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上淀廃寺跡彩色仏教壁画発見 30 周年記念事業について
伯耆古代の丘エリアの賑わいづくりをはじめ淀江エリアの認知度向上のため、また令和３年
が上淀廃寺跡から彩色仏教壁画が発見されて３０年にあたることから「上淀廃寺跡彩色仏教壁
画発見３０周年記念事業」として様々な事業を実施してまいりました。
その中で今後実施を予定している取組をご紹介します。
記
１．今後の取組内容


「やりすぎ淀江伝説」（淀江魅せるストーリーパンフレット）を活用したコンテンツの提供
「やりすぎ淀江伝説」で紹介する周遊ルートマップに、上淀廃寺跡周辺 VR 映像や展示物解説映
像へリンクできる QR コードを配置し、実際に読み歩きしながら古代淀江を体感してもらいます。
※「やりすぎ淀江伝説」とは・・・妻木晩田遺跡から淀江平野に広がる古代の歴史や点在
する史跡をストーリー性を持たせ、さらに伝説話やイラストを使い想像とロマンをかき
たて、淀江地域を紹介するパンフレット。市内公民館や市立小中学校、県内外観光施設
等に順次設置配布、また、市内外で行われる各種イベント時に配布予定です。



記念ウォーキングイベント「国史跡上淀廃寺跡彩色仏教壁画発見 30 周年記念ウォーキング」
(令和３年１１月２１日) ※定員３０名(先着順)で現在申込受付中です！
同日、開催される記念講演会に合わせた記念ウォーキングイベント（ガイド解説付き）を実施し、フ
ィールドワークを兼ねて上淀地区を中心とした講演会の理解を深めることにつなげます。
※コースは「やりすぎ淀江伝説」で紹介する①初めての遺跡巡りコースです。
※記念講演会について・・・当エリアへの関心・理解度の向上を図るための上淀廃寺についての記
念講演会・トークプレイス（１１月１４日、１１月２１日の全 2 回）



30 周年記念ガイドブック製作(令和３年１２月中旬)
上淀廃寺の成り立ちから、彩色仏教壁画発見以降現在までの歩みをたどる研究成果の紹介と、そ
れらを現地で歩いて感じるためのルートマップを載せたガイドブックを製作し、事業の記録として保存
するとともに、来訪者へ配布し更なる興味を喚起します。



30 周年記念上淀廃寺跡での寺院の AR 再現(米子高専との連携プロジェクトによる上淀廃寺跡にお
ける寺院再現)(令和３年度末まで)
専用タブレット端末を使って AR 技術で寺院等を再現し、当時の風景などの疑似体験を可能とす
るものです。令和４年２月に完成予定であり、現地（上淀廃寺跡）にてお披露目の際は別途リリース
します。

≪参考≫
【継続中または実施済の事業】
 30 周年記念特別企画展「上淀廃寺」（未公開遺物の特別展示）(令和３年９月１９日～１１月２９日)
埋蔵文化センターに所蔵されている未公開の出土遺物の特別展示により上淀廃寺について上淀
白鳳の丘展示館にて紹介しています。


30 周年記念「パネル巡回展」の開催(令和３年９月１９日～１０月３０日)
壁画発見当時の回想写真と解説パネルを用いた巡回展を開催しました。



彼岸花まつりにおける 30 周年記念特別コラボイベント企画（令和３年９月２３日～９月２６日）
彼岸花まつり実行委員会との協働で特別記念イベントを実施しました。



エリア一体の効果的な魅力発信環境を整備(令和３年１０月)
エリア内施設や所蔵品の解説映像という形で紹介するアプリの作成と、スマホを使用した閲覧シ
ステムの構築にむけた取り組みを行いました。



秋麗ウォーク 2021「やりすぎ淀江伝説」（淀江魅せるストーリーパンフレット）で紹介した周遊ルートを
実際にウォーキング(令和３年１０月２３日)
「やりすぎ淀江伝説」で紹介した、史跡や名水を集中的に巡る 3 つのウォーキングコースをガイドの
解説付きで実際に歩いていただき、淀江の歴史史跡ゾーンの魅力再発見につながることを企図し
開催しました。

