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　　年度事務事業成果表

名称

担当部 担当課

一般会計

事業期間

特別会計

事業種別

企業会計

総合計画の施策体系上の

位置

基本目標(政策)・

施策・サブ施策

P L A N 事業の概要と計画

事業概要 事業の大まかな内容

目的
事業を行うことによって

得られる成果

対象 事業が対象としている
人や団体

手段
目的を達成するための

方法

協動性
市民等との協動は

D O 事業のコスト・指標の推移

事業のコスト( I N P U T ) 単位

総事業費（減価償却費含む）

　内職員人件費

利用者1人当たりのコスト

活動指標：行政サービスの量を示す指標 (O U T P U T )

実績値

実績値

成果指標：住民満足の程度、便益を示す指標 (OUTCOME)

実績値

目標値

達成率

実績値

目標値

達成率

千円

千円

円／人

単位

単位

％

％

C H E C K 事業の評価

費用便益比：費用に見合う便益があるか示す指標(B / C ) 単位

実績値 費用便益比（1.0を上回れば費用に見合う便益
があると判断できる。）

算出根拠 便益の捉え方、算定方法

指数

式

評価の視点 評価の理由

公共性(民間の事業でカバーできない？)

公平性(便益が一部の市民に偏っていない？)

有効性(政策・施策の目的達成に貢献している？)

効率性(コスト削減の余地は？)

総合評価

A C T I O N 改善内容と今後の展開方向

改善の詳細

今後の展開方向 内容 実施時期

評価のレーダーチャート
公共性

有効性 公平性

効率性

Ａ

Ｂ

Ｃ

25

こども元気プラザの運営

10464

市民福祉部 子育て支援課

○

19～27 総合計画における継続事業

１．健やかで若さあふれる元気なまち（健康・福祉）　01)安心して子供を生み育てる環境

づくりの推進　(02)地域での子育て支援体制づくり

子育て支援センター、つどいの広場、発達相談の事務所の入った複合施設の運営。日平均65人程度の利
用がある。

少子化対策の一つとして、子育て支援機能を充実し、事業開催時間以外でも過ごせる場を提供。子育て
の負担感の軽減、子育て中の当事者による支え合いによる地域の子育て力の向上を目指す。

乳幼児、児童、生徒とその保護者、子育て支援に関わる者

子育て中の親子の交流の場の提供、子育てに関する講習、子育て相談、交流促進、情報提供、ファミリ
ーサポート事業の預かり場所、中高生の乳幼児ふれあいボランティア事業等を提供する。

「可能」
施設内にて、市民の運営団体が、つどいの広場事業として一部参画している。

平成25年度の活動計画
施設の運営（月曜日～土曜日）（武並・やまびこの支援センターを含む）

21年度

    24,674

     3,610

    19,142

22年度

    18,926

     3,463

    15,263

23年度

    17,622

     3,565

    14,327

24年度

    16,294

     2,138

    13,389

25年度

    17,861

     2,332

    15,022

26年度予算

    17,047

     2,332

    13,781

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 27年度目標

開館日数　元気プラザ 日

開館日数　やまびこ・武並 日

       292

        75

       293

        65

       292

        74

       292

        83

       292

        86

         0

         0

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 27年度目標

利用者数　元気プラザ

人

人

利用者数　やまびこ・武並

人

人

    16,589

     1,188

         0

         0

         0

         0

    19,941

     1,128

         0

         0

         0

         0

    18,909

     1,504

         0

         0

         0

         0

    21,836

     1,603

         0

         0

         0

         0

    19,099

     1,944

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 27年度目標

      0.09       0.15       0.16       0.15       0.11       0.00

利用者数×支払い意志額100円／回÷施設運営コスト＝21,043人×100円
／17,861千円

A できない、●B 検討の余地あり、C 可能性あり、

A 誰でも利用できる、●B 偏っているが公平である、C 偏っている、

A 高い、●B 普通、C 低い、

A ない、●B 検討の余地あり、C 可能性あり、

事業の正当性が、A 極めて高い、●B 高い、C 低い、 B

現在は、民間の営業主体がない。

未就園児の親子が主な利用者であるが、夕方、土曜日は就園児も
訪れる。祖父母との利用もある。

子育ての拠点施設として利便性の高い場所に整備され、子育ての
負担感を軽減でき、少子化対策の有効な手段となっている。

指定管理や他事業への取り組み、近隣子育て支
援施設との調整など検討。

未就園児を持つ保護者の居場所作りとして、効
果がある。

平成25年度改善内容

従来どおりに実施

元気プラザ内にて、つどいの広場事業をＮＰＯ法人へ委託(つどいの広場事業に計上）し、協働で施設運営し
た。��こども元気プラザ運営委員会にて、委員の意見を聞きながら、講座に参加しやすい方法にしたり、運営
内容を検討した。

【継続】改善しつつ継
続

利用者の要望を聞きながら、利用しやすい施設を目指し運営内容を見直していく。子
育て支援センター未開催地域での出張ひろばの開催を検討



目標
実績
目標
実績
目標
実績
目標
実績
目標
実績
目標
実績
目標
実績
目標
実績
目標
実績
目標
実績

目標

実績

目標
実績
目標
実績
目標
実績

注　■印はサブ施策　○印は総合計画の主要事業　◎は総合計画の主要プロジェクト関連事業であることを示します。

15 15
66.7%

10 10 10 10 10
15 15

放課後児童クラブ数 通年及び季節開催の児童クラブ数

休日保育（日曜日）年間利
用者数

指標の説明

休日保育（日曜日）実施箇
所数

日曜日・祝日の休日保育の年間実施箇所数

幼稚園・保育園の一元化の
箇所数

0

施
策
の
意
図
と
サ
ブ
施
策
・
事
業
の
位
置
づ
け

全地域の児童に等しく保育・教育を提供するため、幼保
一元化導入 0 0

0
箇所 -

0
0 全園0

1 10 0
箇所

2 0

0 0

-
0 0 0 0 0

150
-

0 0 0 0 0

600

43 3

310 0 0 0 150

15
1,333

1,000

日曜日・祝日の休日保育の年間利用者数 人

600600 600ファミリーサポートセン
ター利用件数

1年間にファミリーサポートセンターを利用した件数 件
600

222.2%
424 799 756 1,171

75.0%
3 3 3 3 3

2 4
地域子育て拠点箇所数

地域における子育て支援の場の開設箇所数（市民による
開設）

件
4

5050 50 50 50
56.0%

2821 21 27 29

70.0
84.8%

50.949.2 46.9 48.3 35.9
70.0 50.0 55.0 60.0 65.0

100.0100.0 100.0 100.0 100.0
92.7%

92.779.9 92.5 99.7 97.5
60.0

総
合
計
画
指
標

赤ちゃん訪問指導率 家庭訪問／出産後親子 ％

パパママ学級出席率 パパママ学級の参加者率　参加者／対象者 ％

次世代育成行動計画策定所
数

行動計画および県子育て支援登録事業所数 ％

8.5
79.5%

6.67.3 7.6 6.7 7.4
8.0 8.1 8.2 8.3 8.4

450434 438 442 446
80.8%

357409 418 368 404
430

1.66 1.68 1.70
101.2%

1.68
1.60 1.62 1.64

1.51 1.62 1.57 1.52社
会
指
標

合計特殊出生率
女性が一生に産む平均的な子ども数（恵那市）
(ｎ-1)

％

出生数 出生数（恵那市）4～3月 人

出生率 出生数／人口×1,000人 ％

11,878 11,628 11,482 11,239 10,845
12,500 12,500 12,500 12,500 12,500

86.8%

-
53,74554,385

利用者数 子育て世代人口（20～39歳の女性、0～12歳乳幼児児童） 人
12,500

達成度
H25実／H25

目

対象者数 市民 人
55,744
55,254 54,877

H 24
実績

H 25
実績

H 26
目標

H 27
目標

施策のめざす方向
親子が健やかに育つ環境を整備し、地域社会全体で子育て家庭を支え、市民ニーズに合った保育サービス等を提供することにより、地域で安心して子どもを生み育て
る環境づくりを推進します。

施
策
評
価
指
標
と
目
標
値
・
達
成
度

成果指標名 単位
H 21
基準

H 22
実績

H 23
実績

55,681

市民の意向
厳しい社会情勢の中で女性の就業者が増加し、延長保育や一時保育、病時・病後児保育などの保育サービスの充実が求められ、子育てと仕事が両立できるような保
育・就業環境の整備などに対する市民ニーズが高まっています。また、小学校入学後のこどもの放課後・長期休暇中の安全確保対策として、放課後児童クラブや子ど
も教室の充実などを望む声が大きくなっています。

関連課名 健康推進課、保健年金課、幼児教育課、生涯学習課健やかで若さあふれる元気なまち基本目標（政策）

未達成課題に対する今後の取り
組み

  母子に対する支援として、不妊治療費の助成、妊産婦健康審査費用の公費負担を引き続き実施します。
保育園の指定管理者制度については、導入済みの3園において運営委員会を開催し、利用しやすい安心して子どもを預けられる園運営を目指しま
す。未導入の大規模園について、指定管理者制度導入に向けて検討委員会で協議を進めます。
　明智保育園と吉田保育園の統合については、明智地域協議会の意向を踏まえ今後の対策を検討します。
　子ども・子育て支援新制度への対応については、住民ニーズ調査結果を基に恵那市子ども・子育て支援事業計画の策定に取り組むとともに、認定
こども園への移行に向けた制度設計を行ないます。
　ファミリーサポートセンター事業は、緊急サポート事業と併せて、引き続き事業のPRに努め、利用拡大を図ります。
　放課後児童ｸﾗﾌﾞについては、引き続き未設置校区(4校区)の解消に向け検討を進めます。

総合計画管理チェックシート　（子どもを生み育てる環境づくり）

市民福祉部
課名 社会福祉課

施策名

施
策
の
現
状

現状

　恵那市次世代育成支援行動計画（後期計画）に基づき、平成22年度から26年度までの子育て支援施策を推進していますが、平成24年8月に子ども･子育て関連3法が
成立し、平成27年4月から新制度による支援がスタートする予定です。
　すべての子どもの良質な成育環境を保障し、子ども・子育て家庭を社会全体で支援するため、新しい仕組みを構築し、質の高い学校教育・保育の一体的な提供、保
育の量的拡充、家庭における養育支援の充実を図る施策が求められています。
　国の子ども・子育て会議の動向に注意しながら、福祉、教育、雇用対策など部局を横断した全庁的な取組みを推進する必要があります。

施策コード 11

安心して子どもを生み育てる環境づくりの推進
主管
部課

部名

１年間の主な取り組みと成果

   新生児及び乳児訪問は全戸訪問を行い、訪問指導率は里帰り出産等で『92.7％』となりました。特定不妊治療費の助成は、『56件（34人）』の
補助を行い、『15人』の方が妊娠されました。また、妊産婦健康審査費用の公費負担を引き続き『14回』実施し、母子に対する支援を行いました。
　予防接種事業では、延べ47,344人が接種されました。平成25年7月からは、岐阜県風しん予防接種促進緊急対策事業に基づき、平成2年4月1日以前
に生まれた妊娠を希望する女性及び、妊婦の夫を対象に大人の風しん予防接種を実施し個別で179人の方に接種費用の補助を行いました。
　地域の子育て支援として、つどいの広場事業（りんごのほっぺ・こぎつねの森）では、年間で『345日間』開催し、『18,875人』の利用がありま
した。ファミリーサポートセンター事業では、利用者に事業が徐々に定着し、短時間・臨時的就労支援を理由とする利用が中心として件数が
『1,333件』となりました。
　保育園の指定管理者制度については、岩村保育園において、基本協定を締結し、平成27年度に本格移行する運びとなりました。
　幼保一元化の推進については、幼保合同園長会で内容を検討しており、平成24年度から継続してALTを幼保各園に派遣し、恵那市独自の幼児教育
の充実に努めました。また、新しい子ども子育て支援制度に対応するため、恵那市子ども子育て会議を設置し、住民ニーズ調査を実施しました。
  放課後児童対策では、7校区で常設児童ｸﾗﾌﾞ、3校区で季節児童ｸﾗﾌﾞが開設され、延べ『2,290人』の利用がありました。

■保育サービスの充実

子育て中の親

■心身ともに健やかな親子の育成支援

対象

意図

心身ともに
健やかな親子の育成

保育サービスの充実

地域での子育て

0～5歳の乳幼児
妊娠前後、周産期

の女性 6～12歳の児童

未婚者
（将来子育てを

する市民）

■保育サービスの充実
○中野方保育園の改築 (継）
○（仮）長島こども園建設（新)
○幼稚園・保育園の一元化

○児童センター管理運営事業 (継)   

■地域での子育て支援体制づくり
○次世代育成支援行動計画の振興管理（継）

○つどいの広場事業 (継)

○地域子育て支援センターの運営 (継）

○放課後児童対策事業 (継）

○不妊治療費の助成
(継）
○妊産婦健康診査

事業 (継）

・児童遊園維持管理経費 （事）

○母子保健推進員活動事業 (廃止）

○母子健康指導事業 (継）

・母子父子等医療扶助事業 （事）

・母子福祉経費（事）

○次世代育成支援行動計画の振興管理（継）

・児童手当・扶養手当給付事業 （事）

○家庭児童相談事業 (継）
○発達相談事業 (継）

○特別支援教育体制推進事業 (継）
○児童手当給付事業（継）
○子育てマップ・子育てガイドブックの作成
(継）
○病児・病後児保育事業（継）

・市立・私立保育園管理運営経費 （事）

・市立・私立幼稚園運営事業費 （事）

○子育て支援短期（ショートスティ）保護事業

(継)                             

○土曜保育事業 (継）

○結婚相談事

業

○乳幼児健診事業 (継）

○子ども福祉医療費助成事業 (継）
○ブックスタート事業 (継）

○ブックスタート事業 (継）

○放課後児童対策事業 (継）

○家庭教育事業の推進 (継） ○こども発達センター管理運営事業（継）

○児童虐待・DV等相談業務 (継）

○こども元気プラザの運営（(継）

○放課後児童対策事業 (継）



























　　年度事務事業成果表

名称

担当部 担当課

一般会計

事業期間

特別会計

事業種別

企業会計

総合計画の施策体系上の

位置

基本目標(政策)・

施策・サブ施策

P L A N 事業の概要と計画

事業概要 事業の大まかな内容

目的
事業を行うことによって

得られる成果

対象 事業が対象としている
人や団体

手段
目的を達成するための

方法

協動性
市民等との協動は

D O 事業のコスト・指標の推移

事業のコスト( I N P U T ) 単位

総事業費（減価償却費含む）

　内職員人件費

利用者1人当たりのコスト

活動指標：行政サービスの量を示す指標 (O U T P U T )

実績値

実績値

成果指標：住民満足の程度、便益を示す指標 (OUTCOME)

実績値

目標値

達成率

実績値

目標値

達成率

千円

千円

円／人

単位

単位

％

％

C H E C K 事業の評価

費用便益比：費用に見合う便益があるか示す指標(B / C ) 単位

実績値 費用便益比（1.0を上回れば費用に見合う便益
があると判断できる。）

算出根拠 便益の捉え方、算定方法

指数

式

評価の視点 評価の理由

公共性(民間の事業でカバーできない？)

公平性(便益が一部の市民に偏っていない？)

有効性(政策・施策の目的達成に貢献している？)

効率性(コスト削減の余地は？)

総合評価

A C T I O N 改善内容と今後の展開方向

改善の詳細

今後の展開方向 内容 実施時期

評価のレーダーチャート
公共性

有効性 公平性

効率性

Ａ

Ｂ

Ｃ

25

市立恵那病院管理経費

10963

医療管理部 病院管理課

○

17～27 総合計画における継続事業

１．健やかで若さあふれる元気なまち（健康・福祉）　06)地域の医療・救急体制の充実　(

01)地域医療機能の整備と充実

内科、外科、小児科、整形外科、眼科、耳鼻いんこう科、放射線科、リハビリテーション科を標榜。病
院事業会計と施設管理に市職員3名で対応している。管理運営を受託している社団法人地域医療振興協
会の職員は166名。患者給食調理等は外部委託している。

高齢社会に対応した住民の医療ニーズに基づく、安定的な医療を提供する。1日平均外来患者数300人、
1日平均入院患者数175人を予定。

恵那市および近隣の住民

公立の2病院6診療所の連携と市内の民間診療所との病診連携や近隣の病院との病病連携をしながら、2
次医療機関としての役割を果たす。

「不可能」
医療の実施にあたっては、協働性は低いが、側面支援として周辺環境整備に市民ボランティアが参加し
ており、院内には市民ギャラリーを展示して療養環境の向上が図られている

平成25年度の活動計画
事業量：3,054,600。その他の財源名：診療収入等。

21年度

 2,852,623

    23,905

    22,276

22年度

 3,014,142

    28,446

    22,605

23年度

   152,806

    30,631

     1,230

24年度

 2,795,712

     4,536

    22,299

25年度

 2,697,770

     4,536

    23,056

26年度予算

 3,090,536

     4,536

    18,875

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 27年度目標

年間開院日数 日

病床稼働率 ％

       365

        75

       365

        75

       366

        69

       365

        71

       365

        69

         0

         0

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 27年度目標

外来診療単価

円

円

入院診療単価

円

円

     8,018

    30,214

         0

         0

         0

         0

     8,297

    32,492

         0

         0

         0

         0

     8,726

    33,632

         0

         0

         0

         0

     9,851

    35,152

         0

         0

         0

         0

     9,680

    36,269

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 27年度目標

      0.91       0.91       0.91       0.79       0.90       0.00

費用対便益比＝（歳入総額－一般会計等繰入額）／年コスト（歳出総額
）＝（6,604,737千円－54,504千円）／2,697,770千円

●A できない、B 検討の余地あり、C 可能性あり、

●A 誰でも利用できる、B 偏っているが公平である、C 偏っている、

A 高い、●B 普通、C 低い、

●A ない、B 検討の余地あり、C 可能性あり、

事業の正当性が、●A 極めて高い、B 高い、C 低い、 A

へき地医療拠点病院として、不採算医療や保健衛生行政、福祉行
政との連携を実施するため、現在の公設民営（指定管理）方式で
ないと事業を実施できる体制が取れないため

医療は誰もが必要なときに受診できるものであ
り、公平性が保たれている

政策医療としての結核や救急、その他保健衛生医療の実施がなけ
れば、病院事業会計として複式簿記管理の費用対便益は1.0以上
となる

政策医療としての結核や救急、その他保健衛生医療の実施がなけ
れば、病院事業会計として複式簿記管理で経営可能となるが、不
採算を実施する中で、交付税措置の範囲内で実施できている

国立時代から恵那地域のへき地医療拠点病院としての位置づけが
確立しており、無くてはならない医療基幹施設である

平成25年度改善内容

その他

指定管理により、市の中核病院として国保診療所への医師派遣等、安定的な医療サービスを提供した。

【継続】従来どおりに
継続

民間ノウハウとネットワークを最大限活用した運営を行うため、引き続き指定管理に
よる運営を行い、市の中核機能を担う。

yuusuke_sako
テキストボックス
2,742,222

yuusuke_sako
テキストボックス
22,073



目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

１年間の主な取り組みと成果

市民が安心して医療サービスを受けられるよう2 つの公立病院と6 つの国保診療所を運営しました。
市立恵那病院再整備は２４年度にはプロポーザル方式により最適設計業者を決定し、１２月には設計に着手し、２５年５月には基本設計を完了させ年度末
の３月には実施設計を完了した。基本設計は全地域懇談会で概要説明を行い市民へ設計内容の周知に努めました。また、工事では２５年６月より敷地造成
の準備として支障となる建物の解体除却、仮更衣室や仮駐車場整備、樹木の伐採等を順次完了させ、１月には本工事の造成工事第１期に着手した。
医師・看護師の確保のため、「東濃地域医師確保奨学資金等貸付制度」により、将来医師として地域医療に従事する意志のある５名の医学生に、引き続き
貸し付けを行いました。
平成23年度に創設した「恵那市看護師修学資金貸付制度」により、平成25年度より将来看護師として市内公立病院等に従事する意志のある学生１名に貸し
付けを開始し、また、本年度中に1名の応募があり、平成26年度からの貸し付けを決定しました。
国保上矢作病院は、岐阜県から自治医科大学卒の医師1名の派遣を引く続き受け、前年と同様の医療を提供することができました。
市立恵那病院において、7月から助産師による母子保健指導事業を実施し、112名の方に利用いただいた。また、1月からは医師による「胎児スクリーニン
グ」も実施しました。
応急手当講習の受講者数は、延べ14,645人となり、目標の14,000人を上回りました。応急手当普及員講習会の受講者総数は、187人となり目標の180人を上
回りました。

未達成課題に対する今後の取り
組み

　近隣医療機関との連携、救急をはじめ、介護、健康保健、福祉との連携を推進し、医療サービスの向上を図ります。
  市立恵那病院再整備事業はスケジュールの点検を行い確実に業務を進めます。
  公立医療施設の施設間の連携、機能分担を進め、限られた医療資源を有効活用し、患者数の確保を図りつつ健全経営を目指します。
　医療サービスの充実のため、病院や診療所の医師、看護師などの確保に努めます。また、将来の医師・看護師確保のため、就学資金貸付事業を継続しま
す。
　産婦人科の問題については、短期・中期的な視野に立ち、安心して子どもを出産できる体制の確保に努めます。その条件整備として産後ケアセンター開設
に向けたニーズ調査等を実施します。

社
会

指
標

総
合
計
画
指
標

施
策
評
価
指
標
と
目
標
値
・
達
成
度

応急手当普及員講習会受
講者（24h）の総数

医療機関に対する満足度

応急手当講習受講者数

103.9%
121 137 169 187 187

180 180

14,000

利用者数

応急手当講習会（市職員以外）の指導者育成のた
めの普及員講習会受講者(24h)総数

人

104.6%
14,645

14,000 14,000

14,482
応急手当講習会受講者(再講習含まず) 人

11,323 13,000

150

12,000

12,709 13,022 13,505

96.8%
34.5 40.3 38.5 34.7 36.8

人間ドッグ受診者数
市立恵那病院・国保上矢作病院による人間ドック
の受診者

人
217 229

病診連携による開放病床
の利用率

市内診療所・医院の主治医が自己の診察した患者
を市立恵那病院の開放病床に入院させ病院医師と
共同で診察した場合のベッドの利用率

％

市民意識調査で、医療機関に対する満足度が満
足・やや満足と回答した市民の割合

％

39.0 40.0

30.4 36.6

231 286 267

2,7002,900

85.4%
21.1 28.3 27.1 28.5 28.6

2,900

28.7

95.0%
2,988 2,662 2,716 2,815 2,661

対象者数 市民 人

154,783 154,031 147,167

54,477

市民（外来延患者数） 人
152,294 154,139 145,451 144,469

171,999

休日・夜間患者への市内
医療機関貢献度

市内医療機関の休日・夜間受診者数 人

-
55,681 55,254 54,877 54,385 53,745

注　■印はサブ施策　○印は総合計画の主要事業　◎は総合計画の主要プロジェクト関連事業であることを示す。 (新)は新規事業、(継)は継続事業、(事)はその他の事務事業を指す。

140

施
策
の
意
図
と
サ
ブ
施
策
・
事
業
の
位
置
づ
け

180

2,900 2,7002,800

H 27
目標

達成度
H25実

／H25目

H 25
実績

2,900

-
137,145

56,071 55,744 54,978 53,000

H 21
基準

H 22
実績

H 23
実績

H 26
目標

H 24
実績

成果指標名 指標の説明 単位

施策コード

総合計画管理チェックシート（地域の医療・救急体制の充実）

施策のめざす方向
適正な医療が確保され市民が安心して安定的に医療サービスを受けることができるように、公立病院の施設整備と診療所との連携の強化を進めます。また、救急時にもス
ムーズに対応できるように、近隣の医療機関や市内の医療施設との連携を強化します。

課名施策名

現状

市民の意向

関連課名

本市には、中核的医療機関として、市立恵那病院、国保上矢作病院の2つの市立病院と、地域医療を実施する６つの診療所（飯地診療所、三郷診療所、岩村診療所、山岡診療所、串原
診療所、上矢作歯科診療所）がある。

16

病院管理課

市民意識調査によると、医療機関の充実や救急医療体制の整備を重要な施策としてあげる市民は非常に多くなっている。市民の関心が高いだけに、医療機関におけるサービスの充実に
対する期待も大きく、少子高齢化の進行や生活スタイル、疾病構造の変化に伴い、市民の多様なニーズに可能な限り応えるような医療水準の維持、向上、救急医療体制の整備が必要と
なっている。
また、医療は治療のみならず、生活習慣病予防、介護予防、リハビリテーションなど広範囲のサービスが求められており、保健・医療・福祉のネットワーク化により総合的にサービスを提供
することや、市民にとって身近な地域医療を充実すること、地域医療と中核的な機関の連携を図ることなどが求められている。

主管
部課

部名
地域の医療・救急体制の充実

消防本部消防課、健康推進課、保険年金課、高齢福祉課、医療施設整

医療管理部

245 250

38.0

27.3 33.5

36.0

240

37.0

14,000

111.3%

基本目標（政策） 健やかで若さあふれる元気なまち

228 235

40.030.0

施
策
の
現
状

対象

意図

市 民

予防

治療

救急
救命

■地域医療機能の整備と充実

■保健・医療・福祉のネットワーク化

■救急医療体制の充実

○中津川・恵那地区病院群輪番制運営事業 (継）

○在宅当番医制運営事業 (継）
・ 休日在宅歯科運営事業 （事）
○応急手当普及啓発事業 (継）

○高規格救急車整備事業（新）
○AED （自動体外式除細動器） 設置事業 (継）

市立医療機関 他の医療機関 保健センター 福祉･介護施設

健全経営

○市立恵那病院再整備事業（継）

○病院医療機器等更新事業 （継）

○診療所医療機器等更新事業 （継）
○病院施設設備更新事業 （継）
○診療所施設設備更新事業 （継）

・基本健康診査事業 ・介護予防事業

■地域医療機能の維持

・ 市立恵那病院管理運営経費 （事）
・ 国保上矢作病院管理運営経費 （事）

・ 診療所管理運営経費 （事）
（三郷・飯地・岩村・山岡・串原・上矢作歯科〕

・近隣公的病院との病病連携
・民間医療機関との病診連携







































































　　年度事務事業成果表

名称

担当部 担当課

一般会計

事業期間

特別会計

事業種別

企業会計

総合計画の施策体系上の

位置

基本目標(政策)・

施策・サブ施策

P L A N 事業の概要と計画

事業概要 事業の大まかな内容

目的
事業を行うことによって

得られる成果

対象 事業が対象としている
人や団体

手段
目的を達成するための

方法

協動性
市民等との協動は

D O 事業のコスト・指標の推移

事業のコスト( I N P U T ) 単位

総事業費（減価償却費含む）

　内職員人件費

利用者1人当たりのコスト

活動指標：行政サービスの量を示す指標 (O U T P U T )

実績値

実績値

成果指標：住民満足の程度、便益を示す指標 (OUTCOME)

