第 35 図 

史跡瀬田丘陵生産遺跡群源内峠遺跡 

（大津市瀬田南大萱所在） 

 
古代製鉄炉の復元作業 

（市民参加型の遺構復元の事例） 
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関連遺構群の範囲を示す。 

②多目的広場 

史跡指定地の中央部は、かつて高速道路の建設事務所があった場所で、この範囲は、

確認調査が実施されていないため、遺構の規模や性格が不明である。そのため、史跡

指定地の中央部は、遺構の規模や性格が確定するまで張芝を施し多目的広場とする。 

植栽については、市道隼人線側に行うものとし、植生や景観に考慮し、在来種を

基本に、ハギなど『万葉集』に出てくる樹種の植栽を検討する。 

③土地造成（雨水排水） 

高速道路橋脚敷地より西側の区域については、周囲の道路高を計画基準高として盛

土する。区域内の水路については、現状の開渠として存置する。 
敷地表面に排水勾配を設け、敷地内を縦断する既設水路を用いて排水する。なお、

周辺の雨水排水施設の負荷を軽減することを目的として、敷地内に雨水調整施設を設

けることを検討する。 

3）史跡指定地の西部 

①遺構表示 

建物跡 

史跡指定地の西部の表面全体を透水性の土舗装とする。舗装の東辺は、見学者が紫

香楽宮跡関連遺構の方位を体感する助けとするため、建物跡の南北方位とそろえる。 

発掘調査で検出された２棟の掘立柱建物１（桁行４間×梁行１間）、掘立柱建物２

（桁行４間×梁行２間）について建物跡の位置、規模を、カラー舗装を用いた平面表

示により遺構表示する。発掘調査で検出された柱穴、柱掘形についてはペイントまた

はタイル等でライン表示を行う。 

 

（2）史跡外の整備 

①便益施設 

「新宮神社地区」との一体運用を行い、両地区の中間にあたる「隼人川みずべ公園」

内に景観を考慮した便益施設を新設し、既設駐車場の活用を図る。これらの便益施設

を整備することで「新宮神社地区」と「鍛冶屋敷地区」の遺跡の保護と見学者の利便

性の向上を図る。 

②交通安全対策 

県道牧甲西線と市道隼人線の交差点の東側に、「隼人川みずべ公園」と史跡指定地

の西部をつなぐ横断歩道の設置を検討する。 
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第 36 図 鍛冶屋敷地区 史跡公園整備計画平面図（長期計画） 
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第５節 北黄瀬地区 

第１項 整備計画の概要 

 
大型井戸が発掘されたという事実に基づき、地勢や地下水脈など水の豊かな立地環境

を想像、体感するための情報提供を行う。また、資料館で実物展示されている井戸の

あった場所を見に行きたいと思わせるような情報提供を行う。 

 

第２項 現状：遺構はすべて農地の地下に埋まる  

農地（圃場整備された水田）が広がり、遺構を確認することはできない。史跡指定地は

農業振興地域に指定されている。 

史跡の 西端に位置し、現状では土地の利用形態や景観が大きく変わる状況にはなく、

約１㎞離れた「新宮神社地区」や「鍛冶屋敷地区」からも遠望できる。 

第３項 整備の空間区分と整備イメージ 

遺跡の特性や規模、「新宮神社地区」の立地条件等を踏まえて、当時の空間利用を踏ま

えた空間区分と整備イメージは以下の通りである。 

空 間 区 分 ： 紫香楽宮の持つ規模の大きさを体感する空間 

整備イメージ ・紫香楽宮跡関連遺跡群の西端に位置し、精巧な井戸が出土した官衙と

して、史跡群の規模の広がりを感じさせると同時に、奈良時代の技術

水準の高さを伝えるように整備する。 

・現状の土地利用を変更することなく、説明サイン等の表示によって遺

跡の内容と、紫香楽宮全体の中での位置づけなどを伝える。 

第４項 整備計画： 紫香楽宮跡関連遺跡群の範囲、広がりを示す井戸の遺跡の解説 

（1）遺跡の保護 

地中にある遺構の保護に努め、現況の景観を維持保全する。 

（2）説明サイン 

 遺跡の内容、検出された井戸の内容とともに、目視することのできる「新宮神社地区」、

「鍛冶屋敷地区」、「内裏野地区」など、紫香楽宮を構成する各史跡の位置関係と、紫香

楽宮関連遺跡群の広がりを、見学者が把握できるような説明サインを設置する。 
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第 37 図 北黄瀬地区の各整備範囲区分図 

見学者の動線 

史跡境界 

説明サイン 記名サイン 
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第６節 内裏野地区（南の拠点地区） 

第１項 整備計画の概要 

 
寺院遺構と里山景観が調和した史跡環境を整備する。基壇上に露出する礎石遺構を現

状に即して修復し、説明サインや案内標識など多様な手法を通じて露出遺構の展示を

実施する。  

また、礎石遺構が平城宮還都後に信楽で建立された近江国分寺跡とする見方が有力に

なっていることから、下層遺構の有無や内容についての確認調査を実施し、その成果

を踏まえた整備についても検討する。 

 

第２項 現状：疎林の中に礎石遺構が露出する 

アカマツの雑木林の中に建物の礎石が点在している。史跡指定地内からは希少動植物の

生息が確認されている。史跡指定地は大部分が国有地となっている山林で、県立自然公園

に指定されている。推定される主要遺構は、ほぼ史跡指定地に含まれる。 

「宮町地区」とともに史跡の中核地区である。遺構が地表に露出しているが、整備後 45

年以上が経過し、基壇の崩落、土砂の流失が進み危機的状況にある。 

また、主要遺構周辺の山林についても、地域住民の手による維持管理や県事業による間

伐により、一定の里山の風景を取り戻しているが、近年、松枯れの再発や樹木の繁茂が著

しく鬱蒼とした状態に戻りつつある。 

さらに、前回の史跡整備前後に設置された正面のコンクリート道路や、滑りやすく段差

が大きい中門に至る石積み階段についても見学者の利便性を損ねている。 

特に史跡指定地南側および東側の民地境界沿いからは、繁茂する樹木に対する苦情も多

く、維持管理上の注意が必要である。 

第３項 整備の空間区分と整備イメージ 

遺跡の特性や規模、「内裏野地区」の立地条件等を踏まえて、当時の空間利用を踏まえ

た空間区分と整備イメージは以下の通りである。 

空 間 区 分 ： 古代の寺院空間を原位置で体感する空間 

各地区をネットワークで結ぶための拠点地区に位置付け、史跡情報の

発信拠点や見学拠点として活用施設の整備を行う。 

整備イメージ ・礎石が地表面に露出していることから古代の寺院空間を原位置で体感

できる場所として、現状の整備形態を踏襲する。 

・整備すべき遺構を抽出し、遺跡保護と見学者の利便の双方が一致する

整備を実施するとともに、主要遺構周辺に広がる里山景観の保全や散

策道の整備等の環境整備を行う。 

・現状の遺構の評価を学術的に確定するための確認調査を実施する。 

・史跡指定地の官民境界の確定し、史跡の適切な管理に努める。 
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第４項 各整備範囲についての考え方 

「内裏野地区」については、遺構の配置状況や現況の土地利用、史跡の公開活用上の地

域における機能を考慮し、整備対象区域を、礎石遺構を中心とする主要伽藍が展開する範

囲を「（１）礎石遺構を中心とする史跡整備範囲」、主要伽藍の南側と北側の寺院遺構の広

がりが想定される範囲を「（２）礎石遺構南側・北側の史跡整備範囲」、主要伽藍および寺

院遺構の周辺に広がる森林の範囲を「（３）主要遺構周辺の環境整備範囲」、史跡南端の範

囲を「（４）エントランス範囲」に区分し、各範囲に応じた整備を検討する（第 38 図）。 

（1）礎石遺構を中心とする史跡整備範囲 

露出遺構の展示を実施する。 

丘陵山頂部に位置する主要遺構は、史跡の中で唯一遺構が直接観察できるものであ

るので、基壇の流出や損壊を防ぐため、基壇や一部法面の修復整備を実施する。 

現状基壇上の樹木の内、スギ・ヒノキ等の大径木はその根茎の成長が遺構の損傷に

つながるため、早期に伐採、撤去する。また、今も続いている基壇の土砂の流出を食

い止めるための方策について検討し、遺構保護・保存を速やかに実施する。 

これまでの調査結果から金堂は木装基壇の可能性があるが、金堂以外の遺構の基壇

については不明である。今後、確認調査をおこない、その結果をもとに遺構が損傷し

ないような形で遺構表示・復元に努める。 

また、現在の地表に露出している礎石遺構は、平城宮還都後に信楽で建立された近

江国分寺跡とする見方が有力になっている。しかし、下層遺構の有無や内容について

の確認調査が十分実施されていないため、露出遺構の下層に甲賀寺の遺構が存在する

かを確認するための調査が必要である（第 14 図）。 

（2）礎石遺構南側・北側の史跡整備範囲 

礎石遺構の南側および北側は、これまで確認調査が実施されたことのない範囲であ

る。南側の範囲では、南門の他、寺院関連遺構が存在している可能性が高い。一方、

北側の範囲でも、鍛冶屋敷遺跡の存在や、東山遺跡で道路遺構が検出されていること

から、寺院関連遺構が存在している可能性が高い。そのため、当該整備範囲において

は、遺構の有無および性格・規模を確定するための確認調査を実施し、その結果をも

とに遺構が損傷しない形で遺構表示・修復に努める等、整備内容を検討する。 

また、正面道のコンクリート道路や中門に至る石積み階段等について、見学者の安

全の確保の観点からも修理・修復を検討する。 
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（3）主要遺構周辺の環境整備範囲 

