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平成 28年度 第１回 松坂城跡整備検討委員会 

議事録 まとめ 

○報告事項（２）平成 27年度事業の報告について 

委員：階段はこの石垣のどちらに付くのか、西か東か、ということがひとつ、それか

ら石垣を南に延長したあたりから今見えている石垣との関係はどうなるのか、図面

通りなのか、ということがひとつ、２つの議論があったが、それらについてはどう

なったのか。 

事務局：今回の発掘調査で明らかに階段であるという構造は確認されず、絵図にある

階段状の表現が実際どうであったかまでは今回の調査ではたどり着くことが出来

なかった。それから今回の調査区でほぼ南側の石垣の端まで到達出来たと考えられ

るが、そこで石垣が終わっていることが、現在みられる周囲の石垣とどういう関連

性を持つかというところまでは、今回の調査で決定的な情報を得るには至っていな

い。 

委員：絵図では入隅になっていたと思うが、そのような曲りは無いという判断か。 

事務局：今回の調査ではそこまで判断することが出来なかった。 

 

委員長：３の調査平面図、４の石垣平面図は、最終の図面か。写真では栗石が表の石

のすぐ後ろにきているので、何らかの便宜的方法で栗石の状況が分かる図にすると

いい。この図だけでは石垣に栗石が被っていた状況だとわからない。それからトレ

ンチを西に延ばしたようだが、栗石が出ていたのではないか。どのあたりまで栗石

があったのかという情報があると、本来の石垣形状を考える時に大きな手がかりに

なる。大きな石は取られてしまっていても、栗石があれば色々なことがわかるので、

重要な情報。描かれていないのはトレンチの南端で大きな石は一旦無くなったとい

うことだろうが、裏の栗石はさらに続いていくのかも気になる。今日の資料では栗

石の情報が十分図化出来ていないと思うので、ご検討いただきたい。大きな石のと

ころにガサガサと栗石があって、石垣面の前にも栗石が残っているということは、

本来石垣はもっと高かったということを推測させる手がかりになる。将来この石垣

をどう整備するかということにも関わってくる断面の情報も重要。 

事務局：栗石の範囲の表現なども加筆させていただく。それから実際の報告を作って

いく段階では断面図も追加される。 

 

○報告事項（３）史跡松坂城跡整備基本計画書について 

委員長：概要も PDFにして公開することをお考えか。 

事務局： PDFにして公開する予定。 

 

委員：建物跡の遺構表示施設として赤で示しているが、これはどういう基準で選ばれ
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たのか。例えば表門、裏門、表二ノ門は入っているが、裏二ノ門は入っていない。

本丸上段に櫓等多聞があって、建物跡表示施設とあるが、この一画は何を示してい

るのか。兵部屋敷か何かの表示か。 

事務局：本丸跡の建物跡表示施設とは兵部屋敷をイメージしたもの。発掘調査を以前

行った際、遺構の殆どは滅失してしまっているという状況が確認されており、復元

ということでは難しい。具体的にどのような整備をするかまでは考えていないが、

兵部屋敷があったというなんらかの表示はしていく必要があるかとおもい、整備し

ていこうという意思の表れとして色をつけている。 

委員：名前の分かっている櫓はけっこう色がつけられているが、例えばきたい丸周辺

の明らかに櫓の跡であろうと思われるところはノーマーク。これは名前がわからな

いということで外してあるのか。 

事務局：ここに関する資料が乏しいというところからこのような図になっている。発

掘調査で何らかの痕跡等を確認した上で検討していきたいと考えている。 

 

