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◆磐梯町 

磐梯町は福島県のほぼ中央に位置する郡山

市から西方へ約 50㎞、会津地方の北東部に位

置しています。町名が示すように、福島県を代

表する名峰磐梯山を北西に望む山麓にあって、

地形は東西約 13.4㎞、南北約 8.4㎞と東西に

長い扇型をなし、総面積は 59.7㎢に及んでい

ます。町域の約７割が磐梯朝日国立公園を含む

森林で占められており、豊かな自然に恵まれた

山紫水明の地です。 

◆慧日寺 

磐梯町には、国指定史跡の寺院跡である「慧日寺跡」が所在します。この慧日寺は、平

安時代初期、若年を奈良の寺院で学んだ法相宗の僧徳一によって開かれた寺院です。その

歴史は明治初年の廃寺に至るまで一千年余にも及び、文化６年（1809）に完成した『新編

会津風土記』には「‥‥徳一当寺に住せしより以来相続て寺門益繁栄し、子院も三千八百

坊に及び、数里の間は堂塔軒を比し、甍を並べ壮麗言計なりしとぞ。されば会津四郡の地

大方は寺領なりしに‥」と記されたように、とりわけ古代会津地方の仏教文化が熟成して

いく中では、長くその中心を担った東国屈指の名刹として広く知られています。 

慧日寺の創建にも深く影響を

与えた磐梯山（磐梯明神）は、

活発な火山活動がもたらした影

響から「病脳山」とも称された

一方、万葉集には「会津嶺」と

詠まれ、天空に聳えるその美し

い山体はまさに天に梯を架ける

「磐梯（いわはし）の山」の名

にふさわしい霊山でした。古来

神の宿る山として篤い信仰を集

めていたことは、式内社に「磐

椅神社」の名が見えることによ

 

町中心部の鳥瞰（南西上空より磐梯山を望む） 

 

慧日寺跡 



 

絹本著色恵日寺絵図（恵日寺蔵・県重文） 

トレース図 

っても知られており、慧日寺は開基以来、そうした畏怖と畏敬が一体となった磐梯山信仰

と巧みに相まって、平安時代を通して興隆していったのです。盛時の伽藍は、中世に制作

された「絹本著色恵日寺絵図」に描かれたとおりであり、そこには一大宗教都市とも呼ぶ

べき町なみが形成されたていたといっても決して大げさではありません。 

長い歴史の中では戦乱や火災などによって寺勢の衰退や伽藍荒廃も繰り返しましたが、

かつての大伽藍までには戻らないまでも、寺はその都度復興を繰り返し、実に一千年以上

の歴史をつむぎました。 

しかしながら、明治政府がとった神仏分離政策に伴った廃仏毀釈の波の前には、さしも

の慧日寺も耐え切れず、ついにその歴史を閉じることになるのです。 

 

◆史跡指定の経緯 

昭和 41年１月、国の文化財保護委員会が進めていた重要遺跡の指定に関する資料作成に

伴い、福島県教育委員会では慧日寺跡を含む県内 13遺跡を調査・研究の対象に選定しまし

た。磐梯町では早速に検討を行って史跡指定への申請を決定し、昭和 43年１月に申請書を

提出。文化庁・県による現地調査の後文部省での審議会等を経て、昭和 45年 12月４日付

けで国指定の史跡となりました。 

その後昭和 49年には、指定後に発見された伝観音寺跡が開発対象となったのを契機に、

県教育委員会の指導協力のもと実地調査が行われ、現状保存を図りました。昭和 59年には、

文化庁より史跡の重要性を考慮し、先

の指定地域をさらに拡大指定し保護

すべきであるとの指導を受け、伝観音

寺跡や圃場整備で新たに見つかった

区域などを含め昭和 61年８月に観音

寺地区と本寺地区・戒壇地区の一部が

追加指定されました。現在指定地は町

内３地区（本寺地区・戒壇地区・観音

寺地区）に大きく分散し、総面積は約

17 万㎡にも上っています。 

国史跡の指定を機に、歴代の町政の

中で史跡整備事業を重点施策に位置

付け、将来的な整備に向け昭和 50年

代から公有化や発掘調査などに着手

しました。 

その後、長年の成果をもとに、平

成 15 年度から史跡の本格的な整備

事業に取り組んでいます。 

慧日寺跡 



 