現在、主要遺構周辺はアカマツの混じる広葉樹林で覆われているが、昭和初期の整

備時の写真によると、当時はアカマツの疎林であったことが判明する。このことから

林床の下草刈や間伐等の作業を定期的に行い、明るい雑木林の中に史跡が存在する本

来の姿を目指す。 

現在においては、史跡指定地内に東海道自然道が通り、史跡見学者だけでなく、ハ

イキング等多様な目的をもった人々が来訪していることから、主要遺構だけでなく、

管理の行き届いた里山景観を散策できる空間とする。 

（4）エントランス範囲 

本範囲は、内裏野地区のメインエントランスに該当する。そのため見学者には、「内

裏野地区」全体に関する総合的な情報提供、エントランスとして滞留できる広場的空

間と休息施設、エントランスにふさわしい環境修景、管理車両・緊急車両の駐車、駐

輪が可能なスペース、トイレ等の便益施設といった諸機能を備えた整備を実施する。 

 

第 38 図 内裏野地区の各整備範囲区分図 
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第５項 整備の内容 

（1）礎石遺構を中心とする史跡整備 

①伐採・撤去 

 中門、金堂院回廊、金堂、講堂、鐘楼、尾廊、僧房、小子房、食堂については、現

状基壇上にあるスギ・ヒノキ等の大径木を早期に伐採・撤去する。 

②遺構の保護・保存 

中門 

周辺からの雨水を排水するための雨水側溝等を中門基壇の周囲に設置する。中門基

壇については、必要な高さまで覆土し、表面は雨水による侵食防止のために、舗装、

砂利敷き、張り芝等の処置を施す。この場合、基壇周囲の土留めについては、法面処

理や基壇復元資料に基づいた石積み等を検討する必要がある。 

中門～金堂 

表土流失を止めるためにシガラ等の土留め工を斜面のコンターに沿って敷設する。

表土を安定させるために、樹木を伐採し林内の日照条件を改善して下草や低木が生育

する環境条件に改善する。 

金堂・講堂 

基壇周囲に土留め工を施し、必要な高さまで基壇部を覆土する。基壇表面について

は、表土の安定を図るために、舗装、砂利敷き、張芝等の処置を施す。この場合、基

壇周囲の土留めについては、法面処理や基壇復元資料に基づいた石積み等を検討する

必要がある。 

なお、基壇の斜面を修理する方策については、土の斜面、石積み、蛇かご、土嚢な

どの方法が考えられるが、どの方法も復元と誤解されないための方策が必要である。

将来的に基壇を復元するのであれば、応急処置としては、石積みなどで修理するより

も土嚢を積む、または、土の法面で処理するのが適切である。 

鐘楼 

表土の侵食が進んでいる斜路の部分について、舗装や階段と砂利敷きなどを施すこ

とによって表土の安定を図る。 

塔院中門 

人止め柵の修理、法面の表土流失防止については土留めシガラ工等を施す。 

塔 

表土の浸食が進んでいる斜路の部分について、舗装や階段と砂利敷きなどを施すこ

とによって表土の安定を図る。 

中門～金堂 園路 

園路沿いに側溝等の排水施設を敷設する。また、端部に縁石などの舗装止めを敷設

して園路の端部に力が加わっても損傷しない構造に改修する。 
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③地形復元 

礎石遺構を中心とする史跡整備範囲の地形復元 

台地上のほぼ全域を占めて礎石遺構は造営されており、その範囲は遺構の 外側の

礎石列をとれば、南北 380 尺、東西 350 尺である。礎石遺構は西方に若干の余地が指

摘されており、確認調査で東大寺式伽藍配置をとることが判明したことから、金堂院

の東西に塔院をもつものと仮定すれば、東西は 500 尺となり、西側の余地は西塔院の

想定地となる。したがって、この範囲に関しては、寺院当時の地形復元を目指し、遺

構に悪影響を与える恐れのある窪地、崖等、水が流れる場所については確認調査を行

い、盛土等の地形成形を行うことにより、遺構の保護を図ることとする。 

また、塔院中門南方の平坦地においても寺院当時の地形復元を目指し、遺構に悪影

響を与える恐れのある窪地、崖等、水が流れる場所は、盛土をして地形成形を行い、

遺構の保護を図ることとする。 

小支谷の地形復元 

『史跡紫香楽宮跡保存施設事業報告書』（滋賀県教育委員会 1967）によると、露出

遺構の密接する台地上は、金堂院からなる西支脈と、（東）塔院からなる東支脈の東

西２小支脈に分かれ、西支脈と東支脈の間にかなり深い小支谷をもっていたという。

しかし、昭和３年頃に小支谷を登るような形で県道拡幅工事が行なわれ、工事が行わ

れた部分については掘削が行われたと考えられる。したがって、第 39 図の「法面保

護」で示した範囲については確認調査を行い、盛土および崖面の補強を行うことによ

り寺院当時の地形復元を行うとともに、遺構の保護を図ることとする。 

④遺構表示 

中門・金堂・講堂 

伽藍中心軸線に位置する中門、金堂、講堂は、基壇整備を検討する。 

中門については、かつて確認調査が実施されているが、礎石の図化のみを実施し、

基壇の残存状況等の確認は行っていないので、再度確認調査を行い詳細なデータを取

得することとする。 

金堂については、金堂西軒廊との接続部と、北西隅、礎石列、礎石周辺で確認調査

を実施したが、現位置を保つ礎石を確認できなかった。また基壇外装については木装

基壇の可能性が指摘されているが、調査範囲が狭かったこともあり、再度確認調査を

行い詳細なデータを取得することとする。 

講堂については、尾廊接合部と北東隅の確認調査が実施されているが、基壇の確定

に至っていない。再度確認調査を行い詳細なデータを取得することとする。 

中門・金堂・講堂ともに、確認調査の結果をもとに、基壇外装については遺構が損

傷しないような形で表示し、基壇上面については、礎石を露出展示し、土の流出防止

と修景の観点から真砂土を補充する。 

なお、各遺構について、確認調査によって雨落溝等の位置、幅等が確認できた場合

は、付属する遺構の遺構表示についても検討を行うこととする。 
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金堂院回廊（南面回廊・西面回廊・東面回廊・金堂西軒廊・金堂東軒廊） 

金堂院回廊の南面回廊西行、西面回廊、金堂西軒廊については、これまで確認調査

が実施されており、礎石と掘立柱で構成される単廊構造であることが判明している。

一方、南面回廊東行、東面回廊、金堂東軒廊については、一部遺構が削平を受けてお

り、また確認調査が実施されていないことから、その詳細は不明である。したがって、

南面回廊東行、東面回廊、金堂東軒廊については確認調査を行い詳細なデータを取得

するとともに、確認調査の結果をもとに遺構が損傷しない形で遺構表示・修復に努め

ることとする。 

南面回廊、西面回廊、東面回廊、金堂西軒廊、金堂東軒廊については、礎石と掘立

柱建物で構成される単廊構造である可能性が高いことから、基壇幅の盛土張芝によっ

て象徴的に表示し、遺構の保護を図る。 

経楼 

経楼については、一部確認調査が実施されているが、基壇の詳細は不明である。し

たがって、再度、確認調査をおこない詳細なデータを取得するとともに、確認調査の

結果をもとに遺構が損傷しない形で遺構表示・修復に努めることとする。 

基壇上面に露出する礎石遺構については、確認調査結果に基づき修復し、平面表示

する。また、基壇上面は土の流出防止と修景の観点から張芝とする。 

尾廊 

尾廊は確認調査が実施されているので、露出する礎石遺構については、確認調査結

果に基づき修復し、平面表示する。また、基壇上面は土の流出防止と修景の観点から

張芝とする。 

鐘楼・塔・塔院中門 

鐘楼、塔、塔院中門については確認調査を実施し、遺構の性格・規模、基壇の構造

等の詳細なデータを取得するとともに、確認調査の結果をもとに遺構が損傷しない形

で遺構表示・修復に努めることとする。 

基壇上面に露出する礎石遺構については、確認調査結果に基づき修復し、平面表示

する。また、基壇上面は土の流出防止と修景の観点から張芝とする。 

僧房・小子房 

僧房、小子房については確認調査を実施し、遺構の性格・規模等の詳細なデータを

取得するとともに、確認調査の結果をもとに遺構が損傷しない形で遺構表示・修復に

努めることとする。 

表面に露出する礎石遺構については、確認調査結果に基づき修復し、平面表示する。

また、表面は土の流出防止と修景の観点から張芝とする。 

塔院回廊 

『史跡紫香楽宮跡保存施設事業報告書』（滋賀県教育委員会 1967）によると、塔院

回廊は、全く重列の要素はみられず、特殊なものではあるが、単列であった可能性が

高いと指摘されている。しかし、金堂院回廊が礎石と掘立柱で構成される単廊構造で

あることが判明していることから、塔院回廊が金堂院回廊と同様の単廊構造であった

可能性も考慮する必要がある。 
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いずれにしても、塔院回廊については確認調査を行い詳細なデータを取得するとと

