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史跡中小田古墳群保存活用計画（案）に対する市民意見募集結果について【別紙】 

 

番 

号 
区分 意見の概要 本市の考え方 

1 

環境整備 中小田古墳群の PR・情報発信として、金

属製の看板を立ててはどうか。 
 
・JR 安芸矢口駅。戸坂駅からも行けるの

なら JR戸坂駅。 

・バス通りやバス停近く 

・小学校や公園 
 
といった所に看板を設置することで、子ど

も達や地元住民が、誇らしい地元の史跡と

して受け止め、地元住民ならば誰しも知る

史跡となれば素晴らしいと思う。 

計画案の第９章「史跡の整備」の活用に

関わる整備において、案内板や誘導標識な

どの適切な配置に努めることとしており、

具体的な設置個所や仕様等については、整

備基本計画において検討していきたいと

考えています。 

2 

古代の人と同じ眺めを体験できる、一番

高い場所（４号墳あたり）に展望台スポット

を。 
 
・視界確保のための、定期的な樹木の伐採 

・尾根上に平地があれば、遠足の子ども達

が食べられるようなランチスポット

を。 

計画案の第９章「史跡の整備」の活用に

関わる整備において、第４号古墳の墳丘上

が絶好の眺望点であることを踏まえ、南側

などにおいて「あずまや」の整備を検討す

ることとしています。 

 また、眺望確保の観点から、遺構の保存

や防災に留意しながら、関係する樹木の伐

採、枝打ちなどを実施することとしていま

す。 

3 

気軽にいくことのできる歴史コースとし

て整備してほしい。 
 
・牛田山、二葉山のような散歩コースの整

備 

計画案の第９章「史跡の整備」において、

多様な世代が体験したり、学んだりできる

よう、標識・説明板の整備や見学ルートの

整備、便益施設・ガイダンス機能の整備・

充実を図ることとしています。 

4 

トイレ、上下水道を整備する。 計画案の第９章「史跡の整備」において、

北側のエントランスゾーンに、小規模な一

体の建物としてトイレ、休憩・案内所、倉

庫を整備する旨を記載しています。 

5 

１～12 号墳まで案内板を立てる（イノシ

シ対策が必要）。 

計画案の第９章「史跡の整備」の活用に

関わる整備において、案内板や誘導標識な

どの適切な配置に努めることとしており、

具体的な設置個所や仕様等については、整

備基本計画において検討していきたいと

考えています。 

6 

中小田古墳群の遊歩道入口が明確にわか

る説明板の設置 
 
・古墳の説明以外で、現在地から徒歩○

分、または１号墳エリアまで○mといっ

たような、どこのエリアまで何分歩く

かがわかるような記載 

・お手洗いの位置表示 

・説明板を、時代ごとに色分けを 

計画案の第９章「史跡の整備」の活用に

関わる整備において、案内板や誘導標識な

どの適切な配置に努めることとしており、

具体的な設置個所や仕様等については、整

備基本計画において検討していきたいと

考えています。 

7 バス停の名称を変更すれば知名度が上が ご提案の内容については、古墳群を訪れ
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番 

号 
区分 意見の概要 本市の考え方 

り、作成予定のホームページへのアクセス

等も増加されると思う。 
 

 現 状）中小田 

 変更後）中小田古墳前 

る方の利便性を高めるとともに、古墳群の

認知度を上げる上でも有益であると考え

られるため、今後、バス事業者等関係機関

と実現の可能性を協議していきたいと考

えています。 

8 

史跡整備 １号墳は、竪穴式石室を補修しそのまま

にする。 

計画案の第９章「史跡の整備」において、

第１号古墳の竪穴式石槨については、修復

を行った上で、盛土により地下に保存し、

その上面に立体的に復元したものを展示

することを検討することとしています。 

9 

円墳や前方後円墳など、できるだけ古墳

らしい姿に戻す。 

計画案の第９章「史跡の整備」第２節「方

法」において、本質的価値を構成する墳丘

や地下遺構などの保存・整備のあり方を記

載しており、第１号古墳や第６号古墳など

については、本来の形状に近づけるよう保

存・修景を図ることとしています。 

10 

広報・情報

発信等 

ホームページで、徒歩時間も含めたパン

フレットが訪問前にダウンロードできる。 
 

・発掘品の展示場所の明記 

計画案の第８章「史跡の活用」の中小田

古墳群の PR・情報発信の取組の１つとし

て、パンフレットの作成を盛り込んでお

り、具体的な仕様・内容等については、今

後検討していくこととしています。 

 なお、三角縁神獣鏡をはじめとする出土

品については、常時公開していないものも

多いため、所蔵場所等をどのような形で記

載するか今後検討していきたいと考えて

います。 

11 

史跡の価値の明示 
 
・広島市における国の史跡４ヶ所のうち

の１つであること。 

・魏の国、邪馬台国、卑弥呼、三角縁神獣

鏡と中小田古墳の関係について 

史跡の本質的価値については、第４章の

第１節及び第２節において、出土品や時代

背景などを踏まえ記載しています。 

12 

三角縁神獣鏡が入ってきた行程（を示す） 
 
・倭国から魏の皇帝までの距離、日数、船、

おみやげ 

史跡中小田古墳群の価値や特色を広く

伝え、理解や関心を高めるため、パンフレ

ットの作成やインターネットでの発信な

どを考えており、その中で三角縁神獣鏡に

関する情報等をどこまで盛り込むか検討

していきたいと考えています。 

13 

学習機会

の創出 

 

