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１　背　景

　本市は、平成 17 年及び平成 19 年の市町村合併を経て、北部の緑豊かな山々、中部の肥

沃な田園地帯、南部の干潟と有明海といった自然豊かな環境を有するとともに、多様な歴

史・文化など個性あふれるまちとなった。合併後、本市が有するこれらの魅力を活かしな

がら、総合的かつ計画的なまちづくりを進めているが、その中で歴史遺産の持つ意義は大

きく、適切な保存・活用が求められている。

　佐賀市は埋蔵文化財の宝庫であり、これまでに数多くの遺跡の発掘調査を行い、多大な

成果を収めてきた。これらの調査で得られた文化財の整理・保管は、平成元年から佐賀市

文化財資料館で行っているが、施設の老朽化が進み、今後、文化財の保管に支障を来す恐

れがある。

　また、近年は、国史跡に指定された東名遺跡の発掘調査によって国内最古級の様々な遺

物が出土し、全国的にも注目されている。これら埋蔵文化財の活用と将来的な保管収蔵が

重要な課題となっている。
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（１）佐賀市のまちづくり
　佐賀市のまちづくりに関する計画において歴史遺産の持つ意義は大きく、その保存と継

承、調査研究と公開活用、親しめる環境の整備、観光資源としての活用促進、様々な情報

発信等が必要であり、それらに市民が積極的に取り組んでいくことを目標としている。佐

賀市埋蔵文化財センターは、これらの施策を推進する核となる施設として位置づける。

①「第 2 次佐賀市総合計画」での位置づけ

　佐賀市は平成 27 年に策定した「第 2 次佐賀市総合計画」において、「豊かな自然とこど

もの笑顔が輝くまち」という佐賀市が目指す将来的な都市像を掲げ、「地域資源を活かし

て新たな賑わいと活力を創出するまち」を基本政策として、自然や歴史、文化など多彩な

地域資源を活かし、広域的な観光誘客を推進する方針を示している。

　また、「ふるさとに愛着と誇りを持ち、魅力ある人と文化を育むまち」を基本政策として、

歴史遺産や伝統芸能を活かしたまちづくりに取り組む方針を示している。

▼

第2次佐賀市総合計画（平成 27～ 36 年度）

将来像
　「豊かな自然とこどもの笑顔が輝くまち　さが」
基本政策
　①地域資源を活かして新たな賑わいと活力を創出するまち
　②災害に強く、安心で利便性が高い暮らしが実現できるまち
　③住み慣れた地域で支え合い、自分らしく自立した生活ができるまち
　④恵まれた自然と共生し、人と地球にやさしいまち
　⑤ふるさとに愛着と誇りを持ち、魅力ある人と文化を育むまち
　⑥互いに尊重し合い、共に創るふれあいのあるまち
　⑦効果的・効率的で信頼される行政経営が行われているまち

基本政策
　⑤ふるさとに愛着と誇りを持ち、魅力ある人と文化を育むまち
　　施策 23　安心して子育てできる環境の充実
　　施策 24　就学前からの教育の充実
　　施策 25　家庭・地域・企業等の教育力の向上
　　施策 26　自ら学ぶ生涯学習の推進
　　施策 27　誰もが楽しめる市民スポーツの充実
　　施策 28　未来につなげる文化の振興

施策 28　未来につなげる文化の振興
　成果目標
　　市民が子どもの頃から文化芸術や地域の歴史遺産に親しむ環
　　境が整っており、市民自ら文化芸術活動や歴史遺産の保存・
　　継承活動に取り組んでいる。
　取組方針
　　市内に残る歴史遺産や伝統芸能を保存・継承するだけでなく、
　　積極的に活用することで、本市の歴史や文化に関心を持つ人
　　を増やす取り組みを行っていきます。また、誰もが身近で気
　　軽に文化芸術に触れる機会を提供するとともに、活動できる
　　環境の整備に努めます。

①地域資源を活かして新たな賑わいと活力を創出するまち
　本市の自然や歴史、文化など多彩な地域資源を活かし、
　多種・多様な産業が活発に展開され、市民がいきいきと
　働き、国内外から多くの来訪者で賑わうまちをめざしま
　す。このため、福岡市都市圏をはじめとする九州各地や
　西日本地域はもとより、東アジアを視野に入れた広域的
　な観光誘客を推進します。