委員：少なくとも、きたい丸周辺で櫓跡といわれる箇所の石垣の天端の平坦地に色を

かけておく方が良いのではないか。 

コンサル：この概要版にはのせていないが、松坂城の整備においては文化財としての

松坂城と公園としての松阪公園が共存共栄しなければならないということが念頭

にあり、本丸では文化財に主眼を置き、だんだんと下へ行くほど公園的要素を増や

していこうということで、きたい丸あたりが丁度文化財と公園の中間にあたる部分

になる。そういったことでこの図面からは櫓等の表示施設の色づけをしていない。

先ほど事務局からも説明があったように、今後発掘調査等をするとかなりの時間が

かかると考えられ、整備計画の当面から中期という段階ではきたい丸までは及ばな

いだろうという判断もあった。 

委員長：確かに報告書には概要版と同じことが示してあるので、概要版で本編と違う

内容にする訳にはいかないと思う。確かにこの報告書に基づけばこのような図面に

なるかと思う。門や櫓が平面表示として落とし込まれていないという箇所は、絵図

では確認できても調査でどこまで明らかになるかということで調査によっては修

正があるというニュアンスが伝わる内容になると良いかと思う。 

 

市民代表：５番の事業計画の短期や中長期というのを表で表すことは出来ないのか。

表の方が一目で分かるのではないかと思うが、このように文章化するものなのか。 

委員：年度毎に表で示すことは多いが、これについては図のレイアウトの関係により

表で示すのが難しかったのではないか。 

事務局：事業計画の詳細な表は整備基本計画書の P77にあり、各年次の計画がＡ３の

折り込みになっている。これがそのまま概要版に入ればいいが、レイアウト上ここ

に入れることは難しく、またここで何をお伝えしたいかというとまずは石垣修理を

することから整備を始めたいということ。その中で危険除去、安全性の確保をした
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上で次の整備に移っていく、という大枠をここで示したいということでこのような

表現にさせていただいた。 

委員長：事務局の方で、最終的に市民の方にお示しいただく前に先生方からのご指摘

を踏まえて一度検討していただいて、やはり市民の方にどのように松坂城の整備が

進んでいくのか、大事なところをご理解いただくということを目的として表記の方

法等を工夫してほしい。 

 

委員：この図のピンクの部分が一人歩きしそうな気がする。表門の復元というのが地

元の新聞で一面に載ってしまい、この委員会で表門の復元が決まったのですかと市

長から聞かれた。石垣を中心としてやっていくとなれば、表門は有る程度修理が終

わってからになると思うが、この図が出てくると、表門を早々に復元するのだと思

われるのではないか。市長もこの委員会で表門の復元が決まったというように思っ

ておられるような言い方だったので、委員会としてはそういう話は具体的に出てい

ませんということは申し上げたが、そのへんについてはこの委員会で協議していた

だく必要があると思うがいかがか。 

事務局：P74 に記述がある。概要の５番の事業計画の中で建造物の復元整備は十分な

根拠が揃った場合のみという一文を入れさせていただいており、新聞記事にはなっ

たが、そのような計画になりましたということは一切申し上げていないはず。 

委員：報告書の P69の 5-5-3地下遺構に、特に表門については条件が整えば復元整備

を図ると書いてある。 

県：このＡ３概要版はあくまでも本編を市民の皆さんにみていただくのが難しいとい

うことで作成するガイドなので、本編の何ページに載っている、何章何節に載って

いるということを括弧書きしたら、これだけが一人歩きすることを押さえられるの

ではないか。 

委員長：只今大変適切なご指摘をいただいた。やはりこれだけ見ると表門を復元する

ことが決まっているようにしか見えないので、誤解を防ぐために元々の報告書のど

こに書かれているかを丁寧に書いておいたらいいと思う。せっかく良かれと思って

出した概要版がかえって誤解を招くというのもいかがかと思うので、先生方のご意

見、アドバイスを踏まえて編集を進めていただきたい。市民の方は概要版だけを見

る人が多いと思うので、良い方向にご理解いただけるよう、工夫してほしい。 

 

○協議事項・平成 28 年度事業について 

・危険木・支障木調査について 

市民代表：支障の無いところに生えている樹木の高さには制限は無いのか。木は放っ

ておけばどんどん大きくなるが、それについてはどうお考えか。上部を切って成長

を止めてしまう処置は必要ないか。 

コンサル：どんどん成長すれば風圧も受けやすくなり、頭の方を切って成長を止める

ようにする切り下げ剪定等の方法をとっていく必要はあるかと思う。特に土塁地区
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についてはその必要があると思う。 