もに、確認調査の結果をもとに遺構が損傷しない形で遺構表示・修復に努めることと

する。 

塔院回廊については、基壇幅の盛土張芝によって象徴的に表示し、遺構の保護を図

る。 

食堂 

僧房、小子房跡の東方に所在する推定食堂は、すでに昭和５年の調査時、損傷が大

きく、前回の整備の際は復旧が至難であったため前回の整備では整備対象外となった。 

食堂についても確認調査をおこない詳細なデータを取得するとともに、確認調査の

結果をもとに遺構が損傷しない形で遺構表示・修復に努めることとする。 

⑤雨水排水 

雨水排水は周辺の樹林地に自然排水することを基本とするが、基壇部などの修復を

行った区域については雨水排水側溝等によって集水し、南側斜面裾部にある池を活か

した形で設ける雨水調整施設を介して敷地外に排水する。 

（2）礎石遺構南側・北側の史跡整備 

①修復 

中門南側斜面 

中門南側は急な斜面となっており。雨水による土砂の流出、崩落の可能性があるこ

と。また、中門に至る石積みの階段等について安全面確保の観点から修理・修復の必

要がある。したがって、中門南側周辺において確認調査を実施し、遺構の有無、規模

等の詳細なデータを取得するとともに、確認調査の結果をもとに中門南側斜面、およ

び中門に至る階段等の修理・修復工事を行う。 

②遺構表示 

正面道 

前回の史跡整備前後に設置された正面のコンクリート道路や、滑りやすく段差の大

きい中門に至る石積み階段については、見学者の安全の確保の観点から修理、修復が

求められている。 

寺院へ入るための正面道が存在した可能性は高い。そのため、確認調査で南門や正

面道の存在、規模を確定し、その結果をもとに、遺構が損傷しない形で、史跡南端の

エントランスの範囲から中門まで、正面道の本来あった位置と規模を復元表示する。

また中門に至る階段の整備も行う。 

道路跡 

礎石遺構北方の東山遺跡では幅 12ｍの道路遺構が検出されている（第 14 図）。そ

のため、東山遺跡で検出された道路跡がどこまで南に延びるのか、あるいは道路跡周

辺の寺院遺構の性格を解明するための確認調査を実施する。確認調査の結果をもとに、

遺構が損傷しない形で、史跡北辺から主要伽藍北辺まで、道路跡の本来あった位置と

規模を復元表示する。 
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閼伽池（あかいけ） 

現状のまま維持する。周辺は木々で鬱そうとしており、池の水深も深いことから、

危険防止のため、立ち入り防止柵で池を囲むこととする。立ち入り防止柵は周辺の景

観に配慮した色彩・形態とする。 

③園路 

小子房より北東に延びる小路およびその周辺について確認調査を実施し、その結果

から可能であると判断された場合は、小路を舗装し、管理用道路を兼ねた園路とする。 

④雨水排水 

南側斜面裾部にある池を活かした形で設ける雨水調整施設を介して敷地外に排水

する。なお、池に生息するアメリカザリガニ、コイを除くなどして、自然の池の植生

と湿原を復活させる。 

（3）主要遺構周辺の環境整備 

①植生 

現在、主要遺構周辺の環境整備範囲および史跡地内はアカマツの混じる広葉樹林で

覆われているが、昭和初期の整備時の写真によると、当時はアカマツの疎林であった

ことが判明する。このことから林床の下草刈や間伐等の作業を定期的に行い、明るい

雑木林の中に史跡が存在する、管理の行き届いた里山景観を散策できる空間とするた

めの整備方法を検討する。 

整備方法の検討にあたっては、主要遺構周辺の整備環境範囲およびその周辺地域に

ついて事前に植生調査を行い、その結果を整備方法検討の基礎資料とする。 

植生調査は、過去の空中写真や地図などを用いて対象地の植生の変遷を全体的に把

握するという視点からと、現在の現地の植生の状況を把握するという２つの視点から、

専門家とともに行い、里山本体の植生や人々との関わりがどのようであったかを確認

する。 

②湿原・水系 

「内裏野地区」西側の湿原とその周辺には、湿原性の植物・昆虫類の多様性が認め

られ、総合的にみると、非常に貴重な生態系を構成していると考えられる。 

「内裏野地区」西側の湿原は史跡地外ではあるが、史跡隣接地であり、その保護と

整備活用方法についても一定の検討をする必要がある。 

その保護と整備活用方法の検討にあたり、まず、湿地の維持には地下水系を含めた

水の通りを把握する必要がある。そこで、「内裏野地区」の西側を中心に「内裏野地

区」の水の通り、湧水地や滞水池等を専門家と調査し、水系図を作成する。これを基

に、「内裏野地区」西側の湿原に関する、保護と整備活用方法を検討する。 

（4）エントランス 

 史跡の南端はエントランスとして滞留できる広場的空間と休憩空間、エントランス

にふさわしい環境修景、管理車両・緊急車両の駐車、駐輪が可能なスペースとする。 

 史跡南端部の低地部は確認調査を実施し、その結果から可能であると判断された場

合は盛土で埋め、平坦地とする。正面道は南端まで復元表示する。また、現在使用さ
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れている県道牧甲西線から史跡への進入路はカラー舗装等を実施し、里山散策路を兼

ねて史跡境界を周回する管理道路とする。 

 また、史跡指定地南境界に排水溝を設置する。 

平成 16 年度に改築されたトイレ等の便益施設は、現状を維持する。 
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第 39 図 内裏野地区 史跡公園整備計画平面図（長期計画） 
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第 40 図 内裏野地区 礎石を中心とする史跡整備 整備計画平面図（長期計画） 

（表示・整備内容は第 39 図と同じ） 
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第５章 公開活用施設の整備計画 

 

第１節 南北の拠点地区の施設整備 

 

第 1項 基本的な考え方 

史跡と紫香楽宮跡関連遺跡群の公開活用において、当時の生活をさまざまな形で内包

する都城遺跡という特性から史跡整備等と併せて、遺構が伝える本質的価値の伝達を

補完するものとして、活用施設の設置が求められる。 

施設の整備は、史跡整備だけで伝えられない遺跡情報を補完的に提供する機能だけで

なく、見学者に対する見学情報や、紫香楽宮の構造や当時の生活の実態等の調査研究

成果の提供、出土遺物の公開を担う場として位置づける。 

また、施設に付属して遺跡保全や景観に配慮した上で便益施設の設置についても検討

する。 

（1）南北の拠点地区の設定による史跡間のネットワークと雲井地域全体での活用 

活用施設の設置に際しては、１つの拠点に活用施設を設置するだけでは、見学時の各

地区のネットワークが十分に機能せず、紫香楽宮跡が本来持つ多彩な古代都市空間を

見学者に伝えられないことから、本質的価値を十分に伝達することができない。 

そのため、活用施設の設置においては、情報発信機能を分散し、「宮町地区」と「内

裏野地区」の２つの拠点を設定し、各々の拠点から遺跡価値の情報を提供し、史跡間

のネットワーク化を進めるとともに、雲井地域全体の振興に対する波及効果を考えた

事業促進を前提とする。 

（2）「宮町地区」と「内裏野地区」における公開活用のための役割分担 

紫香楽宮の宮殿建物が立地する「宮町地区」は、史跡の北端に位置するため、国道 307

号や新名神高速道路からの視認性が低い。反面、史跡の周辺には田園が広がり、周囲

の山の自然環境とともに、良好な農村景観が維持されている。 

このことから「宮町地区」では、紫香楽宮の規模と歴史的価値を体感するための史跡

整備に重点を置き、遺構保存活用施設の整備を図る。また、周辺の景観や環境保全等

に配慮して駐車場等の便益施設整備は 小限度とする。 

一方、「内裏野地区」は、交通量の多い国道 307 号付近に位置することから、南の拠

点施設として、紫香楽宮跡関連遺跡群全体に対する誘客機能と駐車場等の便益施設を

持つ資料館を配置し、北の拠点地区である「宮町地区」へ誘導を図る。 

南北の２つの拠点地区で公開活用機能を分担し、中間に位置する３地区を含めたネッ

トワークの利用促進を図る。 

 以上の検討より、「宮町地区」と「内裏野地区」の２つの地区を拠点地区として位置

づけ、「宮町地区」に遺構保存活用施設、「内裏野地区」に資料館を設置し、南北の２

つの拠点地区を中核として、史跡間を周遊する利用形態とすることで全体をカバーす

る。 
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第２節 宮町地区（北の拠点地区）の施設整備について 

第１項 整備の目的 

「宮町地区」においては、遺跡保存を 優先課題として、 も効果的な史跡整備を行

う。周辺景観に対する影響や社会的動向、集落経営の状況に十分配慮しながら、遺構

を顕在化し、見学者に史跡の本質的価値を伝えるために遺構表示に必要な整備を行な

う。 

施設の整備は、史跡整備の表示方法の１手法として史跡内に遺構保存活用施設の設置

を検討し、「内裏野地区」周辺の国道 307 号沿いに誘客・誘導機能を持つ資料館と連動

し、２館で情報発信機能を分担する。 

第２項 立地 

「宮町地区」の遺構保存活用施設には、遺跡の本質的な価値を伝えるための原位置で

の遺構表示を行なうための覆屋の建設を基本とし、情報発信機能を付加することを検

討する。 

第３項 施設規模 

その機能は史跡整備に際して遺構表示上必要なものとし、紫香楽宮の大規模建物を表

示し、見学者が体感する場所として西脇殿の一部に覆屋を建設する。 

また、見学者の紫香楽宮への知識や理解を促進させるため、出土品の一部展示や視覚

情報の提供機能等を併せ持つこと等を検討する。 

さらに、便益施設の設置にあたっては、遺構や景観保全の影響を十分に配慮してその

位置を検討することとする。 

第３節 内裏野地区(南の拠点地区)の施設整備について 

第１項 整備の目的 

短期計画で、南の拠点施設に紫香楽宮見学に必要な遺跡情報の発信機能、出土品の

公開、展示および史跡管理機能を担う資料館の建設に着手し、史跡をネットワークで

結ぶ「要」に位置付ける。 

また、施設整備時には、紫香楽宮の見学者だけでなく、他を目的として信楽地域を

訪れる観光客の誘客や便益機能を付加できるよう観光拠点としての利用も考慮し、農

作物やその加工品の販売等による地域社会の振興や地域社会や住民が見学者と交流す

るための場所としての活用、情報発信の機能強化により、紫香楽宮に対する理解と文

化財保護意識の向上を図ることで、地域住民や見学者等の利用者増大に向けた利用者

の裾野拡大に努める。 

さらに信楽地域への観光客の主要移動ルート沿いに施設を設置することで、信楽方

面と水口甲南方面の観光ルート上に見学対象が増加し、甲賀市域での観光地間の連続

性や利便性が向上すること、甲賀市内にはなかった歴史が体感できる史跡整備がされ

ることで、甲賀市が持つ魅力を新たに発信できるなど、信楽地域を含む甲賀市域全体

での観光振興に貢献する施設整備に努める。 
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また、副次的には、スローツーリズム※7 による公共交通機関の利用者増加や交流人