※上記の各事業詳細は別紙のとおり
２．事業の情報発信について
それぞれの事業の情報発信は米子市ホームページ、米子市フェイスブック、淀江振興課フ
ェイスブック『よどえぱらだいす』などで適宜行っています。

よどえぱらだいす QR

（別紙）

令和3年度事業

上淀廃寺跡彩色仏教壁画発見30周年記念事業（事業内容）

≪事業目的≫
歴史と文化に根ざしたまちづくりを目指し、上淀廃寺跡彩色仏教壁画発見30周年を契機とした事業を実施し、伯耆古代の丘エリアの賑わいづくり
をはじめ淀江エリアの認知度向上を図ります。
事業実施にあたっては、今年で200周年を迎える淀江の地域資源の一つである淀江傘とコラボすることや鳥取県のむきばんだ史跡公園を始めと
した諸団体との連携を一層深め、お互いのもつネットワークや資源、情報などを適宜共有し発信することで新たな魅力の開拓と賑わいづくりに向け
た取組の相乗効果を高めことに努めています。
≪事業内容≫
実施状況

事業

取組

取組実績

協力団体等

令和２年度より製作着手している淀江魅せるストーリーパンフ
レット「やりすぎ淀江伝説」で紹介する周遊ルートマップに、ド
「やりすぎ淀江伝説」を活用し ローンと360度カメラを使った上淀廃寺跡周辺のVR映像や
たコンテンツの提供
上淀白鳳の丘展示館所蔵の展示物解説映像へリンクできる
QRコードなどを配置、実際に閲覧しながら巡る古代淀江を体
感してもらうことを可能とした。

淀江魅せるストーリーパンフレット「やりすぎ淀江伝説」
を10月下旬に発刊。
米子高専
上淀廃寺跡上空360°VR映像や展示物解説の視聴 上淀白鳳の丘展示館
が出来るQRコードをパンフレットのマップページに配
むきばんだ史跡公園
置。

実施予定

フィールドワークを兼ねて上淀地区を中心とした記念ウォー
キングイベントを実施し、同日の講演会の理解を深めることに
「国史跡上淀廃寺跡彩色仏
つなげていくことを企図する。
教壁画発見30周年記念
（⑧30周年記念講演会の開催全2回のうち1回（１１月２１
ウォーキング」
日）同日の午前中に開催）

日時：11月21日（日）午前10時～
集合場所：伯耆古代の丘公園お祭り広場
スタート：10：00 ゴール：11：30（予定）
参加費無料、募集人数30名

実施予定

上淀廃寺の成り立ちから、彩色仏教壁画発見以降現在まで
の歩みをたどる研究成果の紹介と、それらを現地で歩いて感
30周年記念ガイドブック製作 じるためのルートマップを載せたガイドブックを製作し、事業の 文化振興課協力のもと現在製作作業中
記録として保存するとともに、来訪者へ配布し更なる興味を
喚起する。

実施予定

記念ウォーキングイベント

実施予定

実施中

上淀白鳳の丘展示館

文化振興課

専用タブレット端末を使ってAR技術で寺院等を再現し、当時
の風景などの疑似体験を可能とするもの。
彼岸花まつり会場で、AR映像（上淀廃寺跡の建物の 米子高専
※むきばんだ史跡公園において「竪穴式住居等のAR/VR再
仮想再現）試作版を公開。
上淀白鳳の丘展示館
(米子高専が開発中のデジタル 現システム」「遠隔VR見学システム」の開発実績がある米子
完成版の年度内公開に向けて製作継続中。
むきばんだ史跡公園
技術を用いた上淀廃寺跡にお 高専の技術を生かし、完成後にはむきばんだ史跡公園との
ける寺院再現)
連携を進めていく。
30周年記念
上淀廃寺跡での寺院のAR
再現

平成3年から発掘調査が始まった上淀廃寺で、誰も想像をし
ていなかった彩色仏教壁画が発見され、日本全国から大勢
30周年記念特別企画展「上
の人が実物を一目見ようと淀江の地にやってきた。壁画の発
淀廃寺」
見から30周年を迎えることを記念して、埋蔵文化センターに
（未公開遺物の特別展示）
所蔵されている未公開の出土遺物の特別展示により上淀廃
寺について紹介する。