実績値

目標値

達成率

実績値

目標値

達成率

千円

千円

円／人

単位

単位

％

％

C H E C K 事業の評価

費用便益比：費用に見合う便益があるか示す指標(B / C ) 単位

実績値 費用便益比（1.0を上回れば費用に見合う便益
があると判断できる。）

算出根拠 便益の捉え方、算定方法

指数

式

評価の視点 評価の理由

公共性(民間の事業でカバーできない？)

公平性(便益が一部の市民に偏っていない？)

有効性(政策・施策の目的達成に貢献している？)

効率性(コスト削減の余地は？)

総合評価

A C T I O N 改善内容と今後の展開方向

改善の詳細

今後の展開方向 内容 実施時期

評価のレーダーチャート
公共性

有効性 公平性

効率性

Ａ

Ｂ

Ｃ

25

木漏れ日作戦事業

10451

建設部 建設課

○

18～27 総合計画における継続事業

３．快適に暮らせる便利で美しいまち（都市・交流基盤）　02)地域内外の交流を支える道

路体系の強化　(02)身近な生活道路の整備推進

市道の冬季凍結危険箇所の木立を伐採し、陽光で路面の凍結を防ぐ。

交通事故防止

市道の日陰個所

個所選定、伐採

「検討の余地あり」
民有林の了解は地域であり、市民との協働作業

平成25年度の活動計画
道路屈曲部流木伐採　

21年度

     2,361

       908

        66

22年度

     2,723

       780

        49

23年度

     4,136

     1,080

        75

24年度

     2,159

       594

        40

25年度

     3,019

       623

        57

26年度予算

     3,323

       623

         0

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 27年度目標

整備箇所数 箇所          4

         0

         3

         0

         2

         0

         1

         0

         1

         0

         0

         0

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 27年度目標

交通事故件数

件

件

       139

         0

         0

         0

         0

         0

       179

         0

         0

         0

         0

         0

       179

         0

         0

         0

         0

         0

       208

         0

         0

         0

         0

         0

       154

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 27年度目標

      0.29       0.33       0.22       0.48       0.25       0.00

費用対便益比＝（市内交通事故件数×市道での交通事故発生率×1事故
あたり社会経済的損失額×当該事業による減少率）／年コスト＝（154
件×50％×1,000千円×1％）／3,020千円

A できない、●B 検討の余地あり、C 可能性あり、

●A 誰でも利用できる、B 偏っているが公平である、C 偏っている、

A 高い、B 普通、●C 低い、

A ない、B 検討の余地あり、●C 可能性あり、

事業の正当性が、●A 極めて高い、B 高い、C 低い、 A

市民との協働事業として検討可能

便益は全市民に及ぶ

0.25

平成25年度改善内容

従来どおりに実施

【継続】従来どおりに
継続



目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

基本目標（政策） 快適に暮らせる便利で美しいまち

-

53,357

H 27
目標

達成度
H25実

／H25目

-

-

-

注　■印はサブ施策　○印は総合計画の主要事業　◎は総合計画の主要プロジェクト関連事業であることを示す。 (新)は新規事業、(継)は継続事業、(事)はその他の事務事業を指す。

市民の意向では、恵那・瑞浪間の4車線化・バイパス化などの要望が強く、道路交通環境の充実を求める声が多くあります。
また、生活道路は改良率が低く、幅員が狭いため、拡幅や歩道、側溝などの整備を求める路線があります。

主管
部課

施策のめざす方向
市の中心地から各地域の主要集落まで移動時間30分以内で移動ができる道路網の整備を図るとともに、身近な生活道路の整備・改善を進めます。また、安全で快適な歩
道などの整備を進めます。

20.0

施
策
の
現
状

現状

市民の意向

部名
施策コード 32

総合計画管理チェックシート（地域内外の交流を支える道路体系の強化）

課名
施策名 地域内外の交流を支える道路体系の強化

H 24
実績

Ｈ21
基準

建設政策課

建設部

本市の骨格的な道路網は、東西に横断する中央自動車道や国道19号とこれに接する国道257号、国道363号、国道418号などによって形成されています。これらの骨格的道路のほか
にも、県道や市道の幹線道路など多くの道路が、市内の日常生活や経済活動を支えています。こうしたなか、計画的に道路改良等を進めているものの、山間地を多くかかえる地域特
性が、道路整備を進める上での制約となっているのが現状であり、また、夏や秋の観光シーズンに加え、朝、夕の通勤時には交通量が多くなり、主要交差点では交通渋滞が発生して
います。また東西軸に対し、南北軸の道路体系が弱いため、国道418号・国道257号を基軸に、国県道の整備や三河東美濃地域高規格幹線道路建設を促進していく必要があります。

H 25
実績

関連課名

H 22
実績

H 23
実績

H 26
目標

56,071 55,744

施
策
の
意
図
と
サ
ブ
施
策
・
事
業
の
位
置
づ
け

管理課

成果指標名 指標の説明 単位

55,744 53,000

36.6

89.2 91.5

17.4

91.3

12.4

37.9

90.0 91.3

40.0 31.0

91.4 91.4

67.8%

25.0
77.1%

41.0

91.6
99.9%

32.0

39.8

35.033.0 34.0

39.2 40.4

55,681 55,254 54,877 54,385 53,357

53,000

利用者数 市民 人

対象者数 市民 人

55,681 55,254 54,877 54,385

56,071

国・県道改良率 岐阜県恵那土木事務所資料 ％
73.3 73.4 73.4 73.6 73.7

国・県道舗装率 岐阜県道路維持課統計資料による（N-2）Ｈ22まで ％
94.1 94.1

-
33.9 33.8 34.6 35.0 35.0

市道改良率 建設課資料 ％

幹線道路（国道・県道な
ど）の整備の満足度

市民意識調査で、幹線道路（国道・県道など）の
整備が満足・やや満足と回答した市民の割合

％ 70.0%
28.7 27.3 20.3 21.9 23.1

％ 96.0%
36.9 37.4 37.4 38.2 38.2

37.7 37.9

91.1 91.1 91.2 91.3

26.9 30.0 19.1

14.8 12.7 11.9 13.1

16.5 18.3

社
会
指
標

総
合
計
画
指
標

市民意識調査で、身近な市道・生活道路の整備、
維持管理が満足・やや満足と回答した市民の割合

％

施
策
評
価
指
標
と
目
標
値
・
達
成
度

段差や道幅など歩道の安
全性の満足度

市民意識調査で、段差や道幅など歩道の安全性が
が満足・やや満足と回答した市民の割合

％

市道舗装率 舗装済市道延長／市道総延長 ％

身近な市道・生活道路の
整備、維持管理の満足度

36.1

―

都市計画道路整備率
整備済都市計画道路延長／計画決定された都市計
画道路総延長

22.8

20.0 17.0 19.0

40.0 22.1 23.6 24.3

18.2

１年間の主な取り組みと成果

  市の幹線道路である国道と県道の整備促進のため、管理者である国土交通省や岐阜県との連携を密にして、事業推進に努めました。
　国道19号　恵那・中津川間の4車線化を進める恵中拡幅事業は、平成25年度に完成しました。また、歩行者の安全確保のため、原交差点に横断歩道橋と
信号機設置を整備しました。
　国道363号の明智町徳間地区では道路の局部拡幅が完成しました。国道418号の武並町藤地内の歩道設置事業は、工事を進め、平成25年度に完成となり
ました。
　瑞浪恵那道路（瑞浪恵那間12.5kmの国道19号線のバイパス）では、環境影響評価書の公告・縦覧が行われています。また、都市計画道路変更の決定が
されました。
　県道では、主要地方道恵那蛭川東白川線の東雲バイパスの（仮称）新東雲橋の上部工事が発注され、平成27年3月末に完成予定となりました。
　市道の整備は、恵那テクノパークへの進入路である平山線が暫定供用されました。東野地内の袖畑笠作線・清水白坂線では引き続き、用地買収を行
い、下橋戸橋、両島橋の工事をしています。その他、上矢作町地内の中根橋、串原地内の大竹松本線等の幹線及び生活道路の道路改良事業を進めまし
た。また、地域要望などが数多い、道路維持修繕事業を実施しました。
　これらの事業を進めることによって、道路改良率を向上させるとともに、地域間の移動時間の短縮と道路の利便性や安全性の向上に努めました。

290 300
103.2%

未達成課題に対する今後の取り
組み

  　国道・県道の整備については、要望活動などを行い整備促進に努めます。
　　一番身近な市道の整備については、継続中の工事の早期完了に努めるとともに、地域から出された要望などに基づき改良、維持修繕を進めてい
  きます。
　　国道418号は、事業の推進をはかります
　　都市計画道路ついては、拡幅整備された区間と、未整備道路の連結部の幅員が大きく異なり、車両のすれ違いや歩行者の安全性に課題が残され
  ていることから、今後課題解決を進めていきます。
　　瑞浪恵那道路については、事業化に向けて引き続き促進活動をしていきます。

生活道路の維持管理作業
の延長距離数

市民が行う身近な生活道路の維持管理作業（みん
なの道愛護事業）を行った市道延長距離数

km
259 270 280

239 264 276 276 289

対象

意図
市民（生活者） 企業市民（企業・事業所） 市域外市民・企業

整備

生活移動の支援

歩行者の安全確保

■安全な歩道の整備推進

■身近な生活道路の整備推進

■幹線道路の整備推進

○国県道改良促進活動事業（事）

・県営事業負担金負担事業（継）

・恵中拡幅整備推進事業（継）
・瑞浪恵那道路の事業化に向けた取り組み（継）
・国道418号の事業推進(継)

○幹線道路整備事業（継）
○都市計画道路整備事業（継）

○生活道路整備事業 (継）

○生活道路維持事業 (継）

･未登記市道解消推進事業 （継）

・木漏れ日作戦事業 (継）

･橋りょう維持保全事業 (継）
･みんなのみち愛護事業 (継）

･私道整備工事補助事業 (継）
･市民協働作業原材料支給事業 (継）

○交通安全施設整備事業 (継）

維持
管理

広域移動
の支援





















　　年度事務事業成果表

名称

担当部 担当課

一般会計

事業期間

特別会計

事業種別

企業会計

総合計画の施策体系上の

位置

基本目標(政策)・

施策・サブ施策

P L A N 事業の概要と計画

事業概要 事業の大まかな内容

目的
事業を行うことによって

得られる成果

対象 事業が対象としている
人や団体

手段
目的を達成するための

方法

協動性
市民等との協動は

D O 事業のコスト・指標の推移

事業のコスト( I N P U T ) 単位

総事業費（減価償却費含む）

　内職員人件費

利用者1人当たりのコスト

活動指標：行政サービスの量を示す指標 (O U T P U T )

実績値

実績値

成果指標：住民満足の程度、便益を示す指標 (OUTCOME)

実績値

目標値

達成率

実績値

目標値

達成率

千円

千円

円／人

単位

単位

％

％

C H E C K 事業の評価

費用便益比：費用に見合う便益があるか示す指標(B / C ) 単位

実績値 費用便益比（1.0を上回れば費用に見合う便益
があると判断できる。）

算出根拠 便益の捉え方、算定方法

指数

式

評価の視点 評価の理由

公共性(民間の事業でカバーできない？)

公平性(便益が一部の市民に偏っていない？)

有効性(政策・施策の目的達成に貢献している？)

効率性(コスト削減の余地は？)

総合評価

A C T I O N 改善内容と今後の展開方向

改善の詳細

今後の展開方向 内容 実施時期

評価のレーダーチャート
公共性

有効性 公平性

効率性

Ａ

Ｂ

Ｃ

25

商店街活性化事業

10532

経済部 商工観光課

○

18～27 総合計画における継続事業

４．活力と創造性あふれる魅力あるまち（産業振興）　01)にぎわいのある商業・サービス

業の振興　(02)にぎわいのある商店街づくり、地域ブランド力づくり

恵那駅周辺・岩村・明智の各商店街へ事業補助を行い、商店街活性化を支援。空き店舗活用支援やにぎ
わいを取り戻す方策を実施。

商店街の活性化

商店街利用者

がやがや会議等にて商店街、市民が参加することで、問題点を探り、新たな方策を探る。

「可能」
商店街のみの問題でなく、地域としてどのように活性化していくかは市民との協働が不可欠

平成25年度の活動計画
商店街連合会事業、空き店舗対策事業、恵南地区商店街活性化事業

21年度

       180

       180

       236

22年度

     2,093

     1,260

     2,743

23年度

       720

       720

       944

24年度

     2,058

       405

     3,701

25年度

     1,536

       486

     2,763

26年度予算

     2,486

       486

         0

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 27年度目標

イベント開催回数 回

店舗数 店舗

         3

       763

         3

       763

         3

       763

         3

       556

         3

       556

         0

         0

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 27年度目標

空き店舗

店舗

店舗

         0

        42

         0

         0

         0

         0

         0

        43

         0

         0

         0

         0

         0

        44

         0

         0

         0

         0

         0

        13

         0

         0

         0

         0

         0

        12

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 27年度目標

      0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00

【補助額をもって便益とする】補助額／フルコスト＝2,058千円／2,480
千円

A できない、●B 検討の余地あり、C 可能性あり、

A 誰でも利用できる、B 偏っているが公平である、●C 偏っている、

A 高い、●B 普通、C 低い、

A ない、B 検討の余地あり、●C 可能性あり、

事業の正当性が、A 極めて高い、●B 高い、C 低い、 B

個人事業者の協力による活性化が出来るのでは

商店街の消費者エリアに限定される。すべての
市民が利用可能

事業そのものが個人店の収益に直接つながらな
い

事業そのものが個人店の収益に直接つながらな
い

現在の補助事業に対しては有効な手段を見出していく必要があり
、新たに市民と協働による事業を行うことを検討していく

平成25年度改善内容

従来どおりに実施

【継続】従来どおりに
継続

他市の活力ある取組みを参考に自らの発案で事業を実施することが望ましい。



目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

820
-

-

800

746 - - 556

基本目標（政策） 活力と創造性あふれる魅力あるまち

社
会
指
標

人
4,745

商業（卸・小売業）の従
業者数

商業統計での従業者数（経済センサス）

店舗

対象者数 市民

2
地域内移送サービスの実
施数

地域内移送サービスを行っている地域の数

商業（卸・小売業）の商
店舗数

商業統計での商店舗数〈経済センサス） 人

イベントの開催数 住民や商店街組合などのイベントの件数 件

0

62 3

総
合
計
画
指
標

施
策
評
価
指
標
と
目
標
値
・
達
成
度

8.0

空き店舗数 市商工観光課資料による空き店舗数

100.0%
4

4
カ所

2 2 2

85.7%
4 - 6 6 6

6

22.0%
5.4 5.0 5.0 4.7 4.4

15.0

341.7%
50 未発表 42 13 12

41

- - 66,724 -
年間商品販売高 商業統計での卸売業・小売業の年間商品販売額 百万円

88,114

-
50 未発表 42 13 12

0 35

- -

0

-4,745 - - 4,494

5,000

総合計画管理チェックシート　（にぎわいのある商業・サービス業の振興）

総合政策課

H 22
実績

H 23
実績

人 -
55,681 55,254 54,877

8 8

88,868

44

7

20.0

89,245 89,622

-
4,800

3,349 -

5,000

5

47

10.0

90,000

30.0

38 35

25.0

768 770

-

0

施策名 にぎわいのある商業・サービス業の振興

施策のめざす方向
消費者ニーズに合った商品やサービスの提供を図るとともに、付加価値のある地域ブランド力の再構築により、魅力のある商店まちづくり、中心市街地の再生、中山間
地域の持続可能な商業環境づくりを図ります。

施
策
の
現
状

現状

市民の意向

市民意識調査によれば、商店街のにぎわいに対する不満度（やや不満＋不満）が全体で51.7％と不満度の高い施策の1位であり、今後の対策が急務となっている。また、市民の購買
ニーズや娯楽ニーズが多様化するなか、「そこにしかない」など付加価値をもった飲食店や商店が求められており、消費者のニーズに合った商品やサービスの提供など、商工会議所や
商工会と連携して進めていくことが必要である。中山間地域などでは生活必需品を購入する店舗が不足している地域もあり、そうした地域では、店舗の運営方法なども含めた地域ぐるみ
での対策が求められています。

関連課名

4,800

施策コード

主管
部課

車社会の進展や大型店舗の郊外への出店等により、既存の商店街では、来街者の減少による売上の低下が著しく、廃業等により空き店舗が増加している。これまで恵那駅周辺の中心
市街地では、ＪＲ恵那駅前広場や駅西駐車場、中山道広重美術館、中山道大井宿広場などを整備し、岩村町の商店街では、重要伝統的建造物群保存地区を中心としたまち並み整備、
明智町では、日本大正村のおもてなしの心で、観光を意識した商店街の活性化に取り組んできた。

41

商工観光課

経済部部名

課名

達成度
H25実

／H25目

53,000

H 27
目標

Ｈ21
基準

53,745

H 24
実績

H 25
実績

54,385

0 55,744

H 26
目標

-

注　■印はサブ施策　○印は総合計画の主要事業　◎は総合計画の主要プロジェクト関連事業であることを示す。 (新)は新規事業、(継)は継続事業、(事)はその他の事務事業を指す。

商店街のにぎわいの満足
度

市民意識調査で商店街のにぎわいが満足・やや満
足と回答した市民の割合

％
15.0

利用者数 商業従業者数 人

成果指標名 指標の説明 単位

施
策
の
意
図
と
サ
ブ
施
策
・
事
業
の
位
置
づ
け

空き店舗数 市商工観光課資料による空き店舗数 店舗

70,793 79,000 88,491

5

764 766
-

- 746

40

商店数 市内で商業を営む事業所数 事業所
763

未達成課題に対する今後の取り
組み

　恵那市内の加工食品や農産品の製造者と、小売店バイヤーとのマッチングを行うとともに、既存の恵那ブランドである山岡細寒天や恵那栗の振興や、新
たなブランド開拓に努めます。
　今後は過疎地域だけでなく、その他の中山間地域においても高齢者等の支援として拡充できるよう、地域及び事業者との調整をすすめていきます。

765

１年間の主な取り組みと成果

　中心市街地の活性化や、商店街振興のため、まちなか市を開催しており、恵那駅前周辺で４回、明智・岩村で各１回開催しました。約55千人の来場者が
あり、商店街の振興や、賑わいの創出に寄与しました。
　過疎地域買い物支援事業についてはH23に国の交付金事業を受け、過疎地域で買い物に関する実証実験を行い、H24に地域と行政とで共にできることを検
証した結果、商店の無い地域において高齢者等の暮らしを助け安心して地域で暮らせることができるよう、移動販売車の運行を実施する事になりました。
恵那市恵南商工会と買い物支援事業について協定を締結し、補助金を交付、会員が過疎地域への移動販売車の運行を行いました。利用人数は延べ4,549人、
稼働延べ日数は228日でした。また地域の見守り、地域のコミュニティーの場としての役割も創出する事ができました。

649 -

対象

意図
商店主・事業者 消費者 来街者・観光客

■活力ある中心市街地の再生

■にぎわいのある商店街づくり

■特色ある商店づくり

○商工会議所運営補助事業 (継）
○商工会運営補助事業 (継）
・中小企業小口融資事業

○商店街活性化事業 (継）

○まちなか多目的防災広場整備事業

・ 消費行政対策経費 （事）

○恵那まちなか市の開催

・ 恵那ふるさとまつり事業補助経費 （事）
○恵那ブランド育成事業（継）

魅力ある市街地を造る

■中山間地域における持続可能な商業環境づくり

○買い物支援事業(継）持続可能な商業環境づくり



商店街空き店舗対策

対　象：商店街組合、商工会議所、商工会又はこれらの団体が推薦する個人・団体
金　額：対象経費から他の補助金等を控除した額の１／２以内

対　象：商店街組合、商工会議所、商工会又はこれらの団体が推薦する個人・団体
金　額：対象経費から他の補助金等を控除した額の１／２以内　　

店舗・倉庫・駐車場の改装費用（増築は除く）
改装費用

限度額：５０万円　　要件：3年以上継続して事業を行う予定であること

借り上げ
 費　用

事前調査費用

経営コンサル
ティング費用

店舗の借り上げ料

経営に関する事前調査費用

経営コンサルティングにかかる費用。外部委託・講師謝礼等

限度額：月額２万５千円　　

要　件：店舗を運営開始後2ヵ年間。年度末に1ヶ年分を一括支払い　　

限度額：１０万円　　要件：経営的に成り立つか事前の事業実行可能性調査

限度額：１０万円　　要件：店舗を運営開始後3年以内

技術力向上

人材育成

技術者・専門家による現場指導等に講師謝礼等の経費

限度額：１０万円　案件多数の場合は予算の範囲内で按分

要　件：１月～１２月実施分を翌年３月までに申請　４月交付

専門知識・技能習得、技術革新への対応、職業能力の開発・向上のための
研修等受講費（事業所単位で申請）

限度額：１人あたり１万円　案件多数の場合は予算の範囲内で按分

要　件：業務に関係があり、法令に基づく資格等で、市が重点的に支援するもの。
          【今年度対象】労働安全衛生法に基づく各種免許取得者に係る試験受験
　　　　　準備講座受講料及び試験受験料、中小企業大学校の受講料、職業訓練
　　　　　法人が行う訓練
　　　　　１月～１２月受講分を翌年３月までに申請　４月交付

～ 空き店舗の改装・借り上げ・事業の立ち上げを支援

人材育成支援事業 ～ 事業所の技術力向上、人材育成を支援

※ 小売業、飲食業、サービス業のみ。詳細はお問い合わせください。

注意事項（全事業共通）
・交付決定前に着手された事業は、補助対象となりません（人材育成支援事業を除く）。
・補助対象経費は、事業に直接要した経費のみとします。また、消費税は対象外です。
・見積は複数社（者）取り、最も経済的なものとしてください。
・補助額は、千円未満切り捨てです。
・成果品等には、「この事業は、恵那市商工振興補助金を利用しております。」と記載。
・翌年度の産業博覧会、産業展等にて事業の発表（展示）をしていただきます。
・同一事業連続３ヵ年まで受給できます。

例）商店街の空き店舗を借りて自分の店を始めるが、改装したい。
　　空き店舗を借りるが、家賃を助成してほしい。
　　商店街の空き店舗で自分の店を始める前に、その場所が商売の良い場所か調査したい。
　　商店街の空き店舗で自分の店を始める前に、専門家に相談したい。

yuusuke_sako
長方形
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　　年度事務事業成果表

名称

担当部 担当課

一般会計

事業期間

特別会計

事業種別

企業会計

総合計画の施策体系上の

位置

基本目標(政策)・

施策・サブ施策

P L A N 事業の概要と計画

事業概要 事業の大まかな内容

目的
事業を行うことによって

得られる成果

対象 事業が対象としている
人や団体

手段
目的を達成するための

方法

協動性
市民等との協動は

D O 事業のコスト・指標の推移

事業のコスト( I N P U T ) 単位

総事業費（減価償却費含む）

　内職員人件費

利用者1人当たりのコスト

活動指標：行政サービスの量を示す指標 (O U T P U T )

実績値

実績値

成果指標：住民満足の程度、便益を示す指標 (OUTCOME)

実績値

目標値

達成率

実績値

目標値

達成率

千円

千円

円／人

単位

単位

％

％

C H E C K 事業の評価

費用便益比：費用に見合う便益があるか示す指標(B / C ) 単位

実績値 費用便益比（1.0を上回れば費用に見合う便益
があると判断できる。）

算出根拠 便益の捉え方、算定方法

指数

式

評価の視点 評価の理由

公共性(民間の事業でカバーできない？)

公平性(便益が一部の市民に偏っていない？)

有効性(政策・施策の目的達成に貢献している？)

効率性(コスト削減の余地は？)

総合評価

A C T I O N 改善内容と今後の展開方向

改善の詳細

今後の展開方向 内容 実施時期

評価のレーダーチャート
公共性

有効性 公平性

効率性

Ａ

Ｂ

Ｃ

25

正家廃寺跡保存整備事業

10568

教育委員会 文化課

○

18～27 総合計画における継続事業

５．思いやりと文化を育む人づくりのまち（教育・文化）　05)文化財の保護　(02)文化財

の保存・活用

国史跡正家廃寺跡と周辺地域の保存整備。

国史跡正家廃寺跡および周辺地域を保存整備し、市民の歴史学習および憩いの場とする。

市民

国史跡指定部分は文化庁の国庫補助事業として公有地化、保存整備事業を進め、周辺部分は都市歴史公園として位置づけて整備する。整
備後の維持管理を地元で行ってもらえるように、地元からの整備推進の盛り上がり、保存会の結成などを仕掛ける必要がある。

「検討の余地あり」

平成25年度の活動計画
指定地公有化、障害木伐採、史跡整備計画策定（～H29）、必要に応じて発掘調査。

21年度

     1,401

       418

        25

22年度

     1,997

       996

        36

23年度

     4,491

     3,053

        82

24年度

    52,351

     2,268

       963

25年度

    37,641

     2,646

       700

26年度予算

    19,737

     2,646

         0

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 27年度目標

㎡          0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 27年度目標

人

人

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 27年度目標

      0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00

便益／年平均コスト＝[（国史跡来訪者数×支払い意志額）＋（周辺歴
史公園来訪者数×支払い意志額]／年コスト＝[（2,000人×200／人・回
）＋（10,000人×50円／人・回）]／14,000千円（7億円/50年）

●A できない、B 検討の余地あり、C 可能性あり、

●A 誰でも利用できる、B 偏っているが公平である、C 偏っている、

A 高い、●B 普通、C 低い、

A ない、●B 検討の余地あり、C 可能性あり、

事業の正当性が、A 極めて高い、●B 高い、C 低い、 B 国史跡であり、保存の妥当性は高い

平成25年度改善内容

【継続】従来どおりに
継続

yuusuke_sako
テキストボックス
修正後資料



目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

指標の説明

42 42

100.5%
376 376 376 384 384
308 385

遺跡地図への登録数 遺跡地図に登録する遺跡数 件

件国、県、市が指定・選定・登録した文化財の数

185 191

60,000 62,225

30.0 22.8 27.1

46

691
45

686

47
45

53,000

58,000

92,075

203197

694

伝建地区内保存計画で特定した伝統的建造物の数 件

40.0

15 14

379 380

15

62,219

56,071 55,744
53,745

施
策
の
意
図
と
サ
ブ
施
策
・
事
業
の
位
置
づ
け

注　■印はサブ施策　○印は総合計画の主要事業　◎は総合計画の主要プロジェクト関連事業であることを示す。 (新)は新規事業、(継)は継続事業、(事)はその他の事務事業を指す。

単位

利用者数
岩村歴史資料館、中山道ひし屋資料館、木村邸、
土佐屋、美術の館、勝川家

人

対象者数

達成度
H25実

／H25目

-

H 26
目標

H 24
実績

H 25
実績

施策コード 55

文化スポーツ課

まちづくり推進部部名

課名
主管
部課

施策名 文化財の保護

施策のめざす方向
古くから郷土に受け継がれている文化財や伝統芸能に対する理解を深め、大切に保存・育成し、後世に伝承していきます。また、学習資料・観光資源としてのPRと活用
に努めます。

施
策
の
現
状

現状

市民の意向
市民意識調査によれば、文化財の保存・活用の満足度に対し、満足・やや満足としたものは全体の13.4％、不満、やや不満としたものは全体で10.2％と拮抗しており、市民の考えが
二分されている状況にある。ただし、地域の祭り、文化、伝統行事をはじめ、歴史的価値のある遺産の伝承については、熱心な市民も多くあることも事実である。