口の増加による地域の賑わい、活性化が考えられ、地域の主産業である農業において

も従来型から観光型農業への転換を促進する契機となる。 

 

※７：スローツーリズム 

従来の見て回る観光形態とは異なり、個々人の価値観や興味を主体とした目的型観光や、地域の

文化に触れ、地域の人々と交流する地域密着型の体験型観光を意味する。 

マイカーを使わずに、ゆっくり・じっくり・のんびりと、自分なりの時間を楽しみながら、地域

に残るスローな生活文化に触れて、その価値を再確認するような旅行のスタイル。 

 

第２項 立地 

紫香楽宮全体の情報発信拠点に位置づけることから、建設位置は史跡外とし、紫香楽

宮の見学ルートと現状の甲賀市地域の観光動線を考慮し、「内裏野地区」周辺の国道 307

号沿いに設置し、史跡の誘客・誘導機能を持ち、紫香楽宮の理解や見学時に必要な情

報発信を行う。 

なお、建設場所については、「整備活用基本計画」に示した「内裏野地区」南側の国

道 307 号沿線で以下の諸条件を満たす場所が今後の利活用から適切と考えられる。 

① 史跡利用に際して、交通手段が公共交通機関を利用した徒歩または自転車による

見学を優先することから、史跡までの距離と公共交通機関からのアクセスが十分

配慮されていること。 

② 国道 307 号の拡幅計画が進められ、上下線が分離される見込みであることから、

自動車による利用を考慮すると、上下線のアクセスが容易になる交差点付近に立

地すること。 

③ 史跡の誘客・誘導機能を 大限に発揮するためには、地域の観光情報や地域振興

の拠点となる機能を付加し、将来的に運営時の地域住民の協力や施設機能の拡充

整備に際する発展性についても配慮されていること。 

   付加すべき機能の具体例としては、地域住民や農業諸団体が運営母体となる農産

物販売を主にした地域利用型施設の併設や甲賀市域の観光情報の発信機能が考え

られ、今回の主目的である史跡整備と従来の観光情報提供、信楽地域ではなかっ

た地場農産物の提供を並列的に提供することで、歴史見学の枠にとらわれず一般

利用者が求める「知る。楽しむ。食す。」の観光の三大要素を満たせるよう施設の

あり方を検討する。 

第３項 施設規模 

建設費用や維持費用を軽減するため、施設規模は可能な限りコンパクトにまとめ効

率的な運用を図る。 

また、史跡見学に際して必要な情報を提供するためには、常設展示および企画展示

の 2つのテーマで情報を発信するために 小限の施設は以下の内容と考えられる。 

特に施設の設置にあたっては、史跡利用者と観光客の双方を満足させるため、紫香

楽宮と観光の両面で絶えず新鮮な情報の提供することができるよう、施設レイアウト

等について建設時に工夫をおこなう。 
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資料館建築面積  約 800 ㎡ 

展示室 2 室(空調タイトケース等)       300 ㎡ 

特別収蔵庫                           30 ㎡ 

書庫・作業室                         40 ㎡ 

展示収蔵庫・荷解き室                 150 ㎡ 

  エントランス・史跡見学情報提供コーナー  135 ㎡ 

トイレ等便益室                50 ㎡ 

機械・空調設備                40 ㎡ 

学芸員・事務室                40 ㎡ 

ピロティ                 15 ㎡ 

   地域振興施設建築面積   約 485 ㎡ 

     農産物等販売施設（バックヤード含）   300 ㎡ 

     観光情報発信コーナー           20 ㎡ 

トイレ等便益室                50 ㎡ 

事務所                  15 ㎡ 

ピロティ(兼オープン販売ブース)      100 ㎡ 

  合計  約 1,285 ㎡   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第 41 図 南の拠点施設（内裏野地区資料館） 建設適地の範囲 
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第 42 図 南の拠点施設（内裏野地区資料館） 建築平面のイメージ 
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第４項  施設機能 

① 史跡をネットワークで結ぶ「要」に位置付けられ、パーク＆ライドの起点となるこ

とから、大型観光バスを含めた駐車場、駐輪場機能を強化する。 

② 紫香楽宮見学に必要な遺跡情報発信機能の他、出土品の公開、展示及び史跡管理機

能を担う。 

③ 必要な設備内容として、紫香楽宮の歴史的価値を発信する公開分野として常設展示

室と遺跡の理解や見学に必要な情報発信に必要な情報提供ブースを設ける。 

④ 紫香楽宮跡は短期間の存続期間と遺構の特殊性、出土遺物の豊富な種類と量から学

術的価値が極めて高く、特にまとまった出土量と内容をもつ木簡群の重要文化財指

定を念頭に、資料館の主たる展示物として活用するため、学芸員の常駐と併せて遺

物取扱いと公開が可能な施設条件を満たす。 

⑤ 管理分野においては、公開に必要な資料館の管理機能の他、整備した史跡公園の維

持管理機能、継続する発掘調査に対する調査研究機能を付与する。 

ただし、短・中期計画では、土器類等の安定した出土品の保管場所として、既設の

黄瀬文化財作業所の収蔵庫で保管、整理作業を継続することで、資料館のコンパク

ト化、初期建設費用の縮減に努める。 

⑥ 情報化社会に対応するため、情報携帯端末機に対する Wi-Fi 設備や環境負荷軽減を

求める社会ニーズを配慮し電気自動車の急速充電設備の導入についても検討する。 

⑦ 資料館に併設する付属施設の施設機能として地場農産物の販売や甲賀市域の観光情

報の発信等を検討する。複合型の施設整備により、歴史見学以外のさまざまな観光

目的の見学者が利用でき、全体として甲賀市域全体の観光振興や産業振興が進むよ

う考慮する。 

⑧ 南の拠点施設の建物プランや施設規模については、基本設計までに史跡を巡る諸条

件を詳細に収集、分析し、より効果的な運用が図れるよう、引き続き検討を加える

ものとする。 

第５項 敷地面積  

敷地面積 約 2,700～4,500 ㎡ 

施設規模に対応して、初期建設段階の敷地面積は、大型車両や普通車 20 台程度が駐車

できる駐車スペースや展示搬入口、ユニバーサル化に伴う便益施設等の設置確保が 低限

必要になり、建物面積の２倍程度の敷地面積の確保が必要と思われる。 

また、拠点施設としての誘客・誘導機能を 大限に発揮するためには、地域の観光情報

や産業振興機能を付加させる必要がある。近年県内で設置されている類似施設では、普通

車 100 台程度の駐車場を設置することも珍しくなく、パークアンドライドの起点として計

画している点や施設の利用状況の推移によって拡充整備に際する土地の発展性について

も配慮することが必要である。 
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史跡内 史跡外  

機能 

 

史跡 

施設 
宮町地区 新宮神社 

地区 

鍛冶屋敷

地区 

北黄瀬 

地区 

内裏野 

地区 

資料館 

保存 遺構保存 保全方法 ○(地下) ○(地下) ○(地下) ○(地下) ○(露出)  

 遺構保護 公有地化 ○(一部) ○(一部) ○(一部) ― ○(完了)  

整備 遺構整備 史跡整備 ○(一部) ○(一部) ○(一部) ― ○(一部)  

 周辺整備 環境整備 ○ ○ ○ ― ○  

 案内表示 説明板 ○ 既設利用 既設利用 既設利用 ○  

  誘導標識 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  バーチャル・CG ○ △(検討) △(検討) ― △(検討) △(検討) 

  インスタレーシ

ョン等 
○(一部) △(検討) ○(一部) ― ―  

活用 便益施設 駐車場 宮町会館 

(暫定) 

みずべ公園 みずべ公園 ― ― ○ 

（新設） 

  展望場 ○      

  

トイレ 
既設利用 
一部新設を
検討 

みずべ公園

に新設 

みずべ公園

に新設 
― 既設利用 ○ 

  駐輪場 ○ みずべ公園 みずべ公園 ― ○ ○ 

 休養施設 ベンチ・四阿等 宮町会館 みずべ公園 みずべ公園 ―  ○ 

公開 活用施設 施設の位置づ

け 

遺構保存施

設または展

示活用施設

    
展示活用施

設 

  情報発信機能 ○     ○ 

  展示機能 ○（一部）     ○ 

  管理機能      ○ 

  収蔵・保管機能      ○ 

  調査研究機能      ○ 

第 4 表 「史跡」整備及び情報発信施設の機能一覧表（短・中期的見通し） 
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第４節 史跡間の動線およびサイン設置計画 

第１項 動線計画 

史跡間の動線は、「整備活用基本計画」に基づき、各史跡が一体のものとして認識できる

ようルート整備を図る。 

また、史跡間の移動手段やルート設定にあたっては、地域の社会活動や周辺環境に大き

な負荷がかからない計画案の策定と実施過程での地域理解を得るための協議を前提とす

る。 

（1）基本的な考え方 

① 史跡内の移動手段は徒歩または自転車を基本とする 

田園や里山の風景と調和した地域に史跡が分布する一方で、史跡が集落や住宅地に

近い場合もあることなどを考慮して、対象地内の自家用車の乗り入れを規制し、史跡

の見学利用のための交通手段は、徒歩または自転車、公共交通の利用を基本とする。 

② 南の拠点施設として資料館を整備し交通導線の起点とする 

南の拠点施設は、紫香楽宮跡関連遺跡群全体の玄関となり、幹線道路からの見学者

を誘導する役割を担う。ここに自家用車やバスを受け入れる駐車場を整備する。 

自家用車やバス、信楽高原鐵道で来場した見学者は、資料館で遺跡情報を収集する

とともに、徒歩又は自転車、公共交通に切り換えて、史跡間を散策観光するようにす

る。 

③ 公共交通機関の充実と利用促進 

 広い利用者に対応 

する移動手段の基本は 

徒歩または自転車とす 

るが、高齢者や体の不 

自由な方の利用には、 

コミュニティバス等の  

公共交通機関の充実や 

利用促進を進めること 

によって対応すること 

を検討する。 

（2）徒歩による周遊ルート 

周遊のための計画の基 

本的な考えに則して、各 

地区と資料館及び遺構保 

存活用施設（２つの拠点 

施設）、紫香楽宮跡駅、 

雲井駅（信楽高原鐵道） 

を結ぶメインの遊歩道ルー 

トを設定する。 

自家用車を

南の拠点施

設で駐車 

自転車・徒歩で 
史跡指定地へ 

自 転 車 ・ 徒

歩で史跡指

定地内の周

遊を楽しむ 

資料館 
（南の拠点施

宮町地区（北の拠点施設） 

新宮神社地区北黄瀬地区 

鍛 冶 屋 敷 地

内裏野地区 

信楽高原鐵道

雲井駅 

紫香楽宮跡駅 

自動車動

自動車動

第 43 図  紫香楽宮跡関連遺跡群の移動手段模式図 
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徒歩による周遊ルートは、各地区をできるだけ 短距離で結び、かつ「内裏野地区」

