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１ 壺碑（つぼの石ぶみ）

（１）主な現状
・指定地全体及び周辺地域が特別史跡多賀城跡附寺跡に指定されており、 文化財保護法に
より保護されてきたため、 良好な景観が保たれてきた。
・指定地全体及び周辺地域では、 古代多賀城の保存と活用を目的とした環境整備により、
遺構の平面表示、 説明板の設置、 便益施設の整備などが行われてきた。
・来訪者に対しての現地案内が活発に行われているほか、 歴史授業や俳句結社等によるイ
ベントも開催されている。

（２）主な課題
・碑 の 劣 化、 樹 木 の 枯 損、 施 設 の 破 損 な ど、 経 年 劣 化 に よ る 構 成 要 素 の 損 失 が 懸 念 さ れ
る。
・古代多賀城としての環境整備が進められていく中で、 来訪者に名勝おくのほそ道の風景
地としての価値も享受してもらえるように調整を図る必要がある。
・名勝おくのほそ道の風景地に特化した広報媒体がないなど、 ソフト面での活用が十分と
は言えない。
・維持管理のマニュアルが十分に整備されていない。
・文 化 財 部 局 と 現 地 案 内、 現 地 で の イ ベ ン ト 開 催 団 体 等 と の 連 携 が 十 分 に は 図 れ て い な
い。

新緑の壺碑（つぼの石ぶみ）
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（３）壺碑（つぼの石ぶみ）の現状と課題（指定地内）
せ⣲

⌧≧

ㄢ㢟

࣭ᣦᐃᆅ࡛࠶ࡿୣ㝠యࡀ≉ูྐ㊧ᣦᐃ
ࠉࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ᣦᐃᆅࡣ ከ㈡ᇛࡢ༡㛛㊧࿘㎶⨨ࡋ
࣭ᣦᐃᆅࡣࠊከ㈡ᇛࡢ༡㛛㊧࿘㎶⨨ࡋ
ࠉ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ㉁ⓗ
࣭ᩥ㈈ಖㆤἲࡼࡾಖㆤࡉࢀ࡚ࡁࡓࡓ
ᬒほせ
ࠉࡵࠊ⌧ᅾࡶ࡞࠾Ⰻዲ࡞ᬒほࡀಖࡓࢀ࡚࠸
ࡵ ⌧ᅾࡶ࡞࠾Ⰻዲ࡞ᬒほࡀಖࡓࢀ࡚࠸
⣲
ࠉࡿࠋ
࣭ᣦᐃᆅࡣ᪤බ᭷ᆅ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᣦᐃᆅࡣ᪤බ᭷ᆅ࡞ ࡚ ࡿࠋ
࣭ୣ㝠ୖࡣࠊ㟢ฟࡋࡓᒾ▼ࡀⅬᅾࡋ࡚࠸
ࠉࡿࠋ

࣭ࡘ࡚ఫᏯࡀ࠶ࡗࡓሙᡤ࡛ࡣࠊ
ࠉᆅᙧࡀ๐ࡽࢀࠊ᧦ቨࡀṧᏑࡋࡓ
ࡲࡲ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ⟠ᡤࡀ࠶ࡾࠊ
ࡲࡲ࡞ ࡚࠸ࡿ⟠ᡤࡀ࠶ࡾ
ࠉᬒほࢆᦆࡡ࡚࠸ࡿࠋ

࣭ከ㈡ᇛ☃ࡣࠊከ㈡ᇛࢆಟ㐀ࡋࡓ⸨ཎᮅ⋈
ࠉࡢᴗ⦼ࢆ㢧ᙲࡍࡿࠊዉⰋ௦ࡢ▼☃࡛࠶
ࡢᴗ⦼ࢆ㢧ᙲࡍࡿ ዉⰋ௦ࡢ▼☃࡛࠶
ᮏ㉁ⓗ ࠉࡿࠋ
ᬒほせ ࣭Ụᡞ௦௨㝆ࠊḷᯖࡢࠕና☃ࠖࡋ࡚᭷
⣲
ࠉྡ࡞ࡿࠋ
࣭ᖹᡂᖺ㔜せᩥ㈈ ྂᩥ᭩ ᣦᐃࡉ
ࠉࢀࡓࠋ

࣭☃యࡣẚ㍑ⓗಖᏑ≧ែࡀⰋ
ࠉ࠸ࡀࠊ‵ᗘࡀ㧗࠸Ꮨ⠇ࡣࠊ
☃㠃ࡀⱏ࡞࡛㯮ࡎࡴࡇࡀ
ࠉ࠶ࡾࠊຎࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋ

࣭ྂ௦ᮾࡢᨻⓗ࣭㌷ⓗᣐⅬ࡞ࡗࡓ
ࠉᇛᰙ࡛࠶ࡿࠋከ㈡ᇛ☃ᖺᘓࡉࢀ
ᇛᰙ࡛࠶ࡿ ከ㈡ᇛ☃ᖺᘓࡉࢀ
ࠉࡓグࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊⓎ᥀ㄪᰝᡂᯝࡽ
ࠉୡ⣖๓༙㡭ࡲ࡛Ꮡ⥆ࡋ࡚࠸ࡓぢࡽࢀ࡚
ࠉ࠸ࡿࠋ
࣭ྡࠕና☃ ࡘࡰࡢ▼ࡪࡳ ࠖࡢ࠶ࡿୣ㝠
ࠉࡣࠊከ㈡ᇛ㊧㝃ᑎ㊧ࡋ࡚ࠊṇᖺ
ࠉ༙ࡀྐ㊧ᣦᐃࠊᖺ≉ูྐ㊧ᣦ
ࠉᐃࠊᖺ༡༙ࡀ㏣ຍᣦᐃࡉࢀࠊᩥ
㈈ಖㆤἲࡼࡾಖㆤࡉࢀ࡚ࡁࡓ
ࠉ㈈ಖㆤἲࡼࡾಖㆤࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ
࣭ྡᣦᐃᆅෆࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢㄪᰝࡼ
ᮏ㉁ⓗ
ࠉࡾࠊᨻᗇ༡㊰༡㊰ࠊᶓ᩿ࡍࡿ
ᬒほせ
⠏ᆅሟ ༡㛛ࡢᏑᅾࡀ᫂ࡽ࡞ࡗ࡚࠸
ࠉ⠏ᆅሟࠊ༡㛛ࡢᏑᅾࡀ᫂ࡽ࡞ࡗ࡚࠸
⣲
ࠉࡿࠋ
࣭⌧≧ኚ᭦ࡢྲྀࡾᢅ࠸ࡘ࠸࡚ࡣࠊ≉ูྐ
ࠉ㊧ከ㈡ᇛ㊧㝃ᑎ㊧ಖᏑ⟶⌮ィ⏬ᇶ࡙
㊧ከ㈡ᇛ㊧㝃ᑎ㊧ಖᏑ⟶⌮ィ⏬ᇶ࡙
ࠉࡁࠊྂ௦㑇ᵓࡢಖᏑࢆ๓ᥦࡋ࡚࠸
ࠉࡿࠋ
ࡿࠋ
࣭ᐑᇛ┴ࡼࡾࠊᩚഛᴗィ⏬ᇶ࡙ࡁ⎔
ࠉቃᩚഛࡀᐇࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ⌧ᅾࠊᆅᙧࡢ
ࠉಟࠊ༡㛛ࡢ┒ᅵಖㆤࠊ༡㊰ࡢᖹ㠃
ಟࠊ༡㛛ࡢ┒ᅵಖㆤࠊ༡㊰ࡢᖹ㠃
ࠉ⾲♧ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊୣ㝠ࡢࡰ
ࠉ୰ኸࢆᶓ᩿ࡍࡿࡼ࠺ࠊ༡㎶⠏ᆅሟ㊧ࡀ
ࠉṧᏑࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ṧᏑࡋ࡚࠸ࡿ

࣭≉ูྐ㊧ከ㈡ᇛ㊧㝃ᑎ㊧ᩚഛᇶ
ࠉᮏィ⏬ࡼࡾ⎔ቃᩚഛࡀඛ⾜ⓗ
ᮏィ⏬ࡼࡾ⎔ቃᩚഛࡀඛ⾜ⓗ
ࠉணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓィ
⏬ࡼࡿྂ௦㑇ᵓࡢ㑇ᵓᖹ㠃⾲
ࠉ♧࡞ྡ࠾ࡃࡢࡑ㐨ࡢ㢼
ࠉᬒᆅࡋ࡚ࡢ㢼⮴ᬒほࡢㄪࢆ
ᅗࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ୣ㝠