開催場所：上淀白鳳の丘展示館
開催時期：9月19日～11月29日
展示内容：(1)展示館常設展示室の一部及び多目的室を 上淀白鳳の丘展示館
使って上淀廃寺の紹介と軌跡を振返る展示
文化振興課
(2)常設展示されていない壁画片及び塑像を観覧する機会
とする展示

30周年記念
「パネル巡回展」の開催

Ⅰ．上淀白鳳の丘展示館ロビー
国史跡上淀廃寺跡彩色仏教壁画発見30周年記念事業
9月19日(日)～10月3日(日)
「パネル巡回展」：彼岸花まつりの開催時期（9月）に合わせ
Ⅱ．米子市淀江文化センター
て、上淀廃寺跡彩色仏教壁画発見当時の回想写真とその
10月 5日(火)～10月18日(月)
解説パネルを用いた特別巡回展を実施し、壁画発見から現 Ⅲ．米子市立図書館2階多目的スペース
在までの取組みを紹介した。
10月20日(水)～10月30日(土)

実施済

30周年記念
特別コラボイベント企画（彼
岸花まつりとのコラボ企画）

彼岸花まつり期間（9月23日～26日）において、伯耆古代の
丘彼岸花まつり実行委員会との協働で、特別記念イベント
（雅楽のコンサート、郷土芸能などの公演、彩色仏教壁画の
パズル製作、淀江傘と彼岸花のライトアップなど）を実施し、
賑わいを創出した。

実施済

エリア一体の効果的な魅力
発信環境を整備

上淀廃寺跡を初め、上淀白鳳の丘展示館などエリア内施設
や所蔵品を映像という形で開設するアプリの作成と、スマホ
を使用した閲覧システムの構築にむけた取り組み。

展示館内の展示物前にQRコードを配置し、展示物の解
米子高専
説がその場で視聴可能にした。
上淀白鳳の丘展示館
「やりすぎ淀江伝説」(ストーリーパンフレット)にQRコードを
むきばんだ史跡公園
掲載し、仮想現実映像を可視化できるようにした。

実施済

秋麗ウォーク2021
「やりすぎ淀江伝説」で紹介し
た周遊ルートを実際にウォー
キング

むきばんだ史跡公園～上淀白鳳の丘展示館～上淀廃寺跡
のエリアも体感し、淀江町の歴史や伝説、自然の魅力をより
深く知ってもらうため、「やりすぎ淀江伝説」で紹介した、史跡
や名水を集中的に巡る3つのウォーキングコースをガイドの解
説付きで実際に歩いていただき、淀江の歴史史跡ゾーンの
魅力再発見につながることを企図し開催した。

開催日：10月23日（土）
参加者数：５０人
Ⅰ．初めての遺跡巡りコース(2.2ｋｍ)
Ⅱ．古代の淀江満喫コース(3.5ｋｍ）
Ⅲ．名水とサイノカミさんコース(5.5km)

実施済

３０周年記念講演会・トークプレイスの開催により、当エリアへ
の関心・理解度の向上を図る。（全2回）
国史跡上淀廃寺跡彩色仏教壁 第1回：１１月１４日（日）13：30～
画発見30周年記念

「上淀廃寺について」
（講演会・トークプレイス）

講演「伯耆上淀廃寺跡から山陰の古代寺院を考える」
第２回：１１月2１日（日）13：00～
基調講演「上淀廃寺発掘３０年をふりかえる」
記念講演「律令国家と古代の地域社会」
※会場はいずれも鳥取県立むきばんだ史跡公園体験学習室

開催期間：9月23日（木･祝）～26日（日）
延べ来場者数：約3,000人
開催内容：【２５日終日】ステージイベント
【25,26日】キッチンカー出店、記念ラリー、石馬の特別公
開、淀江傘の貸出
【25日午前】写真講座＆撮影会、
【25日夜】淀江傘と彼岸花のコラボライトアップ