伽藍北半部の建物跡平面表示整備 

◆復元整備の経緯 

慧日寺は開創者が明確な寺院としては東北地方最古の寺院であり、礎石立ちの本格的

な仏堂建築は、当地方の土木・建築技法にも大きな技術的革新をもたらしたと考えられ

ます。そのような歴史的背景を考慮して、整備計画を検討する中では、南都出身の徳一

が東北地方へ仏教を広める拠点として造営した慧日寺の伽藍はどのようなものであっ

たか、彼が将来したであろう新たな仏教文化の中核寺院としての性格を前面に出すべく、

初期の伽藍を対象として復元整備を図る方針を採りました。 

具体的な整備手法としては、一般的に行われる礎石の露出平面表示と併せ、伽藍がど

のようなものであったのかをより具体的に理解してもらうために、金堂跡・中門跡につい

ては建物の実物大復元を行いました。 

①伽藍修景地区北半部 講堂・食堂・仏

堂などの礎石は従前より露出していたこ

とから、これらの礎石を露出させたまま、

建物の平面規模や礎石位置が明確に捉え

られるように平面的な整備を行いました。

講堂跡・仏堂跡に重複して後世に建てら

れた遺構についても、重複関係が分かる

ように壁位置表示の切石について石材・

色調を変えて表示しています。 

②伽藍修景地区南半部 中心伽藍南半

部の金堂・中門跡の二棟は、古代の慧日

寺における中核をなす重要な建物跡です。

いわゆる金堂院を形成する部分（金堂・中

門・石敷き広場）について立体復元を図り、

慧日寺独特の儀礼空間を再現しました。こ

れによって、中央から遠く離れ、積雪山

間地という厳しい気候風土の地に造営さ

れた伽藍のありようを、具体的に理解で

きるようになりました。また、来訪者は

実際に建物内部に入り、古来の建築技法

を目で見て触れるといった体感型の史跡

探訪も可能となりました。金堂内部は、

博物館的な機能を持たせることによって、

古代の歴史空間をより具体的にイメージ

させると共に、金堂を中心とした古代の

仏教儀礼を考察する場も提供しています。 

 

 

伽藍南半部の建物復元整備（金堂・中門） 



 

ガイダンス広場に建設した休憩施設 

③ガイダンス広場の整備 平成 21 年度

の整備工事では、伽藍修景地区の南側一

帯を中心部への導入部として広場整備を

図りました。ここでは周辺部を含む地形

模型を設置し寺跡の立地を紹介するとと

もに、休憩施設を建設し、建物の復元工

程を紹介した映像放映や簡単なパネル展

示なども行っています。 

 

【中心伽藍の主な整備経緯】 

平成１５年度 

 ・伽藍修景地区北半部  建物跡平面表示・園路・植栽整備工事（～平成１６年度） 

平成１６年度 

 ・金堂復元にかかる基本設計 

 ・金堂復元に向け、文化庁の「史跡等における歴史的建造物等の復元の取り扱いに関する専門

委員会」（通称「復元検討委員会」）に資料を提出⇒17年２月末、審議終了 

 ・17年３月上旬に金堂復元にかかる史跡の現状変更許可申請書を提出 

平成１７年度 

 ・５月 20日付けで、金堂復元にかかる現状変更の許可通知（復元正式決定） 

 ・金堂復元実施設計 

 ・伽藍修景地区南半部 金堂復元工事：平成 17年 12月１日～平成 20年３月 25日 

平成１８年度 

 ・中門復元に向け「復元検討委員会」に資料を提出⇒19年３月末、審議終了 

平成１９年度 

 ・４月初旬に中門復元にかかる史跡の現状変更許可申請書を提出 

 ・５月 18日付けで、中門復元にかかる現状変更の許可通知（復元正式決定） 

 ・中門復元実施設計 

 ・伽藍修景地区南半部 中門復元工事：平成 19年 12月２６日～平成 21年２月 25日 

平成２０年度 

 ・伽藍修景地区西側部 修景整備工事   伽藍修景地区北半部 既存木の間伐・剪定整備   

 ・石敷き広場復元にかかる実施設計、ガイダンス地区整備にかかる実施設計 

平成２１年度 

 ・伽藍修景地区南半部  石敷き広場復元工事、建物周り舗装、植栽整備など 

 ・ガイダンス地区  休憩施設建設、園路舗装、植栽修景、地形模型・誘導標識設置など 

 

 