ከ㈡ᇛ☃

ከ㈡ᇛ㊧
༡㛛㏆ࡢ┿
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せ⣲

そᒇ
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ㄢ㢟

ከ㈡ᇛ☃ࡣࠊࠗ࠾ࡃ
ࡑ㐨࠘ᙜࡣ
࣭ከ㈡ᇛ☃ࡣࠊࠗ࠾ࡃࡢࡑ㐨࠘ᙜࡣ
ࠉ㟢ฟࡋ࡚ᘓࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊỈᡞගᅞࡢ່ࡵ
ࠉࡶ࠶ࡾࠊఀ㐩⥘ᮧࡼࡗ࡚そᒇࡀᘓ⠏ࡉ
ࠉࢀࡓࠋ⌧ᅾࡢそᒇࡣ᫂㸶ᖺࡢᘓ㐀ぢ
ࢀࡓࠋ⌧ᅾࡢそᒇࡣ᫂㸶ᖺࡢᘓ㐀ぢ
ࠉࡽࢀࠊᖹᡂ㸷ᖺᗘゎయಟ⌮ࡀ⾜ࢃࢀ
ࠉࡓࠋ
ḷᯖ㢧 ࣭ᇶ♏▼ࡣᕸࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᇶ♏ᆅᴗ࡛࠶
ᙲせ⣲ ࠉࡿࠋ
ࠉᘓ≀ෆ㒊ࡣᒣ◁࡛㣴⏕ࡋࠊࡑࡢୖࢆࢱࢱ
ࠉ࢟ୖࡆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࢟ୖࡆࡋ࡚࠸ࡿ
࣭そᒇࡢ㘽ࡣࠊከ㈡ᇛᕷᩍ⫱ጤဨከ㈡
ࠉᇛ㊧ㄪᰝ◊✲ᡤ࡛⟶⌮ࡋ࡚࠾ࡾࠊㄪᰝ◊
ࠉ✲ࡸΎᤲ➼ࡢ⟶⌮సᴗࡢ㝿ゎ㘄ࡋ࡚࠸
✲ࡸΎᤲ➼ ⟶⌮సᴗ 㝿 ゎ㘄
ࠉࡿࠋ

࣭⤒ᖺຎࡸ࿘㎶ᶞᮌࡢᯞᢡࢀ
ࡼࡿ◚ᦆࡀᠱᛕࡉࢀࡿ
ࡼࡿ◚ᦆࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋ
࣭㫽ࡀそᒇෆධࡾࠊ⣅ࡀ╔ࡍ
ࠉࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋ

࣭ᣦᐃᆅෆࡣࠊ⣙ಶయࡢᶞᮌࡀ࠶ࡿࠋ
࣭㹼ᖺᗘࡅ࡚ࠊᐑᇛ┴ࡼࡾ
ࠉ℺ᮌࡢఆ᥇
℺ᮌࡢఆ᥇࣭ఆ᰿ࠊ࣐ࣖࢨࢡ࣭࣑ࣛࣔࢪ
ఆ᰿ࠊ࣐ࣖࢨࢡࣛ ࣑ࣔࢪ
ࠉ࣭ⴥ᳜≀࣭ᆅ⿕᳜≀ࡢ᳜᱂ࠊᆅᙧಟ
ࠉ࡞ࡢ⎔ቃᩚഛࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ㞧ⲡ
ࠉࡘ࠸࡚ࡣࠊ⥔ᣢ⟶⌮ᴗົࡋ࡚ᐃᮇⓗ
ࡘ࠸࡚ࡣ ⥔ᣢ⟶⌮ᴗົࡋ࡚ᐃᮇⓗ
ࠉ㝖ⲡࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ᖹᡂ㸷ᖺᐇࡋࡓከ㈡ᇛ☃࿘㎶ࡢᶞᮌ
ࢆᑐ㇟ࡋࡓ᳜⏕ㄪᰝ࡛ࡣ
ࠉࢆᑐ㇟ࡋࡓ᳜⏕ㄪᰝ࡛ࡣࠊ
ḷᯖ㢧
ࠉࠉỤᡞ௦ᮎⓎⱆࡋࡓࢡ࣐ࣟࢶ
ᙲせ⣲
ࠉࠉ᫂௦ᮎⓎⱆࡋࡓ࣐࢝ࢶࢫࢠ
ࠉࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
☜ ࡉ
࣭᫂௦ᮎⓎⱆࡋࡓᶞᮌࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠉṇኳⓚ༶グᛕࡋ࡚ࠊṇ㸲 
ࠉᖺ⛣᳜ࡉࢀࡓࡶࡢࡢぢゎࡀ♧ࡉࢀ࡚
ࠉ࠸ࡿࠋ
࣭ᣦᐃᆅෆ࡛ࡢᐃᮇⓗ࡞⤒㐣ほᐹࡣᐇࡋ
ࠉ࡚࠸࡞࠸ࠋ

࣭ከ㈡ᇛ☃࿘㎶ࡢᶞᮌࡢ୰ࡣࠊ
ከ㈡ᇛ☃࿘
ᶞᮌ ୰
ࠊ
ࠉᶞ㱋ᖺࢆ㉸࠼ࡿࡶࡢࡶ࠶ࡾࠊ
ࠉᯤᦆࡀ┠❧ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ᖺࡢィ⏬⟇ᐃಀࡿ᳜⏕ㄪ
࣭ᖺࡢィ⏬⟇ᐃಀࡿ᳜⏕ㄪ
ࠉᰝ࡛ࡣࠊ≉ࢯ࣓ࣚࢩࣀࡢᯤ
ࠉᦆࡀⴭࡋ࠸ࡇࡀุ᫂ࡋ࡚࠸
ࡿ
ࡿࠋ
࣭ಽᮌࡸᯞᢡࢀࡼࡾそᒇࡸከ㈡
ࠉᇛ☃ࡀᦆቯࡍࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿࠋ

࣭ከ㈡ᇛ☃ࡢഃࡢ㐨㊰ἢ࠸ᘓࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉና☃ࢆゼࢀࡿேࡀࠊ㏞࠺ࡇ࡞ࡃࡓࡾ
ና☃ࢆゼࢀࡿேࡀ ㏞࠺ࡇ࡞ࡃࡓࡾ
ࠉ╔ࡅࡿࡼ࠺ࠊዉⰋ࡛ቚ〇㐀ᴗࢆႠࢇ࡛
ࠉ࠸ࡓྂᱵᅬࡀ୰ᚰ࡞ࡾாಖᖺ 
ࠉᖺ⌧ᅾࡢᕷᕝᶫ㏆タ⨨ࡉࢀࡓࡶࡢ
ᖺ⌧ᅾࡢᕷᕝᶫ㏆タ⨨ࡉࢀࡓࡶࡢ
ࠉ࡛࠶ࡿࠋ
ḷᯖ㢧
࣭᫂㸷ᖺసᡂࡉࢀࡓࠕከ㈡ᇛྂᆎࡢ
ᙲせ⣲
ࠉᅗࠖࡣ⌧ᅾࡢ⨨ᥥࢀ࡚࠸ࡿࡓ
ᅗ ࡣ⌧ᅾࡢ⨨ᥥࢀ࡚࠸ࡿࡓ
ࠉࡵࠊࡑࢀ௨๓⌧ᅾࡢሙᡤ⛣タࡉࢀࡓ
⪃
ࢀ ࠋ
ࠉ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࣭ከ㈡ᇛ☃ࡀỤᡞ௦ࡽḷᯖࠕና☃ࠖ
ࠉࡋ࡚᭷ྡ࡛࠶ࡗࡓࡇࢆド᫂ࡍࡿ㈨ᩱ࡛
ࠉ࠶ࡾࠊ㈗㔜࡛࠶ࡿࠋ

࣭ᐃᮇⓗ࡞ほᐹࡸΎᤲࢆ⾜ࡗ࡚࠸
ᐃᮇⓗ࡞ほᐹࡸΎᤲࢆ⾜ ࡚
ࠉ࡞࠸ࡓࡵࠊ⤒ᖺຎࡀᠱᛕࡉࢀ
ࠉࡿࠋ
ࡘ࡚ࡢᨻᗇ༡㊰ୖ⨨ࡋ
࣭ࡘ࡚ࡢᨻᗇ༡㊰ୖ⨨ࡋ
ࠉ࡚࠾ࡾࠊከ㈡ᇛ㊧ࡢඖᩚഛ
ࠉ㝿ࡋ࡚⛣タࡢᠱᛕࡀ࠶ࡿࠋ

࣭ࠕᚚ༶⣖ᛕ㢼⮴ᯘࠖ☃ࡣࠊᆅඖࡢᏛ
ࠕᚚ༶⣖ᛕ㢼⮴ᯘ ☃
ᆅ
Ꮫ
ࠉᰯ࡞ࡀṇኳⓚ༶ࢆグᛕࡋ࡚᳜ᶞࡋ
ࠉࡓࡇࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ⰸⷀ⩝♩ㆭ☃ࡣࠊᆅඖࡢತேࡓࡕࡀⰸⷀ
ḷᯖ㢧 ࠉࢆ㏣ះࡋ࡚ᘓ❧ࡋࡓ㢧ᙲ☃࡛࠶ࡿࠋ
ᙲせ⣲ ࣭ࡇࢀࡽࡢ▼☃ࡣࠊᙜᣦᐃᆅࡢṔྐⓗ࠾ࡼ
࣭ࡇࢀࡽࡢ▼☃ࡣ ᙜᣦᐃᆅࡢṔྐⓗ࠾ࡼ
ࠉࡧᩥᏛⓗ౯್ࢆホ౯ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊಖ
ࠉㆤࠊ㢧ᙲࡸ⌧ᅾࡢᬒほᙧᡂࡁ࡞ᙳ㡪
ࠉࢆ࠼ࡓྲྀ⤌ࡳࡢ⏤⥴ࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶
ࢆ࠼ࡓྲྀ⤌ࡳࡢ⏤⥴ࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶
ࠉࡿࠋ

