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身近なところにお宝あり!!
史跡橘

たち

樹
ばな

官
かん

衙
が

遺跡群の調査状況と整備計画

「史跡橘樹官衙遺跡群」を知っていますか？「橘樹官
衙」と書いて、「たちばなかんが」と読みます。高津
区を含む、現在の川崎市の大部分は、古代から近世ま
で橘樹郡と呼ばれた地域でした。今から約1300年前
の奈良時代、この橘樹郡の役所として設置されたのが

「橘樹郡
ぐう

家
け

」です。この役所の跡が、高津区千年の丘
の上から発見されたのは、1996年のことでした。

この発見以来、約20年もの間、川崎市教育委員会
がこの橘樹郡家跡の発掘調査を継続的に続けてきた結
果、古代に税金として集められた稲を保管するために
橘樹郡家に建てられた倉庫（正

しょう

倉
そう

）が並んだ正倉院が
確認されるとともに、当時の役所に建てられた多くの
施設の跡が発見されました。また、この橘樹郡家跡の
西側には影

よう

向
ごう

寺
じ

というお寺がありますが、この境内か
らは、橘樹郡家と同時期に造営された古代の寺院跡が
発見されています（影向寺遺跡）。

このように、発掘調査の結果、古代の役所と寺院の
関係性を推測することができる貴重な遺跡であるとい

うことが評価され、2015年３月10日に、川崎市初の
国史跡に指定されました。古代の役所跡である橘樹郡
家跡と古代には役所的な役割も担っていた古代寺院の
遺跡である影向寺遺跡という２つの遺跡を国史跡にす
ることから、複数の役所が集まっていることを表す

「官
かん

衙
が

」を付けて、「橘樹官衙遺跡群」という指定名称
となりました。

１．橘樹官衙遺跡群 ～橘樹郡家跡と影向寺遺跡～
では、これまでの調査で明らかになってきた橘樹官

衙遺跡群について、紹介したいと思います。
まず、橘樹郡家跡ですが、これまでに当時建てられ

た掘立柱建物の跡が50棟以上発見されています。そ
れ以外にも、正倉群の周囲を囲む溝や区画を区切る塀
の跡なども確認されています。

これまでの調査成果をまとめると、
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ということが言えます。
  次に影向寺遺跡ですが、これまでの調査で、金堂と
三重塔と推定される建物の跡が確認されています。ま
た、境内から大量に瓦が発見されており、その量から
推定すると、古代に建てられた金堂と三重塔の屋根は、
全て瓦で覆われていた総瓦葺の建物であったと考えら
れます。「屋根全部が瓦に覆われているなんて当たり
前じゃない」と思うかもしれませんが、古代の当時、
瓦を製作する、あるいは集めるということは非常に難
しいことで、都から遠く離れた地方ではなおさらでし
た。そのため、地方の寺院では、寺院に正面側にだけ
瓦を葺いたり、屋根の軒先（先端部）だけに瓦を葺い
たりというものもあったことが分かっています。そう
した事例と比較すると、影向寺遺跡から発見されてい
る古代寺院は、２棟の総瓦葺建物が存在したと考えら
れることから、寺院を造営したと想定される橘樹郡の
有力氏族は、先進的な仏教文化を手に入れることがで
きる大きな力をもっていたと推測できます。
 　これまでの調査成果をまとめると、

①出土している瓦等から７世紀後半～８世紀初頭にかけ
ての創建と推測される。
②古代寺院の主要施設で確認されているものは推定金堂
と塔跡の２棟であるが、その他にも寺院に関係する建
物跡が確認されている。
③出土した瓦から、創建時に金堂が建てられ、その後塔が
建てられたと考えられる。
④影向寺遺跡からは、９世紀後半～10世紀初頭の瓦が出
土していることから、この時期までは古代以来の瓦葺
建物が存在していたと考えられる。

ということが言えます。

２．史跡橘樹官衙遺跡群の保存・活用
このように、川崎市にとって非常に貴重な歴史的資

産である橘樹官衙遺跡群ですが、この市の宝をどのよ
うに将来にわたり守り、伝えていくのかが重要です。

そのためには、川崎市教育委員会では、文化財は価
値があり、後世に伝えるべきものとの理解を広げるた
めには、文化財の保存とともに活用を適切に進めるこ
とがとても大切であり、対象となる文化財の文化財的
価値の保存とそれと両立する活用のルール（計画）を
定めることが必要であると考えました。