 

市民代表：松坂城は天守がないから、石垣を見せることが重要だと思う。どこからみ

てもあそこにお城があるな、という景観をまず第一に考えてもらいたい。 

市民代表：木を全部無くせば市民は怒るだろう。憩いの場である松阪公園と、城とし

ての松坂城との整合をとる必要がある。 

市民代表：松坂城はずっとお城ではなく公園だったから、公園としては木が必要。両

方をうまく合わせてやっていくというのが落としどころだとは思う。 

委員：城の整備では植栽が問題になることが多いが、天守を見せるために木を切り、

市民から非難されたという例もある。それからサクラとの共存も問題が起こる。ど

のような樹種にしても、切ろうと思うと緑という面を強調して見ている方が多くて

なかなか文化財の保存というのは受け入れていただけないこともある。切るときは

かなり慎重に情報発信をする必要がある。石垣を傷める、そのために危険性が増す、

ということをＨＰ等でしっかりと情報発信して、周知をしておいて伐採等を行うこ

とが必要。それでも初めて知ったという人が出てきて文句を言われるということは

あるだろう。樹木の管理は重要なことなので、情報発信をしながら、切るべきもの

は切るということをやっていっていただきたい。 

 

市民代表：例えば樹木を根元から伐採した場合、樹木の根はどうなるのか。 

委員：やがては腐るものもあり、萌芽力の強いものはそこからまた生えてくることに

なる。萌芽してこなければやがては腐って、その部分が空洞化してそこから崩れる

原因にもなる。とにかく石垣のところに木を生やさない、ということが原則。特に

重要な遺構が知られているところや、存在が推測されるような所でも出来るだけ木

を生やさない、ということが遺構保護の観点からは重要。 

 

市民代表：高遠はサクラで見せているが、あそこは偶然あのようになったのか。 

委員：高遠はサクラ自体が県の天然記念物。だから別の意味合いの文化財が重なって

いるので、あそこは整備としては本当に難しい所。 

 

県埋文センター：我々が「支障木」と言うのは、「文化財から見た支障木」という観

点が強いが、地域の方々の理解を得ようとすると、例え後から植えた木であったと

しても、シンボルであったり、馴染みのある木であったりするという側面があって、

それをどう整合させていくかが何時も課題になっている。優先的に伐木が望まれる

樹木とゆう赤い丸と、文化財サイドから見た支障木と重なっていない部分があるが、

それがどういう木なのか。番号が付いている木でも、市民代表のお二人が見て、こ

れはみんなが欲しい木だというものもあるだろう。ただ、今回松阪市民には、いく

ら立派な木であっても、それが石垣を壊すのだ、ということだけは理解していただ

きたい。それだけ理解していただいたら、あとは維持管理であったり、調査等で分
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かってきた事によって地下遺構を壊さない状況にして行けたらいいかと思う。 

 

委員長：市民のご理解をいただく事も大事だが、行政の中で木の扱いについて合意を

得ていただく事も大事ではないかと思う。桜の城にしようということで、危険木の

項目にほぼ全て引っかかるのではないかという場所にどんどんサクラを植えて、葉

っぱが出てくると今や本丸を巡る巨大な堀も何も見えないという城跡もある。斜面

にもどんどん植えていて大変なことになってしまっている。色々なご意見があって

一度で決めてしまうことは出来ないとは思うが、資料 P10、P11 に書いてある方針

については、他の城跡の例を考えても穏当な基本方針案であろうと思う。文化財の

方針としてはこのように言うしかないと思う。きたい丸についても、将来的には史

実に基づいて、本丸に準じて整備をしていくゾーンとして本編では位置づけている

ので、きたい丸の中を発掘調査して、その成果に基づいて整備をしていこうとする

と、単に石垣に悪さをしている木だからというのではなくても支障のある木も出て

くる。地下の遺構面が地上から非常に浅いところにあるというのであれば、目には

見えなくても木の根が地下遺構を壊していくことにもなるので、今回はきたい丸に

ついては優先的にとはなっていないが、そういう課題はあるかと思う。 

 