基本目標（政策） 思いやりと文化を育む人づくりのまち

50

210

65,000

700

385

関連課名

本市には、受け継がれてきた郷土の祭り、文化、伝統行事が数多くある。日本三大歌舞伎の里と呼ばれる東濃地域の15保存会のうち、8保存会が市内で活動中であり、地域の保存
会と小学生によりその伝統は受け継がれている。このほかにも、県重要無形民俗文化財に指定されているくしはら中山太鼓や山岡白山比咩神社獅子舞、岩村町獅子舞、市指定無
形民俗文化財の明智太鼓、毛呂窪蘇原神社の剣の舞、上矢作横道獅子舞などの大切な伝統文化を次代へ継承していく必要がある。また、法隆寺式伽藍配置の古代寺院である国
史跡正家廃寺跡、江戸時代の風情をとどめ、国重要伝統的建造物群保存地区にも指定されている岩村の城下町や日本三大山城の一つ岩村城跡、大正時代に養蚕で繁栄を築き、
山あいの町ながらモダンな建物が数多く残る日本大正村など、貴重な歴史遺産を保存・継承していくため、市民への文化財保護の意識を広げていくことが重要である。

H 27
目標

Ｈ21
基準

57,500

H 22
実績

H 23
実績

64,536

14

58,026 57,560 60,514

141 144
143

382 383

31.4 35.7

件

330

％
24.0

5

43
42

件
329
264

43

件

総合計画管理チェックシート　（文化財の保護）

市民 人 -
55,681 55,254 54,877 54,385

62,219 58,026 57,560 60,514
57,500

79,295

-
5 5 5 5 5
5 6

-
42

45
42

330
331 331

45 46
-

-

保存会・保存団体数 団体
45

329 329

98.4%
683 683 683 683 683
683 697

143.7%

95.4%
179 180 187 187 188

64,073

100.0%
14 14 14 14 14

12 14 15

施
策
評
価
指
標
と
目
標
値
・
達
成
度

伝統文化や文化財保護、
郷土史研究の保存会・研
究会の団体数

市指定文化財数

国指定文化財数

伝統的建造物数（建築
物）

文化財の保護・保全・伝
承にかかわる人材数

県指定文化財数社
会
指
標

成果指標名

歴史資料館等入館者数

総
合
計
画
指
標

文化財の指定・登録件数

63,609岩村歴史資料館、中山道ひし屋資料館、木村邸資
料館、工芸の館土佐屋、江戸城下町の館勝川家、
岩村美術の館柴田家の入館者数

人
48,000

683

(財)恵那市文化振興会に加盟している保存会・研
究会等の団体数

団体

42.7%
― 15.5 13.2 14.8 13.4

未達成課題に対する今後の取り
組み

 岩村城跡では、石垣の保存のため、引き続き支障木の伐採を行います。正家廃寺跡は引き続き保存管理計画に基づいて、調査や整備を進めます。
　中山道は国史跡申請の方法について、文化庁と協議を行います。中山道ひし屋資料館では、自主企画展やイベントを実施するほか、市民による利活用の
促進をはかります。
　岩村町の伝統的建造物群保存地区では、引き続き保存修理を進めます。また、伝統的建造物群保存地区保存会の設立準備を支援します。
　岩村歴史資料館は、所蔵品の整理をすすめ、展示のリニューアル等に努めます。

106.1%
150

岩村伝建地区内の修理・
修景・防災事業物件数

補助および直営事業の物件数 件
135

150 154

文化財の保存・活用の満
足度

１年間の主な取り組みと成果

 県史跡「大井宿本陣」（大井町）の保存修理に補助し、修理を指導しました。また、岩村藩鉄砲鍛冶加納家の公開に向け国の補助を受け、保存修理を行
いました。（平成25年７月完了）
　遺跡詳細分布調査を、国補助にて開始し、上矢作地区の調査を行いました。
　史跡正家廃寺跡は、南面の状況を確認するため国の補助を受けて発掘調査を行いました。
  中山道ひし屋資料館では、企画展やイベントを実施し、大井宿の歴史と文化の情報を発信しました。
　岩村まちなみ保存事業では、伝統的建造物群保存地区内の建造物の修理修景工事に補助を行い、監理・指導をするとともに、市指定文化財木村邸の保存
修理にも取り組みました。
　岩村町屋活用施設にて、木村邸資料館、工芸の館土佐屋を無料開放施設として試験的に行い、大幅な人数の増加がありました。
坂折の棚田の文化財としての保存と活用に向けて、地元関係者との協議を行いました。

148
154 157

市民意識調査で、文化財の保存・活用が満足・や
や満足と回答した市民の割合

対象

意図
文化を担う人びと 文化財 動植物・自然

調 査

保存・整備・活用

継承

■伝統文化の伝承

■文化財の保存・活用

■文化財の調査研究・評価
○岩村城・岩村城下町・美濃国遠山荘総合調査事業 (継）
○文化的景観保護推進事業（新）

○埋蔵文化財保護の標準化 (新）
○文化財の調査・保存・活用 (継）

・ 岩村歴史資料館運営事業 （事）

・ 岩村まちなみ利便施設維持管理経費 （事）

・ おおわご遺跡資料館維持管理経費 （事）

・ 中山道ひし屋資料館管理運営事業 （事）

・ 串原郷土館管理運営経費 （事）

○岩村歴史資料館大規模改修事業 (新）

○岩村城跡及び関連史跡整備事業 (新）

○岩村城下まちなみ保存事業 (継）

○正家廃寺跡保存整備事業 (継）
○中山道保存修景整備事業 (継）

・ 郷土に輝く先人顕彰事業 （事）
・ 伝統保存文化推進事業 （事）
・ 恵那市伝統芸能大会事業 （事）

文化をめでる人びと
（市民・観光客）

○上矢作弁慶杉保存事業 (新）

○笠置ヒトツバタゴ自生地保存整備事業 (新）
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史跡 正家廃寺跡（平成26年度）発掘調査計画書 

 

１．調査の理由 

史跡正家廃寺跡は、平成24年５月に保存管理計画を策定し、これに基づいて整備へ向けた取り

組みを進めている。 

整備にあたっては、史跡指定地全域の遺構とその性格を把握する必要があるが、過去の調査は

伽藍地を中心に行われており、これ以外の部分では不明な点が多い。特に次の３点については、

整備計画策定に先立って調査を行い、計画に反映させる必要があると考える。 

（１）伽藍地正面（南側）の遺構の確認及びその性格の把握 

伽藍地の正面は、区画する築地と通路と想定される土橋が検出されているが、中門そのも

のは未検出である。また、築地と正面の丘陵斜面との間には比較的広い平坦地が観察でき、

廃寺へのアプローチの道路や広場の存在が想定された。 

平成25年度に中門推定地南側を162.5㎡発掘調査した結果、遺構がまったくない整地した

空閑地の存在が明らかになったが、道路などのアプローチは確認できなかった。今後、空閑

地が寺院に不属する広場として機能していたと積極的に評価するためには、南門や幢竿支柱

（どうかんしちゅう）のような遺構の検出やアプローチの確認が必要であり、さらに周辺の

調査が必要である。 

（２）東方区画の性格の把握 

東方区画は、伽藍地東側にある伽藍地と同じ規模の築地で囲まれた長方形の空間で、東辺

築地の側溝等から８世紀後半を主体とする須恵器や鍛治関連遺物など豊富な遺物が出土し

ている。これまでの調査では範囲の確認にとどまっており、区画の性格を明らかにするには

至っていない。その性格を明らかにするためには、区画内部の発掘調査が必要である。 

（３）伽藍地西辺築地外側の遺構の確認 

平成５年度のトレンチ調査により、廃寺と同時期と推定される礎石１基が検出されている。

直径１尺以上の柱を有する礎石建建物が想定されるが、対応する礎石は未検出である。伽藍

地外で礎石の検出されているのはここのみであり、寺院に関係する施設の存在が想定される。

その把握のためには、発掘調査が必要である。 

以上３点を中心として、史跡整備に向けたデータ収集のため、年次的に発掘調査を実施するも

のである。 

 

２．遺跡名及び所在地 

遺跡名：正家廃寺跡（岐阜県遺跡番号21210-5523）寺平遺跡（同21210-5522） 

所在地：岐阜県恵那市長島町正家字寺平 

 

３．史跡の名称等 

名 称：正家廃寺跡 

指定年月日：平成13年8月13日  

所在地：恵那市長島町正家字寺平32番5外16筆 
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４．過去の調査 

昭和51年７月15日～22日 測量調査 

昭和52年７月25日～８月５日 トレンチによる範囲確認 

昭和53年８月１日～13日 講堂跡 

昭和55年３月９日～23日 講堂跡、トレンチによる範囲確認 

平成４年９月22日～11月19日 東方区画東辺築地周辺 800㎡ 

平成５年12月６日～６年１月25日、３月９日～30日 伽藍地西側寺域外・西辺築地 331㎡ 

平成６年７月18日～８月30日 伽藍地南辺築地 320㎡ 

平成７年８月３日～11月21日 塔基壇 330㎡ 

平成８年10月７日～12月４日、平成９年２月26日～３月28日、４月21日～12月１日 

金堂基壇、伽藍地北辺 840㎡ 

平成10年７月６日～11月13日 東方区画、伽藍地南回廊 350㎡ 

平成25年９月17日～12月中旬 伽藍地南側 162.5㎡ 

 

５．遺跡の概要 

東西約110ｍ、南北約70ｍの寺域を有し、主要伽藍を法隆寺式に配置する古代寺院跡である。 

遺構は大きく二時期に分けられる。前半期は掘立柱建物の回廊で主要堂塔を囲み、後半は回廊

に代わって築地となる。西に塔、東に金堂が並び、その北に講堂を配する法隆寺式の伽藍配置は

変わらない。創建時期は出土土器から見て八世紀前半から中葉である。後半期への変化は８世紀

末ごろで、９世紀後半に火災によって衰退し、10世紀前半ころに完全に廃絶する。 

塔・金堂・講堂の基壇は乱石積みで、上面の礎石の保存状況は比較的良好である。屋根は瓦葺

きではない。金堂の建物は桁行３間、梁行２間の身舎に四面の廂が付き、廂の柱は身舎に対して

放射状に配置されるという特異なものである。講堂の西側に経蔵の可能性がある一間四方の小型

の基壇建物が配置される。 

後半期には主要堂塔を囲む築地区画の東側にもう一つの区画が並置される。東西二つの区画は

ほぼ同じ規模で、築地の南辺は一直線となる。東側の区画内では、掘立柱建物１棟と竪穴建物２

棟が確認されており、鉄滓、フイゴ羽口の出土から鍛冶工房の存在が推定される。 

出土遺物には、多数の須恵器のほかに三彩短頸壷、二彩浄瓶、鉄製風鐸などがある。仏具と考

えられる瓶類や鉢・碗類や鉄釘も多い。 

 

６．調査面積 

(発掘調査)200㎡、（現況地形測量）25,735.92㎡ 

 

７．調査期間 

準備＝許可後～７月 

現地調査（樹木伐採、現況地形測量、発掘調査）＝７月～２月 
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８．調査費 

 １０，９９８，０００円 

 

９．国庫補助 

国宝重要文化財等保存整備費補助金 史市内遺跡発掘調査等 

 

10．調査方法 

（１）発掘調査 

平成26年度は、調査の理由で示した課題のうち（２）を目的として、東方区画にトレンチを設

定して遺構の把握に努める。 

調査は、埋蔵文化財発掘調査体制等の整備充実に関する調査研究委員会『行政目的で行う埋蔵

文化財の調査についての標準（報告）』（文化庁、平成16年10月）に基づいて実施する。 

発掘区の設定にあたっては、平成５年度～10年度調査の際に設定した発掘区のグリッドを用い

る。掘削はすべて人力で行い、遺構面まで掘り下げて遺構を精査する。本年度調査区域の層序は、

過去の調査から、①表土（耕作土）②黄褐色砂質土（寺院廃絶後に後背の山地から流入堆積した

土砂）③遺物包含層④地山の順であり、④の上面が遺構面である。 

検出された遺構埋土の掘削は原則として行わないが、遺構の性格が不明な場合には埋土の一部

を掘削して（1/4または1/2）確認する場合がある。また、土層を確認するため、適宜最小限のサ

ブトレンチを設定する。 

出土遺物は、グリッドまたは遺構ごとに層位を明記し、③以下については原則としてその位置

を記録して取り上げる。ただし、遺構と一体となった遺物については、状況によりその取り扱い

を判断し、保存上適切でない場合に限り記録して取り上げる。 

調査終了後は、遺構面に山砂を敷いた後に排土により埋め戻し現状復旧を行う。その際、遺構

については適切な保護措置を施した後に埋め戻す。 

なお、調査の準備として、東方区画全域及び南側の道路まで3,800㎡の立木伐採を行う。 

（２）微地形の詳細な測量調査 

正家廃寺跡の地形測量図は、現在史跡指定以前に作成した１ｍコンターのものがあるだけであ

る。平成25年度正家廃寺跡調査整備委員会においてこの点が問題となり、①今後の整備において

は詳細な微地形の分かる測量図が必要である、②現在行われている追加調査に際しても、全域を

発掘調査によることは不可能であり、現況微地形の分析を併用していくことが必要である、との

指摘を受けた。これを受けて、今後の保存管理と整備には詳細な地形測量図が必要不可欠である

と判断し、現況地形測量を実施するものである。 

測量範囲：史跡指定地全域 25,735.92㎡ 

成 果 品：１／５００、10cmコンターの地形測量図及びそのデジタルデータ 

３次元モデル及びそのデジタルデータ 

 

11．年次計画 

平成25年度 伽藍地南側の調査 
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平成26年度 東方区画の調査（「１．調査の理由」（２）） 

      微地形の詳細な測量 

平成27年度 東方区画の調査 

前年度に引き続いて東方区画内部の調査を行う。 

伽藍地南側の調査 

25年度調査の結果を受けて、遺構の南側への広がりを確認する。 

平成28年度 伽藍地西辺築地外側の調査（「１．調査の理由」（３）） 

平成5年度調査で検出した不明遺構3（礎石）を中心にトレンチを設定し、そ

の性格を明らかにするとともに、この周辺の遺構の確認を行なう。 

平成29年度 報告書作成 

※調査の順序は26年度の所見により見直す場合がある。 

※25年度計画との変更点は次のとおり。 

26年度に予定していた伽藍地南側の調査を27年度としたこと。 

理由）25年度調査により当該地は比較的新しい改変を受けており、調査整備委員会において、

(1)小規模なトレンチ調査では十分な成果を得られない可能性がある、(2)詳細な測量

で現況の微地形を把握したうえで改めて調査方法を考えたほうがいい、との指摘を受

けた。そこで、詳細な現況地形測量の結果を検討した上で伽藍地南側の調査を実施す

ることとし、26年度は東方区画の調査を先行させることとした。 

 

12．出土遺物の処置の希望 

恵那市教育委員会において一括保管し、史跡の保存活用の資料として活用したい。 

 

13．調査組織 

調 査 員 伊藤英晃・三宅英機（恵那市職員）、西部良治（同嘱託） 

調 査 指 導 恵那市正家廃寺跡調査整備委員会（松村恵司、早川万年、大林潤、鈴木嘉明） 

岐阜県教育委員会社会教育文化課 

事 務 局 恵那市まちづくり推進部文化スポーツ課 

 

14．調査位置、写真 別紙の通り 

 

15．工程表 

事業名 史市内遺跡発掘調査等 期 間 
許可後  着手 

平成27年3月17日 完了 

施工部目 
全事業に

対する比 

平成26年度 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

準備 10％             

現地作業 70％             

整理作業 20％            
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調査予定地 

（赤：史跡指定範囲 緑：樹木伐採範囲 黄：調査予定地 青：昨年度樹木伐採範囲（この中に調査地）） 
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調査予定地（南から・手前のテープは東方区画南辺築地の位置） 

 

調査予定地（北から） 



 

 

 

史跡正家廃寺跡 
保存管理計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012年５月 

 

恵那市教育委員会 

 





序 
 

恵那市は岐阜県美濃地方の東端に位置します。奈良時代には美濃

国恵奈郡であり、東山道の難所である神坂峠を控える郡として重要

な位置を占めておりました。当市初めての国史跡である正家廃寺跡

は、この時代に造営された寺院跡で、古代恵奈郡の政治、社会、文

化を理解する上でたいへん重要な遺跡であり、これを後世に引き継

いでいくことは現在を生きる私たちの責務であります。しかし、こ

れをめぐる環境は日々変化しており、地域の皆様をはじめとする関

係機関との協働により、積極的な保存と活用を図っていくことが大

切であると考えます。 

そこでこの度、この遺跡の歴史的・文化的価値を明確にし、適切

な保存管理と整備活用の基本的な方針を定めるものとして、「史跡

正家廃寺跡保存管理計画」を策定いたしました。今後事業の進展に

伴い様々な課題も出てくることと存じますが、本計画を基本として

有効に保存活用され後世に引き継がれていくことを願っております。 

後になりましたが、正家廃寺跡調査整備委員会の諸先生方、正

家寺平歴史の里整備構想研究会をはじめとする地元正家区の皆様、

その他関係機関の皆様の多大なるご指導とご尽力に対しまして厚く

お礼申し上げます。 

 

平成２４年５月 

 

岐阜県恵那市 

市 長 可知 義明 



例  言 
 

１．本書は岐阜県恵那市長島町正家字寺平32番５外に所在する史跡正家廃寺跡の保存管理計

画書である。 

 

２．本保存管理計画は、恵那市教育委員会が事業主体となって策定した。 

 

３．本保存管理計画の策定の経過は「１ 沿革と目的」に示したとおりである。 

 

４．本保存管理計画の策定に係る事務は、恵那市教育委員会文化課が担当した。 

 

５．本保存管理計画の策定にあたり、次の機関等に多大なご協力とご指導を賜った。記して

厚くお礼を申し上げる次第である。（敬称略・順不同） 

恵那市正家廃寺跡調査整備委員会、正家寺平歴史の里整備構想研究会、正家区、文化

庁文化財部記念物課、岐阜県教育委員会社会教育文化課 
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1 沿革と目的 
 

1-1 計画策定の沿革 
1-1-1 策定に至る経緯 
 正家廃寺跡は、岐阜県恵那市長島町正家字寺平の丘陵上に所在する古代の寺院跡である。 

 正家廃寺跡は、古くから遺跡の立地する丘陵の中央部に高塚状に塔と金堂の基壇が遺存していること

が知られており、昭和34年（1959）には岐阜県史跡に指定された。また、丘陵上の広い範囲に石器・土

器が散布することが知られており、こちらは寺平遺跡と呼ばれていた。 

 昭和52年～54年、平成４年～10年の発掘調査により遺跡の概要が判明し、主要伽藍の遺存状況が良好

で豊富な出土遺物があり、東海地方を代表する古代寺院であるとともに、金堂は特異な様式であり建築

史上も貴重であるとして、平成13年８月に国史跡に指定された。 

 今後、この史跡を適切に保存し、確実に後世に伝えていくために、「史跡正家廃寺跡保存管理計画」

を策定することとしたものである。 

1-1-2 策定の経過 
策定にあたっては、専門的な見地からの指導・助言を受けるため、恵那市正家廃寺跡調査整備委員会

（恵那市正家廃寺跡調査整備委員会設置要綱・平成16年10月25日教育委員会告示第６号。以下「委員会」

という）を設置した。そして、委員会の協議、文化庁文化財部記念物課、岐阜県教育委員会社会教育文

化課の助言・指導を踏まえて、恵那市教育委員会において計画策定を行った。 

経過は次のとおりである。 

平成23年５月13日 策定に向けての文化庁指導 

８月９日 第１回委員会 委員委嘱・現地確認・構成等検討 

９月22日 土地所有者等説明会 

10月２日 正家区役員会にて素案説明 

12月14日 第２回委員会 素案検討 

平成24年２月９日 文化庁指導 

３月２日 恵那市文化財保護審議会 保存管理計画案説明 

４月13日 第３回委員会 保存管理計画 終案の確定 

５月８日 土地所有者等説明会 

５月29日 保存管理計画策定 

 

表０１ 恵那市正家廃寺跡調査整備委員会委員名簿 

氏 名 役職等（平成24年３月現在） 分野 

委員   

松村 恵司 奈良文化財研究所長 考古学 

早川 万年 岐阜大学教育学部教授 歴史学 

大林 潤 奈良文化財研究所都城発掘調査部（平城地区）遺構調査室 建築学 

鈴木 嘉明 正家寺平歴史の里整備構想研究会 地元 

オブザーバー     

近藤 大典 岐阜県教育委員会社会教育文化課   

事務局     

各務 一彦 教育委員会文化課長   

三宅 唯美 教育委員会文化課課長補佐兼文化財保護係長   

伊藤 英晃 教育委員会文化課主任主査文化振興係長   

三宅 英機 教育委員会文化課主査   

西部 良治 教育委員会文化課文化財管理学芸員   
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1-2 計画策定の目的 
 「史跡正家廃寺跡保存管理計画」は、正家廃寺跡の歴史的・文化的価値を後世に引き継ぐため、適切

な保存管理、整備活用の基本的な方針を定めるために策定するものである。 

 この計画では、正家廃寺跡の特色と価値を明らかにし、その価値を次世代に引き継ぐため、保存管理

の基本方針や方法、現状変更の取り扱い基準、追加指定、土地の公有化、史跡の整備活用、管理運営、

さらに、指定地外の史跡周辺の関係遺跡や周辺環境等を構成する諸要素についても、保存管理および景

観形成への取り組みに関する基本的な考えについての基本理念を示しておくものである。 

 

1-3 上位計画との関係 
1-3-1 恵那市総合計画 
 まちづくりの 上位計画は、平成18年５月に策定された恵那市総合計画である。 

 ここでは、市の将来像を「人・地域・自然が調和した交流都市～次の世代へつなげるまちづくり～」

とし、今まで積み重ねてきた各地域でのまちづくりの成果と特色を相互に結びつけながら、新たな人と

人の交流の輪を広げ、夢と誇りの持てる地域（郷土愛）を築き、里山や豊かな自然環境を大切にした調

和と活気あふれる交流都市を目指している。その中で、地域固有の歴史・文化を保存・伝承し、一人ひ

とりが豊かな人間性を育みながら、いつでも、どこでも生涯を通じて学び、活動できるまちの形成を目

指している。 

 正家廃寺跡については、基本計画

の柱の一つである「思いやりと文化

を育むひとづくりのまち」の文化財

の保護の中で、保存継承していく必

要のある貴重な文化遺産の一つとし

て例示され、後期実施計画（平成23

～27年度）の中で「正家廃寺跡保存

整備事業」が位置付けられている。 

図０１ 恵那市総合計画 

 また、本市は、平成16年10月の合

併後、平成および昭和の合併前の旧

町村を単位とする13の地域自治区を

設けており、総合計画の中でもそれ

ぞれの地域計画を策定している。正

家廃寺跡が所在する長島地域自治区

では、目指すべき地域像で「中山道

や西行遺跡、正家廃寺跡に代表され

る多くの歴史遺跡を保存、活用し、

豊富な自然、歴史環境の中で文化を

育み、豊かな人生を送れるまちを目

指します。」とし、地域での取り組み

に「正家廃寺の整備保存活動」を掲

げている。 
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1-3-2 恵那市都市計画マスタープラン 
 現計画は、平成８年度に策定され20年間の計画となっている。 

 都市づくりのテーマを「水と緑のまち 恵那」とし、市内を流れる木曽川、阿木川などの清流と市街

地を取り巻く山々の緑豊かな光景は、人々に安らぎと潤いを与え、水と緑を生かし、人々が豊かで潤い

のある生活が実感できる快適都市を目指している。 

 都市づくりの理念としては、以下の３点を掲げている。 

 ・恵まれた自然環境の活用とそれを後世に伝えるまちの創造 

 ・地域資源を活用して豊かさを感じるまちの創造 

 ・住む人が誇りに思い、訪れる人が楽しめるまちの創造 

 また、平成20年度に都市計画法第６条に規定される都市計画に関する基礎調査を行い、平成21年度か

ら恵那市都市計画マスタープランの見直しを進めている。 

 計画においては、町並みの美観向上や歴史的な雰囲気づくりを進めるために、まちづくり協定の活用

等を位置付け、また、市街地内の未利用地及び非可住地を活用した緑豊かで開放的な空間形成や、山並

みを眺めることのできるまちづくりを行うことについて位置付けるものとしている。 

 

－３－ 

図０２ 恵那市計画区域 総括図 



1-3-3 恵那市観光まちづくり指針 
 本指針は、総合計画の目標を観光まちづくりの側面から実現するための指針かつ行動プログラムとし

て策定されたもので、平成27年度を目標年度としている。 

 観光交流まちづくりに向けた課題として、「豊かな自然資源・農山村資源や歴史資源等の有効活用」

を指摘し、観光交流まちづくりの目指すべき姿６項目を設定し、その中の一つとして「歴史を学び、時

の流れを楽しめるまち」を掲げている。 

 

1-3-4 恵那市歴史的風致維持向上計画 
 平成23年２月に認定を受けた。計画期間は平成22～31年度の10年間である。 

 恵那市の維持向上すべき歴史的風致として「城下町岩村」「中山道大井宿村」「中馬街道・明知」「寒

天製造」「祭礼の奉納行事」を掲げ、重点区域は「城下町岩村地区」「宿場町大井地区」の２箇所を設定

している。 

 正家廃寺跡については、「歴史的風致の維持及び向上のために必要な事項」の中で、指定文化財とし

て可能な限り速やかに保存管理計画を策定するものとしている。 

「重点区域」 

「重点区域」 

「重点区域」 
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図０３ 恵那市における歴史的風致の分布図 



2 恵那市の概要 
 

2-1 社会的環境 
2-1-1 位置 
 本市は、岐阜県の南東に位置し、東は中津川市、長野県（平谷村、根羽村）、西は瑞浪市、南は愛知

県豊田市、北は加茂郡八百津町、白川町に接している。市域は､東西32.0km､南北36.0km､面積は504.19k

㎡となっている。 

 名古屋からは１時間の距離にあり、市内には中央自動車道の恵那インターチェンジが位置し中京・関

西方面と結ばれている。基幹道路としては、国道19号、257号、363号、418号などが通っており、鉄道

はJR中央本線、第３セクター経営の明知鉄道が通っている。 

 

図０５ 恵那市における主要交通網図 

図０４ 恵那市の位置図 
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2-1-2 市域の変遷 
 明治21年（1888）の町村制制定後、明治の大合併を経て、昭和28年の「町村合併促進法」により、昭

和29年に８町村（大井町、長島町、東野村、三郷村、武並村、笠置村、中野方村、飯地村）が合併し「恵

那市」が誕生した。恵南地域では、明知町と静波村、三濃村の一部及び吉田村が合併し明智町に、岩村

町と本郷村が合併し岩村町に、遠山村と鶴岡村が合併し山岡町に、上村と下原田村が合併し上矢作町と

なり、恵那地域は、恵那市、中津川市、恵那郡（11町村）となった。 

 その後、平成16年10月25日に恵那市、岩村町、山岡町、明智町、串原村、上矢作町の６市町村による

新設合併による「恵那市」が誕生した。 

 