そこで、市民のご意見等を取り入れ、2017年度に「国
史跡橘樹官衙遺跡群保存活用計画」を策定しました。 

この計画に
基づき、橘樹
官衙遺跡群に
おいては「保
存管理」・「活
用」・「整備」・

「 管 理 運 営 と
体制」をバラ
ンスよく実施
していくこと
で、市民の方々に遺跡のもつ価値を知ってもらい、地
域への愛着や史跡の保護という意識の醸成につながっ
ていくものと考えています。そのためには、市民の
方々との連携や協力が不可欠ですので、今後とも、橘
樹官衙遺跡群の保存整備・活用につきまして、ご理解、
ご協力をいただければと思います。

＊ ＊ ＊

①橘樹郡家跡の最も東側には、倉庫が建ち並んだ正倉院
があり、その周囲は幅２～３ｍの溝で区画されていた。
②正倉院の規模は、東西約210ｍで、当時用いられていた
長さの単位である尺（しゃく≒30cm）に換算すると
700尺になることから、正倉院を設置する際には、しっ
かり計画していたことが推測される。
③正倉院の範囲で確認されている建物は、概ね５つの時
期に分けることができ、最も古い段階は７世紀後半、最
も新しく郡家の消滅する段階は９世紀後半～10世紀
初頭と想定される。
④７世紀後半頃に建てられた建物の主軸方位は西に約
30度傾くが、８世紀以降の建物は概ね建物の主軸方位
は東西南北に合わせた正方位になる。
⑤古代の役所である郡家には、郡の政務を司る郡庁、税
である稲等を保管する正倉（院）、宿泊施設である館（た
ち）、郡家に勤める役人達に提供する食事を作る場所と
しての厨

くり

家
や

が必ずあるとされるが、橘樹郡家跡では正
倉院は場所が特定されているが、それ以外の施設はま
だ確定していない。ただし、館と厨家については、最近
の調査で概ねその場所が推定されてきている。

正倉建物イメージ

⑤古代寺院が創建された時期は、南武蔵地域に他の寺院
が造営されていないことから、この地域の中核的な寺
院であったと推定される。また、８世紀前半に行われた
全国的な寺院統廃合を乗り切って伽藍の整備を継続的
に進めていることから、武蔵国分寺造営後は、武蔵国の
仏教統制に組み込まれ、武蔵国内の中心的寺院の１つ
として位置づけられた可能性が高い。

以上が、昨年11月に行われたまち協全体会の『「高
津」の宝物探求講座』の要旨です。講義の中では、橘
樹官衙遺跡群以外の歴史的資産についても活発に意見
交換がされ、「高津の宝物」について理解を深めるこ
とができました。

今後もまち協では、高津に数多くある宝物について
探求を続けていくとともに、次の世代へ伝えていきます。
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「高津学」は2010年から高津区役所と協働で始めま
した。記念すべき第1回は、2010年11月「高津はも
のづくり最先端科学技術のまち―光触媒おもしろ科学
実験教室―」と題して、藤島昭東京理科大学学長を講
師に、かながわサイエンスパークで開催、子ども達の
募集定員100人のところ、応募者が殺到し、急きょ定
員を増やして実施しました。

第2回は12月「地場産野菜を使って―パパと一緒に
マジカル・クッキング講座」、講師は渋川祥子横浜国
大名誉教授。第3回は1月「高津の地形・大地のでこ
ぼこで遊んじゃおう―エコシティ地形図ワークショッ
プ」講師は岸由二慶応大学教授でした。「高津学」最
初の年は、張り切って、毎月大きな企画を実施、また、

「歩きたくなる高津」のテーマで、「水と緑のまち高津
体験地域巡り」も実行しました。

これまで最大の集客数293人になったのは、高津学
第6回2011年5月「高津の文化―国木田独歩を読み解
く」と題した、小森陽一東京大学教授の講演会です。
会場は、すくらむ大ホールで、高津区市民活動見本市

と同時開催の企画でした。
さて、それから、多くの講師の先生、多くの市民の

皆さまとともに進めて来た「高津学」は、2018年で
総計60回になっています。2019年からも高津学は継
続し、「旧平瀬川水路調査」旧平瀬川環境再生事業と、
福祉のまちづくりに取り組んでいきます。

ここで、忘れられない思い出の高津学を一つだけご
紹介しましょう。

2011年2月開催「実作品観賞と解説　友禅染めにつ
いて～伝統工芸を今につたえて活かす試み～」と題して、
石
いし

渡
わた

弘信氏（手描友禅；かわさきマイスター、二子新
地在住）に作品の鑑賞と技法の解説をしていただき、
高津の工芸のレベルの高さを知リました。会場は大山
街道ふるさと館で、高津区文化協会のご協力をいただ
き、大山街道フェスタでの展示会と同時開催でした。
見事な友禅染の大作を見せていただき、皇太子妃雅子
さまのお振袖を作成されたという、その手描き友禅技
術に驚かされました。高津区溝口はそういう町なのだと、
あらためて誇らしく思ったことでした。