の山林や「新宮神社地区」の道路切通遺構といった史跡の特性を直に感じ、利用者が

楽しめるルート設定を行う。また、メインルートから周辺の観光場所を結ぶ形で、地

域の自然や史跡の広がりを感じられるサブルートを設定する。なお、遊歩道のルート

はコミュニティバスや自動車の動線とできるだけ分離し、重なる区間は可能な限り歩

道の整備された区間に限定する。 

また、ルート上の山麓付近では、近年急増する獣害対策のために柵が設置されている

ことから、徒歩通行の妨げになることが予測される。対策として、通行ゲートの閉め

忘れによる獣害防止のため、イギリスで盛んなフットパスで見られる「キッシングゲ

ート」の採用についても検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）自転車による周遊ルート 

徒歩による周遊ルートと同様に、周遊のための計画の基本的な考えに則して、各地区

と資料館（拠点施設）、紫香楽宮跡駅・雲井駅（信楽高原鐵道）を結ぶメインの自転車

周遊ルートと地域に広がるサブルートを設定する。 

自転車による周遊ルートの設定にあたっては、階段や勾配の厳しいルートを避けると

ともに、自転車と歩行者との事故についても配慮して、徒歩ルートとは分離する方向

で検討する。 

（4）コミュニティバス等の公共交通機関を利用する周遊ルート 

交通弱者等の利用に対応するために、現状では平日だけ運行されているコミュニティ

バスの休日運行や見学場所に対応した停留所の見直しについても関係部署との協議を

行う。また、信楽高原鐵道の紫香楽宮跡駅や雲井駅を発着地とするルート整備や、自

家用車による見学者の比率を下げるために公共交通機関利用者には一定の優遇措置を

設ける等の検討が必要となる。 

（5）自動車移動に対する受け入れの考え方 

自動車で移動する見学者については、「南の拠点地区の資料館」での駐車を基本とす

るが、障がい者等の自動車利用については別途に検討する。ただし、自動車のルート

は、できる限り集落内の既存道路を利用しないルート設定を行ない、誘導サインなど

を設置して地元の住民の方々の生活に極力影響を与えないための配慮が必要である。 

（6）徒歩・自転車利用を促進するための方策 

第 44 図 「キッシングゲート」の参考事例 (出村嘉史氏提供) 
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車の乗り入れを規制し、徒歩・自転車利用を促進するために、ホームページや 寄り

の交通拠点等に配布する観光パンフレット等でＰＲすると共に、スローツーリズムを

紫香楽宮の見学スタイルとして定着させるための方策を検討する。 
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第 45 図 徒歩による周遊ルート図 
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第 46 図 自転車による周遊ルート図 
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第 47 図 コミュニティバスによる周遊ルート図 
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第 48 図 自動車移動に伴う受入ルート案図 
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第２項 サイン計画 

（1）基本的な考え方 

紫香楽宮跡関連遺跡群においては、比較的広範囲に分布している遺跡を、自転車や徒

歩で散策しながら歴史観光を楽しむ利用形態を基本とする。このため、利用者を目的

地に誘導し、情報を提供するためのサインが非常に重要な役割を担うことになる。 

また、設置サインは、地域住民ではなく、土地勘のない外部見学者が主に必要とする

ことから、現状追認の既設サインの更新ではなく、見学者目線で必要する位置と内容

で設置しなければならない。 

そのためには、行政や地域をはじめとする案内者側が、もてなしの心で見学者を迎え

入れる気持ちが重要になり、案内者側が地域を見直し、見学者から何を求められてい

るか考えるための協議する場の設置を検討する。 

また、観光協会や観光部署とも協議の上、「甲賀市公共サインガイドライン」(平成 24

年 2 月策定)に基づき、その様態に従うものとする。 

さらに、急速に普及するスマートフォン等の移動携帯端末からの情報発信についての

検討も今後の課題となる。 

ここでは、サイン計画に対する基本的な考え方を以下のように整理する。 

・適切な情報を適切な配置で提供するサイン計画であること 

・目的地である史跡所在地へと正確に解り易く誘導するサイン計画であること 

・必要以上に主張しないデザインであること 

・周辺の観光資産と連携できる発展性のあるサイン計画であること 

・新しい情報の追加変更にも容易に対応できること 

・既設サインを分析し、見学ルートに対応する形で必要に応じて修理、移転、撤去を

含めて再配置を行うこと 

（2）サインシステム 

紫香楽宮跡関連遺跡群においては、車や電車で地域を訪れた利用者に対して、起点と

なる拠点施設や駅から、目的となる５つの史跡地区までを的確に誘導することが必要

である。サインは、その機能や目的、表現する情報によって、以下のように分類され

る。 

① 案内サイン（面的な案内） 

紫香楽宮跡関連遺跡群の全体像を伝える。地図に５箇所の史跡や関連遺跡群、社寺

などの観光地、目印となる施設などを記載し、現在地との関係が把握できる表示とす

る。 

史跡や名所などの写真や解説を記載して、利用者の興味を深める。周辺地域や甲賀

市内の遺跡についても記載し、歴史観光のネットワーク化を図る。駅や拠点施設、各

史跡地区に設置する。 

② 誘導サイン（線的な案内） 

目的となる主要な史跡や施設への方向、距離などを示す。通常は矢印と地名、施設

名の組み合わせで表現する。利用者の周遊ルート上の交差点などに設置する。 
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③ 記名サイン（点的な案内） 

５箇所の史跡や遺跡の名称、地域観光資源である社寺や景勝地などの名称を示す。 

各史跡の入口、遺跡の直近、景勝地などの入口に設置する。 

④ 説明サイン 

史跡や事物の説明を行う。図や写真などを用いて、解り易く説明する。史跡等の直

近に設置する。 

近年はユニバーサルデザイン※８に対応して、日本語表記に加えて、英語、韓国語、中

国語などの併記や、誰もが理解しやすいように、世界共通の絵文字（ピクトグラム）

を利用したサイン表記についても検討する必要がある。 

（3）デザイン 

歴史観光や史跡の説明などを目的とするサイン計画においては、サインは必要以上に

主張するデザインでなく、見やすく解りやすい表記であることが必要とされる。 

（4）表示する各地区の名称 

サインに表示する各地区の表示名称については、これまで設置時期や設置者によって

異なる事例がみられ、住民や見学者から統一を望む意見が寄せられている。 

国史跡名称としては「史跡紫香楽宮跡」であるが、サインでの表示名称については、

柔軟に対応することとし、雲井地域の各自治会や活動団体等の意見を参考に、雲井地

域の自治会合意を得た上で統一した名称を使用する。 

また、採用となった名称については、市が作成に関与、助言する刊行物やホームペー

ジ等の全ての媒体に対してその使用の推奨を働きかけるものとする。 

なお、表示名称について、地域の意見を集約するため、地元選出委員の他、各自治会、

雲井自治振興会、紫香楽宮阯保存会、みやまち宮跡づくり委員会の役員 13名が出席し、

平成 26 年 3 月 7日に牧公民館において協議を行い、各地区の遺跡の性格を示す名称と

地区名と併記する案が提言された。 

委員会では、この提言を地域の意思として尊重することとし、改めて名称を検討した

結果、各地区の表示名称を以下のようにすることに決定した。 

史跡紫香楽宮跡(宮町地区)   → 史跡紫香楽宮跡(宮殿跡(宮町地区)) 

史跡紫香楽宮跡(新宮神社地区) → 史跡紫香楽宮跡(大路跡(新宮神社地区)) 

史跡紫香楽宮跡(鍛冶屋敷地区) → 史跡紫香楽宮跡(鋳銅所跡(鍛冶屋敷地区)) 

史跡紫香楽宮跡(北黄瀬地区)  → 史跡紫香楽宮跡(大井戸跡(北黄瀬地区)) 

史跡紫香楽宮跡(内裏野地区)  → 史跡紫香楽宮跡(寺院跡(内裏野地区)) 

（5）国土地理院発行地図の史跡名称に対する修正要請 

国土地理院発行地図に「内裏野地区」のみが「史跡紫香楽宮跡」として表記され、「宮

町地区」が史跡であることの表記がない問題について、市販の観光情報誌やカーナビ

ゲーションの媒体の基礎データとして使用されている現状では、社会的反響が大きく、

史跡の実態に誤ったイメージを与えることから、早急に各地区の名称を整理し、国土

地理院に史跡表記の修正要請を行う。 
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※８：ユニバーサルデザイン 
高齢であることや障害の有無などにかかわらず、

全ての人が快適に利用できるように製品や建造

物、生活空間などをデザインすること。サイン計

画においては、サインの利用者を様々に想定して、

外国語による説明文の表記や絵文字（ピクトグラ

ム）の利用、園路の勾配等の表示に加えて、点字

による表記や音声案内の施設を組み込む場合も

ある。 

 

［写真］飛鳥の誘導サイン 
目的地の案内は、日本語、英語、韓国語

で表記されている。また、目的地までの

距離も表示している。  

第 49 図 ユニバーサル・サインの事例



 

     99     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

第 50 図 サイン計画・施設配置図
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第 5 表 サインシステム一覧 