図０６ 恵那市の変遷図 
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2-1-3 土地利用 
 本市の土地利用は、市の面積50,419haのうち、森林が39,066ha(77.5%)となっており大部分を占めて

いる。他の面積は、農用地が3,471ha(6.9%)、道路が1,553ha(3.1%)、宅地が1,297ha(2.6%)等となって

いる。また、市街地の面積は160ha(0.3%)となっており、市全域に対する宅地、市街地の占める割合は

非常に少なくなっている。 

 
表０２ 恵那市における土地利用構成表（平成15年現在、『国土利用計画（恵那市計画）』による）  

土地 
利用 

農用地 森林 原野 
水面・河
川・水路

道路 宅地 その他 合計 市街地 

面積(ha) 3,471 39,066 552 1,113 1,553 1,297 3,367 50,419 160 

割合(%) 6.9 77.5 1.1 2.2 3.1 2.6 6.7 100.0 0.3 

 

図０７ 恵那市における土地利用図（平成１８年恵那市計画） 
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2-1-4  観光動向 
 本市の主な観光資源を「恵那市観光まちづくり指針」より、中山道、岩村の歴史的町並み等の歴史文

化施設、坂折棚田、恵那峡等の自然資源、恵那峡温泉、らっせぃみさと等のスポーツ・レクリエーショ

ン施設、大井ダム等の産業資源の４つに分類し、まとめると下図の通りである。 

 

～観光地別年間入込み客数の推移～ 

 平成20年度の観光地別年間入込み客数の合計は約330万人となっており、平成16年度と比較すると微

増となっているもののここ数年は横ばい傾向にある。観光地別では、平成20年度「日本大正村」が約10

万人、「道の駅おばあちゃん市 山岡」については約50万人であり、平成16年度と比較すると約２倍とな

っており大幅な増加傾向が見られる。 

 

 

図０８ 恵那市観光資源の分布図 
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2-2 自然 
2-2-1 地勢 
 本市は、岐阜県東濃地方の山間部に位置している。市の東部から長野県にかけては、木曽山脈が連な

っており、他にも北部に笠置山等を有する美濃飛騨山地、南東部に焼山等を有する恵那山地、南部に三

河高原、西部に東濃丘陵と標高800ｍ～1,200ｍ前後の山々が連なった地形となっている。 

 また、市街地については恵那盆地、その南に岩村盆地が形成されている。 

 

表０３ 恵那市の年間平均気温及び総降水量 

 
 

 

 

2-2-2 気候 
 本市の気候は、太平洋気候の影響を受ける準内陸型の気候であり、夏季の気温差が比較的大きく、冬

季は寒さがやや厳しく、降水量は少ない。年間を通して安定した気候となっている。 

 

 

  １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

気温（℃） 0.6  2.6  5.7  12.0 18.0 22.0 27.0 26.0 22.0 16.0  8.5  3.3 

降水量（mm） 145 63 90 26 119 185 116 213 103 200 73 48

図０９ 恵那市の地形 
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降水量(mm) 気温(℃) 

図１０ 恵那市の年間平均気温及び総降水量 

2-3 山地・森林 
の約８割が森林となっており、北部に位置する標高1,128ｍの笠置山、南東部に

湖を中心に標高900ｍ前後の高原に広がる自然公園として、胞山

、

設により誕生したダム湖となっており、県立自然公園に指定され、

稲作を主体とし、畑では園芸作物や工芸作物、果樹、花き等の栽培が行われており、

水産省による「日本の棚田

3 歴史 
の遺跡は市内に広く分布している。木曽川水系、庄内川水系、矢作川水系のそれぞれの河川

墳時代初期にかけては、少量の土器が採集されているだけで、遺跡分布ははっきりし

になると集落遺跡の調査事例が増加し、古墳の造営が始まる。古墳は恵那郡内で200余基が確

池遺跡丁丑年木簡）。恵奈郡

 

 

2-
 本市は、市域の面積

位置する標高1,709ｍの焼山（山頂は中津川市）をはじめとした標高800ｍ～1,700ｍ前後の山々が連な

る緑に恵まれた地域となっている。 

 また、根の上湖と保古の湖の２つの

県立自然公園に指定されている。 

2-2-4 河川 
 市内の水系は、木曽川とその支流である阿木川、和田川、中野方川等からなる木曽川水系、土岐川

小里川等からなる庄内川水系、愛知県との県境をなしている矢作川や明智川、上村川等からなる矢作川

水系の３つの水系を構成している。 

 恵那峡は、大正13年に大井ダムの建

広く市内外の人々に親しまれている。 

2-2-5 農地 
 本市の農業は、

近年は転作を機に大豆、黒大豆、そば、飼料作物等の栽培が伸びている。 

 木曽川以北の水田は、見事な棚田を形成しており、中でも坂折棚田は農林

百選」に認定されている。 

 

2-
 縄文時代

が開析した河岸段丘上に立地するものが多い。時期別では、早期から遺跡が散見され、中期以降は遺跡

数が増大する。 

 弥生時代から古

ない。 

 ５世紀

認されているが、均等に分布しているわけではなく、恵那市長島町周辺と山岡町～中津川市阿木の二つ

の地域に集中している。これは後の古代寺院の立地とも一致している。 

 ７世紀第三四半世紀以前のこの地方は土岐郡（評）に属していた（飛鳥
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の立郡の時期は不明であるが、初見は天平勝宝２年（750）（「東南院文書」）で、８世紀前半に成立し

たものと推定される。恵奈郡は、絵上郷、絵下郷、坂本郷、竹折郷、阿木郷、手向郷の６郷からなる（『和

名類聚抄』）。東山道は郡の中央部を東西に横断しており、大井駅、坂本駅の二つの駅家が置かれた。郡

家は正家廃寺跡付近にあったと推定されている。 

 平安末期に恵奈郡の大半を荘域とした遠山荘が成立し、中世を通じて近衛家領として伝領される。下

鎌倉初期以来遠山氏が継承し、こちらも郷ごとに分割相続される。室町時代には10家以上

中

は、明治初年に69あっ

位の所職は郷ごとに分割されて伝領される。史料では、大井郷、苗木郷、岩村郷、手向郷、奥遠山が確

認できる。 

 地頭職は、

が分出し、幕府奉公衆となった。戦国時代にはこの中から岩村家が台頭し、恵奈郡一円を支配する国衆

に成長するが、元亀・天正年間の武田信玄の西上作戦に伴う織田、武田の争乱の過程で滅亡した。 

 関ヶ原合戦後の恵奈郡は、岩村に松平家乗、苗木に遠山友政、明知に遠山利景が封じられたほか、

山道沿いの大井村が幕領（後に尾張藩領）、正家村が木曽衆領となり、そのままの状態で幕末に至った。

恵那市域では、木曽川以北が苗木藩、明智町と山岡町の一部が明知遠山領、大井町が尾張藩、長島町正

家が木曽衆領、他が岩村藩に細分されることになった。経済的には、中山道大井宿、城下町である岩村、

旗本明知遠山氏の陣屋町で中馬街道の宿場でもある明知がその中心となった。 

 明治維新後の廃藩置県により、この地域は岐阜県恵那郡となった。恵那市域で

た村は、明治の大合併により４町13村、昭和の大合併により１市４町１村、平成の大合併により現在の

恵那市となった。 
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3 史跡正家廃寺跡の概要 
 

3-1 指定に至る経緯 
 正家廃寺跡は、丘陵の中央部に高塚状に塔と金堂の基壇が遺存しており、古くから寺院跡として知ら

れていた。 

 大正12年（1923）の阿部栄之助『濃飛両国通史』では「塔の土壇礎石並びに鐘楼址等の遺蹟より案ず

るに大刹なりし如し」「伝え云、これ真言古寺にして今の禅宗長国寺の前々身にして応仁乱時兵火に罹

りて災するものなりといふ」とある。昭和11年（1936）には小川栄一が『岐阜県史蹟名勝天然紀念物調

査報告書』第５輯で塔を「塔土壇」、金堂を「仏堂土壇」とし、詳細な測量図を提示している。 

 このような調査成果を受けて、昭和31年（1956）６月に岐阜県史跡に指定された。 

 昭和38年（1963）には中野効四郎が『岐阜県指定文化財調査報告書』第６巻で現況を報告し、金堂を

「六角形の基壇」と述べ、瓦が出土しないことを根拠に中世寺院と推定している。 

 本格的な調査が始まるのは昭和40年代後半で、『恵那市史』編纂のための資料収集の一環として行わ

れたものである。市史編さん室のスタッフによる現地踏査などが行われ、これを基に発掘調査が行われ

ることになった。 

 発掘調査は、南山大学人類学部考古学研究室が調査担当となり、昭和51年から55年にかけて４次にわ

たって行われた。その成果は、講堂跡の全面発掘による確認、伽藍地南辺、北辺、西辺の確認により伽

藍地の規模を確定したことである。出土品では三彩陶器の出土

が注目された。寺院の存続年代については、当時の灰釉陶器の

年代観により、10～11世紀との数字が示された。また、金堂礎

石の特異な配置についても、昭和53年に発行された 初の概報

において調査主任の伊藤秋男により初めて提起され(1)、以後

の研究の端緒となった。 

 その後、金堂については上野邦一が玉虫厨子から想定される

配置と同じ平面案を提示し(2)、伊藤秋男は調査の本報告(3)で、

庇の柱が身舎の柱に対してすべて放射状に広がる復原案を示

した。 

 平成４年、丘陵の東端に恵那市資源センターが建設されるこ

とになり、恵那市教育委員会が記録保存のための発掘調査を行

った。この結果、竪穴建物跡、溝（後に築地側溝と判明）など

の遺構とともに、二彩浄瓶、鍛冶関連遺物などが出土し、寺院

に関連する遺構が丘陵の広い範囲に及んでいる可能性が出て

きた。恵那市は、この成果を受けて遺構を保存することを決定

し、検出された遺構を盛り土保存するとともに、施設・設備の

配置を変更し、遺構面が既に削平されていた箇所に建設した。 

正家廃寺跡出土 奈良三彩短頸壷・浄瓶 

 これを契機として、恵那市教育委員会は、翌５年から10年ま

で丘陵上全体を対象とする遺構確認のための発掘調査を実施

した。その結果、伽藍配置や寺域の規模、主要な構造物の規模

と構造などが把握されたほか、風鐸や鉄釘など大量の金属製品

を含む多くの遺物が出土し、奈良時代に創建された寺院跡が付

属施設まで含めて良好な状態で保存されていることが判明し

た。 

正家廃寺跡出土 風鐸・風招・円盤 

 このような成果を踏まえて、恵那市は、この貴重な遺跡を保存活用していくため、平成13年１月９日

に史跡指定申請書を提出し、同年５月16日に文化審議会答申、８月13日に史跡指定の官報告示がなされ

たものである。 

 

註(1)伊藤秋男ほか『恵那市正家廃寺跡 第１・第２次調査概報』恵那市教育委員会、1978年 

(2)上野邦一「隅一組物の建物について」『建築史学』8、1987年 

(3)伊藤秋男、安藤義弘ほか『正家廃寺発掘調査報告書』恵那市教育委員会、1994年 
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南から見た史跡指定地。丘陵の下（北側）に見えるのは左から正家集落・阿木川・東野染戸集落 

 

3-2 指定説明とその範囲 
3-2-1 名称 
 正家廃寺跡 

図１１ 史跡正家廃寺跡を中心とした主要交通網図 

3-2-2 所在地及び地域 
岐阜県恵那市長島町正家字寺

平32番5ほか15筆 

3-2-3 指定理由 
3-2-3-1 基準 

 特別史跡名勝天然記念物及び

史跡名勝天然記念物指定基準（昭

和26年文化財保護委員会告示第

２号）史跡の部三による。 

3-2-3-2 説明 

 美濃東端の恵那盆地南縁に立

地する東海地方を代表する奈

良・平安時代の寺院跡。西に塔、

東に金堂が並び、その北に講堂を

配する法隆寺式の伽藍配置を持

つ。主要伽藍の遺存状態が良好で

あることや、須恵器などの出土遺

物が豊富に検出されていること

から、寺院全体の様相がよく分か
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り、この地方の歴史・文化の様相を知る上で重要である。また、金堂の建築様式は、廂の柱が身舎の柱

に対して放射状に位置する特異な様式であり、建築史上も貴重なものである。 

3-2-4 官報告示 
平成13年８月13日付け 文部科学省告示第138号 

3-2-5 史跡の面積 
２５，７３５．９２㎡ 

3-2-6 史跡の範囲 
 図１２および１３のとおりである。 

図１２ 史跡正家廃寺跡の指定範囲（地形図） 
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図１３ 史跡正家廃寺跡の指定範囲（公図） 



3-3 遺跡の概要 
3-3-1 調査成果 
 東西約110ｍ、南北約70ｍの寺域を有し、主要伽藍を法隆寺式に配置する本格的な古代寺院跡である

ことが判明した。創建年代を示す資料は極めて少ないが、８世紀前半に造営に着手され、その後９世紀

後半に主要伽藍の火災を契機として廃絶するまで、１世紀余り存続した古代寺院である。 

 遺構は大きく二時期に分けられる。前半期は掘立柱建物の回廊で主要堂塔を囲み、後半は回廊に代わ

って築地となる。西に塔、東に金堂が並び、その北に講堂を配する法隆寺式の伽藍配置は一貫して変わ

らない。創建時期は出土土器から見て八世紀前半から中葉である。後半期への変化は８世紀末ごろと考

えられ、９世紀後半に火災によって衰退し、10世紀前半ころに完全に廃絶する。 

 

 

図１４ 正家廃寺跡遺構配置図   
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塔・金堂・講堂の基壇は乱石積みで、上面の礎石の保存状況は比較的良好である。瓦はまったく出土

しておらず、屋根は瓦葺きではない。金堂の建物は桁行３間、梁行２間の身舎に四面の廂が付く。廂の

柱は身舎に対して放射状に配置されるという特異なものである。このような柱配置の建物は、現存する

建築遺構にも発掘遺構にも見られず、飛鳥時代の工芸品である玉虫厨子に類例があるにすぎない。講堂

の西側に経蔵の可能性がある一間四方の小型の基壇建物が配置される。 

 後半期には主要堂塔を囲む築地区画の東側にもう一つの区画が並置される。東西二つの区画はほぼ同

じ規模で、築地の南辺は一直線となる。東側の区画内では、掘立柱建物一棟と竪穴建物二棟が確認され

ており、鉄滓、フイゴ羽口の出土から鍛冶工房の存在が推定され、寺院の維持管理等の施設と考えられ

る。 

 出土遺物には、多数の須恵器のほかに三彩短頸壷、二彩浄瓶、鉄製風鐸など注目されるものも見られ

る。仏具と考えられる瓶類や鉢・碗類や鉄釘も多い。 

 なお、各遺構・遺物の詳細については、『正家廃寺跡Ⅱ・寺平遺跡』（恵那市教育委員会、2000年）に

詳述している。 

 

3-3-2 歴史的位置 
 正家廃寺跡に関係する文献史料は皆無であり、寺名や創建の経緯、寺院の性格などを直接知ることは

できないが、調査で得られた所見と遺跡の立地からある程度考えることができる。 

 飛鳥池遺跡丁丑年木簡によれば、西暦677年には恵奈評（郡）はまだ成立しておらず、この地域は刀

支（土岐）評恵奈五十戸（里）であった。恵奈郡成立の時期ははっきりしないが、８世紀初めの可能性

が も高いものと思われる。土岐・恵奈両郡内には白鳳期の寺院がまったく存在しない。これは、寺院

分布が多く見られる美濃国西部とは政治的状況が異なっていたのであろうことを示唆するもので、郡整

備は『続日本紀』に見られる吉蘇路の整備と同様に、中央の主導で進められたと見られる。正家廃寺造

営もこの動きと密接に関係するものであり、恵奈郡の内実を整えていく一環として進められたものとい

えよう。早川万年氏は、この時期の美濃国内の一連の整備は本格化した東北支配の後方拠点とすること

を意図したものと指摘している(1)。だとすれば、東山道の 大の難所であり東国への入り口でもある

神坂峠を控える位置にある正家廃寺は、単に恵奈郡の寺院というにとどまらず、国家にとって重要な役

割を果たしていた可能性もあるだろう。また、第２期の築地の整備に見られるように８世紀末から９世

紀にかけても、寺勢が衰えることなく活発な活動が続けられていたことも注目される。この時期の恵奈

郡は、六国史等の記述から、非常に疲弊した地域であるとされてきた。しかし、調査成果はこのイメー

ジを一変させるものである。中央の記事に現れる恵奈郡の疲弊は事実ではなく、政治的な意図を持って

流されたものであろうか。あるいは疲弊していたからこそ寺院経営に意を用いたのであろうか。この時

期の国家と地方との関係を考える上で大きな手がかりとなると期待される。 

 一方、文化財としてみた場合、なによりも特筆すべきは、寺域全体が良好な状態で保全されていると

見られることである。古代の地方寺院遺跡にあって、維持管理の施設を含めた寺域全体が遺存している

ことが明らかになっている例は、国分寺などの限られた大規模な寺院があるだけである。岐阜県内にお

いても、関市の弥勒寺跡で隣接する弥勒寺遺跡群（武儀郡衙推定地）の調査が進められているのが唯一

の事例であり、大垣市の美濃国分寺、古川町の杉崎廃寺跡では伽藍地の全域が調査されているものの、

正家廃寺跡の東区にあたるような施設の確認には至っていない。 

 佐藤信は、「古代において、寺院は単に宗教施設であるだけでなく、教育・文化・医療・社会福祉・

経営・建設などにかかわる大規模な総合施設であったことに留意すべきである。（中略）古代寺院は宗

教・政治・経済・社会・文化・福祉・環境などの全般にわたって、古代の社会や人々との関係の中に存

立していたのである」と述べている(2)。その意味でも正家廃寺跡は、単に一寺院の存在形態を明らか

にするにとどまらず、仏教の地方における受容と展開を考古学的に把握することの可能な、大変貴重な

遺跡ということができる。 

註(1)早川万年「壬申の乱後の信濃と東海地域」『信濃』51-3、1999年 

(2)佐藤信「古代寺院案内」『古代を考える 古代寺院』吉川弘文館、1999年 
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3-4 指定地の現況 
3-4-1 土地利用・植生 
 史跡東部の字寺平41番５～７は雑種地である。恵那市資源センターの跡地であり、コンクリート舗装

や鉄骨スレート葺倉庫が残されている。 

 他の現況はすべて山林であり、植林後40～50年が経過したヒノキの人工林となっているが、一部では

樹間の広葉樹が成長し雑木林に移行しつつあるところが認められる。なお、山林のうち36番２～４・40

番２・53番１の地目は畑である。 

 

図１５ 史跡正家廃寺跡周辺の土地利用図 
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3-4-2 規制等 
 史跡周辺の土地利用規制は図のとおりである。 

都市計画は、合併前の旧恵那市の範囲が非線引の都市計画区域に指定されており、史跡もこの中に含

まれるが、用途地域には含まれていない。 

史跡周辺は農業振興地域となっており、隣接地の一部に農用地がある。 

史跡の立地する丘陵は、全体が砂防指定地に指定されており、開発を行う場合には協議が必要である。 

図１６ 土地規制図 
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4 保存・管理 
 

4-1 基本方針 
 正家廃寺跡を適切に保存し、次世代へ確実に継承するための保存管理の基本方針を次のように定める。 

4-1-1 史跡を構成する諸要素の特定と本質的価値の把握 
「個別の史跡等を構成する諸要素を特定し、その本質的価値を明確に把握すること。」 

 正家廃寺跡を構成する要素には、「史跡の本質的価値を有する要素」「保存管理・活用上有効な要素」

「史跡の保存管理上有効でない要素」がある。これらの諸要素を特定し、本質的な価値を把握する。 

4-1-2 保存管理方法の提示 
「特定された個別の諸要素について、適切な保存管理の方法を示すこと。」 

 正家廃寺跡を構成する要素及び地区ごとの適切な保存管理の方法を示す。また、今後予想される各種

現状変更等の行為に対しての取り扱いの方針と具体的な取り扱い基準を定めるとともに、史跡の適切な

保存管理及び整備、活用のために必要な公有化の方針を示す。 

4-1-3 周辺環境を含めた一体的な保存の方策 
「史跡等の周辺環境を含め、一体的な保全の方策を講ずること。」 

 正家廃寺跡の周辺は、同時代の遺跡をはじめとして多くの文化遺産があり、恵奈郡家や駅家、古代東

山道も付近に比定される。これらを念頭におき保存管理を進める。また、正家廃寺跡と一体としてとら

えることのできる周辺域は環境保全に努める。 

4-1-4 適切な整備活用に関する施策 
「確実な保存管理を行うために、適切な整備活用に関する施策を進めること。」 

 正家廃寺跡の遺構は、地下にあるものと基壇や礎石のように表出したものがある。それぞれの状況に

応じて適切な保存管理を行い、遺構等の保存を大前提として、保存のための整備を行う。さらに、史跡

の総合的な理解や活用のための整備を段階的に実施する。 

4-1-5 運営の方法及び体制の整備 
「地域に根ざした包括的な保存管理を進めるために、運営の方法及びそれらを進める上で必要となる体

制の整備を行うこと。」 

 文化庁、岐阜県をはじめ、市の関係部課、自治連合会、地域協議会等の地域の諸機関と連携を図り、

地域との協働による包括的な保存管理を進める。そのために必要な体制の整備を検討する。 
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4-2 正家廃寺跡の本質的価値 
（１）古代恵奈郡の政治、社会、文化を理解する上で重要な寺院跡であること。 

 正家廃寺跡は、８世紀前半に創建され９世紀後半に火災により廃絶した古代寺院跡である。 

 古代恵奈郡は、西暦677年には成立しておらず、土岐評恵奈五十戸（里）であった（飛鳥池遺跡丁丑

年木簡）。恵奈郡の立郡の時期ははっきりしないが、８世紀前葉の美濃国では、東山道吉蘇路の開鑿を

はじめ、国司笠朝臣麻呂の主導による一連の整備が行われており、この時期にその一環として立郡され

た可能性が高い。正家廃寺の造営もこの動きと密接に関係するものであり、立郡したばかりの恵奈郡の

内実を整えていく一環として進められたものといえる。また、８世紀末～９世紀には、六国史に東山道

大井駅・坂本駅や恵奈郡の疲弊及び国司によるてこ入れを示す記述が多く見られる。遺物からみた正家

廃寺の 盛期はこの時期に当たっており、この時期の都と恵奈郡の関係を考える上で大きな手がかりと

なるものである。 

 さらには、後述するように遺跡の遺存状況はきわめて良好であり、古代寺院が総合施設であったこと

に留意すれば、今後の調査からこの地域の社会や文化にかかわる資料が得られる可能性は高い。 

 このように、正家廃寺跡は、奈良時代から平安時代初期の古代恵奈郡の政治、社会、文化を理解する

上で重要な遺跡である。 

 

（２）主要伽藍の遺存状況が良好で、出土遺物も豊富であること。 

 正家廃寺跡の特色として、特異な構造の金堂、希少性の高い風鐸や奈良三彩をはじめとする豊富な遺

物、日本 古の床板を有する竪穴建物などが挙げられるが、なによりも特筆すべきは、寺域全体が良好

な状態で保全されていることである。 

 西に塔、東に金堂が並び、その北に講堂を配する法隆寺式の伽藍配置を持つ中心伽藍のみでなく、同

規模の東方区画、周辺の平坦地が大きな改変を受けることなく伝えられている。このように、維持管理

の施設を含めた寺域全体が遺存していることが明らかになっている例は、一部の大規模な寺院があるだ

けである。岐阜県内においても、関市弥勒寺跡が唯一の例であり、大垣市の美濃国分寺跡、飛騨市の杉

崎廃寺跡では、伽藍地の全域が調査されているものの、正家廃寺跡の東方区画にあたるような施設の確

認には至っていない。 

 このように、正家廃寺跡は、地方寺院の全体像を把握することのできる大変貴重な遺跡である。 

 

（３）地域で守られてきた史跡であること。 

 正家廃寺跡の立地する恵那市長島町正家地区は、古代東山道、近世中山道から現代の中央自動車道・

国道・鉄道に至るまで、至近を重要な幹線の通る交通の要衝であり、不断に開発されてきた。このよう

な状況の中で正家廃寺跡が良好な状態で保全されてきたのは単なる偶然ではない。廃寺跡の立地する丘

陵上には先行して後期古墳が造営され、廃絶後も中世には積石塚、近世には正家村の草分けの家の墓地

が造営されるなど、特別な場として存在していた。高塚状の基壇の存在も古くから意識されており、戦

前の昭和５年（1930）には史蹟（史跡）であることを示す花崗岩製の標柱が建てられている。 

 現在も正家廃寺跡に対する関心は高く、平成19年には正家区有志により「正家寺平歴史の里整備構想

研究会」が立ち上がり、ワークショップなどの活動を通じて丘陵全体の活用策を立案しているほか、歴

史ウオーキングや草刈り等の活動を行っている。また、平成23年には保存会の設立が発議され、現在設

立総会に向けて、広く会員を募っているところである。 

 このように、正家廃寺跡は地域の手によって連綿と保全されてきたのであり、今後も継続して保存活

用への取り組みが期待できる。 
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4-3 構成要素と周辺の諸要素 
 史跡正家廃寺跡の指定地は、築地で画された二つの区画からなる寺院跡と隣接する山林、雑種地から

なっている。構成要素の特定にあたっては、これを生かして、図のように５つの地区にゾーニングした。 

 

 

図１７ 地区のゾーニング図 

① 中心伽藍地区 

② 伽藍地東方区画地区 

③ 資源センター跡地地区 

④ 伽藍地北東斜面地区 

⑤ 伽藍地北・西・南方地区 
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図１９ 中心伽藍の遺構配置図 

図１８ 遺構配置図 
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4-3-1 中心伽藍地区 
 主要な堂塔の配置された伽藍地である。遺構は大きく２