上淀白鳳の丘展示館
（一財）米子市文化財団

伯耆古代の丘彼岸花まつり
実行委員会

上淀白鳳の丘展示館
むきばんだ史跡公園
文化振興課

第1回期日：11月14日（日）13：30～
講演：「伯耆上淀廃寺跡から山陰の古代寺院を考える」
概要：上淀廃寺彩色仏教壁画出土から30年を振り返り、再度、壁 【主催者】上淀白鳳の丘展示
画に光を当てる考察的な講演

第2回期日：11月21日（日）13：00～
基調講演「上淀廃寺発掘３０年をふりかえる」
記念講演「律令国家と古代の地域社会」
概要：発掘調査を振返り、再度、上淀廃寺及び仏教彩色壁画の
情報発信を行う講演

館（とっとりの文化遺産魅力
発掘プロジェクト）

■日時

令和３年１１月２１日［日］午前１０時～

今年で彩色仏教壁画発見から３０年を迎える「国史跡上淀廃寺跡」。
同日、午後から開催される記念講演会に合わせて、向山古墳群や上淀廃寺跡を巡る
記念ウォーキングを開催します。
記念講演会前の事前学習で上淀廃寺を中心とした淀江町の貴重な史跡への理解を深
めるため、気持ちのいい１日を迎えるための朝の運動のために参加してみませんか？
こちらの記念講演会の事前学習も兼ねて午前中に
実施します。記念ウォーキングだけの参加でもＯＫ！

記念ウォーキング詳細
○集合場所 伯耆古代の丘公園お祭り広場
記念講演会に関するお問合せは
上淀白鳳の丘展示館(℡0859-56-2271)へ

○受付

午前９時４５分～

○スタート 午前１０時～
○ゴール

午前１１時半頃

注意点
・雨天決行
・小学生以下は保護者の参加・同伴、介助が必要な方は介助
者の参加・同伴をお願いします。
・当日は歩きやすい服装でご参加ください。
・雨具や水分補給のドリンクは各自ご用意ください。
・台風等の自然災害、荒天、新型コロナウイルス感染症拡大
の状況によっては、イベントの中止、コース等を変更する
場合があります。
・事前に中止、コース変更等が決定すれば、米子市ホームペ
ージ、Facebook よどえぱらだいすでお知らせします。当
日の場合は市ホームページでお知らせします。
・主催者の側で傷害保険に加入します。
・イベント中は名札を着用してください。名札は主催側で
準備します。
・参加にあたっては、交通ルール及び交通マナーを守り、
地域住民の迷惑にならないよう主催者の指示に従って
もらうようお願いします。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、以下にご協力をお願いします
・参加者は山陰両県在住の方に限ります。
・ゴール後はゴール場所での滞留を避け、各自解散とします。
・朝と受付時の検温、手指の消毒、マスク着用、健康チェックシート提出・確認にご協力ください。健康チェックシー
トは参加者に事前に郵送します。
・公園等のトイレを使用する場合は手洗いの実施をお願いします。
・以下に該当する方は参加をご遠慮ください。
①開催日に平熱を超える発熱がある（概ね 37.5 度以上）
②過去 14 日以内に、a.平熱を超える発熱がある（概ね 37.5 度以上） b.咳やのどの痛みなどの風邪症状がある
c.だるさや息苦しさ、臭覚や味覚の異常がある d.新型コロナウイルス感染症陽性者と濃厚接触がある
e.同居家族や知人等に感染が疑われる方がいる f.新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言区域、まん延措置重点措
置区域へ行ったことがある、または行ったことがある方と同居している
g.過去 14 日以内に外国へ渡航した方、または渡航した方との濃厚接触がある

【申込・お問合せについて】
参加希望の方は電話、ＦＡＸまたは E-mail で参加される方の住所、氏名、年齢、連絡先を記入の上、
下記連絡先までお申し込みください。
～米 子市淀江振興 課～

TEL：０８５ ９－５６－ ３１６４
E-mail：yodomachi@city.yonago.lg.jp

FAX：０８ ５９－５６－ ５２０１