࣭ᐃᮇⓗ࡞ほᐹࡸΎᤲࢆ⾜ࡗ࡚࠸
ࠉ࡞࠸ࠋ
࣭▼☃ࢆㄝ᫂ࡋࡓࢧࣥࡀ࡞࠸ࠋ
▼☃ࢆㄝ᫂ࡋࡓࢧ ࡀ࡞

᳜⏕

ࠕࡘࡰࡢ࠸ࡋࡪࡳࠖ㐨ᶆ

グᛕ☃ࠊ㢧ᙲ☃
㢧
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ㄢ㢟

࣭ࠕ≉ูྐ㊧ከ㈡ᇛ㊧㝃ᑎ㊧➨㸱ḟಖᏑ⟶
ࠉ⌮ィ⏬ࠖཬࡧࠕ≉ูྐ㊧ከ㈡ᇛ㊧㝃ᑎ㊧
ィ
ࠕ≉ ྐ㊧ከ㈡ᇛ㊧ ᑎ㊧
ࠉᩚഛᇶᮏィ⏬ࠖᇶ࡙ࡁࠊከ㈡ᇛ༡㛛➼
ࠉࡢ❧యඖࢆᐇࡍࡿࠋࡉࡽ࡞ࡿከ㈡ᇛ
ࠉࡢㄪᰝ◊✲ࡢ㐍ᒎࢆᅗࡿࡶࠊྂ௦
ࠉᮾࡢ୰ᚰ࡛࠶ࡗࡓከ㈡ᇛࢆឤ࡛యឤ
ࠉࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡛ࠊࡇࡢ㈗㔜࡞ᩥ㑇⏘
ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡛ ࡇࡢ㈗㔜࡞ᩥ㑇⏘
ࠉࢆಖᏑࡋࠊḟ௦ఏ࠼࡚࠸ࡃࡓࡵᴗ
ࠉᒎ㛤ࢆᅗࡿࠋ
࣭ࡲࡓ ᆅᇦ⏕άㄪࢆᅗࡾ࡞ࡀࡽ 㑇
࣭ࡲࡓࠊᆅᇦ⏕άㄪࢆᅗࡾ࡞ࡀࡽࠊ㑇
⎔ቃᩚ
ࠉ㊧༤≀㤋ⓗ✵㛫ࡋ࡚ᩚഛࡍࡿࡇ࡛ࠊ
ഛせ⣲
ࠉṔྐᩥ㑇⏘ࡢ౯್ࡢㄆ㆑ࠊᆅᇦࡢάᛶ
ࠉࠊṔྐࢆάࡋࡓࡲࡕ࡙ࡃࡾᐤࡉ
 Ṕྐࢆάࡋࡓࡲࡕ࡙ࡃࡾᐤࡉ
ࠉࡏࡿࡶࠊᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡽࡢ⯆
㇟ᚩࡍࡿࠋ
ࠉࡢ㇟ᚩࡍࡿࠋ
࣭ඖᖺ௦ࡣࠊከ㈡ᇛᨻᗇ➨ϩᮇ㸦ኳᖹᐆ
ࠉᏐ㸴ᖺ㸦㸵㸴㸰㸧㹼ᐆட㸯㸯ᖺ㸦㸵㸶㸮
ᖺ㸧㸧ࡍࡿࠋ
ࠉᖺ㸧㸧ࡍࡿࠋ
࣭ከ㈡ᇛᘓ㸯㸱㸮㸮ᖺ࠶ࡓࡿᖹᡂ㸱㸴
ࠉᖺ㸦㸰㸮㸰㸲㸧බ㛤ࡍࡿࡇࢆ┠ᣦ
ࡍ
ࠉࡍࠋ

࣭ከ㈡ᇛ༡㛛⠏ᆅሟࡸࠊᨻᗇ㸫
ከ㈡ᇛ༡㛛⠏ᆅሟࡸ ᨻᗇ
ࠉ༡㛛㛫㐨㊰ࡢඖᩚഛࢆ⾜࠺ࡇ
࡛ࠊከ㈡ᇛ☃࿘㎶ࡢᬒほࡀ
ࠉ࡛ࠊከ㈡ᇛ☃࿘㎶ࡢᬒほࡀ
ࠉࡁࡃኚࡍࡿࠋ
࣭ࡇ࠺ࡋࡓィ⏬ࡼࡿྂ௦㑇ᵓࡢ
㑇ᵓᖹ㠃⾲♧࡞ྡ࠾ࡃࡢ
ࠉࡑ㐨ࡢ㢼ᬒᆅࡋ࡚ࡢ㢼⮴ᬒ
ࠉほࡢㄪࢆᅗࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

࣭࣭ᖺᗘࡢ⎔ቃᩚഛࡼࡗ࡚タ⨨
 ᖺᗘࡢ⎔ቃᩚഛࡼࡗ࡚タ⨨
ࠉࡉࢀࡓࠋ
⎔ቃᩚ
࣭࿘㎶ࡣ࣋ࣥࢳࡶేタࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ഛせ⣲
࣭༡ഃࡣ㥔㌴ࢫ࣮࣌ࢫࡀ☜ಖࡉࢀ࡚࠸
ࠉࡿࠋ

࣭⤒ᖺຎࡼࡿჾලࡢ◚ᦆࠊ⤥
ࠉỈ⟶ࡢ₃Ỉ࡞ࡀ࠶ࡿࠋ

࣭࣭ᖺᗘࡢ⎔ቃᩚഛࡼࡗ࡚タ⨨
ࠉࡉࢀࡓࠋ
⎔ቃᩚ
࣭ᣦᐃᆅࢆ═ᮃ࡛ࡁࡿ༡ᮾഃ㡬㒊࠶ࡿࠋ
ᣦᐃᆅࢆ═ᮃ࡛ࡁࡿ༡ᮾഃ㡬㒊࠶ࡿ
ഛせ⣲
ࠉ᮶ゼ⪅ࡸᆅᇦఫẸ➼ࡢఇ᠁ሙᡤࡋ࡚ᗈ
ࠉࡃά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

࣭ୖᒇࡣᮌ〇࡛࠶ࡾࠊ⤒ᖺຎࡀ
ୖᒇࡣᮌ〇࡛࠶ࡾࠊ⤒ᖺຎࡀ
ࠉᠱᛕࡉࢀࡿࠋ

࣭࣭ᖺᗘࡢ⎔ቃᩚഛࡼࡗ࡚タ⨨
ࠉࡉࢀࡓࠋ
࣭ࢺࣞ⬥㸱ᇶࠊከ㈡ᇛ☃ᮾഃ㸯ᇶࠊ
࣭ࢺࣞ⬥㸱ᇶ ከ㈡ᇛ☃ᮾഃ㸯ᇶ
⎔ቃᩚ ࠉ༡ᮾഃ㡬㒊㏆㸯ᇶタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ഛせ⣲ ࣭ࢺࣞ⬥ࡢ࣋ࣥࢳࡣఇ᠁ሙᡤࡋ࡚ࠊᮾ
ࠉഃࡢ࣋ࣥࢳࡣከ㈡ᇛ☃ࠊ༡㛛㊧ࠊ⠏ᆅሟ
ഃࡢ࣋ࣥࢳࡣከ㈡ᇛ☃ ༡㛛㊧ ⠏ᆅሟ
ࠉ㊧ࢆほぴ࡛ࡁࡿ᠁࠸ࡢሙࡋ࡚ࡢᙺࡀ
ࠉ࠶ࡿࠋ