時期に分けられ、第２期には東西約54ｍ、南北約70ｍの築

地で画された方形の区画となった。この区画は、現在も土

塁状の盛り上がり、段差、畑の区画等として踏襲され、地

表面観察で視認することができる。この区画をもってこの

地区の範囲とする。なお、後述する伽藍地東方区画とは東

辺築地を共有するが、伽藍地外側側溝（東方区画内側側溝）

の西側に明瞭な段差があり、これをもって二つの地区を分

けた。 

発掘調査時の金堂基壇 全景・平面図 

 現況は草地及び山林（人工林）である。 

4-3-1-1 本質的価値を構成する諸要素 

4-3-1-1-1 金堂基壇 

 東辺の一部が耕作により削られ、上面は自然の崩落によ

り亀腹状を呈しているが、全体としては良好に保存されて

いる。礎石は、身舎の10石はすべて原位置を保っている。

廂の12石は、１石を除いて、移動しているか失われている。 

 発掘調査により判明した所見は次の通りである。 

 基壇の大きさ 東西11.1ｍ、南北9.9ｍ、高さ1ｍ～1.7ｍ

（境内面が傾斜しているため） 

 基壇の構造  版築により築造されている。斜面に直接

土盛りをしており、掘込地業は行われて

いない。基壇化粧は周辺で採取される自

然石による乱石積である。 

 建物の構造  平面形は身舎の四面に廂がとりつく四面

廂付建物であるが、身舎が桁行３間、梁

行２間、廂は桁行、梁行ともに３間と、

柱筋が通らない変則的な形態を取る。身

舎の柱間は1.5ｍ等間、廂の柱間は桁行

2.4ｍ・2.7ｍ・2.4ｍ、梁行1.95ｍ・2.1

ｍ・1.95ｍ、身舎と廂の間隔は1.5ｍ。柱

の大きさは直径0.45ｍ。軒の出は不明で

あるが3ｍ以上と推定される。 

4-3-1-1-2 塔基壇 

 非常に保存状態はよく、礎石は16石のうち側柱12石はす

べて原位置を保っている。四天柱は１石が原位置を保って

いる。心礎は二つに割れており、周囲は盗掘により掘り返

されているが、そのうちの一つは原位置を保っている。 

 発掘調査により判明した所見は次の通りである。 

 基壇の大きさ １辺10.2ｍの正方形。高さ0.7ｍ～1.4ｍ

（境内面が傾斜しているため） 

 基壇の構造  版築により築造されている。斜面に直接

土盛りをしており、掘込地業は行われて

いない。基壇化粧は周辺で採取される自

然石による乱石積である。心礎は地上式

で、版築を行う前の斜面を水平に造成し

た段階で据え付けられている。 

 建物の構造  心礎は地上式で中央に直径0.72ｍの円形

の柱座がある。初層の規模は１辺6ｍで、

柱間の寸法は中央間を広くとると2.1ｍ、

両端間が1.95ｍとなるが、2ｍ三ツ割の等 発掘調査時の塔基壇 全景・平面図 
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間隔である可能性もある。柱の太さは

0.48ｍと推定される。軒の出は3ｍと推

定される。 

4-3-1-1-3 講堂基壇 

発掘調査時の講堂基壇 全景・平面図 

 金堂、塔と比べると非常に低く、東辺は流出により失わ

れている。礎石は19石が原位置を保っている。 

 発掘調査により判明した所見は次の通りである。 

 基壇の大きさ 東西21.6ｍ、南北12.6ｍ、高さ0.25ｍ 

 基壇の構造  西側では地山を削り出し、東側では盛り

土により築かれる。版築・掘込地業の有

無は未調査のため不明である。基壇化粧

は周辺で採取される自然石による乱石

積であるが、基壇上面に沿って１石が巡

るのみである。 

 建物の構造  桁行７間、梁行４間の四面廂付建物であ

る。柱間は、身舎と廂の間が2.1ｍ、他

は3ｍ。軒の出は1.8ｍと推定される。 

4-3-1-1-4 経蔵？基壇 

 講堂の西約10ｍの位置で検出された。盛り土の上に建て

られた１間×１間の掘立柱建物で、北に１間延びる可能性

があるが未調査である。盛り土はよく締まっているが版築

ではない。また、 低１回の建て替えが行われていると推

定される。 

 建物の性格は、その構造や出土遺物からは判断すること

ができない。位置的には経蔵、鐘楼などに相当する建物で

ある可能性がある。 

 現状では地表面では観察できない。 

 基壇の大きさ 不明 

 基壇の構造  ２層の盛り土による。基壇化粧は不明で

ある。 
発掘調査時の経蔵？基壇  建物の構造  １間×１間または、２間×１間の掘立柱

建物。柱痕及び抜き取り痕の直径は0.2

～0.3ｍ。 

4-3-1-1-5 築地遺構 

 築地は、北辺では土塁状の高まりとして地上で確認がで

きる。その他の辺では地下に埋没しているが、後世の地割

がこれを踏襲しており、おおよその位置を地上でつかむこ

とができる。 

 遺構は、ほとんどの箇所では側溝である２本の溝が検出

されたのみであるが、北辺では基底部が良好な状態で検出

された。構造については北辺の状況により記述する。なお、

築地の規模は、側溝の間の平坦部の幅が南辺が3.5ｍ、他の

三辺が3ｍであることから、南辺のみ一回り大きいと推定さ

れる。 

発掘調査時の北辺築地 

 面的な調査を行った南辺では、内側側溝のうち伽藍中軸

線に対応する位置が土橋状に掘り残されていた。門に相当

する施設が設けられていたことが推定される。また、外側

側溝は、南方の山から流下する水の寺域への流入を防ぎ東

方の沢へ排水する機能を有していたと考えられる。 

 側溝内からは崩落した築土がブロック状になって出土し

ており、特に西辺では遺存状況が良好である。 

－２５－ 西辺築地築土出土状況 



築地の構造（北辺） 築地本体の基底部の幅は1.8ｍで、

高さ0.15ｍが遺存し、版築は２層が観

察された。本体の両側に幅0.6ｍの犬走

りが設けられているが、１層の版築に

より平坦面を造成している。この両側

に素掘りの側溝が設けられている。 

4-3-1-1-6 回廊 

 回廊と考えられる掘立柱建物は伽藍地南東部（掘立柱

建物２）と講堂の西側（掘立柱建物３）で検出した。２

は切り合いから築地に先行することが判明している。２

と３では建物の規模が一致せず、今後の調査の追加によ

り、柱間寸法計測の精度を高める必要がある。 回廊南東部（掘立柱建物２）検出状況 

掘立柱建物２ 伽藍地の南東部をコーナーとして西と北に延びる梁行１間のＬ字状の建物。調査区外

にさらに伸びていると推定される。柱間は桁行2.55ｍ、梁行2.7ｍ、柱の太さは0.3ｍ

程度である。 

掘立柱建物３ 講堂西辺基壇上を東端として西に延びる梁行１間の建物。調査区内で東西３間を検出

しており、さらに調査区外に延びていると推定される。東端の基壇上は礎石建ちであ

った可能性がある。柱間は桁行2.7ｍ、梁行2.85ｍ、柱の太さは0.3ｍ程度である。 

4-3-1-1-7 その他の遺構 

不明遺構   伽藍地東辺築地と重複し、築地、回廊に先行する遺構。一部を検出した

のみで全体の形状は不明。検出した範囲では１辺3.5ｍの隅丸方形のプ

ランを有する。方形に約0.8ｍ掘り下げた後に版築によって埋め戻され

ている。何らかの施設の掘込地業の可能性がある。 

4-3-1-2 本質的価値を有しないが保存管理上有効な諸要素 

4-3-1-2-1 遺構表示サイン 

 伽藍地の遺構ごとに仮設の説明板が建てられている。 

4-3-1-2-2 文化財標柱 

 昭和５年（1930）に建てられた花崗岩製の標柱がある。それ自体が正家廃寺跡の保護の

歴史を示すものといえる。 

4-3-1-3 保存管理上有効でない諸要素 

4-3-1-3-1 樹木 

 中心伽藍のうち、東半分は数十年前までは桑畑で、その後ヒノキが植林されている。西

半分は、同じくヒノキを主体とする林となっているが、現在の所有者の記憶している範囲

では畑になったことがなく、天然の大木が数本含まれている。このうち、塔・金堂基壇と

その周辺は遺構保護と発掘調査のため皆伐され、現在は草地となっている。 

 これらの樹木は正家廃寺跡とは直接関係のないものであり、また根株によって地下の遺

構に影響を与える恐れがある。 文化財標柱
 

4-3-2 伽藍地東方区画地区 
 第２期に伽藍地の東側に設けられた、同等の規模を有する築地で囲まれた区画である。寺院の維持管

理のための施設が設けられたと推定される。この区画は伽藍地と同様に地表面観察で視認することがで

きるので、これをもってこの地区の範囲とする。ただし、東辺の一部は過去の造成により大きく改変さ

れ雑種地となっているので（図１７破線内の部分）、この部分は除外し、後述する資源センター跡地地

区に含めた。 

4-3-2-1 本質的価値を構成する諸要素 

4-3-2-1-1 築地遺構 

 築地は、南、北、東辺すべてで確認した。西辺は中心伽藍東辺築地と共有する。 

 北辺を除き上部は削平を受けており、２本の溝を確認したにとどまった。２本の溝で挟まれた平坦部

の幅は、北、東辺は3.0ｍ。南辺は正確な規模は不明であるが3.5ｍ以上はあり、伽藍地同様、他に比べ

て規模が大きかったと推定される。 

 南辺は、外側側溝については後世の遺構のため全体の規模は不明である。自然の沢になっている可能
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性もある。内側側溝では土橋が検出され、基壇上には柱穴と推定される土壙が検出されており、この部

分に門があったと推定される。 

 北辺は、遺存状況がよく、地表面で土塁状の盛り上がりを観察することができる。基壇、側溝、土橋

上の通路、築地に先行する溝を検出している。良好な状態にもかかわらず築地の基底部が確認されず、

溝埋土に含まれる築土ブロックも非常に少ないことから、調査地点では基壇を構築したのみで築地本体

は設けられなかった可能性がある。 

 東辺は遺存状態が悪く、本来の遺構面より0.3ｍ以上の削平を受けているとみられる。 

4-3-2-2 本質的価値を有しないが保存管理上有効な諸要素 

4-3-2-3 保存管理上有効でない諸要素 

伽藍東方区画の樹木の状況 

4-3-2-3-1 樹木 

 数十年前までは桑畑で、その後ヒノキが植林されている。

これらの樹木は正家廃寺跡とは直接関係のないものであり、

また根株によって地下の遺構に影響を与える恐れがある。 

4-3-2-3-2 近世以降の古道 

 報告書で不明遺構６としたもので、南辺築地と重複して伽

藍地まで続く道路遺構である。現市道が設けられるまで畑へ

の進入道路として使用されていたと推定している。築地遺構

の上に乗っており、整備にあたっては取り扱いを検討する必

要がある。 

 

4-3-3 資源センター跡地地区 
 平成４年に建設された恵那市資源セン

ターの跡地をもってその範囲とした。資

源センター建設時の造成により、他の地

区とは明瞭に区別できる。 

4-3-3-1 本質的価値を構成する諸要素 

4-3-3-1-1 築地遺構 

 伽藍地東方区画東辺築地の遺構である。

東辺は遺存状態が悪く、本来の遺構面よ

り0.3ｍ以上の削平を受けているとみら

れる。内側側溝からは、東区内から投棄

されたとみられる須恵器や鍛冶関連遺物

（鉄滓、炉壁、ふいご羽口）が大量に出

土している。 

4-3-3-1-2 掘立柱建物 

掘立柱建物１ 東辺築地の脇で検出さ

れた。桁行４間、梁行

２間の南北棟で、柱間は桁行が1.6～1.8ｍ、梁行が2.1～2.2ｍを図る。柱穴は円形で

深さ0.2～0.42ｍ、柱はいずれも抜かれている。重複する竪穴建物跡２に先行する。 

東辺築地・掘立柱建物・竪穴建物検出状況 

その他    東方区画では、過去の調査により、中央付近で伽藍中軸線と同じ傾きの方形の柱穴２

基が検出されており、ある程度の規模を有する建物が存在したことが推定される。 

4-3-3-1-3 竪穴建物 

 東辺築地の脇で２棟が検出された。 

竪穴建物２  東西3.8ｍ、南北4.9ｍの隅丸方形で、南東隅に入口状の張り出しがある。大きく削平

されており、壁高は0.15ｍしかない。東壁中央よりにかまどを有する。床面は北半分

は地山のままであるが、南半分は貼床となっている。床面の３箇所で薄い焼土の堆積

を検出した。主柱穴は検出されず、壁面に沿ってピットが検出されており、壁柱と推

定される。遺物はいずれも廃絶後の堆積とみられ、確実に遺構に伴うものは出土して

いない。 
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竪穴建物３  東西5.8ｍ、南北6.3ｍの隅丸方形で、大き

く削平されており、壁高はよく残っている

ところで0.1ｍを計る。北壁中央にかまど、

北東隅に貯蔵穴土壙を有する。遺物はいず

れも廃絶後の堆積とみられるが、二彩浄瓶

の頸部が出土していることが特筆される。 

4-3-3-2 本質的価値を有しないが保存管理上有効な諸要素 

4-3-3-3 保存管理上有効でない諸要素 

4-3-3-3-1 旧資源センターの施設 

 恵那市資源センター跡地となっており、上述の東辺築地遺

構等、平成４年度の調査で検出された遺構は盛り土保存され

ている。 旧資源センターの施設 

 東方区画の南東コーナーにあたる部分は、遺構面が削平さ

れていたため、資源センターの設備が建設された。設備は既

に撤去されているが、鉄骨スレート葺きの倉庫、コンクリー

トのベタ基礎や舗装、外周のフェンスがそのまま残されてい

る。 

 

4-3-4 伽藍地北東斜面地区 
 史跡指定地北東の段丘崖となっている箇所で、西は墓地、

南は伽藍地東方地区・資源センター跡地地区と接している。

他の地区と異なり、大半が急斜面であるため、独立した地区

として扱う。 

4-3-4-1 本質的価値を構成する諸要素 正家古墳 

4-3-4-1-1 正家古墳群（１号墳、２号墳） 

北東斜面の樹木の状況 

 資源センター跡地地区に隣接して２基が並んで立地して

いる。いずれも直径数ｍの小円墳で、石室は確認していない。 

4-3-4-2 本質的価値を有しないが保存管理上有効な諸要素 

4-3-4-3 保存管理上有効でない諸要素 

4-3-4-3-1 樹木 

 資源センター跡地の北は山林となっており、大半はヒノキ

の人工林であるが、一部は雑木林となっている。 

 

4-3-5 伽藍地北・西・南方地区 
 これまで述べた以外の箇所で、伽藍地の北側、西側、南側

の平坦面である。 

4-3-5-1 本質的価値を構成する諸要素 

4-3-5-1-1 伽藍地に隣接する平坦面 

 この地区の大半は未調査であり、遺構は以下に述べる竪穴

建物等が検出されているのみである。しかし、伽藍地の周辺

には平坦な地形が広がっており、関係する遺構が存在する可

能性がある。 

特に、南側の伽藍地正面の平坦面は、それ自体が寺院前の

広場である可能性がある。 

4-3-5-1-2 竪穴建物 

伽藍地の西と北で各１棟が検出されている。 

竪穴建物５（床板を有する竪穴建物跡） １辺3.7ｍの隅

丸方形で、北壁中央にかまどを有する。８

世紀中葉に比定される。焼失建物で、床面の全域から炭化した床板が検出された。床

板を有する竪穴建物跡としては、調査時点では 古の事例であった。 

床板のある竪穴建物５・礎石（不明遺構３） 

竪穴建物６  正確な規模は不明であるが、１辺5.5ｍ以上の隅丸方形で、中央北西寄りに炉が設け
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られている。５世紀末以前の遺構である。 

4-3-5-1-3 不明遺構 

不明遺構３（礎石建物） 竪穴建物５の埋土上面で検出された礎石で、直径0.4ｍの扁平な石を一回

り大きな据え付け穴をうがって据え付けている。対応する礎石は未調査であるが、伽

藍地の西方に施設があった可能性を示唆している。 

4-3-5-2 本質的価値を有しないが保存管理上有効な諸要素 

4-3-5-2-1 近世道路遺構 

 史跡指定地の西を限る里道と重複して、近世の鍋山道の遺構と推定される帯状の砂礫の堆積を検出し

ている。正家廃寺跡とは直接関係のない道路であるが、土地利用や正家集落との連絡を知る上で重要な

要素である。 

4-3-5-2-2 市道 

 厳密には史跡指定地外であるが、地区の中央を市道が横断し

ている。路面は周りより一段低くなっており、遺構面は既に削

平されていると推定される。史跡への唯一の自動車通行可能な

道路であり、維持管理のための施設として有効である。 

4-3-5-3 保存管理上有効でない諸要素 

4-3-5-3-1 樹木 

 全域がヒノキの人工林である。これらの樹木は正家廃寺跡と

は直接関係のないものであり、また根株によって地下の遺構に

影響を与える恐れがある。 

 
史跡指定地内を横断する市道 4-3-6 周辺環境を構成する諸要素 

4-3-6-1 周辺の遺跡・文化財 

 図20は、史跡周辺の周知の遺跡の分布を示したものである。図21はこれに加えて、正家区を中心とし

て、寺社や石造物、古道などの歴史・文化資源を示したものである(1)。 

 恵那盆地における古代・中世の遺跡は、正家廃寺跡周辺に多く分布しており、東山道の経路もこの付

近に推定されている。近世の古道は、正家廃寺跡付近を起点として周囲の村と連絡している。また、秋

葉社、金毘羅社、青観堂などの近世から続く社祠は廃寺跡周辺の山地に立地しており、山とのかかわり

の深さをうかがうことができる。 

 このうち、史跡に隣接する代表的な遺跡を挙げると次のとおりである。 

註(1) 本図は正家寺平歴史の里整備構想研究会がワークショップを通じて作成したものである。

（同会編『正家寺平歴史の里整備構想報告書』、2010年） 

4-3-6-1-1 寺平遺跡 

 正家廃寺跡の立地する丘陵平坦面全域を範囲とする縄文及び古代の散布地。正家廃寺跡に関連する遺

構がある可能性がある。 

4-3-6-1-2 正家積石塚群 

 正家廃寺跡の南南西450ｍのところにあり、東西150ｍ、南北100ｍの範囲内に13基が確認されている。 

 人頭大の石を円墳状に積み上げたもので、平面形は円形から長円形を呈する。直径は3～9ｍ、高さは

0.2～1ｍときわめて低い。現状は積石が滑落した状態にあり、本来はもっと高いとみられる。石材は周

辺に分布する濃飛流紋岩とチャートの角礫・円礫である。 

 昭和51年に全基の実測調査及び２基の発掘調査が行われ、中世の塚であることが判明している。 

4-3-6-1-3 正家古窯跡群 

 正家廃寺跡の西350ｍ、洞川対岸の東向き斜面に分布する3基からなる灰釉陶器窯で、いずれも美濃窯

編年の虎渓山１号窯式期に比定される。１号窯は昭和57年に発掘調査された後埋め戻されて保存されて

いる。２号窯、３号窯は市道上にあり、大部分が滅失しているとみられる。 

 同じ尾根の東側斜面には永田古窯跡群（灰釉陶器窯５基、山茶碗窯４基）が分布しているが、多くが

滅失し、現存しているのは２・７・９号窯のみである。 

4-3-6-1-4 正家八反田遺跡 

 正家廃寺跡の北側の低地に広がる中世の散布地。範囲は確定していないが、現在の正家集落を中心と

して広範囲に広がっていると推定される。昭和56年にほ場整備に伴って一部が発掘調査されており、13

世紀の土壙墓及び古瀬戸・貿易陶磁を大量に含む土器溜まりなどが出土している。 
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4-3-6-1-5 染戸遺跡群 

 正家廃寺跡の北東の阿木川右岸に広がる縄文～中世の大規模な散布地である。８～９世紀の須恵器が

採集されており、ここに恵奈郡家や大井駅家を比定する説も

ある。また、遺跡の中には、染戸石塔群（律宗系五輪塔・宝

篋印塔・多層塔など）や東野陣屋跡（近世岩村藩上郷陣屋跡）

が立地している。 

県天然記念物正家のカヤ 

4-3-6-1-6 祖理見遺跡 

 永田・正家古窯跡群のある丘陵の西側の谷に立地する、古

墳～奈良時代の集落遺跡。正家廃寺跡と同時期の掘立柱建物、

土師器、須恵器、緑釉陶器が出土している。 

4-3-6-1-7 岐阜県天然記念物正家のカヤ 

 正家廃寺跡の立地する丘陵の直下の国道沿いにある。目通

り幹周り4.1ｍ、樹高18ｍ。 
 

図２０ 史跡正家廃寺跡周辺の遺跡分布図 
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図２１ 史跡正家廃寺跡を中心とした歴史的環境 

０ １Km
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4-3-6-2 自然的な諸要素 

 史跡の立地する丘陵は全域がヒノキ等の人工林であり、市街地近郊の良好な緑地となっている。 

 

4-3-6-3 集落・道路等 

4-3-6-3-1正家区共同墓地 

史跡に隣接する正家区共同墓地 

 史跡に隣接する墓地である。中央を伽藍地北辺築地が東西

に横断しており正家廃寺跡の一部であるが、現在も墓地とし

て利用されていることから史跡指定を見送った箇所である。 

 敷地内は家ごとに区画されており、22区画を数える。この

地域の昭和30年代以前の埋葬は土葬であり、墓石は個人また

は夫婦単位で建てられているが、近年は火葬の普及とともに

代々墓への移行が進み、中央に新しい先祖代々の墓石が建て

られ、それまでの墓石はその裏にまとめられている区画が多

い。 も古い墓石は元禄２年（1689）銘を有するが、これは

この地域で庶民が墓石を有する墓を営み始める時期と一致

する。 

 ここは、江戸時代に庄屋を務めた２家とその分家の墓地で

あり、正家集落全体の共同墓地は別の場所にある。このこと

から、正家の草分けの家が、特に寺平の地を選定して墓地を

築いたものと考えることができる。 

4-3-6-3-2正家区を構成する集落 

 正家区は、この地域の自治組織で、上、中、下、清水、築

出、宮ノ前、後田、南が丘、永平団地、清水西の10自治会か

ら構成されている。その範囲は、現在は大字「正家」となっ

ている近世正家村の範囲と概ね一致する。 

 集落は、世帯の増加や市街化の進行によって境界が不明確

になりつつあるが、自治会ごとにまとまって立地している。

史跡指定地と接するのは上・中の集落で、国道257号、洞川

沿いに鍋山に向かう旧道沿いに集落が形成されている。 

 主要な宗教施設である円通寺（曹洞宗）・子宮神社は、史

跡指定地北西の洞川対岸の丘陵上にある。この二つの檀家及び氏子組織も概ね正家区民からなる。 

正家集落遠景（左端正家廃寺跡、中央より

奥が正家、手前は東野） 

4-3-6-3-3史跡とのアクセス道路 

 史跡の立地する丘陵直下に南北に国道257号が通る。ここから分岐して史跡指定地の中央を東西に横

断する道路があり、史跡へのアクセス道路となっている（29頁参照）。 
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4-4 保存管理の方法 
4-4-1 総論 
 保存管理の方法は、前述の地区ごとに具体的な方法を整理する。ここでは、遺構の保全等、史跡の本

質的価値を保護していくため、共通の方針を示す。 

・現況においては定期的な点検、草刈りなど適切な維持管理を行う。 

・現在の指定地全域の公有化を進める。 

・公有化後は全体を史跡公園と位置付け、計画的に整備を進める。 

・事業実施にあたっては、これまでの発掘調査等の成果を踏まえ、必要な場合にはさらに学術的調査を

実施して技術的方法を検討し、整備計画等を策定し、より適切な保存管理を実施していく。 

・緊急を要する復旧等の対処には、整備計画策定前であっても、関係機関と協議の上事業を実施してい

く。 

4-4-2 要素の性質による区分 
4-4-2-1 地形・地割 

 史跡指定地内の地形・地割は、寺院造営をはじめとする過去の土地利用を反映したものであるので、

これを踏まえながら保存に努める。 

・日常的な維持管理を適切に行う。 

・小規模な土砂の流出や地盤のズレがあった場合は維持の措置として原状に復する。 

・急斜面は、崩壊の危険がある場合は、景観に配慮した適切な斜面安定化措置を講じるものとする。 

4-4-2-2 地上遺構 

・日常的な維持管理を適切に行い遺構の保存に努めるとともに、小規模破損等が見られた場合は維持の

措置として原状に復する。 

・本格的復旧が必要と判断される破損は、各種調査に基づき、計画的に保存や復元に努める。 

・礎石等、風化による劣化等の恐れのあるものは薬剤による石材強化処理等、適切な方法による保存措

置を行う。 

・遺構上の樹木は、遺構に影響を及ぼさない方法で伐採する。 

・主要な遺構については、計画的な復元整備を検討する。 

4-4-2-3 地下遺構 

・地下に埋蔵されている遺構・遺物は、現状保存を原則とする。 

・史跡整備等以外の現状変更等は原則として認めないが、許可する場合には、事前の発掘調査や立会等

により遺構の把握に努め、地下遺構の保存を許可の条件とする。 

・整備や遺構確認のための発掘調査を実施する場合は、遺構の保存を前提として、必要箇所にとどめる

とともに、その成果に応じた保存管理を行う。 

4-4-2-4 史跡と直接関係しない要素の取り扱い 

・樹木は伐採を行うことを基本とする。ただし、土地保全のためにやむを得ず必要な箇所については伐

採を控え、適切な林相管理を行う。また、巨木については個別に取り扱いを検討する。 

・説明板、文化財標柱等の保存活用施設は、定期点検によって維持管理に努め、更新や新設に際しては

景観に配慮した規模、形態、材質、色彩とする。 

・その他の工作物は、個別にその必要性を判断し、整備に合わせて適切な措置を講じるものとする。 

4-4-3 地区別の区分 
4-4-3-1 中心伽藍地区 

日常的に維持管理を適切に行い、遺構の保存に努めるとと

もに、小規模破損等が見られた場合は維持の措置として原状

に復する。 

金堂、塔など主要伽藍の基壇や礎石が地表面で観察できる

ことは本史跡の大きな特徴であるので、引き続き現状を維持

するように努めるとともに、整備に向けて保存と活用を両立

させる効果的な保存措置方法を検討していく。 

史跡と関係しない要素のうち、史跡標柱（戦前）はこれ自

体が地域における保存活動の歴史を示すものであるので、現

状を維持し、整備が行われる際にも活用を図るものとする。 金堂・塔基壇現況 
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文化財標柱、説明看板は、定期点検によって維持管理に努

め、更新や新設に際しては景観に配慮した規模、形態、材質、

色彩とする。 

樹木は皆伐することを基本とする。 

4-4-3-2 伽藍地東方区画地区 

日常的に維持管理を適切に行い、遺構の保存に努めるとと

もに、小規模破損等が見られた場合は維持の措置として原状

に復する。 

区画の性格は明らかになっていないため、整備に伴う資料

収集のため必要な場合には計画的な発掘調査を実施する。 
講堂基壇現況 

説明看板は、定期点検によって維持管理に努め、更新や新

設に際しては景観に配慮した規模、形態、材質、色彩とする。 

樹木は皆伐することを基本とする。 

4-4-3-3 資源センター跡地地区 

史跡指定地内ではもっとも改変が進んでいる地区である。

当分の間はこれ以上の改変が進まないように現状を維持す

る。 

資源センター造成に伴う調査により検出され盛土をして

保存されている遺構については、引き続き現状を維持しなが

ら、整備計画策定時にその取り扱いを検討する。これらの遺

構のある箇所（図１７破線内）は東方区画の一部であるので、

東方区画地区と一体のものとして保存管理を行うものとす

る。 東方区画北辺築地現況 
旧資源センターの建物など史跡と直接関係しない要素は、

改変が進まないように適切な管理をするとともに、有効活用

を図り、整備に向けて在り方を検討していくものとする。 

4-4-3-4 伽藍地北東斜面地区 

正家古墳群は現状保存を基本とする。墳丘上の樹木は遺構

に影響を与える恐れがあるので、伐採を検討する。 

樹木は、周囲から史跡への望見を阻害する要因となってお

り、伐採することを基本とするが、本地区の大部分は急斜面

であるので、土地の保全との両立ができるよう、その取り扱

いを検討する。 

4-4-3-5 伽藍北･西・南方地区 

日常的に維持管理を適切に行い、遺構の保存に努めるとと

もに、小規模破損等が見られた場合は維持の措置として原状

に復する。 
竪穴建物５周辺現況 

地内で地表面観察できる畑の地割・里道等は、直接正家廃

寺跡に由来するものではないが、過去の土地利用を反映して

いる可能性があるので、現状を維持するよう努める。 

樹木は、周囲から史跡への望見を阻害する要因となってい

るので、伐採することを基本とする。 

整備に伴う資料収集のため必要な場合には発掘調査を実

施する。 

 