アドバイザー：姫路城では切るということと共に、江戸時代後期を基準に整備してい

くという整備方針に従って当時の植生に戻していくということが問題となってい

る。松坂城が城として機能していた段階の植生がどうであったのかの検討も、将来

的には必要だと思う。姫路城では外来種は切るとか、樹種によっての対応も考えて

いる。将来の課題としてそういうことも考えていただけたらと思う。 

 

委員長： P10、P11 にまとめていただいている方針を委員会としては了承するという

ことで、但し市民の理解を得ることと、今後どのような樹木のバランスをめざして

いくのかというご指摘を踏まえてほしい。石垣そのものも傷んできていて、その上

に木も生えている状況もあり、優先的に伐採が望まれる樹木の中でもさらに優先順

位もあろうかと思うので、そういったことを踏まえて考察を進めてほしい。 

委員：危険木支障木の中で E地区のすぐ下には石垣があり、そのすぐ下には基幹道路

が通っている。ここの支障木の下にある石垣の危険度が高い。修理をすれば当然こ

の道が通れなくなり、ここの石垣の修理をやるのは非常に難しいだろう。だからこ

の石垣の上の支障木は優先的に伐採をして、少しでも崩落の危険度を下げるという

ことが必要だろうと思う。市民生活に与える影響を考えると、そういう理由であれ

ば切っても理解を得られるのではないか。 

市民代表：伐採を進める際には、この木を切ると決まった時点でなぜ切られるのか分

かるように市民に告知してほしい。例えば赤とか黄色とか、理由によって色を変え

て木にマーカーを付けるとか。そういう周知をする努力は必要かと思う。 

委員長：市民への周知をして危険な箇所については着実に進めていかないと、いざ石
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垣が崩れた後では、なお大変になる。今年度にも木を切る予算があるということな

ので、配慮をお願いする。 

委員：福島の小峰城が震災で石垣が崩落した時に、大木も堀の中にひっくり返って落

ちていたりした。その大木が原因かと言われるとそこまではわからないが、実際に

木と石垣が崩落している写真も、一般市民への説明用には分かりやすいのではない

か。石垣の上の木は石垣の崩落の原因にもなるし、悪い事もあるということはビジ

ュアルに示す必要もあるかと思う。 

 

・石垣の保存修理計画について 

委員：黄色の、損傷段階３の部分で、けっこう平成の修理で行った部分が入っている

のだが、これはやり方がまずかったということか。 

コンサル：それについては何とも申し上げらないが、直している部分は一部で、修理

していない部分が孕んでいる、という箇所もあり、一概に直したところが悪くなっ

たという訳ではない。 

委員：あれは市が単年度で発注したので、No.226 などは一つの面を二つに切っていて、

やり残した部分が孕んでいるところがある。 

 

市民代表：この表で赤い印のあるところは樹木が関係しているので処理した方が良い

ということか。 

コンサル：一概にはそうは言えない。樹種も色々なので、一本一本検討する必要があ

る。樹木の調査票も石垣の調査票もそれぞれ写真もあるので、両方を見比べていた

だくと判断出来るかと思う。 

 

アドバイザー：P33 の図については現地で確認するとこの図の範囲と微妙に修理箇所

が違うところがあるように思う。中村石材や、市の工事関係書類から既に修理され

た範囲を早めに確認しておくことが重要だと思う。記録が失われるとどこが修理し

た範囲かわからなくなってしまう。 

 