࣭ᗙᖍ㒊ࡀᮌ〇࡛࠶ࡾࠊ⤒ᖺຎ
ࠉࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋ

࣭࣭ᖺᗘࡢ⎔ቃᩚഛࡼࡗ࡚タ⨨
⎔ቃᩚ ࠉࡉࢀࡓࠋ
ࡉࢀࡓࠋ
ഛせ⣲ ࣭ᮾഃᩳ㠃ࡢࢫࣇࣝࢺ⯒㒊ศࢆ㝖
ࠉࡁࠊ▼␚ᘧ࡛࠶ࡿࠋ

࣭ᅵ◁ࡢὶฟ࡞ࡼࡾࠊ▼␚ࡀ
ࠉࡄࡽࡘࡃ࡞ࡢຎࡀ࠶ࡿࠋ

ࢺ࣭ࣞ㥔㌴ሙ

ᅄ㜿

࣋ࣥࢳ

ᅬ㊰
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せ⣲

⌧≧

ㄢ㢟

࣭ᣦᐃᆅෆࡣࠊ⥲ྜෆᯈࠊ≉ูྐ㊧ෆ
ࠉࡢᆅ༊ྡࢆ♧ࡍᶆ㆑ࠊ㑇ᵓㄝ᫂ᯈࠊㄏᑟ
ᶆ㆑ࠊ㔝እᶍᆺ➼ࡀ࠶ࡿࠋ
ࠉᶆ㆑ࠊ㔝እᶍᆺ➼ࡀ࠶ࡿࠋ
࣭ḷᯖ㛵ࡍࡿグ㏙ࡣࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶
⎔ቃᩚ
ࠉࡿࠋ
ഛせ⣲
ࠉձከ㈡ᇛ☃༡ഃࡢㄝ᫂ᯈࠗ࠾ࡃࡢࡑ
ձከ㈡ᇛ☃༡ഃࡢㄝ᫂ᯈࠗ࠾ࡃࡢࡑ
ࠉࠉ㐨࠘ࡢࡀⱝᖸㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉղᣦᐃᆅഃࡢᆅ༊ྡᶆ㆑ࠕከ㈡ᇛ☃
ࠉࠉ ናࡢ☃ ࠖేグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠖేグࡉࢀ࡚࠸ࡿ

࣭⤒ᖺຎࡼࡿ㏥Ⰽࡸയ➼ࡀ┠
ࠉ❧ࡘࠋ
タ⨨యࡼࡗ࡚ᶆ㆑ ㄝ᫂ᯈ
࣭タ⨨యࡼࡗ࡚ᶆ㆑࣭ㄝ᫂ᯈ
ࠉ➼ࡢࢹࢨࣥࡀ␗࡞ࡾࠊ⤫୍ឤ
ࠉࡀ࡞࠸ࡓࡵࠊᬒほࢆᦆࡡ࡚࠸
ࡿ
ࡿࠋ
࣭ࡘࡰࡢ࠸ࡋࡪࡳ㐨ᶆࠊࠕᚚ༶
ࠉ⣖ᛕ㢼⮴ᯘࠖࠊࠕⰸⷀ⩝♩㈶
☃ࠖࡢㄝ᫂ᯈࡀ࡞࠸
☃ࠖࡢㄝ᫂ᯈࡀ࡞࠸ࠋ

࣭ྐ㒔ከ㈡ᇛほග࣎ࣛࣥࢸ࢞ࢻ➼ࡢ
ࠉᅋయࡀ⌧ᆅෆࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
↓ᙧࡢ ࣭せᮃᛂࡌ࡚ࠊከ㈡ᇛᕷᩍ⫱ጤဨ⫋ဨ
せᮃᛂࡌ࡚ࠊከ㈡ᇛᕷᩍ⫱ጤဨ⫋ဨ
せ⣲
ࠉࡀ⌧ᆅෆࡸ⌧ᆅ࡛ࡢṔྐᤵᴗࢆ⾜ࡗ࡚
ࠉ࠸ࡿࠋ
࣭Ṕ࡞ࡧከ㈡ᇛࡼࡾ⤂ࡋ࡚࠸ࡿ
࣭Ṕ࡞ࡧከ㈡ᇛࡼࡾ⤂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࣭ྡ࠾ࡃࡢࡑ㐨ࡢ㢼ᬒᆅ≉
ྡ࠾ࡃࡢࡑ㐨ࡢ㢼ᬒᆅ≉
ࠉࡋࡓᗈሗ፹యࡀ࡞࠸ࠋ

࣭ẖᖺ᭶ࠕናࡢ☃ࠖᅜತྃࡀ㛤
↓ᙧࡢ
ࠉദࡉࢀࠊከࡃࡢತྃឡዲ⪅ࡀཧຍࡋ࡚࠸
せ⣲
ࠉࡿࠋ

࣭ḷᯖࡢࣆ࣮ࣝࡁࡃ㈉⊩ࡋ
ࠉ࡚࠸ࡿ࣋ࣥࢺ࡛࠶ࡿࡀࠊᩥ
ࠉ㈈㒊ᒁࡋ࡚㐃ᦠࡀ༑ศᅗࢀ
࡚࠸࡞࠸
࡚࠸࡞࠸ࠋ

ᶆ㆑࣭ㄝ᫂ᯈ➼

⌧ᆅෆ

ࠕናࡢ☃ࠖᅜತྃ

（４）壺碑（つぼの石ぶみ）の現状と課題（周辺地域）
せ⣲

⌧≧

࿘㎶ࡢ
ࠕᮏ㉁
ⓗᬒほ
せ⣲ࠖ

≉ูྐ㊧ከ㈡ᇛ㊧㝃ᑎ㊧

５０

࣭ྂ௦ᮾࡢᨻⓗ࣭㌷ⓗᣐⅬ࡞ࡗࡓ
ࠉᇛᰙ࡛࠶ࡿࠋከ㈡ᇛ☃ࡼࡿᖺ
ࠉᘓࡉࢀࠊⓎ᥀ㄪᰝࡢᡂᯝࡽୡ⣖๓
ᘓࡉ
᥀ ᰝ ᡂ
⣖๓
ࠉ༙㡭ࡲ࡛Ꮡ⥆ࡋ࡚࠸ࡓぢࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᣦᐃᆅࡢ㠃✚ࡣࠊKD௨ୖ࡛࠶ࡾࠊᨻ
࣭ᣦᐃᆅࡢ㠃✚ࡣࠊKD௨ୖ࡛࠶ࡾࠊᨻ
ࠉᗇᆅ༊ࠊ༡㛛ᆅ༊ࠊ⏿ᆅ༊ࠊභ᭶ᆏᆅ
ࠉ༊ࠊస㈏ᆅ༊➼࡛ࡣ㑇ᵓࡢᖹ㠃⾲♧ࡼ
ࠉࡿ⎔ቃᩚഛࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡿ⎔ቃᩚഛࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ
࣭⌧≧ኚ᭦ࡢྲྀࡾᢅ࠸⥔ᣢ⟶⌮ࡢ᪉㔪
ࠉࡘ࠸࡚ࡣࠊ≉ูྐ㊧ከ㈡ᇛ㊧㝃ᑎ㊧ಖᏑ
ࠉ⟶⌮ィ⏬࡛⟇ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋྂ௦ከ㈡ᇛ
⟶⌮ィ⏬࡛⟇ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ ྂ௦ከ㈡ᇛ
ࠉ┤᥋㛵㐃ࡍࡿ㑇㊧ᵓᡂせ⣲ࡢಖㆤ࣭⥅
ࠉᢎ࣭ᩚഛά⏝ࢆ๓ᥦࡋࡘࡘࠊ㏆ୡ௨
ࠉ㝆ᙧᡂࡉࢀࡓ⏕άᩥᵓᡂせ⣲ࡶⰋዲ
㝆ᙧᡂࡉࢀࡓ⏕άᩥᵓᡂせ⣲ࡶⰋዲ
ࠉ࡞㑇㊧ᬒほࡢᙧᡂࡁ࡞ᙺࢆᢸࡗ࡚
ࡿࡶ 
ࠊᬒほ㠃
⥔ᣢྥ ➼
ࠉ࠸ࡿࡶࡢࡋ࡚ࠊᬒほ㠃࡛ࡢ⥔ᣢྥୖ➼
ࠉࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇ࡛ඹᏑࢆヨࡳࠊᆅᇦᐦ
ࠉ╔ࡋࡓ≉ูྐ㊧ከ㈡ᇛ㊧㝃ᑎ㊧ࡋ࡚ᣢ
ࠉ⥆ⓗ࡞ಖㆤ
⥆ⓗ࡞ಖㆤ࣭⥅ᢎࢆᅗࡿࡶࡢࡉࢀ࡚࠸
⥅ᢎࢆᅗࡿࡶࡢࡉࢀ࡚࠸
ࠉࡿࠋ
࣭ᩚഛࡢ᪉㔪ࡘ࠸࡚ࡣࠊ≉ูྐ㊧ከ㈡ᇛ
ࠉ㊧㝃ᑎ㊧ᩚഛᇶᮏィ⏬࡛⟇ᐃࡉࢀࡿࠋ
㊧㝃ᑎ㊧ᩚഛᇶᮏィ⏬࡛⟇ᐃࡉࢀࡿ

ㄢ㢟

࣭ྡ࠾ࡃࡢࡑ㐨ࡢ㢼ᬒᆅಖ
Ꮡά⏝ィ⏬≉ูྐ㊧ከ㈡ᇛ
ࠉ㊧ࡢಖᏑά⏝㛵ࢃࡿྛ✀
ࠉィ⏬ࡢㄪᩚࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

第５章

現状と課題

２ 興井
（１）主な現状
・岩塊上には自然に発芽したマツやカエデが自生している。
・池の水質が悪化している。
・池の擁壁設置、 底面のコンクリート打設、 柵の設置、 説明板の設置などの整備が行われ
てきた。
・江戸時代から残るまちなみの中に位置している。
・江戸時代から地元住民による保護活動が継続されてきており、 昭和４７年に市指定文化
財に指定されると、 地元住民と多賀城市が協働して保護にあたってきた。
・要望に応じて、 現地案内や歴史授業等が行われている。
・東日本大震災以降、 地元団体による維持管理が継続できない状況になった。