4-5 現状変更の取り扱い基準 
 現状変更の取り扱い基準は以下のとおりとする。 

・遺跡の保存整備目的以外の現状変更は、原則として許可し

ない。 

・竹木の伐採は許可する。ただし、伐採方法により遺構に影

響を与える恐れがあるので、現状変更等の許可を要しないものとはしない。 

伽藍地北辺築地（手前）と北方地区 
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・草刈り、枝打ち等の通常の維持管理は許可を要しない。 

・新たな植林は原則として認めない。 

 

4-6 指定地外の周辺環境の保存管理 
 史跡は、周辺の環境と一体となって存在しており、周辺の環境の変化が史跡の本質的価値の保存と継

承に影響を与えることもある。また、史跡と一体となった良好な景観を保全、形成することは地域にと

っても生活環境の向上にもつながるものであることから、周辺環境の保全に向けて、地域住民や地権者、

関係機関等の理解と協力を得るように努めるものとする。 

 地域では既に、地元有志による「正家寺平歴史の里整備構想研究会」が史跡も含めた周辺の活用につ

いて提言を行っている。これを尊重しながら、保存と活用に向けた地域との協議を進めていくものとす

る。 

4-6-1 寺平遺跡 
 史跡の立地する丘陵の平坦面は、周知の埋蔵文化財包蔵地である寺平遺跡となっており、遺構の保護

に努めるとともに、十分な調査研究を行い、正家廃寺跡との関連が明らかとなった場合には、追加指定

と公有化を目指す。 

4-6-2 周辺の丘陵 
 正家廃寺跡の立地する丘陵は、文字通り正家廃寺跡と一体となって存在しているものであるので、次

のようにその保全に努める。 

・自然地形の保全に努める。 

・人工物の新設や改修に際しては、位置、規模、材質、形状、色彩等に配慮し、史跡の景観に調和する

よう修景に努めるように、関係者に要望していく。 

・樹木については、廃寺が存続していた当時は周辺からの廃

寺の望見を妨げるような樹木はなかったと想定されるこ

とから、史跡の整備に合わせて望見の改善に取り組むよう

その取り扱いについて所有者等と協議する。 

・墓地は、当面現状を維持し、将来的には取り扱いを考慮す

る。また、周辺の景観にそぐわない改修等を行わないよう、

墓地所有者に要望していく。 

なお、東屋の礎石等に正家廃寺の礎石と推定される石が

見られるので、整備の過程で活用が可能か検討していく。 

4-6-3 その他の遺跡等 
・周辺の地域には、正家八反田遺跡、正家積石塚、正家古窯

跡、永田古窯跡、祖理見遺跡、染戸遺跡群、東野陣屋跡な

どの遺跡がある。 墓地にある礎石と推定される石材 

・周辺の地域には、恵奈郡家、大井駅家、東山道などに関係する未発見の遺跡等が存在する可能性があ

る。 

・これらについては、保全に務めるとともに、今後体系的な調査を実施してその解明に努める。 

－３５－ 



5 運営および今後の方針 
 

5-1 管理・運営 
 史跡の保存管理は、文化財保護法及び本保存管理計画に基づき、恵那市と所有者等により、十分な意

思の疎通を図りながら行うものとする。さらに、地域自治区や地域住民を主体とした活動団体と連携し、

充実した保存管理、整備活用に関わる運営体制を確立していくものとする。 

 

図２２ 保存管理の推進体制図 

指導・助言 

 
文化庁・岐阜県教育委員会 

協力・提言・連携・調整 

地域・市民   長島地域自治区・長島町まちづくり委員会・長島町自治連合会・正家区・正家寺平歴

史の里整備構想研究会・保存会 等 
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経済部 商工観光課 

    農業振興課 

建設部 建設課 

    都市整備課 

    まちづくり事業課 

    各振興事務所 

指導・助言 

 恵那市正家廃寺跡調査整備委員会

報告 

答申 

意見 
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 恵那市文化財保護審議会 

諮問 答申 

提言 

 恵那市正家廃寺跡整備構想検討委員会 

 
5-2 公有地化の方針 
 史跡指定地はすべて民有地である。今後、計画的に公有化を進めていく。 
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 史跡指定地外は、史跡の追加指定をした場合には公有化を行う。 

 

5-3 整備の方針 
 史跡指定地全体を整備の対象とし、段階的かつ計画的に進めていくものとする。実施にあたっては、

恵那市正家廃寺跡整備構想検討委員会、恵那市正家廃寺跡調査整備委員会での検討を経て整備を行うも

のとする。 

 遺構は、地下に埋没させて保存することが基本であるが、現在表面観察可能な金堂基壇、塔基壇、築

地遺構などが遺跡の理解に役立っていることも確かであり、保存と展示が両立する整備方法を検討して

いく。 

 

5-4 今後の課題 
5-4-1 調査･研究 
 史跡指定地のうち、伽藍地は金堂基壇、塔基壇、講堂基壇の調査を終えているが、回廊については講

堂の西にとりつく部分と南東コーナーの部分が検出されているのみで、全体の規模は未解明である。ま

た、築地も想定される門の遺構は確認されていない。 

 このほかは、部分的に調査が行われているのみで、遺構の有無やその性格などは不明な点が多く、整

備に伴う資料収集のため必要な場合には、今後の計画的な調査により明らかにしていく必要がある。 

5-4-2 史跡の追加指定 
 周辺の未指定地については、計画的な調査により、正家廃寺跡に関連する遺跡の広がりを把握し、遺

構等の確認された箇所については追加指定などで遺構の保全を図るものとする。特に重要な遺構が確認

された場合は速やかな追加指定を行うものとする。 

 

5-5 工程表 
 次ページのとおり。本工程表は平成24年５月現在のものであり、今後事業の進展により適宜改訂する

ものとする。 



史跡正家廃寺跡保存管理計画　工程表

項　　　目

維持管理

仮整備

公有地化

追加調査

整備計画策定

本整備

地域による活用

平成25年３月現在

H32 H33 H34 H35H28 H29 H30 H31H24 H25 H26 H27

右以外

整備計画策定

基壇工法等の検討

支障木伐採

正家廃寺の活用

指定地外の活用

資源セ
ンター

きつめの草刈りによる野芝化

整備計画見直し

第１期整備工事

第２期整備工事

伽藍地南 東方区画 報告書

整備事前調査

伽藍地西

東山道を探そうＷＳ

－３８－ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

史跡正家廃寺跡保存管理計画 
 

2012年５月29日発行 

 

編集／発行 恵那市教育委員会 

〒509-7492 

岐阜県恵那市岩村町545-1 

 

【改定履歴】 

2013年３月29日 工程表改定 



正 家 寺 平 歴 史 の 里

整 備 構 想 報 告 書（案）

平 成 ２ ２ 年 ３ 月

正家寺平歴史の里整備構想研究会

正家廃寺跡（左が塔跡、右が金堂跡）
国指定正家廃寺跡（右側が金堂 左

しょう　　　  げ　　　　 てら　　　  だいら

上空からの正家寺平
家寺

上空から見た正家寺平
家寺

tadayoshi_miyake
長方形



はじめに

　近年、歴史的文化遺産を単に保存するだけでなく、人々が歴史遺産に触れ、その地域の

文化に接し、地域の自然に浸たることで、安らぎと潤いが実感できる場の創出が求められ

ている。また、その創出には地域住民の史跡への思いや高まりを整備に反映し、行政と一

緒になって取り組んでいくことも求められている。

　このような背景の中で、本報告書は、これまでの正家廃寺跡に関する成果と、平成１９

年度から平成２１年度までの３年間にわたり行政と地域住民の有志とが一緒になって活動

してきた『正家寺平歴史の里整備構想研究会』の学習と研究の成果を基に、歴史的価値が

高く、恵那市で唯一の国史跡である正家廃寺跡を中心とした歴史の里づくりの夢
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

をまとめ

たものである。今後、この報告書が研究会の創意として、庁内調整や専門家等による調査

・整備委員会の参考となれば幸いである。研究会は『正家寺平歴史の里』の早期実現を目

指すために、有志でつくる研究会の輪から長島地域さらには恵那市民全体の輪に広げ、正

家廃寺史跡を一人でも多くの人に知ってもらえるよう今後とも活動していくつもりであり

ます。

平 成 ２ ２ 年 ３ 月

　　　　正家寺平歴史の里整備構想研究会　会長　鈴木　嘉明
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1. 正家廃寺跡の現状

1.1 発掘調査の状況

　地元では古くから正家寺平の山中に昔の寺院があることが知られていた。調査は古くは

大正時代の通史研究に始まっている。本格的な調査は、昭和４０年代後半に『恵那市史』

編纂の一環として行われ、昭和４８年に当時の市史編纂室によって現地調査が実施され、

これを契機に発掘調査が行われた。

　発掘調査は、南山大学により昭和５２年から５５年にかけて４次にわたって実施され、

講堂跡の全面発掘、伽藍の南辺、北辺、西辺の確認を行った。また、三彩陶器など多くの

出土物等が検出された。

　平成４年度には恵那市資源センター建設に伴う発掘調査が行われ、奈良時代の集落跡、

竪穴住居や掘立柱建物を検出した。平成５年度から平成１１年度には正家廃寺とその周辺

の保存と内容の把握を目的に発掘調査が行われた。

1.2 正家廃寺跡の歴史的価値及び文化的価値

　正家廃寺跡は主要伽藍を法隆寺式に配置する古代寺院跡で、８世紀前半の造営から９世

紀後半に火災で廃絶するまでの１世紀余りにわたり存続されていたと言われる。寺院跡は

これまでの調査で、伽藍地と東区を合わせて、東西１００ｍ、南北７０ｍの寺域を有して

いるが、今後の調査によって丘陵地全域に広がる可能性がある。

　正家廃寺の造営は、『続日本記』に見られる吉蘇路の整備と同様に、中央の主導で進め

られたと見られる恵奈郡の内実を整えていく一環として進められたと考えられる。また、

東山道最大の難所で、東国への出口でもある神坂峠を控える位置にあることから、単に恵

奈郡の寺院というにとどまらず、国家にとって重要な役割を果たしていた可能性もある。

　一方、文化財として見た場合、正家廃寺跡には特異な構造の金堂（写真 1-1)、 希少性

の高い風鐸（写真1-2）や奈良三彩（写真1-3）、日本最古の床板を有する竪穴住居（写真 

図1-1 遺構配置図

縮尺　1：2000

1



 1-4）など特色のある遺構が多く存在しており、また、

寺域全体が周囲の自然環境とともに良好な状態で残って

いる。古代の地方寺院遺跡にあって、維持管理の施設を

含めた寺域全体が遺存していることが明らかになってい

る例は、国分寺などの限られた大規模な寺院があるだけ

で、全国的にみても貴重な遺跡である。

　このように正家廃寺跡は、主要伽藍の遺存状況が良好

で豊富な出土物があり、東海地方を代表する古代寺院であるとともに、金堂は特異な様式

であり、建築史上も貴重であることから平成１３年８月１３日に国史跡に指定された。史

跡の指定面積は25,735.92ｍ
2
である。

　

1.3 正家寺平一体の土地利用及び土地規制

　正家廃寺跡のある寺平一帯は（図 1-2）、標高 770.4ｍの鍋山の北裾部に位置し、南西

から北西に緩やかに傾斜する地形にある。

　周辺域には、遺跡の北側をこの地域の主要道路である国道２５７号が北西から南東に走

り、この道路から分岐した、市道牧垣外大洞線が史跡指定地の間を東西に通過して、鍋山

に通じている。

　西側には後田川が南西から北東に流れ、南から北に流れる一級河川阿木川に合流してい

る。また、三郷
さん ごう

用水が南東から北西に流下して農業用水としての機能を果たしている。な

お、三郷用水が整備される以前は、正家廃寺跡の南にある正家堤が農業用水としての機能

を果たしていたが、現在は使用されていない。昭和初期の工作物であることから農業土木

遺産として文化財的価値があると思われる。

　指定地の西側は大部分が住宅地で、円通寺、子宮神社、墓地が点在している。東側は田

畑、南側は鍋山の山林が占め、北側は国道 257号を挟んで住宅地と田畑が広がっている。

寺平周辺には公園がなく、正家廃寺跡周辺の緑環境は周辺住民にとっては貴重な資源とな

っている。

　正家廃寺跡一帯は、ヒノキやスギに占められた人工林である。下草にはササが多く見ら

れ、茶畑跡にはチャノキが残っている。市道の両側には一部疎の部分もあるが、樹木が密

生しており、昼間は日光によって周辺を見渡せるが、曇りの日や日没を迎えた時などは光

が遮られ、正家廃寺跡周辺は薄暗い。

　正家廃寺跡一帯には、森林地域、農業振興地域、土の採取を規制する地域、砂防指定地

（写真 1-5）及び埋蔵文化財包蔵地の５つの規制（図 1-3）がかかっている。

 写真1-1 金堂跡

 写真1-4 竪穴住居跡写真1-2 風鐸・風招・円盤  写真1-3 奈良三彩
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図1-2　土地利用状況図

Ｎ
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　　　　　　　　　　　　　　　出典：岐阜県土地利用規制図（岐阜県土地情報普及会）

写真1-5
後田川にある砂防指定地の看板

写真1-6
洞川にある土石流危険渓流の標識

図1-3　土地規制図

正家廃寺跡の整備計画区
域

 

Ｎ

4



1.4 正家廃寺跡の保存・管理・活用の現状

(1) 遺構被害

　遺構を保護している覆土のイノシシによる掘り起こし、表面水や冬季の凍上による浸食

等の被害が発生している。金堂、塔の基壇のり面は土嚢で防護しているが、時間の経過と

ともに土嚢は老朽化し保存状況は悪い（写真 1-7）。また、寺院の廃絶後の樹木は、一部

が発掘調査のために根元で切断されてはいるが、遺構の破損や景観を害する要因となって

いる（写真 1-8）。

(2) 日照阻害

　山林域にあるが、樹木の適正な管理が行われて

いないため、視界の妨げとなっている。

(3) 施設整備

　近年では、長島地区の住民が中心となって開催

した『ウオーキング大会』を除けば、普段は訪れ

る人が少ない。ＰＲ不足や観光の多様化はあるが、

道路における正家廃寺跡の案内板や、史跡の総合

案内板及び各遺構の説明板等の未設置、駐車場や

散策路の未整備が訪れる人が少ない要因に挙げられる。また、正家周辺の住民にとっては、

墓地や畑、山林はあるが、憩いや交流・学習の場になっていないことも原因の一つと思わ

れる。

(4) 景観との調和

　東側の民俗資料を保管している旧資源センター倉庫（写真1-10）や、建設資材置場があ

り、史跡景観と馴染んでいないため、移転や修景等で馴染ませる必要がある。

写真1-8 基壇とその周辺の木根写真1-7 基壇の法面の土嚢状況

写真1-9
塔の北及び西側の日照阻害

写真1-10 旧資源センター倉庫による景観の阻害
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(5) 維持管理

　史跡指定地は恵那市が管理団体として定期的な草刈りを行っているが、土地の所有は一

部（墓）を除きすべて民有地であるため、今後、公有地化と維持管理を考えていく必要が

ある。

1.5 正家寺平周辺の地域資源と年中行事

　正家廃寺跡周辺には、山、川、動物、植物などの自然資源、その地域の風土を築いてき

た生活や民俗資源、寺社、石造物、古墳などの歴史・文化資源が豊富に存在する。これら

の地域資源の中でも、特に生活や民俗に係わる「山の講」、「聖天講」などは先祖から現

在まで年中行事として今も大切に祀られ、途絶することのないよう継続されている。正家

周辺の年中行事を（表1-1）、正家廃寺跡を中心とした歴史的環境を（図1-4）に示す。

表1-1　正家周辺の年中行事

津島神社
（子宮神社境内）

どんど場（上・中・清
水・下・築出）

山の神
（上、中、下、築出、
清水）

青
せいかんどう

観堂（鍋山）

（鍋山）

嶺
ね

の馬頭観音

施設名（場所）

円通寺

小田垣様の碑
（円通寺境内）

（正家・中野・永田
境）

三郷稲荷神社
さんごう

子宮神社

享保年間に伊豆の三島から迎えたお
不動様をまつる

子供がラジオ体操のあと般若心経を
唱和、40年続いている

秋葉神社・洲原神社・
金毘羅神社・神明神社

全檀信徒の家内安全、身体健全等礼
 、お札、お斉あり

小正月に大正月に飾った門松を各自
治会内の水田に集めて燃やす

山を守り山を司る神様をまつる。長
さ１ｍほどの木か竹串の先の方50cm
にご飯を握りつけた五平餅を供えた

例大祭
正家地区の鎮守。五穀豊穣、家内安
全を祈る神事と子ども獅子のお祓い
をする

長島小学校の75町歩の所有林にあ
り、学林委員会で祭っている

内容等

5月12日

12月31日

5月23日

1月14日

開催日

　3月28日
（旧2月午の日）

　3月28日
（旧2月午の日）

夏休み期間

岩村のお姫様から預かった聖天様の
祈願法要を会費制で行う聖天

しょうでんこう

講

馬頭観音祭

山の講
（神迎え、神送り）

どんど焼き（左義長）

供養祭

行事名

お不動様のお祭り

大般若会

早起き会

鍋山が正家村、中野村、永田村の三
村が利用する木草山として争論が絶
えず、入会地が設定されたことに由
来し、現在も３地区で祭る

祭典

9月第4日曜日

2月6日、10月6日

正家の恩人である小田垣弾三の命日
に区の役員で供養する

7月16日

4月7日

提灯まつり 疫病退散、厄払い祈願の祭り

12月15日
お湯を沸かして神事の後に投げ餅を
行い、無病息災を祈る

初午祭り
正家の５つの組（上、中、清水、
下、築出）が交替で祭り、役員で赤
飯、おにぎり、お神酒を供える

2月の最初の午の日

小社めぐり 神社総代が4つの小社を巡る 5月初旬

お湯立て
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2. 正家寺平歴史の里整備構想研究会

2.1 正家寺平歴史の里整備構想研究会の結成と目的

　正家寺平歴史の里研究会は、国の史跡となった正家

廃寺跡を住民と行政が一体となって、地域のまちづく

りの視点で、どのように保存・整備・活用していった

らよいのかを考えようと、正家地区の有志によって結

成された。

　平成１９年１月１９日に研究会を立上げ、同日に正

家公民館で第１回研究会（写真 2-1）を開催して以来、

３０回以上の活動を数えるに至り、自由で活発な議論

が交わされている。平成２２年３月現在の定期メンバーは下記のとおりである。

2.2 研究会の活動

　研究会は、定例会議、先進地視察、野外活動の３つの形態で活動している。定例会議は

毎会テーマを決めて議論し、視察は正家廃寺跡の整備方法を検討するために三重県の史跡

を中心に見学した。野外活動は長島町まちづくり委員会が主催するウオーキング大会等を

通じて正家廃寺を知ってもらうための遺構の表示活動、草刈作業などの維持管理活動を行

ってきた。これまでの研究会の活動状況は表2-1のとおりである。

(1) 定例会議

　定例会議は、正家公民館を借りて毎月１回、テーマを決めて会議を行った。会議では視

察結果に基づく正家廃寺跡の整備に取り込むべきことや改善すべきことを活発に議論した。

研究会の中で毎回、話題になるのが正家廃寺跡の早期整備と、一人でも多くの人に正家廃

寺跡を知ってもらい、訪れてもらうことに集中した。

正家寺平歴史の里研究会の有志

役割 地域名等

会長

平成22年3月現在

高山宗弘

委員

西尾亜希子 委員

氏名 役割

運営・指導
三宅英機鈴木吉一

宮地昭男

伊藤英晃鈴木忠良

近藤純二

河村恒雄

委員

委員

委員

委員

教育委員会
委員

地域名等 氏名

正家地区

鈴木嘉明

山辺正行

永谷千春

河村尚徳

委員

委員

副会長

長谷川芳男

委員

正家地区

写真2-1 研究会の状況
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(2) 史跡整備先進地視察

　正家廃寺跡をどのように保存・整備・活用・管理していくかを検討するために平成２１

年５月２７日に、史跡伊勢国府跡、能褒野大塚古墳、東海道庄野宿資料館、伊勢国分寺跡

（写真 2-2）、鈴鹿市考古博物館の５史跡を、委員１５名、教育委員会２名、コンサルタ

ント２名の計１９名で視察した。視察後にアンケートを行った回答から、正家廃寺跡を今

後どのように整備していくか要約すると次のとおりである。

①遺構の表現と維持管理

　遺構の表現方法と草刈作業の重要性、維持管理の負担が少ない表現方法

②正家廃寺跡のガイダンス施設

　史跡の歴史的・文化的価値を表現するガイダンス施設の設置の是非と、設置する場合の

規模と運営方法、ガイダンス施設の展示内容の工夫

③サイン計画の工夫・改善

　道路における案内板や誘導標識の質・量の改善、史跡における遺構全体の総合案内板や

各遺構の説明板の表現方法や材質の工夫

④視察の重要性

　正家廃寺跡に必要な整備または整備中の史跡の再視察

(3) 野外活動

　研究会の野外活動は、正家廃寺跡の草刈作業、築地や回廊の竹とテープによる表示作業

（写真2-3）、案内板設置（写真2-4、2-5）、ウオーキング時の案内や説明（写真2-6）な

どの支援作業を行ってきた。

写真2-3 築地塀・回廊の表示作業

写真2-2 伊勢国府跡の視察状況
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　また、正家廃寺跡の整備区域を決める現地調査では、正家堤と昭和初期の斜樋（写真2

-7）及びため池の利用方法、市道南側にある財産区の利用区域、正家廃寺北側の墓地の移

転、西側の山の神（写真2-8）、クヌギの利用（写真2-9）、古い道の活用（写真2-10）な

どを整備条件に取り込んで整備していくことで意見の一致をみた。

　さらに、正家堤の南側の斜面には、15世紀前葉から中葉にかけてのものと思われる正家

積石塚が13基遺存するため（写真2-11）、整備区域に取り込むものとした。

写真2-6 長島ウオーキング大会（08.11.16）

写真2-4 案内看板の設置位置検討 写真2-5 案内看板の設置位置検討

写真2-8 山の神

写真2-9 クヌギ

写真2-7 正家堤と斜樋

写真2-10 古い道
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写真2-11 正家積石塚

13号積石塚

6号積石塚

正家積石塚分布図
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年度 会議のテーマまたは活動内容

第1回 平成19年 1月19日（金） メンバー紹介／趣旨説明／進め方と役割分担

第2回 平成19年 2月 9日（金） 正家廃寺の遺跡紹介Ⅰ（正家廃寺はどんな遺跡？）

第3回 平成19年 3月 8日（木） 正家廃寺の遺跡紹介Ⅱ（金堂や塔の構造と特徴等）

第4回 平成19年 4月18日（水） 正家の歴史的文化的資源の紹介Ⅰ（指定文化財や遺跡等）

第5回 平成19年 5月23日（水） 正家の歴史的文化的資源の紹介Ⅱ（ﾒﾝﾊﾞｰの歴史的文化的資源）

第6回 平成19年 6月23日（土） 東山道ルートと正家の歴史的資源を実際に歩く

第7回 平成19年 8月22日（水） 現地調査結果の確認と今後の検討課題

第8回 平成19年 9月27日（木） 歴史的文化的資源のチェックと課題抽出

第9回 平成19年10月25日（木） 課題の解決方法／次年度の取組と具体案／予算化

第10回 平成19年11月22日（木） 来年度の取り組み（事例研究/ウオーキング大会対応等）

第11回 平成20年 1月24日（金） 正家廃寺跡の周知・紹介の手段/看板・案内板の事例等

第12回 平成20年 2月28日（木） 東区の築地塀・回廊の表示の現地作業

第13回 平成20年 3月 6日（木） 東区の築地塀・回廊の表示の現地作業

第14回 平成20年5月22日（金）
自然崩壊および動物被害の防止の措置／正家廃寺跡の普及と
啓発／本格整備までの保存管理方法の検討等

第15回 平成20年6月11日（水） 課題の現地確認

第16回 平成20年7月25日（金） ウオーキング大会にむけての準備内容

第17回 平成20年8月22日（金） ウオーキング大会の役割分担

第18回 平成20年9月30日（金） ウオーキング大会の看板の最終確認と整備内容の確認

第19回 平成20年10月24日（金） ウオーキング大会で使用する看板，パンフレットの最終確認

第20回 平成20年11月21日（金） ウオーキング大会の反省／今後の整備（活動）方針

第21回 平成21年1月23日（金） 整備の方法／活用方法／今後の活動計画

第22回 平成21年2月27日（金） 整備事例研究及び視察先、視察時期の検討

第23回 平成21年4月24日（金）
正家周辺の文化財／正家廃寺整備計画素案／正家廃寺跡の概
要/基本構想

第24回 平成21年5月27日（水） 史跡整備先進地視察(伊勢国分寺ほか３史跡）

第25回 平成21年6月26日（金） 史跡整備先進地視察報告

第26回 平成21年7月24日（金）
史跡整備先進地視察アンケート結果報告／恵那市歴史的・文
化的整備事業計画の現状／正家廃寺地区整備構想案

第27回 平成21年8月26日（金） 正家寺平現地調査／正家寺平整備構想案

第28回 平成21年9月25日（金） 正家寺平整備区域の範囲／正家寺平整備構想案

第29回 平成21年10月29日（木）
正家寺平整備区域の所有形態／整備構想／正家廃寺周辺の年
中行事

第30回 平成21年12月11日（金）
正家寺平整備の方向／整備区域の所有形態／整備構想／正家
廃寺周辺の年中行事

第31回 平成22年2月26日（金） 「正家寺平歴史の里」整備構想報告書の内容等

第32回 平成22年3月26日（金） 「正家寺平歴史の里」整備構想報告書（案）内容検討

平
成
二
十
一
年
度

表2-1　研究会の活動内容

開催日

平
成
二
十
年
度

平
成
十
九
年
度
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3. 正家寺平歴史の里整備計画

　正家廃寺跡の保存、整備、活用、管理のあり方を、史跡整備先進地視察、現地の維持管

理活動やウオーキング大会等の支援活動、延べ３０回に及ぶ研究会を通じて検討した。

3.1 整備理念

3.2 ゾーニングと目的・機能

　『正家寺平歴史の里』を、史跡整備ゾーン、健康増

進ゾーン、正家の里ゾーン、環境バッファゾーン、道

路ゾーン、墓地ゾーン、駐車場ゾーン、の７つにゾー

ニングする。各ゾーンの構成要素と目的・機能は次の

とおりとする。

◇ 史跡整備ゾーン

　正家廃寺跡の史跡指定地（市道北側の伽藍地（写真

3-1 ）と東区、市道南側の指定地の一部）及び正家積

石塚と、正家廃寺跡西側の平坦地で構成するゾーンと

する。　

　正家廃寺跡及び正家積石塚は、史跡や遺構に触れ、

学習、体験、活用、伝承を図ることを目的に保存整備

する。西側の平坦地は多目的エリアとして、正家廃寺

跡を紹介するガイダンス施設の設置、山の講などの祭

祀の場の保全や正家周辺の地域資源の活用を通じて、

人々の交流の場を提供することを目的とする。

◇ 健康増進ゾーン

　マレットゴルフ場、散策道とため池（正家堤）で構

写真3-2
ﾏﾚｯﾄｺﾞﾙﾌ場のｲﾒｰｼﾞ図

写真3-1
史跡整備ゾーン現況

 
 ◇　一人でも多くの人に寺平を訪れてもらい、正家廃寺跡の歴史・文化を知
　　 ってもらうこと

 ◇　歴史遺産の学習・体験の場とともに、地域資源の活用を図り、正家の人
     々の交流の場を提供すること。

 ◇　正家寺平の森や林、野草、動物や昆虫などの自然に触れることによって
    安らぎと憩いが得られる場とすること。

 ◇　人間の活動を伝える歴史遺産と自然を組み合せ、知的で快適な健康づく
     りの場を提供すること。

 ◇　正家廃寺跡を守り、後世に引き継ぐために地域住民の輪を広げていく
     こと。

 ◇　正家廃寺跡周辺には、豊かな自然とともに文化財や文化施設、健康施設
     が点在している。これらの施設を国史跡である正家廃寺跡を拠点として
     ネットワーク化を図ること。
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成するゾーンとする。マレットゴルフ場は、全国大会