また、折にふれて貴重な「高津学」の思い出をご紹
介させていただければと思います。

ものづくりのまち高津
思い出の高津学

昨年10月１日（月）、高津区役所・会議室で「支援
ルーム利用団体交流会」を開催いたしました。出席数
34団体の代表の方々がテーブルで作った６つの島に
アトランダムに分かれて着席し、それぞれの活動内容
を報告し合ってもらう方式を採用しました。果たして
直接興味や関心のない話に耳を傾けるのだろうか、事
務局を含め、運営委員のかすかな不安はまったくの杞

憂でした。はじめて聞く専門的あるいは歴史的な事柄
からは「目からうろこ」。それにもましてグループを
創設した熱い想いを語るとき、話す人も、聞く人もう
なずき合って目を輝かせていました。「支援ルームの
利用価値」を、新しい分野を模索する若い人たちにも
っともっとアピールする必要がある、そう認識を新た
にする機会にもなった有意義な交流会でした。

本音で語った交流会 ―お互いの活動を知ろう！支援ルーム

運営委員長の三好さん

石渡弘信さん

・�高津という地元を知る・見る・歩くの実践（地元学）です。
・�地元住民が、地元の暮らし、文化、風土、資源を見つめな
おし、再発見し、それを大切に育てながら地域らしさ、
地域づくりを追求していく持続的な取り組みです。
・地元学は地元を楽しむ“地元楽”です。

高津学とは…

支援ルームの
利用価値を、次世代に

アピールしたい！
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高津区まちづくり協議会事務局（高津区役所地域振興課まちづくり推進係）
〒213-8570 川崎市高津区下作延2-8-1  Tel：044-861-3133  Fax：044-861-3103

Mail：67tisin@city.kawasaki.jp  たかつまちねっと：http://takatsu-machinet.kazekusa.jp/ キラリたかつニュース 検 索

お問合せ
ご連絡先

バックナンバーは
こちらからご覧ください

　　　　　 今号は、「まちの宝物を次世代に」特集です。市民の関心も高まりつつある橘樹官衙遺跡群。古代の武蔵国21郡のひと
つで、橘樹郡の役所という古代に思いを馳せるロマンの地です。影向寺とあわせ、「たちばな古代の丘緑地」を一度訪ねてみてくだ
さい。

編集後記

「どんなもんじゃ祭り」は市民活動団体が、活発に活
動していることを知ってもらう機会として今年は6月
16日（日）に開催します。

参加団体が実行委員となって、まつり当日に参加す
る人が楽しく有意義な1日になるよう、開催内容等を
話しあいます。委員会では、まず参加団体同士が交流
し、お互いの活動を知りあい、その中でまつりをつく
っていきます。この取組みは地域が豊かになることを
目指してすすめています。

6月の「どんなもんじゃ祭り」開催に向け、鋭意準備中！どんなもんじゃ祭り

高津の「いま」そして「これから」についてもっと語
り合いませんか？

高津区まちづくり協議会では、区民が行政とともに高
津のくらしやまちについて考え、より魅力的な高津を目
指して活動しています。
「地域とのつながりを持ちたい！」、「もっと高津について
知りたい！」、と思っている皆さん、あなたの豊かな経験
と斬新なアイデアを高津のまちづくりに活かしましょう！

第10期高津区まちづくり協議会メンバー募集中！

①氏名、②生年月日、③住所、④電話番号、
⑤高津区まちづくり協議会でやってみたいこと
（200字程度、書式自由）を記入し、郵送、FAX
またはメールで下記事務局までお送りください。

Fax：044-861-3103
Mail：67tisin@city.kawasaki.jp

応募方法

〈千年・子母口コース〉発行をめざして
『高津てくてくマップ』第３号：「千年・子母口コース」の年度内発行
を目指して最後の追い込み中です。

このコースのハイライト、古代、武蔵の国・橘樹郡の郡庁（今でい
えば川崎市役所）跡で発掘調査活動が続けられています（P1、2参照）。 
“いにしえ人のロマン”に馳せる思いをいっそう膨らませる新たな発見
も行われています。現状は埋め戻されて原っぱですが、「正

しょう

倉
そう

」の復元
展示など、市の保全整備計画が発表され、その実現が待たれます。

2月中に発行し、3月前半に発行を記念して“いにしえ人のロマンを
たどる、みどり豊かな散歩道”「歩く会」を行う計画です。

『高津てくてくマップ』第３号：橘樹官衙遺跡と緑豊かな散歩道緑プロジェクト

影向寺

市民健康の森

第２回実行委員会　
2月25日（月） 18時半～  高津区役所5階会議室

意欲のある方はどなたでも
お待ちしています！！