（２）主な課題
・樹木による岩塊の損壊が懸念される。
・池の水質改善が必要である。
・池の擁壁、 柵などが景観を損ねている。
・地元住民による維持管理を復活させることが望ましい。
・名勝おくのほそ道の風景地に特化した広報媒体がないなど、 ソフト面での活用が十分と
は言えない。
・岩塊を保全するための専門的知識が十分ではない。

興井から末の松山を望む（平成１９年頃）
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（３）興井の現状と課題（指定地内）
せ⣲

⌧≧

࣭ụࡢ୰㟢ฟࡋࡓ㡫ᒾࡢᒾሢ࡛ࠊᒾయ
ụࡢ୰㟢ฟࡋࡓ㡫ᒾࡢᒾሢ࡛ࠊᒾయ
ᮏ㉁ⓗ ࠉ㉮ࡿ⠇⌮ࡼࡾࠊ⊂≉࡞ᬒほ࡞ࡗ࡚
ᬒほせ ࠉ࠸ࡿࠋ
⣲
࣭ᒾࡢ⾲㠃ࡣࠊ㒊ศⓗⱏそࢃࢀ࡚࠸
࣭ᒾࡢ⾲㠃ࡣ 㒊ศⓗⱏそࢃࢀ࡚࠸
ࠉࡿࠋ

ㄢ㢟

࣭⠇⌮ࡼࡗ࡚ศ᩿ࡉࢀࡓಶࠎ
⠇⌮ࡼ ࡚ศ᩿ࡉࢀࡓಶࠎ
ࠉࡢᒾሢࡢᏳᐃᗘࡣ࡛᫂࠶ࡿࠋ
࣭ᚋࠊⱏࡀᒾሢఱࡽࡢᙳ
⬟
ࠉ㡪ࢆ࠼ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ

ᒾሢ

࣭┤ᚄ⣙㹫ࠊ῝ࡉ⣙㹼ࡢụ࡛࠶
┤ᚄ⣙
ࠊ῝ ⣙
ụ
ࠉࡿࠋ
࣭ቨ㠃ᗏ㠃ࡣࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ࡛ᅛࡵࡽࢀ
ᮏ㉁ⓗ
ࠉ࡚࠸ࡿࠋ
ᬒほせ
࣭ụỈࡢ౪⤥※ࡣ㏆㞄ࡢಶேᏯࡽᡞ
⣲
ࠉỈࢆᘬ࠸࡚࠸ࡿࡀࠊ౪⤥Ỉ㔞ࡀᑡ࡞࠸
ࠉࡓࡵࠊỈࡢὶࢀࡣࢇ࡞࠸ࠋ
ࡓࡵ Ỉࡢὶࢀࡣࢇ࡞࠸
࣭㞵ኳࡣࠊ㞵Ỉࡀ㐨㊰ࡽᾐධࡍࡿࠋ

࣭㞵Ỉ୍⥴⣧≀ࡶụ⁀
ࠉࡲࡿࡓࡵࠊỈ㉁ࡀở⃮ࡋࠊኟ
ࠉሙࡣ⸴ࡀ⦾Ṫࡍࡿࠋ
࣭⌧ᅾࡢᡞỈࡔࡅ࡛ࡣỈ㔞ࡀ
⌧ᅾࡢᡞỈࡔࡅ࡛ࡣỈ㔞ࡀ
ࠉ㊊ࡾࡎࠊ᪂ࡓ࡞Ỉ※ࢆ☜ಖࡍ
ࠉࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ụ

࣭ᒾሢࡢ㝽㛫ࡽ࣐ࢶ࣭࢚࢝ࢹࡀྀ⏕ࡋ
ࠉ࡚࠸ࡿࠋ
࣭࣐ࢶᑐࡋ࡚ࡣᐃᮇⓗᐖ㜵㝖ࡢࡓ
ḷᯖ㢧 ࠉࡵࡢ⸆ὀධࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀ
ᙲせ⣲ ࠉ௨እࡢ᳜≀ᑐࡍࡿᥐ⨨ࡣ⾜ࡗ࡚࠸࡞
ࠉ࠸ࠋ
࠸
࣭㞧ⲡࡘ࠸࡚ࡣࠊᐃᮇⓗ㝖ⲡࢆ⾜ࡗ
ࠉ࡚࠸ࡿࠋ

࣭᳜⏕ࡀᒾሢࡢᙧ≧ᝏᙳ㡪ࢆ
ࠉ࠼ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ

⎔ቃᩚ ࣭ụࡢᗏ㠃ࡣࠊ⋢▼ࡀᇙࡵ㎸ࡲࢀࡓࢥࣥ
ഛせ⣲
⣲ ࠉࢡ࣮ࣜࢺ࡛ᡴタࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᡴ

࣭ᗏ㠃ࡀࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᡴタ࡛࠶
ࠉࡿࡇỈ㉁ở⃮ࡢᅉᯝ㛵ಀ
ࠉࡘ࠸࡚᫂ࡽ࡛ࡁ࡚࠸࡞
ࠉ࠸ࠋ

ụࡢቨ㠃ࡣ 㐨㊰ഃࡣ▼ᇉ ⚾᭷ᆅ
࣭ụࡢቨ㠃ࡣࠊ㐨㊰ഃࡣ▼ᇉࠊ⚾᭷ᆅ
⎔ቃᩚ
ࠉ㠃ࡋࡓ㒊ศࡣࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢ᧦ቨ࡞
ഛせ⣲
ࠉࡗ࡚࠾ࡾࠊ⤫୍ឤࡀ࡞࠸ࠋ

࣭ቨ㠃ࡢ༙ศࡣ▼ᇉ࡛࠶ࡿࡀࠊ
༙ศࡣࢥࣥࢡࣜ ࢺࡢ᧦ቨ࡛
༙ศࡣࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢ᧦ቨ࡛
ࠉ࠶ࡾࠊᬒほࢆᦆࡡ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ụࡢㆤᓊࡢᬒほྥୖࢆᅗࡿᚲ
ࠉせࡀ࠶ࡿࠋ
せࡀ࠶

᳜⏕

ụࡢᗏ㠃

ụࡢㆤᓊ
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࣭ᖹᡂᖺタ⨨ࡉࢀࡓㄝ᫂ᯈ࡛࠶ࡿࠋ
ᖹᡂᖺタ⨨ࡉࢀࡓㄝ᫂ᯈ࡛࠶ࡿ
⎔ቃᩚ ࠉᕷᣦᐃᩥ㈈ࡋ࡚ゎㄝࡍࡿෆᐜ࡛࠶
ഛせ⣲ ࠉࡿࠋ

現状と課題

ㄢ㢟

࣭ྡࢆゎㄝࡍࡿෆᐜࡀྵࡲࢀ
࡚࠸࡞࠸ࡇࡽࠊෆᐜࡢಟ
ࠉṇࢆせࡍࡿࠋ
࣭ㄝ᫂ᯈࡣࠊ᮶ゼ⪅ࡽ㐲ࡃࠊ
ᩥᏐࡀㄞࡳࡃ࠸≧ែ࡛࠶ࡿࠋ
ᩥᏐࡀㄞࡳࡃ࠸≧ែ࡛࠶ࡿ
࣭㏆᥋ࡍࡿᮎࡢᯇᒣࡢㄝ᫂ᯈ
ࠉࡢࢹࢨࣥ⤫୍ᛶࡀ࡞࠸ࠋ

ㄝ᫂ᯈ

࣭ࠕ⯆ࠖࡣỤᡞ௦
ྎ⸬ࡀᆅඖࡢ
࣭ࠕ⯆ࠖࡣỤᡞ௦ࠊྎ⸬ࡀᆅඖࡢ
ࠉ⫢ධࢆࠕዟᏲࠖ௵ࡋ࡚ಖㆤࡋࠊ
ࠉ᫂௨㝆ࡶᆅඖࡢఫẸࡼࡾΎᤲάື
↓ᙧࡢ
ࠉࡀ⾜ࢃࢀࡿ➼ࠊⰋዲ࡞ᬒほࢆ⥔ᣢࡍࡿ
ࡀ⾜ࢃࢀࡿ➼ Ⰻዲ࡞ᬒほࢆ⥔ᣢࡍࡿ
せ⣲
ࠉࡓࡵࡢάືࡀ⥅⥆ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ
࣭ᮾ᪥ᮏ㟈⅏௨๓ࡣࠊᆅඖᅋయࡼࡾ
ࠉᒾሢụࢆ୰ᚰΎᤲࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ᒾሢ ụ ୰
Ύᤲ ⾜