が可能な競技施設として整備する（写真 3-2）。正家

堤沿い（写真 3-3）と散策道の間には桜やもみじ、四

季の草花を植え、正家を訪れる人に憩いと安らぎを与

えるふれあいの場を提供する。

◇ 正家の里ゾーン

　正家とその周辺の歴史・文化の紹介、地域資源の提

供などを通じて、地域の活性化を図ることを目的とす

るゾーンとする（写真3-4）。

◇ 環境バッファゾーン

　整備地の周辺には、森林を残して緩衝地帯とし、正

家廃寺跡の自然環境を保全する。また、丘陵上から周

辺が見渡せるように眺望を確保する（写真 3-5）。

◇ 道路ゾーン

　国道 257号から『正家寺平歴史の里』へのアクセス

道路として市道牧垣外大洞線を整備する。『正家寺平

歴史の里』にある古い道（写真 3-6）は散策道、管理

道として活用する。

◇ 墓地ゾーン

　正家廃寺跡の伽藍地にある墓地は、道路南側に移転

することを目指す。

◇ 駐車場ゾーン

　正家廃寺跡の見学や学習、マレットゴルフ場や自然

散策、年中行事や墓参りのために、『正家寺平歴史の

里』を訪れる人々の駐車場とする。

写真3-3 北側からの正家堤

写真3-4 正家の里ゾーンの現況

写真3-6 古い道の活用

写真3-5 密集林で眺望が困難
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3.3 全体整備方針とゾーン別の整備方針

◇ 全体方針（共通方針）

①　史跡指定地になっている土地は地権者の協力は得ているが、一部を除きすべて民有地

　であるため、遺構の保存整備に際しては公有地化を図る。

②　史跡整備ゾーン、駐車場ゾーン、健康増進ゾーンは、高齢者および身体障害者に配慮

　したバリアフリーの施設とする。

③　正家廃寺跡やその周辺文化財の学習、保存、活用、サークル活動、清掃、維持管理な

　どのボランティア活動の推進と、これを行政が支援する仕組みを作る。

④　正家寺平で発生する間伐材は、遊具、椅子、四阿、案内板等に利用する。

⑤　正家周辺には、中山道ひし屋資料館、中山道広重

　美術館、阿木川ダム、東濃牧場、岩村城跡、大正村

　などがあり、これらの文化・観光施設等との連携を

　はかる。また、正家寺平にある積石塚や古墳群をは

　じめ、周辺には、鍋山のメンヒル（写真 3-7）、正

　家古窯跡、永田古窯跡、西行庵跡などの指定文化財

　や八反田遺跡などの埋蔵文化財が多く分布している。

　これらの文化財との一体的な保存活用を行う。

◇ 史跡整備ゾーン

①　まだ分からない部分がたくさんあるので、未発掘

　部分の発掘調査を行う。

②　正家廃寺跡だけでなく、古墳群や積石塚群も保存

　整備する。

③　遺構の表現方法や説明板は誰が見てもわかりやす

　いものとする。

④　ガイダンス施設は、出土品の展示、模型による遺

　構表現等（写真 3-8）の工夫を行う。また、事例収

　集を継続して行って魅力づくりに努め、正家廃寺跡を訪れる人を一人でも多くする。

⑤　旧資源センター倉庫、資材置き場は撤去し、遺構の復元、周囲の環境に合わせた修景

　を行う。

◇ 健康増進ゾーン

　　マレットゴルフの競技施設は正家堤の外周9ホールの予備を合わせて45ホールのコース

　　を設置する。

◇ 正家の里ゾーン

　　地域の情報発信、交流の場とし、正家周辺の自然体験、ものづくり体験、食体験等を

　行う場を創出する。

◇ 環境バッファゾーン

　　正家廃寺跡を取り囲む山林は、緩衝帯としての機能だけでなく、常緑樹、落葉樹の混

合林に置き換えて明るい樹林帯とし、また、野草など快い自然の中で遺跡に親しんでもら

う里山的環境に復元する。

写真3-8 模型による遺構表
現（イメージ図）

写真3-7 鍋山のメンヒル
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◇ 道路ゾーン

①　市道牧垣外大洞線に大型車とすれ違いが可能な待避所、急曲線部のカーブミラー、案

　内板、訪れる人が安全で利用し易い歩道を設置する。

②　道路施設や道路の案内標識は、周囲の環境や景観に配慮した仕様とする。

③　正家の里ゾーンから史跡整備ゾーンへは古い道を使って歴史の道として整備し散策し

　てもらう。歴史の道には案内板を設置する。

◇ 墓地ゾーン

　　伽藍地にある墓地は、史跡整備ゾーンの機能や景観と馴染まないことから、指定地外

　に移転する。

◇ 駐車場ゾーン

　  観光バスや乗用車が駐車できる駐車場と、マレットゴルフの管理施設、便所、倉庫を

  設置する。

3.4 当面実施すべき整備

◇ 遺構の保護対策

　猪害・浸食による対策を行い、遺構の保護を図る。

◇ 学習広場

・正家廃寺跡の学習に必要な模型を含めた最小限の遺構表示及び展示を行う。

・遺構の総合案内板を設置するとともに、各遺構の説明板を設置する。

◇ 便益施設・休憩施設

　訪れるひとのための駐車場、便所を設置する。また、四阿、ベンチなどの休憩施設を設

置する。

◇ 正家廃寺跡の広報

　パンフレットを作成し、市役所など主要施設に設置して広報を行うともに、学習会、講

講演会を通じて広報活動を行う。学習会、講演会を行うための人材育成を図る。

◇ 維持管理

　有志及びボランティアによる活動草刈作業、日照阻害や蚊の発生を防止するための間伐

作業を地権者の了解を得て行う。
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4. 今後の課題

4.1 正家寺平歴史の里の将来像

　『正家寺平歴史の里』を整備していくには、上位計画である恵那市総合計画やその下位

の計画となるまちづくり計画や、都市計画プランと今後、整合していく必要がある。

　恵那市で唯一の国史跡である正家廃寺跡を中心にしたまちづくりの将来像は、歴史遺産

と自然と人間活動を組み合わせることによって知的で快適な空間をつくりあげることがこ

れからは必要ではないかと思われる。また、それを創出するにはみんなで意見を出して作

り上げ、行政がこれを後押しする協働作業が重要である。

4.2 遺構の全容解明

　主要伽藍の発掘調査は行われているが、僧坊や鐘楼、経蔵、門などの主要遺構や維持管

理施設や寺域の全容の解明が必要である。

4.3 正家廃寺跡の調査・整備検討委員会

　正家廃寺跡を保存整備していくには、専門家による調査・整備検討委員会を立上げ指導

・助言を受ける必要がある。

4.4 正家廃寺跡と東山道

　東山道は都から近江・美濃を通り陸奥・出羽に至る幹線道路の一つである。東山道は駅

伝制にもとづき美濃国に八駅が置かれ、そのうち恵奈郡には大井と坂本に二つの駅が置か

れた。しかし、大井の駅は詳細な位置は解明されておらず、廃絶の時期もある。祭祀遺跡

図4-1 恵那市史にみる東山道の位置

『正家寺平歴史の里』

写真4-1 恵那駅駐車場から見た正家寺平
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のある経路（図 4-1）に東山道があったとすると、従来説の土岐駅～大井駅～坂本駅の三

駅をつなぐ東山道（ほぼ国道１９号線の旧道に近い）から外れることになり、従来の経路

説を覆すことになる。このため、今後の調査、研究を待たなければならない。

4.5 法規制による関係機関との調整

　正家寺平一帯は、土地規制図（図1-3）に示すように各種の規制がかかっており、事前に

制限行為等を熟知し、関係機関との調整を行うことが必要である。
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5. 研究会の今後の活動

　『正家寺平歴史の里』の整備は、３年間の有志による活動で整備に向けた道筋はつけた

と思われる。しかし、保存、整備の早期実現、『正家寺平歴史の里』とまちづくり、維持

管理の手法など解決しなければならない問題は多い。研究会は、今までの成果をより実現

性の高いものするため、今後とも活動を継続し、『正家寺平歴史の里』の整備・推進に向

けて努力していくものとする。

① 定例研究会の継続

・今後も市民と行政の協働作業で、毎月１回テーマを決めて会議を続けていく。

・研究会の有志の輪を長島地区の輪に広げ、多くの人に参加を呼び掛け、みんなで『正家

寺平歴史の里』を構築していく。

・各ゾーンで設定した目的を実現可能な範囲の具体策を検討していく。

・地域資源の活用を永続できる方策を検討していく。

② 他事例の視察

　前年の視察の反省点をもとに正家廃寺跡に適した整備中の史跡を含めて視察を行う。

③ 野外活動

　史跡に訪れる人に正家廃寺跡を快く見てもらうための草刈作業を続け、地権者の協力を

得て間伐作業を可能な限り行う。
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6. 巻末資料

　研究会の議論および構想報告書の引用文献、使用資料の一覧にして下記に示す。

『恵那市史通史編　第１巻』（恵那市史編纂委員会編　1983年）

『岐阜県史通史編　古代』（岐阜県編　1983年）

『恵那市史通史編　第１巻』（恵那市史編纂委員会編　1983年）

『岐阜県史通史編　古代』（岐阜県編　1983年）

『正家積石塚～第３・４号積石塚発掘調査報告』（恵那市教育委員会　1984年）

『正家廃寺環境整備基本構想（素案）』（恵那市教育委員会　2001年）

『史跡伊勢国分寺跡整備基本計画』（鈴鹿市　2007年）

『日本歴史』（吉川弘文館：日本歴史学会編集　2009年）

『国史跡伊勢国府跡　三重県鈴鹿市長者屋敷の発掘調査』（鈴鹿市考古博物館）

「史跡整備戦地視察のアンケート結果」（正家寺平歴史の里整備構想研究会　2009年）

「正家廃寺周辺のまつり行事一覧表」（恵那市教育委員会　2009年）

「地域資源とその活用方法のまとめ」（恵那市教育委員会　2009年）

「恵那市間レットゴルフ場一覧」（恵那市教育委員会　2009年）

＊その他恵那市の林班図、森林簿、公図などを使用
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　　年度事務事業成果表

名称

担当部 担当課

一般会計

事業期間

特別会計

事業種別

企業会計

総合計画の施策体系上の

位置

基本目標(政策)・

施策・サブ施策

P L A N 事業の概要と計画

事業概要 事業の大まかな内容

目的
事業を行うことによって

得られる成果

対象 事業が対象としている
人や団体

手段
目的を達成するための

方法

協動性
市民等との協動は

D O 事業のコスト・指標の推移

事業のコスト( I N P U T ) 単位

総事業費（減価償却費含む）

　内職員人件費

利用者1人当たりのコスト

活動指標：行政サービスの量を示す指標 (O U T P U T )

実績値

実績値

成果指標：住民満足の程度、便益を示す指標 (OUTCOME)

実績値

目標値

達成率

実績値

目標値

達成率

千円

千円

円／人

単位

単位

％

％

C H E C K 事業の評価

費用便益比：費用に見合う便益があるか示す指標(B / C ) 単位

実績値 費用便益比（1.0を上回れば費用に見合う便益
があると判断できる。）

算出根拠 便益の捉え方、算定方法

指数

式

評価の視点 評価の理由

公共性(民間の事業でカバーできない？)

公平性(便益が一部の市民に偏っていない？)

有効性(政策・施策の目的達成に貢献している？)

効率性(コスト削減の余地は？)

総合評価

A C T I O N 改善内容と今後の展開方向

改善の詳細

今後の展開方向 内容 実施時期

評価のレーダーチャート
公共性

有効性 公平性

効率性

Ａ

Ｂ

Ｃ

25

明智観光関連施設管理事業

10912

明智振興事務所 明智振興課

○

17～17 総合計画における継続事業

４．活力と創造性あふれる魅力あるまち（産業振興）　05)地域資源の連携による個性的な

観光の振興　(02)既存観光地・施設等の再生

千畳敷公園の遊具修繕、公園管理（草刈）

緑豊かな自然で心身ともに、リフレッシュできる。

地域住民及び観光客。

「検討の余地あり」

平成25年度の活動計画

21年度

       937

       201

         0

22年度

     1,142

       456

         0

23年度

     1,081

       468

         0

24年度

     5,374

       652

         0

25年度

       898

       570

         0

26年度予算

     1,410

       570

         0

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 27年度目標

施設規模 ㎡          0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 27年度目標

年間利用者数

人

人

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 27年度目標

      0.53       0.44       0.46       0.09       0.00       0.00

【公園を訪れる利用者の支払い意志額をもって便益とする】公園利用者
数を5千人、支払い意志額を100円と仮定。B/C=5千人×100円／5,374千
円

A できない、B 検討の余地あり、●C 可能性あり、

●A 誰でも利用できる、B 偏っているが公平である、C 偏っている、

A 高い、●B 普通、C 低い、

A ない、●B 検討の余地あり、C 可能性あり、

事業の正当性が、A 極めて高い、●B 高い、C 低い、 B

平成25年度改善内容

従来どおりに実施

公園施設の維持修繕費であり、利用者が気持ちよく安全に利用するために必要なものである

【継続】従来どおりに
継続

公園施設の維持修繕費であり、利用者が気持ちよく安全に利用するために必要なもの
である
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基本目標(政策)・
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事業を行うことによって
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人や団体
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総事業費（減価償却費含む）

　内職員人件費

利用者1人当たりのコスト

活動指標：行政サービスの量を示す指標 (O U T P U T )

実績値

実績値

成果指標：住民満足の程度、便益を示す指標 (OUTCOME)

実績値

目標値

達成率

実績値

目標値

達成率

千円

千円

円／人

単位

単位

％

％

C H E C K 事業の評価

費用便益比：費用に見合う便益があるか示す指標(B / C ) 単位

実績値 費用便益比（1.0を上回れば費用に見合う便益
があると判断できる。）

算出根拠 便益の捉え方、算定方法

指数

式

評価の視点 評価の理由

公共性(民間の事業でカバーできない？)

公平性(便益が一部の市民に偏っていない？)

有効性(政策・施策の目的達成に貢献している？)

効率性(コスト削減の余地は？)

総合評価

A C T I O N 改善内容と今後の展開方向

改善の詳細

今後の展開方向 内容 実施時期

評価のレーダーチャート
公共性

有効性 公平性

効率性

Ａ

Ｂ

Ｃ

25

大正村コテージこもれび管理事業

10988

明智振興事務所 明智振興課

○

17～17 総合計画における継続事業

４．活力と創造性あふれる魅力あるまち（産業振興）　05)地域資源の連携による個性的な

観光の振興　(02)既存観光地・施設等の再生

宿泊施設の管理運営一式。

宿泊施設を提供し、緑豊かな自然で心身共にリフレッシュして、明日の活力を生み出す。

地域住民及び観光客。

指定管理者制度による管理運営（大正ロマン株式会社）。

「不可能」
指定管理業者が民間業者（第三セクター）のため。

平成25年度の活動計画

21年度

     7,866

       315

     2,878

22年度

     7,741

       190

     3,118

23年度

     8,902

       195

     4,875

24年度

     9,703

       341

     4,036

25年度

     9,816

       298

     5,417

26年度予算

     9,811

       298

         0

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 27年度目標

施設規模 ㎡

年間営業日数 日

       556

       365

       556

       365

       556

       365

       556

       365

       556

       365

         0

         0

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 27年度目標

年間施設利用日数

日

日

年間施設利用者数

人

人

       150

     2,733

         0

         0

         0

         0

       160

     2,483

         0

         0

         0

         0

       141

     1,826

         0

         0

         0

         0

       169

     2,404

         0

         0

         0

         0

       140

     1,812

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

         0

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 27年度目標

      0.87       0.69       0.63       0.66       0.54       0.00

利用料金／年コスト＝5,285千円／9,816千円

A できない、B 検討の余地あり、●C 可能性あり、

●A 誰でも利用できる、B 偏っているが公平である、C 偏っている、

A 高い、B 普通、●C 低い、

A ない、B 検討の余地あり、●C 可能性あり、

事業の正当性が、A 極めて高い、●B 高い、C 低い、 B

現在、指定管理委託しているため

利用客は市外の方の利用も多いため。

コミュニティ広場、宿泊施設の整備により、地域住民や観光客に
緑豊かな自然でリフレッシュの場を提供

稼働日数がやや少ないため。

費用対便益比が少し低いため。

平成25年度改善内容

従来どおりに実施

継続して指定管理者とする

【継続】従来どおりに
継続

継続して指定管理者とする



目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

注　■印はサブ施策　○印は総合計画の主要事業　◎は総合計画の主要プロジェクト関連事業であることを示す。 (新)は新規事業、(継)は継続事業、(事)はその他の事務事業を指す。

370.0365.0

398.8

342.0 385.7 375.1

365.1 352.1 378.7

350.0 350.0

25.0 23.0

20.0 14.0

11.3

55,744

H 27
目標

達成度
H25実

／H25目

53,000
-

H22
実績

H23
実績

成果指標名 指標の説明 単位
Ｈ21
基準

H 26
目標

H 25
実績

H24
実績

44,595

364.0

385.0

408.5

390.0

360.0

20.0

390.0

280.0

329.0 347.4

農林課、文化スポーツ課

400.0

55,681 55,254 54,877

340.0
102.3%

395.0

総合計画管理チェックシート　（地域資源の連携による個性的な観光の振興）

27.0 25.0 25.0 26.0 30.0

54,385 53,745

350.0 375.0

施策コード

施策名 地域資源の連携による個性的な観光の振興
主管
部課 課名 商工観光課

経済部
45

部名

基本目標（政策） 活力と創造性あふれる魅力あるまち

施策のめざす方向
地域の自然景観や産業・文化を生かした魅力ある観光を振興するため、地域の個性的な観光資源などを磨き上げ活用するとともに、既存の観光地との連携、観光PRに努
め、多くの観光客が訪れる個性豊かな観光地づくりを進めます。

施
策
の
現
状

現状
本市は、恵那峡や奥矢作湖、阿木川湖、おりがわ湖などの自然環境に恵まれた水辺や中山道大井宿、江戸時代のたたずまいをそのまま残した岩村の重要伝統的建造物群保存地区、
大正ロマンの漂う日本大正村といった歴史的な観光資源に恵まれ、県内有数の観光地として発展してきた。しかし、新たな観光ニーズの変化や多様化などにより、既存観光地への観光
客は微増状態に留まっている。

市民の意向
平成25年度の市民意識調査によれば、「観光施設と誘客ＰＲ」に対する不満度の割合は32.7%と、満足度の10.1％を大幅に上回っている。また、「観光施設と誘客ＰＲ」の施策重要度につ
いては、35.7％の方々が重要だとしており、今後、更なる観光誘客のPRが求められている。

関連課名

施
策
評
価
指
標
と
目
標
値
・
達
成
度

対象者数 市民 人

利用者数 観光客数 万人

総
合
計
画
指
標

祭り・イベントへの参加
者数

主催者資料による祭り・イベントの参加者数

社
会
指
標

日帰り観光客数
岐阜県観光レクリエーション動態調査での観光客
数

万人 103.0%

宿泊観光客数
岐阜県観光レクリエーション動態調査での観光客
数

万人泊
21.6 30.0

91.2%
23.0 23.1 21.5 22.8 23.7

万人

メディアへの露出度数
メディアで話題放送されたテレビ・ラジオ番組
数・雑誌情報件数

件

27.0 29.0

36 37

30.0
107.4%

29.021.4 16.0 22.0 29.2

25.0

38 39 40
139.5%

5336 35 52 50

施
策
の
意
図
と
サ
ブ
施
策
・
事
業
の
位
置
づ
け

１年間の主な取り組みと成果

観光施設と誘客ＰＲの満
足度

市民意識調査で観光施設と誘客ＰＲが満足・やや
満足と回答した市民の割合

％
17.9

9.4

22.018.0 26.0 30.0
45.9%

10.0 9.3 10.1

恵那市を訪れる観光客数を平成27年度に年間400万人とする目標値に対し、平成25年で明らかとなった実績数値は408万人で、予定よりも3年早い達成となっ
た。これは総合計画策定時（平成16年度）の293万人と比較すると、実に100万人以上の増加となっており、これまでの観光施策や各観光施設の誘客促進、
また新たな観光資源の増加によるものと分析する。これらを受け、 市と観光協会では、観光交流人口400万人達成記念と題し、「恵那へ行こうよシールラ
リー」や恵那観光大使でエッセイストの「藤原美子講演会」を開催するなど、市内外へ目標の達成を周知するとともに、次の目標達成へ向けた起爆剤とし
た。
観光宣伝事業では、7回目を数える恵那市の観光物産展を恵那市観光協会とともに名古屋のオアシス21において開催し、85,000人の方々に恵那市の特産品の
販売や、恵那市の観光宣伝を行なった。また、今年は新たに「岩村」「恵那峡」の観光ポスターを作成し、JR名古屋駅の中央コンコースと、名古屋駅を中
心とするJR線主要30駅に集中掲出し、多くの方々に視覚から訴える観光宣伝を行った。さらに、作成した「岩村」の観光ポスターは、同時に応募した日本
観光ポスターコンクールにおいて最高賞である国土交通大臣賞を受賞するなど、恵那市の観光宣伝に大きく寄与できたと考える。
また、岐阜県内の自慢を県内外に発信する「岐阜の宝もの認定プロジェクト」制度において、「岐阜の宝もの」に認定された「中山道ぎふ17宿」や「明日
の宝もの」に認定された「岩村城跡と岩村城下町」、「岐阜ローカル鉄道の旅」、「笠置山クライミングエリア」などを、岐阜の観光宣伝隊「Ｇメン」を
通じて宣伝できたことにより、例年には無い観光PRができた。
恵那峡再整備計画では、一昨年の恵那峡再整備構想策定検討委員会の議論に引き続き、ソフト事業の内容や体制の検討を行う「恵那峡活性化委員会」を立
ち上げ、ソフト事業の取り組むべき要素や集客するターゲットなどの検討を議論し、「恵那峡再整備基本計画」をまとめ上げたところである。また、その
財源を国の社会資本整備総合交付金事業に求めながら、今後はこの基本計画に基づきながら平成26年度から5年間かけて再整備に取り組む予定である。
道の駅などをはじめとする観光施設の管理については、時期を逸しない修繕対応や適正な維持管理を指定管理者とともにつとめた。

未達成課題に対する今後の取り
組み

観光交流人口400万人の達成を踏まえ、更なる魅力ある観光資源の磨き上げや、中心市街地と恵南地域を結ぶ明知鉄道の観光的活用、また、各地域にある観
光スポットなどを面で結ぶなど、市内での滞在時間を増やす中で、観光消費額を引き上げる取り組みを検討します。
また、リニアの開業を見据え、首都圏をはじめとする観光PRの強化や、中津川市をはじめとする周辺地域との連携を強化し、広域観光施策について積極的
に取り組みます。

観光客数
岐阜県観光レクリエーション動態調査での観光客
数

万人
340.0 350.0 375.0 385.0 395.0 400.0

102.3%
365.1 352.1 378.7 408.5 398.8

対象

意図

観光客・市民

資 源

資 源 の 発 掘

資源・施設の再生

癒しと交流

■新たな観光資源の発掘

■既存観光地・施設等の再生

■観光ＰＲと交流イベントの充実

施 設

○ 恵那市観光協会運営事業
○ 観光PR事業の充実
・恵愛ゆかりの会推進経費
・首都圏での特産品PR活動

○恵那峡の再整備
・ 恵那峡の活性化

・東海自然歩道管理経費

・既存の観光施設の整備
・岩村観光関連施設管理運営費
・山岡観光関連施設管理運営費
・明智観光関連施設管理運営費
・串原観光関連施設管理運営費
・上矢作観光関連施設管理運営費
・串原コテージ管理運営経費
・串原チャレンジハウス創手味亭管理運営経費
・奥矢作レクセンター管理経費
・恵那山荘・国民休養地管理経費
○上矢作観光施設周辺整備事業
・大正村コテージこもれび管理事業
○日本大正村施設整備事業
・ ヘルシーハウス山岡管理経費
・くしはら温泉ささゆりの湯関連施設管理運営費
・笠周地区観光案内看板等設置事業

情 報

・ タウンプラザ恵那管理運営経費

○ 道の駅「おばあちゃん市山岡」管理運営事業

○ 道の駅「ラフォーレ福寿の里」管理運営事業

○ 道の駅「らっせぃみさと」管理運営事業

○都市農村交流事業

・みのじのみのり祭り
・恵奈の次米みのり祭り

○恵那市観光協会各支部観光補助事業

・笠置クライミングエリア
○ 明知鉄道での観光的活用

・串原布ぞうり
・広域観光の推進
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平成２６年度　市民評価委員会　事前質問　と　回答

質問№

3-1

質問№

3-2

質問№

3-3

質問№

3-4

質問№

3-5

質問事項

地域別の年間の利用者の状況を教えてください。（山岡町○人、大井町○人等）

回答

　こども元気プラザは、未就学児については、登録して利用いただいています。平成26年7月1日現在の登録者数は
次のとおりです。大井町537人、長島町468人、武並町100人、岩村町95人、明智町73人、三郷町69人、東野68人、
中野方町42人、山岡町41人、上矢作町29人、笠置町19人、飯地町17人、串原12人です。

回答

　ファミリーサポートセンター事業では、依頼会員、援助会員宅以外の預かり場所となり、預かりの約90%のご利用を
いただいています。たまご学級、7ヶ月検診、乳幼児学級でのPR活動や武並子育て支援センターでは、乳幼児学級
との交流、やまびこ、武並子育て支援センターでは、園との交流を行っています。また、市内子育て支援センター指
導員で、年6回連絡会を開催し、活動報告、調整、情報交換、研修を行っています。