 
     駅・拠点施設等        ルート上の交差点等         「史跡」地区等         
 
      案内サイン                誘導サイン                        「史跡」・遺構表示等 
 
 
                                        記名サイン            説明サイン 
                    誘導サイン         

 
 
サ
イ
ン
シ
ス
テ
ム 

案内サイン 誘導サイン 記名サイン 説明サイン 

 
機 
 
能 

・史跡紫香楽宮跡５地区、駅、拠点

施設の位置関係を伝え、紫香楽宮跡

関連遺跡群全体を案内する。 
 

・目的地である史跡紫香楽宮跡５地

区や観光名所に向けて利用者を案

内誘導する。 
 

・史跡紫香楽宮跡５地区や観光名所

の名称を表記し、目的地であるこ

とを知らせる。 
 

・史跡紫香楽宮跡５地区や遺跡の内

容、いわれなどについて、写真資料

などを用いて詳しく説明する。 
 
 

 
設
置
場
所 

・信楽高原鐵道紫香楽宮跡駅、雲井

駅、資料館（拠点施設）、内裏野地

区に設置する。 
 

・利用者の周遊ルート上の、交差点

や分岐点など、迷い易い場所に設

置する。 
 

・史跡の各地区の入口、遺跡の直近

などに設置する。 
 

・各地区や遺跡の直近に設置する。 

・展望施設等の視点場に設置する。 

 
 
 
 
 
参
考
事
例 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※サイン施設は、「史跡」への視界を
遮らない形態とし、設置位置にも
配慮する。 

 

100 

利用者の動き 
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第６章 活用計画 

第１節 史跡の公開活用における基本的な考え方 

第１項 基本的な考え方 

遺跡を確実に保存し、公開活用を図るとともに次世代に継承するために、地域の社会環

境、自然環境の継続的な維持に努めるとともに、地域の基盤整備を進め、地元との協働や

人材育成に努めることを整備計画の基本理念としていることからも、整備事業の実施に伴

う､市民との公開活用に対する取組みは不可欠なものとなる。 

史跡の公開活用における基本的な考え方として、保存することに加えて公開活用を図る

ことで、市民や県民の生活に史跡を活かし、適切に活用してこそ確実な保存が図られると

考える。 

史跡の公開活用においては、史跡整備を核として、史跡を正しく理解し、地域の誇りや

郷土を愛する気持ち（歴史文化に基づく地域アイデンティティ）を高め、史跡を活用した

地域活性化システムを組み立て、地域文化の育成とともに地場産業の振興と地域の活性化

へと繋げる必要がある。 

そのためには、県と市や地元が連携し、協働で事業に取り組むことが必要であり、また、

次代を担う人材育成を図ることが重要である。 

また、史跡整備等の施設整備にあたっては、投資効果を検証し、費用対効果に基づいた

継続的な整備に取り組む必要がある。 

第２項 公開活用に向けた様々な連携 

史跡紫香楽宮跡の永続的な保存を目的とした史跡整備と公開活用のために、県・市、地

域、ＮＰＯ団体などの連携を図る。 

（1）県と市の連携 

紫香楽宮跡関連遺跡群周辺には、豊かな里山に囲まれた信楽焼等の伝統産業や 250 件

を越える指定文化財が存在する。また、新名神高速道路の開通で中京・阪神圏からの

時間的距離も短縮され、これらの地域資産の活用を進める条件整備が整ってきた。 

計画的な紫香楽宮の実態解明調査や整備活用を推進する上で、紫香楽宮跡関連遺跡群

を保護し適切な形で将来に継承するための課題を県・市で協議し、解決に向けてそれ

ぞれの役割を担うように調整を図る。 

また、県・市の連携内容について、担当部署間での連絡調整会議の設置を滋賀県に要

請し、円滑に事業が推進できるよう協力を求める。 

（2）地域との連携（各地区自治会、雲井自治振興会の役割） 

新名神高速道路の開通という社会環境の変化、平成 19（2007）年の行幸啓をきっかけ

とした紫香楽宮に対する全国レベルの関心の高まり、歌木簡の発見による古代ロマン

への無限の可能性のひろがり、史跡範囲の拡大といった新たな状況の変化などにより、

地域住民の中から紫香楽宮跡関連遺跡群とどのように共存し、地域の発展に繋げてい

くべきかという将来を考えた意見が出されるなど意識の変化がみられる。 
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さらに、平成 23 年度からは従来の大字単位の自治会の枠を超えた「雲井自治振興会」

が発足し、より広範な住民を対象にした学区単位の取り組みが始まった。 

これまで「宮町地区」を対象にした「みやまち宮跡づくり委員会」、「内裏野地区」を

対象にした「紫香楽宮阯保存会」、見学者の利便を図るための「しがらきの郷 歴史ボ

ランティアガイドの会」が個々の地区を中心に活動し清掃維持等にあたってきた。し

かし、本来、紫香楽宮跡関連遺跡群は雲井地域全体を包括する広域な遺跡であり、将

来構想を考え、地域振興や活性化に繋げていく上において、より広域の取り組みを目

指す地域連携や活動展開が必要とされる。 

今後は、行政と市民の協働により、史跡の保護と地域の活性化を同時に図るため、「雲

井自治振興会」を主たる窓口に地域全体で協議する組織づくりを行う。 

第３項 次代を担う人材育成 

（1）学校教育 

これまで、学校教育においては、市内の小学校の総合学習や社会科教員の研修会場と

して、「内裏野地区」や宮町調査事務所の展示が利用されているが、全般的にその利用

は十分でない。 

史跡跡を適切に保存し、次の世代に確実に継承していくには、次世代である子供たち

の理解と協力が不可欠であり、また「歴史と文化を守り創るまちづくり」の実現には、

その原動力となる人づくりが重要である。このことから、史跡の活用にあたっては、

学校教育との連携により、多くの子供たちが歴史を学び、親しむ機会の充実を図るこ

とで、関心を高め、次の世代への確実な継承と、地域に対する誇りや愛着心の育成を

目指すこととする。 

出土品の実物に触れることや発掘体験等の出前講座等を学校関係者に積極的にＰＲ

し、生徒が歴史にふれる機会を増やすと共に、地域を学ぶ歴史学習への対応のために

小学校の社会科副読本のさらなる活用、生徒や教員に向けた教材や手引きの作成を行

う。また、資料館等の拠点施設の整備にあたっては、学校教育との連携や活用が図れ

るよう展示内容についても考慮する。 

（2）社会教育 

青少年や成人を対象として、史跡の歴史的価値を市民が共有し、誇りを持てるまちづ

くりに活かすことができるよう、ふるさと甲賀の一体感と新しい時代に相応しい郷土

愛の醸成を進めるものとする。 

これまでも、紫香楽宮ホームページの開設や解説用動画やパンフレットの作成、「甲

賀市史」の刊行等を通じた遺跡情報の発信や既設資料館等での展示、郷土史会や歴史

ボランティア等の歴史愛好団体の育成と支援を実施してきた。 

今後はさらなる充実と市民の要望に応じて、一層の啓発事業の推進に取り組む。 

また、史跡をまちづくりや観光分野で活用することを促進するために、歴史愛好団体

や自治会、観光協会等と連携し、地域の核になる人材の発掘、育成に努め、新しい時

代にふさわしい郷土愛の醸成を進める環境づくりと新たなファン層の獲得に努める。 
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第２節 具体的な活用方策 

第１項 史跡の公開 

紫香楽宮跡関連遺跡群は、その周辺の里山や農村風景と調和して遺跡が良好に保存され

ているところに特徴がある。また、水田耕作によって地中が湿潤に保たれ、遺構や遺物の

保存に寄与している。 

史跡及び周辺環境の保存と良好な環境の育成を前提に、活用の核となる２つの拠点地区

を中心とした周遊計画を立案し、各地区の特徴を活かした整備を実施することにより、公

開を進める。 

第２項 史跡の公開・活用のための諸施設の整備 

（1）サインシステム等の整備 

誘導標識や解説板で史跡の情報を伝えやすくする。行政や信楽町観光協会等で設置し

た既存の標識類等を含めて、設置場所、文章表現や用語、形状等の現状を調査整理し、

景観に調和し統一した書式となるよう検討する。 

また、急速に普及するスマートフォン等の移動携帯端末からの案内情報発信について

も検討する。 

（2）遺構保存活用施設と資料館の整備 

史跡整備を進める上で、広域な史跡のネットワーク化を促進させ、地域振興や活性化

の拠点施設の整備を中短期計画で推進する。 

具体的施設として「宮町地区の史跡公園と遺構保存活用施設の建設」と、「内裏野地

区近辺の資料館の建設」について設置計画を進める。 

これらの施設は、紫香楽宮跡関連遺跡群の全体像や史跡の特徴、ならびに地域の自然

や観光についての情報を提供し、地域の周遊を促すものであり、広義には、甲賀市全

体の観光や産業の振興を図るものである。 

第３項 史跡の広報・情報発信 

（1）パンフレット等の解説資料の刊行 

現在、紫香楽宮の解説冊子が２種類、ハイキングマップ１種類の計３冊が刊行されて

いる。今後は、周遊ルートの整備に合わせて、史跡周辺の文化財や自然、観光地等を

網羅した総合型冊子の刊行を検討する。 

また、雲井自治振興会を協議の窓口にして、史跡以外の地域情報を提供や冊子刊行に

ついて地域組織の主体的な参加を要請する。 

（2）ホームページ等のインターネット媒体を用いた情報発信 

本事業は長期にわたる整備期間が必要となると予想される。見学者に出来るだけ早期

に全体像を理解してもらうためにも、携帯端末等を用いた仮想空間による情報提供や、

コンピューターグラッフィックスによるバーチャルリアリティを体験できる装置など

の利用や、ホームページでの紫香楽宮に関する情報提供の充実などを図る。 
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（3）既存行事を利用した催事の企画 