◆整備後の活用・効果と課題 

史跡の建物復元を機に来訪者は劇的に増加し、また郷土史教育にも積極的に活用され

るようになりました。 

例えば、県立高校入試問題への採択、大手出版社社会科資料集のへ収録、歴史関係書

籍への掲載などが相次ぎました。 

さらに、22 年春に竣工した石敷き広場を含めたいわゆる「金堂院」では、23 年度か

ら史跡活用の一環として、さまざまな公演や体験型イベントの取組みも始めました。 

【年度別史跡活用イベント】 

平成２３年度 

夏期 野外公演「ともし火と仏教声楽の夕べ」 

平成２４年度 

夏期 野外公演「ともし火と仏教声楽の夕べ」 

平成２５年度 

春期 野外公演「春の雅楽」 

夏期 民話を聞く「会津のおっかね話」 

 野外公演「ともし火と仏教声楽の夕べ」  

秋期 体験講座「お香を聞く」 

平成２６年度 

春期 野外公演「春の雅楽」 

夏期 野外公演「ともし火と仏教声楽の夕べ」  

秋期 野外公演「管弦アンサンブルと門前市」 

平成２７年度（４～６月 ふくしまＤＣキャンペーン） 

春期 野外公演「春の雅楽」、「ともし火と仏教声楽の夕べ」 

夏期 ライトアップ「月待ちの灯り」 野外公演「ともし火と仏教声楽の夕べ」  

秋期 野外公演「管弦アンサンブルと門前市」 

平成２８年度 

春期 野外公演「春の雅楽」 

夏期 ライトアップ「月待ちの灯り」 野外公演「ともし火と仏教声楽の夕べ」  

秋期 野外公演「ギターマンドリン演奏と門前市」 

 

慧日寺跡が「仏都会津」の観光拠点の一つとして確立しつつある今、継続的な史跡来

訪者を獲得していくためには、周知活動はもちろん、イベント・ソフト面の充実、案内

ボランティアの育成、ガイダンス施設の充実とリニューアル、関係機関との連携と協力

など、町が取り組むべき課題は少なくありません。 

現在その一つの施策として取り組んでいるのが、復元した金堂内の展示物の充実です。

記録によると 1714 年に慧日寺の本尊薬師如来坐像以下 21体の仏像が再興造立され、特

 

ともし火と仏教声楽の夕べ 



に本尊の薬師如来坐像は長い歴史の中で度重なる火災焼

失のたびに再興を繰り返してきましたが、明治の火災後

に失われ、平成 30 年 7 月に 145 年振りに復元しました。

薬師信仰に根差した会津仏教文化は、その後の会津の文

化にも大きな影響をもたらし、その拠点寺院であった慧

日寺において、薬師如来像の復元展示は会津地方の歴史

文化を学び発信する上での大きなインパクトとして期待

されています。 

 さらに、平成 28年１月には「磐梯町歴史的風致維持向

上計画」が国の認定を受け、慧日寺跡を中核としながら

も町域全体の文化的資産を活かしたまちづくりを目指し

て 27の事業計画を策定し、その取り組みを始めました。 

これらはひとえに行政の力のみではなしえず、地元住民の理解さらには関係諸機関の

協力が必要不可欠であることはいうまでもありません。 

 

磐梯町歴史的風致維持向上計画「歴史的建造物保存事業」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【整備前】                【整備後】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１.史跡慧日寺跡整備事業 

区分 内容 

事業名  史跡慧日寺跡整備事業  

事業主体  磐梯町  

事業手法  町単独事業 

関連計画  史跡慧日寺跡保存管理計画  

事業期間  平成 15 年度～平成 37 年度 

事業位置  史跡慧日寺跡 

 

事業概要  ・平成 15 年（2003）度から着手している史跡整備事業の継続 

1．建物遺構の復元整備を図る伽藍修景整備 

2．仁王門・薬師堂など、現存する建物を利用した現況修景整備 

3．史跡としての環境を整えるための植栽修景整備 

4．史跡来訪者のための周遊路修景整備 など 

・史跡としての案内表示の充実 など 

事業費等  事業費 財源内訳 

主な事業内容 
単位：百万円 補助金 起債 寄附金等 一般財源 

2,070 1,044 1,000  26 

史跡公有化 30 

発掘調査 40 

中心伽藍復元 2,000 
 

 

 

講堂跡 

食堂跡 



２.史跡慧日寺跡金堂内展示物整備事業 

区分 内容 

事業名  史跡慧日寺跡金堂内展示物整備事業 

事業主体  磐梯町  

事業手法  町単独事業 

関連計画  史跡慧日寺跡保存管理計画 

事業期間  平成 27 年度～平成 33 年度 

事業位置  史跡慧日寺跡金堂 

事業概要  史跡慧日寺跡調査・保存・整備指導委員会で展示物（薬師如来坐像）の制作に

ついて検討し、今日まで紡いできた慧日寺を思う町民の気持ちを具現化するた

め、歴史的な背景に基づき、展示物の制作（町単独事業）を行う。 

・制作する展示物の仕様等 

(１) 周丈六 木造薬師如来坐像 七仏薬師光背 漆箔古色仕上げ 

想定寸法 像高 約１９０cm、台座高 約１２０cm、 

光背高 約２９５cm、総高 約４１５cm 

(２) 時代考証 

   徳一が創建した当時(平安時代)の様相のものとする。 

   史跡慧日寺跡復元金堂内展示物調査・検討専門委員会を設置し、調査研

究を重ね、寸法、様相、形態などを決定した。 

 
史跡慧日寺跡の活用イメージ例 

事業費等  事業費 財源内訳 

主な事業内容 
単位：百万円 補助金 起債 寄附金等 一般財源 

200   200  

薬師如来坐像： 

27 年度～30 年度：90 

日光月光菩薩： 

31 年度～33 年度：110 
 