࣭ᆅඖᅋయࡼࡿ⥔ᣢ⟶⌮ࡣࠊ
ࠉࠕዟᏲࠖ௨᮶ࡢఏ⤫࡛࠶ࡾ
Ṕྐⓗព⩏ࡀ࠶ࡿࡀ ᮾ᪥
Ṕྐⓗព⩏ࡀ࠶ࡿࡀࠊᮾ᪥
ࠉᮏ㟈⅏௨㝆ࡣάືࡋ࡚࠸࡞
ࠉ࠸ࠋ

࣭せᮃᛂࡌ࡚ࠊྐ㒔ከ㈡ᇛほග࣎ࣛࣥ

➼ ᅋయ ⌧ 
ࠉࢸ࢞ࢻ➼ࡢᅋయࡀ⌧ᆅෆࢆ⾜
ࠉࡗ࡚࠸ࡿࠋ
↓ᙧࡢ
࣭せᮃᛂࡌ࡚ࠊከ㈡ᇛᕷᩍ⫱ጤဨ⫋
せ⣲
ࠉဨࡀ⌧ᆅෆࡸ⌧ᆅ࡛ࡢṔྐᤵᴗࢆ⾜
ࠉࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࣭Ṕ࡞ࡧከ㈡ᇛࡼࡾ⤂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࣭ྡ࠾ࡃࡢࡑ㐨ࡢ㢼ᬒᆅ
ࠉ≉ࡋࡓᗈሗ፹యࡀ࡞࠸ࠋ

ᆅඖఫẸࡼࡿ⥔ᣢ⟶⌮

⌧ᆅෆ

（４）興井の現状と課題（周辺地域）
せ⣲

⌧≧

ㄢ㢟

࣭ụࡢ࿘ࡾࣇ࢙ࣥࢫࡀࡵࡄࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࿘㎶ࡢ
࣭㐨㊰⚾᭷ᆅ࡛ࣇ࢙ࣥࢫࡢࢹࢨࣥࡀ
ࠕḷᯖ
ࠉ␗࡞ࡿࠋ
㢧ᙲせ
࣭ࣇ࢙ࣥࢫࡣụࡢ㌿ⴠ㜵Ṇࡢᙺࢆᢸ
⣲ࠖ
ࠉࡗ࡚࠸ࡿࠋ

࣭⤮ᅗࡣᰙࡀࡵࡄࡗ࡚࠸ࡿᥥ
ࡀከ࠸ࡀ ⌧ᅾࡢࣇ ࣥ
ࡀከ࠸ࡀࠊ⌧ᅾࡢࣇ࢙ࣥࢫ
ࠉࡢࢹࢨࣥࡀᬒほࢆᦆࡡ࡚࠸
ࡿࠋ
ࠉࡿࠋ
࣭㐨㊰㝿Ẹᆅഃ࡛ࣇ࢙ࣥࢫࡢ
ࠉࢹࢨࣥ⤫୍ឤࡀ࡞࠸ࠋ

࣭ụࡢ༡ᮾഃࡽ༡ྥࡗ࡚Ỉ㊰ࡀఙ
࿘㎶せ ࠉࡧ࡚࠸ࡿࠋ
ࡧ࡚࠸ࡿࠋ
⣲
࣭࿘㎶ࡢ㐨㊰ᩚഛ➼ࡼࡾࠊ⌧ᅾࡣỈὶ
ࠉࡀᚠ⎔࡛ࡁ࡞࠸ࠋ

࣭ụࡢỈ㉁ᝏ㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿ
ࠉྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ

ᰙ

Ỉ㊰
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せ⣲

⌧≧

ㄢ㢟

࣭⯆ᮎࡢᯇᒣࢆ⧅ࡄ༡㐨㊰ࠊ
࿘㎶せ
ࠉࠕἈࡢ㸦Ἀࡢ▼㸧ࠖࠕᮎࡢᯇ
⣲
ࠉᒣࠖࡢෆࢧࣥࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᒣࠖࡢෆࢧࣥࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ

࣭ࢹࢨࣥࡀ⤫୍ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ

࣭ᣦᐃᆅࡣఫᏯᆅෆ⨨ࡋ࡚࠾ࡾࠊ
࿘㎶せ
ࠉഃすഃࡣ㌴㐨ᅖࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ഃすഃࡣ㌴㐨ᅖࡲࢀ࡚࠸ࡿ
⣲
࣭ᮾഃ༡ഃࡣẸ᭷ᆅ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

࣭࿘ᅖࡀ㐨㊰ࡲࡓࡣẸ᭷ᆅ࡛࠶
ࠉࡿࡇࡽࠊ᮶ゼ⪅ࡀ㛗㛫
ᅾࡋࠊ᠁࠺ሙᡤࡀ࡞࠸ࠋ
ᅾࡋ ᠁࠺ሙᡤࡀ࡞࠸
࣭㟁ᰕ࣭㟁⥺ࡀ࿘㎶ᆅᇦࡢᬒほ
ࢆ㜼ᐖ
ࡿࠋ
ࠉࢆ㜼ᐖࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࣭⯆ᮎࡢᯇᒣࢆ⤖ࡪ㐨㊰ࡣࠊ୍⯡
⯆ᮎࡢᯇᒣࢆ⤖ࡪ㐨㊰ࡣࠊ ⯡
ࠉⓗ࡞ࢫࣇࣝࢺ⯒࡛࠶ࡿࠋ
࿘㎶せ
࣭㐨㊰ࡢ୧⬥ࡣẸᐙࡀ୪ࡧࠊࡑࡢᮾ
⣲
ࠉഃࡣࢫࢸࣥࣞࢫሟࠊすഃࡣࢥࣥࢡࣜ
ഃࡣࢫࢸࣥࣞࢫሟࠊすഃࡣࢥࣥࢡࣜ
ࠉ࣮ࢺሟࡀᕠࡿࠋ

࣭⯆ᮎࡢᯇᒣࡢ⥺ⓗ࡞ᩚഛ
ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢࡀ⌧≧࡛
ࠉ࠶ࡿࠋ
࣭⯆᪉ྥࡽᮎࡢᯇᒣࢆぢୖ
ࡆࡓሙྜ 㟁ᰕ㟁⥺ࡼࡾ
ࡆࡓሙྜࠊ㟁ᰕ㟁⥺ࡼࡾ
ࠉᬒほࡀ㜼ᐖࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

࣭ᬑ㏻㌴㸷ྎࠊᆺࣂࢫ㸰ྎศࡢ㥔㌴
࿘㎶せ
ࠉࢫ࣮࣌ࢫࢆᣢࡘ㥔㌴ሙ࡛࠶ࡿࠋࢺ
ࢫ࣮࣌ࢫࢆᣢࡘ㥔㌴ሙ࡛࠶ࡿ ࢺ
⣲
ࠉࣞࡸ࿘㎶ᆅᅗࡶేタࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

࣭⯆࣭ᮎࡢᯇᒣཬࡧỤᡞ௦
ࡽṧࡿඵᖭࡢṔྐ࠶ࡿࡲࡕ
ࠉ࡞ࡳࢆゎㄝࡍࡿタࡀ࡞࠸ࠋ

࣭⯆ࡣࠊ㹈㹐▼⥺ከ㈡ᇛ㥐ࡽᚐ
 ࠊ㹈
㈡ᇛ㥐
ᚐ
ࠉṌ㸯㸮ศᙅࡢ㊥㞳࠶ࡾࠊほගࡢ
࿘㎶せ
ࠉせ࣮ࣝࢺࡋ࡚ᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ
⣲
ከ㈡ᇛᕷほගࢧࣥᩚഛィ⏬ᇶ࡙
࣭ከ㈡ᇛᕷほගࢧࣥᩚഛィ⏬ᇶ࡙
ࠉࡁࠊほගࢧࣥࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

࣭㥐ࡽࡢ㐨㊰⯒ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
㥐

ࠊ
ࠉ」ᩘࡢ⯒ᮦࡢⰍࡸᶍᵝࡀ⏝
」
Ⰽ
ࠉ࠸ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ⤫୍ឤࡀ࡞࠸ࠋ
ほගࢧࣥࡀ࠶࠸ࡲ࠸࡞ሙᡤ
࣭ほගࢧࣥࡀ࠶࠸ࡲ࠸࡞ሙᡤ
ࠉࡀ࠶ࡿࠋ

ෆࢧࣥ

࿘㎶㐨㊰
㐨㊰

ᮎࡢᯇᒣ㛫㐨㊰

㥔㌴ሙࢺࣞ

㹈㹐ከ㈡ᇛ㥐ࡽࡢࣉ࣮ࣟࢳ
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３ 末の松山
（１）主な現状
・推定樹齢４８０年の２本のクロマツは、 定期的に虫害防除の薬剤を注入しているが、 自
然災害により枝折れなどの損壊がある。
・マツの根元の丘陵は、 土砂が流れ出し、 マツの根が一部露出している。
・指定地の北東隅には、 宝国寺により育成された後継樹がある。
・要望に応じて、 現地案内や歴史授業等が行われている。