基本的には、既存行事を 大限利用するものとし、地域の負担が大きいイベント行事

の新設は 小限にとどめる。催事の開催においては、地域住民が負担と感じることの

ないよう、開催意欲の維持、向上を図り、地域と行政が協働して秩序のある催事の企

画や実施運営にあたる。 

催事の例として、以下のようなものが考えられる。 

① 定期的な歴史講演会や発掘調査成果を紹介する企画展示の開催 

② 平時は地中に埋もれ、見ることのできない遺構についてインスタレーション等を

用いて立体表示する野外展示 

③ 雲井地域の山裾の谷間に生息するホタルやモリアオガエルをはじめとした地域

の豊かな自然を題材にした自然観察会と組み合わせた歴史ウォーキングの開催 

④ 雲井自治振興会が秋期に実施する「天平の地ふれあい市」（地区の農産物の直販

とフリーマーケットを組み合わせた催事） 

⑤「信楽陶器まつり」をはじめとする陶器関連イベントとのコラボレーション 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

第 51 図 平成 25 年 11 月に雲井自治振興会主催で開催された「天平の地 ふれあい市」の様子 

雲井地域の営農組合等が栽培した農産物の即売会やフリーマーケット、信楽町域の有志による屋

台など３０余りが出店した。３回目を迎えた今回は、地域の住民もイベントを楽しみ、多くの人々

の交流を呼ぶ大きなイベントになり始めた。 

農産品には、宮町営農組合の地域ブランド「みやまえ 745」や黄瀬営農組合による滋賀県の新し

い奨励品種「みずかがみ」の普及に向けた試験栽培も始まり、独自の販売を模索する地域の動きを

感じることが出来る。 
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(4) ＰＲキャラクターの創出 

現在、市が主催する紫香楽宮に関するイベント等に際して、地域や郷土の歴史に対し

て興味が薄い市民層に対して、視覚効果に訴えて興味をひき、関心を高めるためにＰ

Ｒキャラクターの創出にむけた取組みを進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４項 「甲賀ブランド」の認証申請 

    地域ブランドとして認証の始まった「甲賀ブランド」に認証申請し、史跡を活用した

地域振興計画とその実現を広域にＰＲする。 

       また、審査過程を通じて、史跡整備や地域振興計画が目指す方向性に合致するよう甲

賀市の観光や産業の整合性を図り、市長部局との連携や地域活動の方針決定の参考と

する。 

第５項 史跡活用の運営体制 

（1）基本的な考え方 

史跡紫香楽宮跡を核として周辺観光資産と結びつけた史跡見学や地域振興を図る体

制として、史跡の保存・公開活用と地域の課題の解決の両立を目指した運営体制が必

要である。そのため、現在地域で活動している団体や企業、行政、市民などが一体と

なって、拠点におけるプロジェクトに取り組みながら、産官学民連携による持続可能

な運営体制を組織する必要があり、雲井地域の各自治会や雲井自治振興会等の住民組

織を窓口として協議を行う。 

（2）運営体制育成案 

① 雲井地域の各自治会や雲井自治振興会を窓口とした協議会の設置 

第 52 図 平成 26 年 2 月に雲井自治振興会主催で開催された講演会の様子 

 遺跡を活かした地域づくりを住民みずから考えるために、開催された講演会。 

今回は、鳥取県に所在する大規模な集落遺跡である「妻木晩田遺跡」(むきばんだいせき)について、遺跡

の内容と地域が主体となった保存運動の取り組み経過を関西外国語大学の佐古和枝教授から、整備後の活

用に対する地域住民の取り組みについて前田宣子「むきばんだ弥生塾」前事務長の報告を受け、紫香楽宮の

活用を考える雲井地区住民との間で意見交換を行なわれた。 
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地域の人材育成の一環として、雲井地域の各自治会や雲井自治振興会を窓口とした

協議会を設置し、地域の歴史や風土、地場産業の振興について協議し、地域の活動を

支援する。 

② 地域と行政の協働による催事等の企画運営 

雲井地域の各自治会や雲井自治振興会を中心に歴史観光ボランティアや紫香楽宮阯

保存会、みやまち宮跡づくり委員会、農業関係者等とともに、史跡紫香楽宮跡を核に

した地域振興策の内容を検討し、地域と行政が協働して事業の企画運営にあたる。 

第３節 地域振興のための取り組み 

第１項 新名神高速道路信楽インターチェンジを活かした地域活性化 

（1）甲賀市域での取り組み 

信楽焼の地場産業の中心地である信楽地域と甲賀市中心部は、国道 307 号で結ばれて

いるものの約 20km の距離がある。 

新名神高速道路信楽インターチェンジ周辺での史跡の整備活用事業の取り組みによ

り、雲井地域を新たな観光拠点とし、信楽地域と甲賀市中心部の中間地点に人々の集

える施設を整備することによって、甲賀市中心部と連続した観光動線を生み出す。そ

れと同時にこれまで甲賀市になかった古代の歴史を体験できる場として、新たな分野

の交流人口の掘り起しを図る。 

（2）滋賀県域での取り組み 

平成 22 年度の滋賀県域は、交流人口は約 4,300 万人にのぼるが、甲賀市と湖南市を

合わせた旧甲賀郡域(以下、甲賀エリアと呼ぶ)は、県下７エリアの中で も少なく、

全体の１割弱の約 320 万人である。 

また、公表されている施設別の観光入込客数については、甲賀エリアでは「滋賀県立

陶芸の森」が 32.5 万人で比較的上位に位置しているものの、全般に集客施設が少ない

状態にある。 

一方、甲賀市の指定文化財件数は平成 24（2012）年 10 月末時点で 267 件、周知の埋

蔵文化財包蔵地数は平成 25（2013）年３月末時点で 538 箇所を数え、県内でも有数の

歴史資産を有する。このため、史跡の整備活用が新たな交流人口の増加をもたらす可

能性を持つ。 

観光立県を目指す滋賀県にとっても、特徴ある歴史遺産の活用は交流人口の増加に大

きな可能性を持つことから、市町の枠を超えた広域での文化財活用や観光振興の取り

組みを図ることが必要になる。 

第２項 紫香楽宮跡関連遺跡群を活用した地域活性化 

（1）紫香楽宮跡関連遺跡群を活用した雲井地域の地場産業の振興 

紫香楽宮跡関連遺跡群の整備活用と連携して、雲井地域の地域社会の基盤を構成する

産業として農業を活かし、紫香楽宮の知名度や歴史的価値を農作物や特産品に付加す

ることで地域農業の振興に取り組む。 

具体的な取り組みについては、市の総合政策部や経済産業部の担当部署や地域の営農

団体や個人事業者等と協議しながらプランを検討するが、現時点での検討対象となる
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事業項目を列記する。 

① 里山の維持・再生プラン 

・ 住民ボランティアによる里山の維持管理で発生した間伐材の有効利用(薪材として

無償提供または販売、間伐材を利用した割箸の製造販売 →外部に向けたＰＲ ) 

・ 大仏発願の地をＰＲし、ヒノキ林の檜皮原皮や木材提供に関する長期の森林管理協

定を近畿各地の大規模寺院と交渉 →（類例）京都市所在 清水寺の取り組み事例 

・ 新しい有用木の植林と販路確保 → （類例）和菓子店と協働で始まった京都府丹

後地域のクロモジ栽培と楊枝製造、土山町山女原地区のクルミ栽培 

② 営農活性化プラン 

・ エリアブランド「たぬき米」や「みやまえ 745」のＰＲや販売促進 

・ 宮町・黄瀬営農組合が実施中の野菜栽培やイチゴ農家等による地産地消を進める販

売促進 

・ 農業の６次産業化の検討（一例として地域で収穫した農作物を、甲南高校による加

工技術、信楽高校によるパッケージデザインで加工品として生産し、地域の事業者

が製品化や販売を行なう。） 

・ 里山整備で間伐した原木のシイタケ農家への提供の検討 

・ 提携中の飼料米で生産された乳製品の販売ＰＲ 

・ 休耕田を利用した観光農業の検討（紫香楽宮のイメージに合う、菜の花、果樹（柚

子等）・花モモ・紅白梅、紅葉などを植樹し、地域集客の原動力の 1つとする。） 

③ エリアブランドの知名度向上 

・ 甲賀におけるエリアブランド「紫香楽宮」・「みやまえ 745」・「たぬき米」等のＰＲ

活動について、地域と行政が連携し事業を推進することを検討する。 

さらに全国的知名度のある信楽焼関連企業体や、信楽地域で事業展開を図る朝宮

茶等の農産物加工企業等にも働きかけ、紫香楽宮のイメージが地域経済の振興に寄

与するよう活用策について検討する。 

（2）史跡と地域の観光地、名所等のネットワーク 

紫香楽宮跡関連遺跡群および史跡の周辺地域には、里山と農村景観が調和した風景や

文化財、民間による資料館や地場産業としての信楽焼といった様々な観光資源が点在

している。 

また、見学者に紫香楽宮の歴史的価値を伝えると共に、紫香楽宮の遺跡を保全し次世

代へ適切に継承していくために、地域社会の安定と活性化を図る必要がある。 

そのために、紫香楽宮跡を核として、地域の歴史、自然、産業など地域が持つ様々な

資産を利用し、「史跡整備を核として地域の誇りや郷土を愛する気持ち」を高め、「紫

香楽宮を活用した地域活性化システム」を組み立て、地域文化の育成とともに地場産

業の振興を図り地域の活性化に繋げる。 

史跡だけでなく、飯道神社をはじめ、他の有形文化財や、自然、焼き物、農産物、観

光施設（県立信楽陶芸の森、MIHO ミュージアム、滋賀サファリミュージアム、畑のし

だれ桜等）等をネットワークし、相互ＰＲを行い特産品の開発や販売促進を図る。 
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（3）スローツーリズムを基本とした観光基盤整備 