質問事項

ＮＰＯ法人への委託費と委託内容について教えてください。

回答

　りんごのほっぺでのつどいの広場運営委託料は、年間2,558,165円です。火曜日から金曜日の午前10時から午後
3時まで、こども元気プラザ内、りんごのほっぺに見守りスタッフがいます。親子のふれあいや親同士の交流促進、
子育てに関する情報の提供、育児相談などを行っています。リサイクル活動や、再就職講座、ミュージックセラピー
などの講座開催、夏祭りの共同開催などの行事も開催します。

質問事項

武並、やまびこの支援センターの8月と2月の利用者数が少ないのはなぜですか？

回答

8月は、小学校、幼稚園が夏休みとなり、兄弟に小学生、幼稚園児がみえる方の利用が少なくなるということがあり
ます。2月は、保育園でのお楽しみ会があり、3回と回数が少ないことと、寒い時期でお子さんが体調を崩しやすいと
いう理由だと思われます。

質問事項

子育てに関する他の事業との連携はどのようになっていますか？

事業名 こども元気プラザの運営

質問事項

平日に働いている母親と乳幼児への支援はありますか？（休日の発達相談等）

回答

　こども元気プラザは、月曜日から土曜日、午前9時から午後6時まで(月曜日は12時まで）開館しています。平日の
昼間は、未就園児の親子さん中心にご利用いただいていますが、土曜日や、夕方には就園児を持つ親子さんにも
利用していただいています。　発達相談事業は、今回の事務事業とは別になります。相談は、月曜から金曜までの
午前9時から午後5時までで、ご都合の良い日にちを予約していただいています。他にこども発達センター主催で、こ
とばと発達の相談会を年2回土曜日に行っており、連携して行っています。また、健康推進課主催の運動発達相談
を第3土曜日に行っています。

1



質問№

3-6

質問№

3-7

質問№

3-8

質問№

3-9

質問事項

事業費は元気プラザだけにかかっている事業費ですか？各町でかかっている子育て支援の事業費は？

回答

　この事業費は、こども元気プラザ、やまびこ子育て支援センター、武並子育て支援センターの事業費です。恵南に
子育て支援センターは、5箇所あり、平成25年度の年間総事業費は9,947千円です。

質問事項

平成24年度の利用者が多いようですが、理由は何ですか？

質問事項

【効率性の欄の記述について】近隣子育て施設との調整とはどんなことでしょうか？

回答

　児童センターなど、利用対象者が重なる時間帯がある施設とは、今後調整が必要かと思われます。

回答

　はっきりとした理由は分かりませんが、よく利用して下さる方がみえたということではないかと考えられます。就園
後は、ご利用が減りますので、よく利用していただく方のお子さんの年代も関係してきます。

質問事項

こども元気プラザは市民の要請によって開催されているのでしょうか？一定の施設があるのでしょうか？

回答

こども元気プラザは、平成20年1月に旧図書館跡を、少子化対策の一環として子育て支援のために活用するため、
開館しました。
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平成２６年度　市民評価委員会　事前質問　と　回答

質問№

1-1

質問№

1-2

質問№

1-3

質問№

1-4

1-12

質問№

1-5

事業名 市立恵那病院管理経費

質問事項

物忘れ外来の受診者数を知りたい。受診後の支援の具体例は？

回答

別紙

質問事項

新市民病院開院を控え地域医療振興協会における医師をはじめとする医療従事関係者の人材確保について教えてください。

回答

別紙

質問事項

質問事項

地域に密着して住民の皆様の医療提供、健康教室なども開催されていて良いと思います。

回答

別紙

平成24年度の市民意識調査の自由意見欄には産婦人科の設置の要望が12件ありますが「再整備計画」で産婦人科の開設予定は
あるのですか？

回答

市立恵那病院再整備基本計画において、周産期機能を強化・充実するため婦人科を産婦人科として新設すると，記載しており、産科開院に
向けてた環境整備を進めています。

質問事項

平成21年度から25年度までの一般会計から市立恵那病院会計への繰入額（総額と収益的事業補助額、同診療科目別補助額）はい
くらですか？

回答

経費的には問題ないと思うが、市民が望む産婦人科設置が急務であると思われますので早急に。少子化に少しでもめどを。

平成21年度　総額442.423千円　（内　収益的収入　259，068千円：内　診療科目　救急医療確保　36，069千円　結核医療　78，339千円　小
児科医療　57，036千円　リハビリ26，670千円）
平成22年度　総額352，277千円　（内　収益的収入　297，830千円：内　診療科目　救急医療確保　60，757千円　結核医療　76，588千円　小
児科医療　68，388千円　リハビリ333，339千円）
平成23年度　総額367，187千円（内　収益的収入　283，700千円：内　診療科目　救急医療確保　62，670千円　結核医療　86，083千円　小
児科医療　69,220千円　リハビリ　24，780千円　）
平成24年度　総額354，619千円（内　収益的収入　271，600千円：内　診療科目　救急医療確保　62，580千円　結核医療　77，718千円　小
児科医療　63，260千円　リハビリ　32，450千円）
平成25年度（見込み）　総額　346，976千円（内　収益的収入　189，535千円：内診療科目　救急医療確保　61，800千円　結核医療　36，294
千円　小児科医療36，913千円　リハビリ　24，184千円）
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質問№

1-6

質問№

1-7

質問№

1-8

質問№

1-9

質問№

1-10

質問№

1-11

質問事項

産婦人科を開設した場合の一般会計からの繰入の増額はどのくらいになると予測されますか？

回答

現在の試算では、主に産科医師4名　看護師24名（3名交代）・看護助手5名等のスタッフで試算した場合、相当額不採算となる見込みであり、
この不採算分は一般会計から繰り入れで賄うことになります。

質問事項

病院に近くない地域（恵南、飯地など）の人達の時間外・休日休診は恵那病院を使う人が多いのでしょうか？

回答

別紙

質問事項

婦人科のえなマンマ「ひとねる」胎児スクリーニングの利用状況はどうなっていますか？

回答

別紙

質問事項

指定管理制度を選んで病院運営をされた主な理由は何でしょうか？

回答

医療を取り巻く環境が大変厳しい中で、市が直接市立恵那病院を運営することは、医師及び看護師の確保に苦慮することが予想され、地域
医療と病院経営のノウハウを持つ団体に管理運営をお願いすることが、地域の医療を安定的に提供できるとの判断から、平成15年12月から
管理運営を全国の自治体病院・診療所等の施設運営を受託している「公益社団法人地域医療振興協会」へ管理運営を委託することとしまし
た。平成18年4月からは指定管理者に指定し、包括的に市立恵那病院の管理運営を地域医療振興協会が行っています。

質問事項

東濃東部公立病院による「ガヤガヤ会議」を2ヶ月に1回、「東濃可児地域病病連携推進会議」を年2回実施するなど、各病院間の連携を図っ
ています。

職員の人件費は病院管理課職員分でしょうか？

回答

病院管理職員人件費のうち、恵那病院管理運営事務分を計上しています。

質問事項

病院間の連携はどのように行われていますか？

回答

4



別紙回答 
 
1-1 物忘れ外来の受診者数を知りたい。受診後の支援の具体例は？ 

➔ 

 

  受診後の支援としては、①介護保険取得の助言。②家族会・認知症カフェ等のイベント

の紹介と、地域包括の活用を勧めている。③当院リハビリで記憶訓練の実施や通所リハ

（ほほえみ）での早期リハで支援も図っている。 
 
1-2 地域に密着して住民の皆様の医療提供、健康教室も開催されていて良いと思います。 
  ➔ 当院の基本理念は「地域住民のために、医療倫理を守り、質の高い、信頼される、 

思いやりあふれる医療を展開します」としております。 
医療提供のみならず、市民ニーズの高い予防医療などもマンパワーの範囲内で推 

進しています。 
また、地域の医療・福祉関係者にも当院における院内研修、講演会への参加を呼 
び掛けております。 
患者家族などへのサポートとして認知症家族サポート（認知症カフェ、８回/年）

や糖尿病患者会（あゆみの会、４回/年）、糖尿病教室（10 回/年）などの活動にも力

を注いでいます。 
行政との連携では、出前講座に２１タイトルを登録しています。昨年度の実績は、 

医師（物忘れ）・看護師（フットケア）・理学療法士・言語聴覚士（リハ）が各地で出

前講座を実施しています。 
今後も更に基本理念、基本方針を進めて参りたいと考えています。 

 
 

総
受
診
者
数
/

診
断
結
果

ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー

型
認
知
症

軽
度
認
知
機
能
障
害

脳
血
管
性
認
知
症

レ
ビ
ー

小
体
型
認
知
症

（
D
L
B

)

う
つ

パ
ー

キ
ン
ソ
ン
病
＋
認
知
症

一
過
性
全
健
忘
症

外
傷
後
認
知
機
能
障
害

硬
膜
下
血
腫

正
常

H19年 18 14 2 0 0 0 0 0 0 0 2

H20年 66 41 3 6 0 2 1 0 0 0 13

H21年 69 41 4 6 2 2 0 1 1 0 12

H22年 85 48 16 4 3 2 0 0 0 1 11

H23年 87 47 15 4 1 5 0 0 0 0 15

H24年 100 55 11 12 2 1 1 1 1 0 16

H25年 105 67 14 2 1 1 0 1 1 0 18
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1-3 新市民病院開設を控え地域医療振興協会における医師をはじめとする医療従事関係者

の人材確保について教えて下さい。 
  ➔ 医師：地域医療振興協会の医師派遣委員会による、各施設への派遣。岐大はじめ名

市大・藤田保健・愛知医大等への派遣依頼。自治医科大学卒業生徒の交流を継続的に

実施している。 
    平成２６年度は、東京ベイ・浦安市川医療センターより総合診療科の医師派遣を週

４日受けています。研修医としては、うわまち、奈良、岐大より１か月単位で受入が

あります。 
    看護師：地域医療振興協会市立恵那病院による奨学金制度の実施（平成２６年度は

２３名の奨学金貸与者の採用）。 
        ※平成２６年度は４３名の看護学生に奨学金を貸与中。 
        職員紹介の活用。 

実習生の受入（中京学院、名古屋医専、下呂看護学校）。 
        就職ガイダンス、再就職支援セミナー開催等を実施している。 
    その他：随時医療関係大学等の訪問、HP の活用等。 
 
 
1-7 病院に近くない地域（恵南、飯地など）の人達の時間外・休日休診は恵那病院を使う

人が多いのでしょうか？ 
  ➔ H26.4～7 間の時間外患者の地域別受入状況 

 

4月 5月 6月 7月 合計 割合

大井町 84 97 81 106 368 26.7%
長島町 69 76 76 66 287 20.8%
東野 14 6 15 6 41 3.0%
三郷町 21 14 18 13 66 4.8%
武並町 24 28 24 23 99 7.2%
笠置町 12 9 7 11 39 2.8%
中野方 5 12 10 12 39 2.8%
飯地町 3 5 2 4 14 1.0%
岩村町 21 25 13 23 82 6.0%
山岡町 12 7 9 19 47 3.4%
明智町 8 4 6 9 27 2.0%
上矢作町 0 1 1 1 3 0.2%
串原 0 0 0 0 0 0.0%

中津川市 42 48 38 31 159 11.5%
瑞浪市 7 5 2 2 16 1.2%
土岐市 0 2 0 1 3 0.2%
多治見市 1 0 0 0 1 0.1%
その他 12 20 23 32 87 6.3%

合　　計 335 359 325 359 1378 100.0%

恵
那
市
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1-8 婦人科のえなマンマ「ひとねる」、胎児スクリーニングの利用状況はどうなっています

か？ 
  ➔  

 
 

 
 
 
 
 
 

初経別 H25 H26 H27
７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 1月 ２月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

初産 6 6 11 9 9 17 20 11 10 23 16 17 25
経産 2 1 1 3 2 5 5 3 10 7 12 7 5
合計 8 7 12 12 11 22 25 14 20 30 28 24 30

受診内容 H25 H26 H27
７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

乳房・乳頭トラブル 4 0 4 7 7 7 14 11 14 24 18 14 14
マッサージのみ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0
授乳介助 0 0 3 2 0 2 5 0 2 1 0 1 6
母乳不足・体重増加 3 7 5 0 3 12 5 2 3 4 1 3 3
断乳・卒乳 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 5 7
育児相談 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
合計 8 7 12 9 11 22 25 14 20 30 28 24 30

受診状況 H25 H26 H27
７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

初診 5 3 5 7 6 11 11 6 6 14 8 10 7
再診 0 0 0 0 0 0 3 1 3 3 3 2 8
継続 3 4 7 2 5 11 11 7 11 13 17 12 15
合計 8 7 12 9 11 22 25 14 20 30 28 24 30

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月
胎児スクリーニング 1 2 2 2 2 3 1
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平成２６年度　市民評価委員会　事前質問　と　回答

質問№

2-1

質問№

2-2

質問№

2-3

質問№

2-4

2-6

質問№

2-5

質問事項

対象箇所数は年々減少しているようですが、要望箇所も減少しているのですか？

回答

対象箇所数ですが予算が限られており、年度によっては範囲が広い場合は１箇所や複数の箇所を対応できる年度
があるなどばらつきがあります。要望箇所は減少しています。

回答

恵那市内の市道延長は約1,130㎞あり木漏れ日の箇所をすべて把握できていないのが現状です。対応については
交通量の多い箇所、要望等から順じ対応しています。

質問事項

整備箇所はどのように選定しているのですか？

回答

箇所の選定は交通量の多い箇所、要望箇所、所有者の協力が得られるかにより選定しています。

作業場所の選定はどのような手順手続きでおこなっていますか？

質問事項

木立の伐採をし、路面の凍結を防ぐとのことですが交通事故数があまり変化がないように思いますがなぜ
でしょうか？

回答

交通事故数については1年間の人身事故件数であり、冬場（12月～1月）に関しては、H23年度　37件、H24年度　44
件、H25年度　40件となっており、冬場の事故数としては、横ばい状況であります。冬場の交通事故数は気象状況に
大きく左右されると思われますので、事故数の減少という効果はなかなか現れにくいかと考えています。

質問事項

市内全域でこのような箇所は何箇所あり、すべてが対応できますか？

事業名 木漏れ日作戦事業

質問事項

「木漏れ日作戦」という名称は不適当ではないでしょうか。公園等に木を植える事業だと思いました。個人の
住宅の垣根等の刈り込み等市民に呼びかけをしていますか？

回答

毎年「広報えな」にて、所有者への定期的な管理をお願いしています。
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質問№

2-6

質問№

2-7

回答

所有者の承諾がないと市としても伐採することができないので、所有者の協力は非常に重要となります。

質問事項

道路周辺を明るくし、交通安全に必要なことと思います。冬の凍結防止だけでなく快適なドライブに必要で
す。市道だけでなく県道や国道にも提案できないでしょうか？

回答

県管理道について恵那土木事務所に話を聞いたところ凍結防止のためにはやっていないが、昨年度の雪害もあ
り、官地で倒れそうな木を順次伐採しているとのことでした。国管理道について多治見砂防国道事務所に話を聞い
たところ、「対応箇所を要望していただき、予算や対応できる箇所か等から判断したい」とのことでした。

質問事項

民有林の了解について作業ができないほどの困難が伴う場合がありますか？
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平成２６年度　市民評価委員会　事前質問　と　回答

質問№

4-1

質問№

4-2

質問№

4-3

質問№

4-4

商店街の消費者エリアの人口は減少しているのではないか？まちなかに人口を増やす取り組みをしてい
ますか？

事業名 商店街活性化事業

質問事項

回答

恵那市の人口集中地区（DID）は恵那駅前を中心に展開しており、H22年現在で面積1.7㎢、人口5,969人となって
います。調査を開始したS45年は面積0.9㎢、人口7,351人であるため、面積は拡大しつつ、地区内人口は減少し
ています。商店街の消費者エリアが人口集中地区（DID）であるとは言いがたいですが、人口は減少傾向にあると
推察します。
まちなかに人口を増やす施策は、直接には行っておりません。
※人口集中地区（DID）：国勢調査において設定される地区。人口密度が4,000人/km²以上の基本単位区が互い
に隣接して人口が5,000人以上となる地区。

質問事項

イベント開催に参加される店舗数が24年度から減っているのはお店が閉店されたのですか?

回答

店舗数は、国が実施した統計調査から恵那市内の店舗数を引用しており、H21年度～H23年度はH19年度商業
統計調査、H24年度～H25年度はH24年度経済センサス活動調査を基礎としています。
減少の要因としては、閉店、住宅化、取壊し等が考えられます。

質問事項

事業補助における効果と将来展望について教えてください。

回答

商店街振興事業およびまちなか市運営事業に対し補助金の交付を行っています。商店街主催の各種行事イベン
トやまちなか市の実施にあたっての経費に充てられています。商店街のにぎわいの創出には寄与しているもの
の、恒常的なにぎわいにつなげていく課題が残ります。
今後とも、大型商業施設との連携を図る中で商店街のにぎわいを創出していきたいと考えます。

質問事項

平成25年度の市民意識調査によれば「買い物の便利さ」への不満足度（やや不満＋不満）は32.0％と高
く、「商店街のにぎわい」への不満足度（やや不満＋不満）は51.7％と大変高いのですが、その原因をどう
捉えていますか？

回答

市民の消費ニーズは多岐多様化しており、そのニーズを受入れることができない現状が表われたものと思いま
す。「買い物の便利さ」に含まれる様々な不満要因（開店時間、距離、品揃え等）のうち、解決できる部分について
改善をはかりたいと考えます。「商店街のにぎわい」についても、満足度が上がるように検討したいと思います。
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質問№

4-5

質問№

4-6

質問№

4-7

質問№

4-8

質問№

4-9

質問事項

UJターンなどの若い起業家への支援策の内容と効果の評価をお教え下さい。

回答

恵那市商工振興補助金のうち、起業支援事業や商店街空き店舗対策のメニューをご活用いただければと考えま
す。起業支援事業では、新たにお店を始めるにあたっての経営計画について、専門家のアドバイスを受けるため
の経費などを支援します。空き店舗を活用する場合には、改装費用や借り上げ費用の支援を行うとともに、経営
コンサルティングに係る経費についても支援対象としています。

質問事項

行われたことのある「地域振興券」の効果についてどう評価されますか？

回答

一時的な地域経済の刺激となるため、その意味では効果はあると思われますが、恒常的な消費活動へつなげる
ためには課題が多くあると思われます。

質問事項

客観的に見ると商店街の活性化につながっているとは思えないが、市の担当者として現場に近づいて事
業を行っている目から見てはどうなのでしょうか？

回答

恵那市商店街連合会を中心に、年間を通じて催しやイベントを企画、実行しており、市民を含め多くの方がイベン
ト等に訪れ、楽しい時間と思い出を持ち帰っていることは事実だと思われます。また、イベント等の実施が商店街
組織を維持している一助となっているものと推察します。
しかしながら、商店数は減少傾向にあるため、イベント等の実施にとどまらず、直接的な活性化策の検討は必要
であると感じています。

回答

商店街活性化に向けた方策の一つとして、まちなか市を開催しております。まちなか市は、商店街関係者のみで
なく、一般の方にもフリーマーケットやステージイベント、物品販売等で参加していただき、商店街のにぎわいを取
り戻そうと企画した催しです。中学生ボランティアを募集するなど、広く市民にも協力を求めながら実施していま
す。

質問事項

空き店舗対策支援は商工会議所などの推薦が必要となりますが、誰でもOKということではないのでしょう
か？

回答

商店街空き店舗対策については、恵那市商工振興補助金交付要綱に基づき支援を行っています。支援にあたっ
ては、経営についての一定の要件を満たす必要があるため、商工会議所等の推薦をいただくこととしています。

質問事項

市民との協働は欠くことができない。具体的にどのような方法を行っていますか？
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平成２６年度　市民評価委員会　事前質問　と　回答

質問№

6-1

質問№

6-2

質問№

6-3

質問№

6-4

質問№

6-5

質問事項

歴史ある建物の保存は大切なことだと思うので市民の皆様との協働も考えつつ事業として継続されると
よいと思います。

回答

事業名 正家廃寺跡保存整備事業

質問事項

事業の完成はいつでしょうか？

回答

現時点では整備のための発掘調査を平成28年度まで行いつつ、整備計画を平成29年度までに策定（基本構想
→基本計画→実施計画）し、その後、見直しを行いながら５～10年ほどかけて整備工事を行うことになることが想
定されます。

文化財は、国民共有の財産であり、これを適切に保存、活用しながら後世に残していくことは、国民と行政が協働
して行う必要があります。正家廃寺跡は、市のまちづくり市民活動推進助成事業の市民提案型協働事業として、
正家廃寺保存会と文化スポーツ課が保存活用に取り組んでいます。

質問事項

無駄だと思う部分がありますが、必要でしょうか？

回答

正家廃寺跡は、日本の歴史の正しい理解のために欠くことができず、かつ、その遺跡の規模、遺構、出土遺物等
において、学術上価値があることが認められて国の史跡に指定されたものであり、私たちは、国の文化財を後世
に残し伝えていくため、適切に保存、活用していかなければなりません。

質問事項

保存整備の方針と内容について教えてください。

回答

遺跡を保全するとともに、その本質的な価値を保護しながら、その価値を市民の皆さんに理解していただき、親し
んでいただけるような整備を目指しています（保存管理計画ｐ36-37）。整備の具体的な内容は、整備構想素案
（送付済）や発掘調査の結果等を踏まえ、地域や専門家の皆さんのご意見をいただきながら、検討を進めていく
予定です。

質問事項

正家廃寺の文化財としての価値、歴史上の位置づけについてわかる範囲（推測でもよいです）でお教え
下さい。

回答

保存管理計画（送付済）ｐ21、4-2正家廃寺跡の本質的価値　をご覧ください。
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質問№

6-6

6-7

質問№

6-8

質問№

6-9

質問事項

平成24年度、25年度、26年度の総事業費と財源内訳（国、県の補助など）をお教えください。

回答

別紙のとおりです。
事務事業成果表の総事業費について記載の誤りがありましたので訂正をいたします。
平成24年度…52,352（千円）　平成25年度…37,641（千円）※人件費含む
総事業費が高い24年度事業費の内訳を記載いたします。（別紙ご参照ください）

質問事項

事業費（25年度）50,122千円の内訳を教えてください。

質問事項

事務事業成果表の公共性について誰でも利用できるとなっていますが、市民はどこまで理解できている
でしょうか？

回答

遺跡を保全するとともに、その本質的な価値を保護しながら、その価値を市民の皆さんに理解していただき、親し
んでいただけるような整備を目指しています（保存管理計画ｐ36-37）。そのためには、普及啓発事業も重要であ
ると考えています。

貴重な文化財だと思います。恵那市に栄えた文化があったことは私たちにとって財産だとも考えられま
す。特徴ある発掘品は何でしょうか？

回答

・礎石とともに残る塔と金堂の基壇、主要伽藍地に隣接する東方区画、特異な構造が想定される金堂、日本最古
の床板を有する竪穴建物、地方寺院での出土は珍しい三彩陶器や風鐸・風招など
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　６－６

恵那市正家廃寺跡
整備事業費

総事業費 国補助金 県補助金 一般財源

平成24年度決算 50,083,998 38,237,000 0 11,846,998 公有地化 立木補償

平成25年度決算 34,995,492 25,744,000 0 9,251,492 公有地化 発掘調査

平成26年度予算 17,091,000 6,255,000 0 10,836,000 立木伐採 詳細測量 発掘調査

　６－７ 平成24年度事業費決算

歳　入

50,083,998

歳　出

報酬 委員報酬 23,000

労災保険料 6,000

社会保険料 246,130

賃金 臨時職員賃金 1,699,510

旅費 費用弁償 28,080

消耗品費 36,228

印刷製本費 92,400

通信運搬費 330

手数料 483,160

委託料 業務委託料 491,400

公有財産購入費 土地購入費 40,596,000

立木補填及び
賠償金

立木補償費 6,381,760

50,083,998

主な事業内容

共済費

需用費

役務費

財源内訳は上記のとおり

合　計
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平成２６年度　市民評価委員会　事前質問　と　回答

（コテージこもれび）

質問№

5-1

5-5

（千畳敷公園）

質問№

5-2

5-5

5-8

（コテージこもれび）

質問№

5-3

（コテージこもれび）

質問№

5-4

質問事項

千畳敷公園の年間利用者数について公園なので正確な数は難しいと思いますが、大体の利用者数はわ
かりますか？

千畳敷公園においてはわんぱく相撲が開催され、保育園、小学校の遠足等の行き先になっており、地元の利用
はありますが、利用人数については把握しておりません。

質問事項

お客さんの出足が悪いですが、継続しても売り上げは出ますか？

回答

売り上げを伸ばすように努力しているところです。固定費は一定のため、売り上げを伸ばすことで利益を確保した
いと考えます。今後とも一層のPRに努めます。

大正ロマン株式会社というのはコテージこもれびの管理以外どのような事業をされているのですか？

大正村浪漫亭（レストラン及び物販施設）の経営と、大正村広場、大正村駐車場の管理業務を請け負っていま
す。

質問事項

両施設の市民の利用度は？

回答

回答

事業名 明智観光関連施設管理事業・大正村コテージこもれび管理事業

質問事項

平成25年度の利用者数は1,812人となってします。そのうち市内の利用者数は正確には把握出来ていませんが、
概ね２割程度と推察されます。利用者の多くは市外、県外の方であり、避暑地としてお越し頂いているものと思い
ます。

両施設の市民の利用度は？

千畳敷公園の遊具修繕や公園管理費が事業費だと思いますが、年間訪れる人数はどれほどでしょう
か？

回答

大井町の住民なので今まで存在を知らなかった。コテージこもれびについて恵那市民の利用者はどれく
らいですか？
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（千畳敷公園、コテージこもれび）

質問№

5-6

（コテージこもれび）

質問№

5-7

（千畳敷公園）

質問№

5-9

施設の宣伝などの誘致活動はどのようにおこなっているのですか？
また、その効果をどう評価されますか？

回答

会社独自のPR（個別宣伝、ホームページ等）はもちろん、恵那市が行う観光宣伝など各種のPRを行っています。
ただしPR効果が十分とはいえない部分もありますので、今後は、市内の宿泊施設をネットワークで結び、恵那市
での宿泊希望者に対し、情報提供できる仕組みを構築する予定です。

質問事項

大正村コテージこもれびについて事務事業成果表の中の「効率性」のところ、コスト削減の余地は？につ
いてC評価となっており、理由が稼働日数がやや少ないためとありますが、この意味を詳しく教えてくださ
い。

質問事項

質問事項

公園の維持管理は必要であると思われますが、遊具に関しては安全性が常に問われているので修理し
てまで置かなくてはならないか疑問が残ります。自然を生かした公園に修繕した方がよいのではないで
しょうか？

回答

ご質問のとおり現在修理が必要な遊具がありますが、修繕ではなく撤去の方向で考えています。

一人あたりコストが高いので、宿泊・休憩の利用日数や利用人数を増やすことにより、より効率的な運営を目指
すものです。
※事務事業成果表のＨ25、26総事業費に減価償却費が含まれておりませんでしたので修正をいたします。

回答
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