（２）主な課題
・マツにとって樹齢４８０年は枯損の恐れがある非常に危険な状態である。 現存するマツ
の保存と後継樹育成が喫緊の課題である。
・土砂の流出により丘陵の景観を損ねているとともに、 マツの根にも悪影響を与えている
可能性がある。
・名勝おくのほそ道の風景地に特化した広報媒体がないなど、 ソフト面での活用が十分と
は言えない。
・マツを保全するための専門的知識が十分ではない。

墓越しに見る末の松山
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（３）末の松山の現状と課題（指定地内）
せ⣲

⌧≧
࣭᥎ᐃᶞ㱋⣙ᖺࠊ㧗ࡉ㹫ࡢࢡ࣐ࣟࢶ
ࠉ㸰ᮏࡀࡑࡧ࠼࡚࠸ࡿࠋ
࣭ࡇࢀࡽࡢᯇࡣ ከ㈡ᇛᕷࡢಖᏑᶞᮌᣦ
࣭ࡇࢀࡽࡢᯇࡣࠊከ㈡ᇛᕷࡢಖᏑᶞᮌᣦ
ᮏ㉁ⓗ
ࠉᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᬒほせ
࣭ᐃᮇⓗᐖ㜵㝖ࡢ⸆ὀධࢆᐇࡋ࡚
⣲
ࠉ࠸ࡿࠋ
࠸ࡿ
࣭ᐆᅜᑎࡼࡾᯇࡢᚋ⥅ᶞࡀ⫱ᡂࡉࢀ࡚࠸
ࠋ
ࠉࡿࠋ

ㄢ㢟

࣭ⴠ㞾࣭ྎ㢼࣭㝆㞷➼ࡼࡾᯞ
ࠉࡀᢡࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡀᢡࢀ࡚ ࡿࠋ
࣭㒊ศⓗ᰿ࡀ㟢ฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭᰿ࡢ୍㒊ࡀࢫࣇࣝࢺ࡛そ
ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ᕷࡋ࡚ᚋ⥅ᶞࡢ⫱ᡂྲྀࡾ
ࠉ⤌ࢇ࡛࠸࡞࠸ࠋ

࣐ࢶ

࣭ᐆᅜᑎࡢすഃ⨨ࡍࡿᶆ㧗⣙㸶㹫ࡢୣ
ࠉ㝠࡛࠶ࡿࠋ
ᮏ㉁ⓗ
࣭༡ഃᕪⅬ㏆ࡽࡽࢡ࣐ࣟࢶࢆぢୖ
ᬒほせ
ࡆࡓගᬒࡣ ࡀ❧ࡕ୪ࡧ ᯇࡀࡑࡧ࠼
ࠉࡆࡓගᬒࡣࠊࡀ❧ࡕ୪ࡧࠊᯇࡀࡑࡧ࠼
⣲
ࠉࡿࠕ࠾ࡃࡢࡑ㐨ࠖᙜࡢᬒほࢆఏ
ࠉ࠼ࡿࠋ
ࠋ

࣭ᅵ◁ࡢὶฟࡼࡾࠊ࣐ࢶࡢ᰿
ࠉࡀ୍㒊㟢ฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ᅵ◁ࡀ㟢ฟࡋ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊ
ࠉᬒほࢆᦆࡡ࡚࠸ࡿࠋ

ୣ㝠
࣭᳜⏕ࡀᯇᝏᙳ㡪ࢆ࠼࡚࠸
ࠉࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
⎔ቃᩚ ࣭ᣦᐃᆅᮾഃࡽ༡ഃࢆ୰ᚰ᳜᱂ࡉࢀ࡚
ᣦᐃᆅᮾഃࡽ༡ഃࢆ୰ᚰ᳜᱂ࡉࢀ࡚
ഛせ⣲ ࠉ࠸ࡿࠋ

༡ഃࡢ㐨㊰ࡽ㯮ᯇࢆぢୖࡆ
࣭༡ഃࡢ㐨㊰ࡽ㯮ᯇࢆぢୖࡆ
ࠉࡓሙྜࠊ᳜᱂ࡼࡾᯇࡸୣ㝠
༑ศ ぢ ࡍ
ࠉࡀ༑ศぢ㏻ࡍࡇࡀ࡛ࡁ࡞
ࠉ࠸ࠋ

᳜⏕

⎔ቃᩚ ࣭ᐆᅜᑎࡢቃ⏺ࣇ࢙ࣥࢫࡀタ⨨ࡉࢀ࡚
ഛせ⣲ ࠉ࠸ࡿࠋ

࣭ࢹࢨࣥࡀᬒほࢆᦆࡡ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ࢹࢨࣥࡀᬒほࢆᦆࡡ࡚࠸ࡿ
࣭ࣇ࢙ࣥࢫࡀ⪁ᮙࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࣭せᮃᛂࡌ࡚ࠊྐ㒔ከ㈡ᇛほග࣎ࣛࣥࢸ
ࠉ࢞ࢻ➼ࡢᅋయࡀ⌧ᆅෆࢆ⾜ࡗ࡚
࠸ࡿ
ࠉ࠸ࡿࠋ
↓ᙧࡢ
࣭せᮃᛂࡌ࡚ࠊከ㈡ᇛᕷᩍ⫱ጤဨ⫋ဨ
せ⣲
ࠉࡀ⌧ᆅෆࡸ⌧ᆅ࡛ࡢṔྐᤵᴗࢆ⾜ࡗ࡚
ࠉ࠸ࡿࠋ
࣭Ṕ࡞ࡧከ㈡ᇛࡼࡾ⤂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࣭ྡ࠾ࡃࡢࡑ㐨ࡢ㢼ᬒᆅ
ࠉ≉ࡋࡓᗈሗ፹యࡀ࡞࠸ࠋ

࣭ᐆᅜᑎࡼࡾᚋ⥅ᶞࡢ⫱ᡂࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸
ᐆ ᑎ
⫱ᡂ
↓ᙧࡢ ࠉࡿࠋ
せ⣲
ᆅඖఫẸࡸᐆᅜᑎࡢ᷄ᐙࡼࡾΎᤲ➼ࡢ
࣭ᆅඖఫẸࡸᐆᅜᑎࡢ᷄ᐙࡼࡾΎᤲ➼ࡢ
ࠉ⥔ᣢ⟶⌮ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ

࣭ᆅඖᅋయࡼࡿ⥔ᣢ⟶⌮ࡣ
࣭ᆅඖᅋయࡼࡿ⥔ᣢ⟶⌮ࡣࠊ
ࠉඵᖭᆅᇦࡢṔྐⓗព⩏ࡀ࠶ࡿ
ࠉࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊᮾ᪥ᮏ㟈⅏
௨㝆ࡣάື࡛ࡁ࡞࠸ᅋయ➼ࡶ
ࠉ࠶ࡿࠋ

ᰙ

⌧ᆅෆ

ᆅඖఫẸࡼࡿάື
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（４）末の松山の現状と課題（周辺地域）
せ⣲

⌧≧

ㄢ㢟

࣭ᣦᐃᆅࡣᶆ㧗⣙㸶㹫ࡢୣ㝠ୖ⨨ࡋ࡚
ࠉ࠾ࡾࠊഃࡢୣ㝠
࠾ࡾࠊഃࡢୣ㝠୍ᖏࡣᆅࡀ㐀Ⴀࡉ
ᖏࡣᆅࡀ㐀Ⴀࡉ
࿘㎶ࡢ
ࠉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕᮏ㉁
࣭ࠕᮎࡢᯇᒣࠖࡢྡࡀ♧ࡍ㏻ࡾࠊᮏ㉁ⓗ౯
ⓗᬒほ
ࠉ್ࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊୣ㝠ୖ❧ࡕ୪
್ࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ ୣ㝠ୖ❧ࡕ୪
せ⣲ࠖ
⣲
ࠉࡪࡣࠊࠗ࠾ࡃࡢࡑ㐨࠘ᙜࢆᙸᙿ
ࠉࡉࡏࡿࠋ

࣭ᐆᅜᑎ㐃ᦠࡋࡓ⥔ᣢ⟶⌮య
ࠉไࡢᵓ⠏ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ

࣭ᣦᐃᆅࡢᮾഃࡣࠊࠗ࠾ࡃࡢࡑ㐨࠘
ࠉࡶグࡉࢀࡓᐆᅜᑎࡀ࠶ࡿࠋ
ࡶグࡉࢀࡓᐆᅜᑎࡀ࠶ࡿ
࣭ഃࡢୣ㝠୍ᖏࡣᆅࡀ㐀Ⴀࡉࢀ࡚࠸
ࠉࡿࠋ
࣭ࠗ࠾ࡃࡢࡑ㐨࠘ࡶグࡉࢀ࡚࠸ࡿ⏤⥴
ࠗ࠾ࡃࡢࡑ㐨࠘ࡶグࡉࢀ࡚࠸ࡿ⏤⥴
ࠉ࠶ࡿᑎ㝔ᆅ࡛࠶ࡾࠊ࿘㎶ᆅᇦ࡛ࡣ࠶
ࠉࡿࡀᮏ㉁ⓗ౯್ࢆᵓᡂࡍࡿせ⣲ゝ࠼
ࠉࡿࠋ
ࡿ