紫香楽宮跡関連遺跡群は南北約３㎞×東西約 1.8 ㎞の範囲に分布し、史跡と一体とな

った景観や地域の観光資産を巡って、地域の人との出会いや交流を楽しむ観光には、

レンタサイクルによる散策やウォーキングによるスローツーリズムを基本としたスタ

イルが適している。 

パーク＆ライドやウォーキングによる散策を基本とし、地域内への観光客の車の乗

り入れを制限し、のんびりとした雰囲気の中で史跡観光を楽しめる環境を整える。 

サイクリングやウォーキングルートは農道を活用し、地域と連携した観光サービスの

向上を図る。 

第４節 整備活用事業における今後の取り組み 

第１項 国・県・市の連携による紫香楽宮の実態解明のための調査の実施 

甲賀市においても、紫香楽宮跡関連遺跡群の保存および活用は、文化財保護の面からだ

けでなく、市域の地域振興や近江の新しい文化・観光の核として大きな潜在力を持つもの

として、主要事業の一つに位置づけて実行する。 

現在、９箇所に分布する紫香楽宮跡関連遺跡群のうち、学術的評価が定まった５地区、

計約 26.3ha が国史跡に指定されたが、指定地は紫香楽宮全体の一部にしかすぎず、依然

多くの部分が未解明になっている。 

これまで 30 年間にわたって市が継続した遺跡確認調査によって、紫香楽宮跡の遺跡は南

北約 3.0 ㎞×東西約 1.8 ㎞の範囲に分布していることが明らかになり、遺跡間を結ぶ幹線

道路跡も残っていることが判明した。 

一方、発掘調査面積の比率は遺跡全体の 0.8%(県教委実施分を含む)に満たない。紫香楽

宮跡の解明と保護、活用整備を実施するために、さらに国・県・市の連携を進めるための

役割を整理した上で、紫香楽宮の実態解明のための調査の実施を検討する。 

第２項 史跡指定地の公有地化と運用体制や手法の検討 

遺跡の分布する範囲には、新名神高速道路信楽インターチェンジや国道 307 号など信楽

地域の主要幹線道路が通り、遺跡の南では市街化が進みつつある。甲賀市は県内で も工

場進出の盛んな地域でもあり、新名神高速道路開通前後から民間による開発事業も増加し、

国道改修計画等の公共事業も計画されている。 

土地の付加価値が高まるに従い、この地域に様々な開発が計画され、遺跡の保存と開発

との調整が困難な状況となる場合もおきている。その象徴的事例が、平成 21 年度の「鍛

冶屋敷地区」における集合住宅開発計画において、土地所有者との間で遺跡保存を巡り、

３年越しの協議の結果、ようやく史跡指定と公有地化が図られたことである。今後このよ

うな事例は益々多くなることが予測される。 

このため、重要遺構の存在が明らかとなった地域については、公有地化を計画的に進め

る必要がある。 

また、公有地化した土地について、遺跡が適切に保護され継続的に次世代に継承するた

めの運用体制や手法について、地域と協働して整備活用の中で検討する。 
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第３項 計画的な発掘確認調査の実施 

遺跡の解明と保護のため、埋蔵文化財包蔵地としての範囲確認調査を今後も継続実施し、

重要遺構については史跡に追加指定する必要がある。 

「内裏野地区」と「鍛冶屋敷地区」の中間に所在する「東山遺跡」は、これまでの調査

結果や地形から、甲賀寺の寺域である可能性が指摘されている。このため、寺院跡として

指定されている「内裏野地区」の範囲の妥当性を検討するため、史跡指定地域外の確認調

査を実施する必要がある。 

宮殿の中心施設が所在する「宮町地区」においても、西側の区域について遺構の有無を

確認する調査を実施し、史跡範囲の拡大を検討する必要がある。 

また、一方で史跡整備を推進するために整備に伴う確認調査の実施が求められることか

ら、範囲確認調査と整備確認調査の調査箇所と時期、それに伴う調査体制の整備について

も調査スケジュールを含めた調査計画を作成する。 
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第 53 図 史跡散策・周辺観光資源へのネットワーク計画 
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第７章 整備活用事業における工程 

第１項 整備活用事業のスケジュール 

史跡の整備活用事業は、原則として『整備活用基本計画』に基づき実施する。 

事業スケジュールの概略は、整備活用事業に着手する箇所から計画的に土地の公有化を

開始するとともに、整備事業の基本設計、実施設計、施工の順に整備活用事業を進める。 

また、それと並行して地域の活性化を促す活用計画等について地域住民と協議を進める

他、市の内外に向けた情報発信、見学者を誘導するためのサインや案内板等の設置計画や

事業実施を進めることとし、地域の観光地への誘客や地域振興へと発展させる。 

但し、各地区それぞれの遺構の状況、土地の利用形態、土地所有の状況、整備条件等が

異なるため、事業の進め方、着手時期を地区ごとに調整する必要がある。このため、地域

の取り組みの状況や要望の内容、市の財政状況によって、これを変更することもある。 

第２項 整備計画について 

全体を短期・中期・長期に区分し、史跡の各地区が有する特性と現状を踏まえ地区毎を

表示する。 

また、史跡全体の利用、運営に特に必要と判断される内容から優先して着手するものと

し、短期・中期計画の期間は 10 ヵ年を１単位として、それぞれの期間に前期と後期を設

け、有機的かつ継続した整備事業を進めるものとする。 

（1）短期計画(平成 26 年度～平成 35 年度) 

遺跡保存という基本的な点で問題となっている箇所について早急な対策を行うとと

もに、史跡の見学者に対する利便性の向上を図るための案内サイン等の施設の充実を

図り、併せて内外に向けた史跡に関する情報発信のため拠点施設の整備を進める。 

① 史跡紫香楽宮跡出土遺物の整理をすすめ、重要文化財指定に向けた遺物整理を実

施し、活用方法等を検討する。 

② 全体的に周遊ルート整備を念頭においた案内サインの現状調査と計画的な整備を

行う。 

③ 史跡の情報を発信するために、ホームページを開設する。 

④ 史跡を公開活用するための仕組み、各種イベントの開催等を企画する。 

⑤ 情報発信の場となる「南の拠点施設」として資料館の建設事業を実施する。 

⑥「宮町地区」の第Ⅰ期史跡整備(約 5900 ㎡)の整備事業に着手する。 

⑦ 雲井地域の自治会との協議を行い、雲井地域全体で史跡の公開活用を促進する。 

⑧「鍛冶屋敷地区」の既公有地について仮整備を実施する。 

（2）中期計画(平成 36 年度～平成 45 年度) 

史跡の具体的な整備に向けて公有地化を進め、整備等を行うことによって地域住民や

利用者が史跡を体感できる環境づくりを目指す。また、地域全体で史跡を活用する仕

組みや組織づくりを進め、地域振興を促進する事業に発展させる。 

①「宮町地区」の第Ⅰ期史跡整備として「北の拠点施設」の遺構保存活用施設の建設
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を行う。 

②「宮町地区」・「新宮神社地区」・「鍛冶屋敷地区」での公有地化の促進をはかる。 

③ 地域主体による史跡活用に向けた事業活動の育成と行政的支援を行う。 

④ 地場産業（農林業、信楽焼等）振興と連携した公開活用事業を実施する。 

⑤ 史跡およびその周辺の環境整備に伴い、文化財保護以外の関係法令の適用や関連

事業の実施について検討する。 

（3）長期計画(平成 46 年度～) 

史跡を確実に保存するとともに、残された里山の自然や地域の主産業である農林業や

信楽焼等の産業との連携によって、信楽地域を訪れる歴史ファンのみならず、それ以

外の多くの見学者をターゲットとして、エコツーリズムやアグリツーリズム等を組み

合わせた活用事業の展開を図る。史跡が地域振興の核として位置づくように地域づく

りを進め、次世代に適切に継承するための仕組みづくりを目指す。 

① 史跡の整備活用と連携した地域振興のための事業を実施する。 

② 史跡活用事業に取り組むことで交流人口の増加に結び付け、それによって定住人

口の減少による地域活力の衰退を抑制し、地域社会を活性化させる。またこれに

より史跡を保存し、次世代に適切な形で継承するための組織作りを行う。 
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⑤　発掘調査

28,000

566,000

36,000

5,000

415,000

1,050,000

史
跡
内

史
跡
外

史
跡
内

史
跡
外

史
跡
内

史
跡
内

鍛
冶
屋
敷
地
区

内
裏
野
地
区

第6表　史跡紫香楽宮跡整備活用事業　作業工程表　（単位は千円）

― ― ―

―

新
宮
神
社
地
区 1,000 ―

―

148,000

―

②史跡公園整備(Ⅰ期)

35,000 ―

― ―

― ―

140,000 ― ―

―

平成26年度～平成35年度

遷都1290年(H47年度)

―

②史跡公園整備(Ⅰ期)

平成46年度～平成36年度～平成45年度

②　史跡公園整備

―

8,000

前半 後半
長期計画 事業費

中期計画

遷都1280年(H37年度)

①　サイン・ルート整備

②　地域活用協働事業

③　イベント・講演会

遷都1270年(H27年度)

④　地域・大学連携

③　遺構保存活用施設建設

②史跡公園整備(Ⅱ期)

前半 後半

宮
町
地
区

100,000

①　周辺環境整備

短期計画

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築

1,000

①　周辺環境整備

325,000

295,000 120,000 ―

④　資料館建設(地域活用)

5,000 ―

306,000 228,000 368,000

②　周辺環境整備

③　史跡公園整備

8,0004,000 8,000

①　遺構修繕・補修

①　史跡公園仮整備
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覆屋 

朝堂の一部史跡公園 0.59ha 

展望場 宮町会館 

インスタレーションに

よる遺構表示 

立体表示 

平面表示 

第 54 図  西南方向から見た史跡紫香楽宮跡宮町地区の史跡公園の整備イメージ（短・中期計画） 

朝堂全体の史跡公園 2.5ha 展望場 

宮町会館の移転先は未定 

覆屋 

立体表示 

平面表示 

平面表示 

第 55 図  西南方向から見た史跡紫香楽宮跡宮町地区の史跡公園の整備イメージ(長期計画 最終) 
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