委員長：石垣に近接して生えている木についても合わせて検討していかなければなら

ないというのは、確かに考慮しなければならない点だと思う。 

保存修理の基本的な考え方や方法、損傷段階の分類、これは他の史跡の城跡で

も行われている基準に則った調査の方法、分類で、松坂城においてもこれらの考え

方が基本であるということで良いのではないかと私は思う。 

会議の冒頭でも述べましたように熊本で大きな地震があり、道路に近接してい

るところ、あるいは門の所に被害が集中していて、熊本城でもほぼ全ての石垣と門

が崩れてしまったので城内に入れるルートが無いという状況だった。今回既に門の

近くで E地区 No.302であったり本居宣長旧宅のある No.228のかなり高い石垣など

はもし崩れれば直接人命にも関わる所であるので、どのように修理していくかとい
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うのはかなり検討を急いで結論を出していっていただきたい。例えば No.228 の石

垣に手を加えることになると本居宣長記念館あるいは旧宅を見学いただくのに両

立が可能なのかどうか、道路に近い No.302 の石垣では、下の道路との関係は修理

中どのように考えたらいいのか。史跡の整備だけに留まらないかなり複合的な条件

整備をクリアした上での修理ということになろうかと思う。これも市民の方のご理

解を得て、地域の色々な関係する方や行政内での交通整備をしていただかないと、

一方的にこの部分が危ないからというようなことではなかなか上手くいかないの

ではないかと思う。ただし基本の方針としては先ほどご説明いただいたような形で

出来たらと思う。従来の工法で、現在の石材を使って復旧に努めるということが基

本方針であることは変わらないが、どこまでどのように安全に配慮した修理をする

ことが必要かということは個別具体的なところで議論すべきだろう。逆に絶対に本

来の工法で直すべきだというところも多いと思うので、今後議論を深めていく必要

がある。 

表門を入ったすぐの No.321 というのは学術的な調査をしていただくには一番良

いところかもしれない。それほど石垣も高くなくて、実際修理していくとどういう

問題点や課題が出てくるかということを検証しながら知識や技術を蓄積出来るの

ではないかと思う。 

過去の修理箇所も図面と実際がずれているというご指摘もあったので、そうい

ったところも把握していただく必要がある。文化庁がついこの間石垣修理の手引き

をまとめたが、そのままで良いのかというところも松坂城に限らず全国のお城で同

じ課題を抱えている。熊本城をどう修理するかというところからも具体的に検討さ

れると思うので、そういったものも睨みながら松坂城の石垣の修理や整備を考えて

いくことになるだろう。 

 

市民代表：今有る石垣の現状の記録は、図面や写真があるのか。 

事務局：昨年、一昨年で作成している石垣カルテで全部ではないがかなりの石垣の写

真を撮影しており、それが利用出来るかと思う。ただツタ類が繁茂している状態の

箇所もあり、確認は継続していく必要はある。 

市民代表：全体を連続的に出来ないのか。 

コンサル：写真は場所によっては斜めからのもので、オルソ画像のような図化でき

るものではない。少なくとも損傷段階４の石垣についてはいつ崩れても復旧出来る

ようにせめてオルソ画像だけでも作っておくことは必要かと思う。 

委員：今はデジタルカメラが普及していて、後からパソコン上でオルソ画像を作れる

ので、デジタルカメラで写真撮影しておけば、非常に有効。あとは石垣のような立

面図の場合は三次元レーザー測量が非常に有効なので、これも今後お考えになった

らいいと思う。 

委員長：今日の石垣の基本的な修理の考え方のところでは、必ずしもデータ取りとい

うよりは、継続的なデータを蓄積して、というふうになっているが、今ご指摘いた
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だいたようにデジタル技術が進歩して、何らかの時に有効であるデータが従来より

は簡単にとれるようになっているから、どれくらい石がズレていっているかという

こともかなり計量的につかめて、色々なメリットがあると聞いている。これから調

査を進めて行く上ではそういったものも織り込んでいって、全国の石垣の修理、整

備で松坂城のやり方が一番良かったと言われるように進めて行けたらと思う。 
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