年に一回のシンポジウムを続け、シンポ

ジウムの記録集の作成・販売する。 

平成 30 年度以降、地域住民をはじめと

する市民の史跡中小田古墳群への興味・関

心を高めるため、学習会等を開催しており

（平成 31 年度は新型コロナウイルス感染

拡大防止のため中止）、新型コロナウイル

スの感染状況次第ではあるが、今年度にお

いてもフィールドワークの実施等を予定

しています。 

 また、計画案の第８章「史跡の活用」の
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社会教育における史跡の活用の中で、中小

田古墳群を学習する機会の確保に努める

とともに、中小田古墳群や広島市の古代史

などをテーマとした講座や講演会、シンポ

ジウム等の開催を検討するとしており、今

後も引き続き学習機会の確保に向けた取

組に努めていきたいと考えています。 

14 

近くの小中学生の社会見学等、地域の歴

史をたどる史跡にしてほしい。 

計画案の第８章「史跡の活用」の学校教

育における史跡の活用の中で、地域の小・

中学校での中小田古墳群を体験的に学習

する機会の確保・充実に努めるとしていま

す。 

15 

歴史意味がわかるようにしてほしい。 計画案の第８章「史跡の活用」の社会教

育における史跡の活用の中で、中小田古墳

群を学習する機会の確保に努めるととも

に、中小田古墳群や広島市の古代史などを

テーマとした講座や講演会、シンポジウム

等の開催を検討するとしています。  

16 

運営・体制

の整備 

ほとんど関心のない高校生や、地域に出

て行く術が分からない大学生や若者もター

ゲットにしたらどうか。 
 
・具体的には高校生のクラブ活動に中小

田古墳群の学習を取り入れ、そこに考

古学に関心を持つ大学生・若者に加わ

ってもらう。 

・史学系クラブ活動の長い伝統を持つ県

立可部高校に活動の柱になってもら

う。 

・比治山大学の考古学専門の教員・考古学

専攻の学生の比治山大学の協力を得

る。 

幅広い年代の方に史跡中小田古墳群へ

の興味・関心を持っていただき、その保存・

活用に向けた取組に参画してもらうこと

は大切であり、ご提案いただいた比治山大

学や県立可部高校をはじめ、活動に賛同の

意向を示した学校に対し、今後協力を求め

ていくこととしたいと考えています。 

17 

中小田古墳友の会の設立 計画案の第 10 章「運営・体制の整備」

において、中小田古墳群の保存・活用を応

援する人的なネットワークづくりを盛り

込んでいます。 

18 

官民産学がバランスよく連携することが

必要。 
 
・経済からわずかな額でも助成金をもら

えたら長続きするのでは。 

計画案の第 10 章「運営・体制の整備」

において、国や県など関係機関、大学等の

教育・研究機関、地域住民・地域活動団体

等との連携・協力体制づくりに努める旨を

記載しています。 

 また、現在策定中の整備基本計画におい

て、地域住民・地域活動団体等の活動に必

要な資金確保に向けて、既存の助成制度を

活用することなども盛り込むこととして

います。 
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号 
区分 意見の概要 本市の考え方 

19 

ボランティアを募る等、市民に呼びかけ

る。  

計画案の第 10 章「運営・体制の整備」

において、中小田古墳群の保存・活用を応

援する人的なネットワークづくりを盛り

込んでいます。 

20 

活用 手芸品から食品に至る幅広い分野の関連

グッズを作って PRする。 

計画案の第８章「史跡の活用」の中で、

地域住民や地域活動団体等が中心となっ

た地域の魅力アップと活性化に向けた取

組を支援すると記載しており、関連グッズ

の販売もそうした取組の一環として考え

られます。 

21 

観光バス４時間コースの提案（中小田古

墳‐狐城‐山伏塚古墳） 

計画案の第８章「史跡の活用」の中で、

地域活動団体等と連携しながら、中小田古

墳群と他の文化財、自然、景観資源、観光

資源などをつなぐ歴史文化を中心とした

ネットワークづくりやその活用を進める

こととしています。 

22 

その他 未調査の古墳を調査 史跡中小田古墳群にある古墳について

は、平成２９年度までに遺構状況調査を完

了しています。 

 今後の追加の調査については、遺構の保

護の観点から慎重に判断する必要があり、

その必要性を勘案して検討していきたい

と考えています。 

23 

地域コミュニティの中心にしてほしい。 計画案の第８章「史跡の活用」の中で、

史跡中小田古墳群について、地域の貴重な

歴史資源として、地域住民や地域活動団体

等と連携しながら、中小田古墳群の価値や

魅力を口田地域はもとより、様々な人々が

世代を超えて体験したり、学んだり、交流

できる場や機会の確保・充実に取り組むこ

ととしています。 

24 

名称：中小田史跡公園としてほしい。 名称については、関係部局と協議の上、

整備後に市民に親しんでもらえるような

愛称の導入も含め検討したいと考えてい

ます。 

25 

口田小学校の(開校）１５０周年（2023年）

の活動の１つとして(中小田古墳群を取り

上げることを）考えてはどうか。 

計画案の第８章「史跡の活用」の中で、

学校教育における史跡の活用を記載して

おり、地域の小学校の開校記念行事とし

て、地域の貴重な歴史資源である史跡中小

田古墳群を取り上げていただくことは、同

古墳群の認知度を高め、郷土の歴史に親し

みを持ってもらう上で有益であると考え

られます。このため、教育委員会や小学校

と連携してどのような取組が可能か今後

検討していきたいと考えています。 
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26 

（説明板に）中世の山城（狐城）、松笠山の

合戦の説明を入れる（岩に矢が当たった痕

跡あり）。 

説明板のスペースに限りがあり、多くの

内容を盛り込むことは難しい部分もあり

ますが、具体的な仕様や内容を固めていく

中で検討していきたいと考えています。 

 