࣭ᐆᅜᑎ㐃ᦠࡋࡓ⥔ᣢ⟶⌮య
ไࡢᵓ⠏ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿ
ไࡢᵓ⠏ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ

࿘㎶ࡢ
ࠕḷᯖ ࣭㸱㸰ᖺᆅඖఫẸࡼࡗ࡚ᐤ㉗ࡉࢀ
㢧ᙲせ ࠉࡓḷ☃࡛࠶ࡿࠋ
ࡓḷ☃࡛࠶ࡿ
⣲ࠖ

࣭ᯇࡢ᰿㏆᥋ࡋ࡚࠾ࡾࠊᝏᙳ
㡪ࢆ࠼࡚ ࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿࠋ
ࠉ㡪ࢆ࠼࡚࠸ࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿࠋ
࣭⤒ᖺຎࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋ

࿘㎶ࡢ
ࠕḷᯖ
࣭ᖹᡂ㸯㸳ᖺᘓ❧ࡉࢀࡓḷ☃࡛࠶ࡿࠋ
㢧ᙲせ
⣲ࠖ

࣭༡ഃࡽᣦᐃᆅࢆぢୖࡆࡿࠊ
␒┠❧ ሙᡤ࠶ࡿ
ࠉ୍␒┠❧ࡘሙᡤ࠶ࡿࠋ

࿘㎶せ ࣭ᖹᡂ㸯㸯ᖺタ⨨ࡉࢀࡓㄝ᫂ᯈ࡛࠶
ᖹᡂ㸯㸯ᖺタ⨨ࡉࢀࡓㄝ᫂ᯈ࡛࠶
⣲
ࠉࡿࠋ

࣭ྡࢆゎㄝࡍࡿෆᐜࡀྵࡲࢀ࡚
ࠉ࠸࡞࠸ࡇࡽࠊෆᐜࡢಟṇࢆ
ࠉせࡍࡿࠋ
࣭࿘㎶ࡢಖᏑᶞᮌࡢㄝ᫂ᯈࠊḷ☃
࿘㎶ࡢಖᏑᶞᮌࡢㄝ᫂ᯈ ḷ☃
ࠉࡢㄝ᫂ᯈࠊᮎࡢᯇᒣࡢㄝ᫂ᯈ
ࠉࡢࢹࢨࣥ⤫୍ឤࡀ࡞࠸ࠋ
࣭㏆᥋ࡍࡿᮎࡢᯇᒣࡢㄝ᫂ᯈࡢ
㏆᥋ࡍ ᮎ ᯇᒣ ㄝ᫂ᯈ
ࠉࢹࢨࣥ⤫୍ᛶࡀ࡞࠸ࠋ

ୣ㝠

࿘㎶ࡢ
ࠕᮏ㉁
ⓗᬒほ
せ⣲ࠖ

ᑎ㝔 ᐆᅜᑎ࣭ᆅ

▼☃ ḷ☃

▼☃ ḷ☃

ㄝ᫂ᯈ

࣭ᣦᐃᆅࡢすഃࡽ༡ഃࡅ࡚ࡣ㐨
࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࢫࣇࣝࢺ⯒ࡉ
ࠉ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࢫࣇࣝࢺ⯒ࡉ
ࠉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࿘㎶せ
࣭༡ഃࡣ㌴ࡀ㐍ධࡋ࡞࠸ࡼ࠺㌴Ṇ
⣲
ࠉࡵࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡵࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
࣭ᮾഃ㧗࠸ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ᧦ቨࡀ࠶ࡿࠋ

࣭ࢫࣇࣝࢺࡀᯇࡢ᰿ࢆそࡗ࡚
ࠉ࠾ࡾࠊᝏᙳ㡪ࢆ࠼࡚࠸ࡿྍ⬟
ᛶࡀ࠶ࡿ
ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
࣭᮶ゼ⪅ࡀ❧ࡕṆࡲࢀࡿࢫ࣮࣌ࢫ
ఇ ࡍ
タ
ࠋ
ࠉࡣ࠶ࡿࡀఇ᠁ࡍࡿタࡣ࡞࠸ࠋ
࣭࿘㎶ࡣࠊࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡸࢫࣇ
ࠉࣝࢺ〇ࡢᵓ⠏≀ࡀయ࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ

ᣦᐃᆅ༡ഃ
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せ⣲

⌧≧

ㄢ㢟

࿘㎶せ ࣭ᣦᐃᆅࡢ༡ഃࢆ୰ᚰ᳜᱂ࡉࢀ࡚࠸
⣲
ࠉࡿࠋ

࣭᳜⏕ࡀᯇᝏᙳ㡪ࢆ࠼࡚࠸ࡿ
ࠉྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
࣭༡ഃࡢ㐨㊰ࡽ㯮ᯇࢆぢୖࡆࡓ
༡ഃࡢ㐨㊰ࡽ㯮ᯇࢆぢୖࡆࡓ
ࠉሙྜࠊ᳜᱂ࡼࡾᯇࡸୣ㝠ࡀ༑
ࠉศぢ㏻ࡍࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
࣭᳜᱂ࡀḷ☃ࡸㄝ᫂ᯈ୍㒊
᳜
ࡸ
ࠉࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊぢ࠼ࡃ࠸≧ែ
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

࣭ᮎࡢᯇᒣ⯆ࢆ⧅ࡄ༡㐨㊰ࠊ
࿘㎶せ ࠉࠕἈࡢ㸦Ἀࡢ▼㸧ࠖࠕᮎࡢᯇ
⣲
ࠉᒣࠖࡢෆࢧࣥࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸
ࠉࡿࠋ

࣭⯆ࡢࢹࢨࣥ⤫୍ࡉࢀ࡚
⯆ࡢࢹࢨࣥ⤫ ࡉࢀ࡚
ࠉ࠸࡞࠸ࠋ

࣭⯆ᮎࡢᯇᒣࢆ⤖ࡪ㐨㊰ࡣࠊ୍
⯆
ᒣ ⤖
ࠊ
ࠉ⯡ⓗ࡞ࢫࣇࣝࢺ⯒࡛࠶ࡿࠋ
࿘㎶せ
࣭㐨㊰ࡢ୧⬥ࡣẸᐙࡀ୪ࡧࠊࡑࡢ
⣲
ࠉᮾഃࡣᬯⰍࢆᇶㄪࡋࡓࣇ࢙ࣥࢫࠊ
ࠉすഃࡣࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺሟࡀᕠࡿࠋ

࣭⯆ᮎࡢᯇᒣࡢ⥺ⓗ࡞ᩚഛ
ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢࡀ⌧≧࡛
ࠉ࠶ࡿࠋ
࣭⯆᪉ྥࡽᮎࡢᯇᒣࢆぢୖ
ࡆࡓሙྜ 㟁ᰕ㟁⥺ࡼࡾ
ࡆࡓሙྜࠊ㟁ᰕ㟁⥺ࡼࡾ
ࠉᬒほࡀ㜼ᐖࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

࣭ᬑ㏻㌴㸷ྎࠊᆺࣂࢫ㸰ྎศࡢ㥔
࿘㎶せ ࠉ㌴ࢫ࣮࣌ࢫࢆ᭷ࡍࡿ㥔㌴ሙ࡛࠶ࡿࠋ
⣲
ࠉࢺࣞࡸ࿘㎶ᆅᅗࡶేタࡉࢀ࡚࠸
ࡸ
ే
ࠉࡿࠋ

࣭⯆࣭ᮎࡢᯇᒣཬࡧỤᡞ௦
ࡽṧࡿඵᖭࡢṔྐ࠶ࡿࡲࡕ
ࠉ࡞ࡳࢆゎㄝࡍࡿタࡀ࡞࠸ࠋ

࣭⯆ࡣࠊ㹈㹐▼⥺ከ㈡ᇛ㥐ࡽ
ࠉᚐṌ㸯㸮ศᙅࡢ㊥㞳࠶ࡾࠊほග
࿘㎶せ ࠉࡢせ࣮ࣝࢺࡋ࡚ᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ
⣲
࣭ከ㈡ᇛᕷほගࢧࣥᩚഛィ⏬ᇶ
ࠉ࡙ࡁࠊほගࢧࣥࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸
࡙ࡁ ほගࢧࣥࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸
ࠉࡿࠋ

࣭㥐ࡽࡢ㐨㊰⯒ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
」ᩘࡢ⯒ᮦࡢⰍࡸᶍᵝࡀ⏝
ࠉ࠸ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ⤫୍ឤࡀ࡞࠸ࠋ
࣭ㄏᑟᶆ㆑ࡀ࠶࠸ࡲ࠸࡞ሙᡤࡀ
ࠉ࠶ࡿࠋ
࠶

᳜⏕

ෆࢧࣥ

⯆㛫㐨㊰

㥔㌴ሙࢺࣞ

㹈㹐ከ㈡ᇛ㥐ࡽࡢࣉ࣮ࣟࢳ
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