▼

▼

佐賀市教育振興基本計画（平成 27～ 31 年度）

基本目標
　『ふるさと「さが」を協働でつくる個性と創造性に富む
　人づくり』
基本方針
　○教育・学習の縦軸をつなぐ
　○教育・学習の横軸をつなぐ　　

教育・学習の縦軸をつなぐ（施策）
　①就学前からの教育の充実
　②自ら学ぶ生涯学習の推進
　③誰もが楽しめる市民スポーツの充実
　④未来につなげる文化の振興

④未来につなげる文化の振興（基本事業）
　１　歴史遺産等の保存・継承と整備・活用
　２　市民文化活動の創造
　３　文化施設の運営・整備　

未来につなげる文化の振興
　市内における歴史風致の維持向上のため、貴重な歴史遺産や伝統芸
　能を適切に保存・継承するとともに、積極的に情報発信し、活用を
　図ります。また、各地域で伝統的に行われている地域文化活動を支
　援し、伝統文化の保存や継承者育成に努めます。

歴史遺産の保存・継承と整備・活用
　市内の貴重な歴史遺産は適切に保存整備し、伝統芸能の継承者育成
　に努めるとともに、地域主体で行われている歴史遺産の保存・継承
　の取組を支援します。また、埋蔵文化財の発掘調査で得られた成果
　を市民に情報発信し、活用を図ります。
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②「佐賀市教育振興基本計画」での位置づけ

　佐賀市は平成 27 年に策定した「佐賀市教育振興基本計画」において、『ふるさと「さが」

を協働でつくる個性と創造性に富む人づくり』という佐賀市が目指す市民づくりの基本目

標を掲げ、「未来につなげる文化の振興」を基本施策として、歴史遺産等の保存・継承と

整備・活用を図る方針を示している。

▼

第2次佐賀市総合計画（平成 27～ 36 年度）

将来像
　「豊かな自然とこどもの笑顔が輝くまち　さが」
基本政策
　①地域資源を活かして新たな賑わいと活力を創出するまち
　②災害に強く、安心で利便性が高い暮らしが実現できるまち
　③住み慣れた地域で支え合い、自分らしく自立した生活ができるまち
　④恵まれた自然と共生し、人と地球にやさしいまち
　⑤ふるさとに愛着と誇りを持ち、魅力ある人と文化を育むまち
　⑥互いに尊重し合い、共に創るふれあいのあるまち
　⑦効果的・効率的で信頼される行政経営が行われているまち

基本政策
　⑤ふるさとに愛着と誇りを持ち、魅力ある人と文化を育むまち
　　施策 23　安心して子育てできる環境の充実
　　施策 24　就学前からの教育の充実
　　施策 25　家庭・地域・企業等の教育力の向上
　　施策 26　自ら学ぶ生涯学習の推進
　　施策 27　誰もが楽しめる市民スポーツの充実
　　施策 28　未来につなげる文化の振興

施策 28　未来につなげる文化の振興
　成果目標
　　市民が子どもの頃から文化芸術や地域の歴史遺産に親しむ環
　　境が整っており、市民自ら文化芸術活動や歴史遺産の保存・
　　継承活動に取り組んでいる。
　取組方針
　　市内に残る歴史遺産や伝統芸能を保存・継承するだけでなく、
　　積極的に活用することで、本市の歴史や文化に関心を持つ人
　　を増やす取り組みを行っていきます。また、誰もが身近で気
　　軽に文化芸術に触れる機会を提供するとともに、活動できる
　　環境の整備に努めます。

①地域資源を活かして新たな賑わいと活力を創出するまち
　本市の自然や歴史、文化など多彩な地域資源を活かし、
　多種・多様な産業が活発に展開され、市民がいきいきと
　働き、国内外から多くの来訪者で賑わうまちをめざしま
　す。このため、福岡市都市圏をはじめとする九州各地や
　西日本地域はもとより、東アジアを視野に入れた広域的
　な観光誘客を推進します。

▼

▼

佐賀市教育振興基本計画（平成 27～ 31 年度）

基本目標
　『ふるさと「さが」を協働でつくる個性と創造性に富む
　人づくり』
基本方針
　○教育・学習の縦軸をつなぐ
　○教育・学習の横軸をつなぐ　　

教育・学習の縦軸をつなぐ（施策）
　①就学前からの教育の充実
　②自ら学ぶ生涯学習の推進
　③誰もが楽しめる市民スポーツの充実
　④未来につなげる文化の振興

④未来につなげる文化の振興（基本事業）
　１　歴史遺産等の保存・継承と整備・活用
　２　市民文化活動の創造
　３　文化施設の運営・整備　

未来につなげる文化の振興
　市内における歴史風致の維持向上のため、貴重な歴史遺産や伝統芸
　能を適切に保存・継承するとともに、積極的に情報発信し、活用を
　図ります。また、各地域で伝統的に行われている地域文化活動を支
　援し、伝統文化の保存や継承者育成に努めます。

歴史遺産の保存・継承と整備・活用
　市内の貴重な歴史遺産は適切に保存整備し、伝統芸能の継承者育成
　に努めるとともに、地域主体で行われている歴史遺産の保存・継承
　の取組を支援します。また、埋蔵文化財の発掘調査で得られた成果
　を市民に情報発信し、活用を図ります。
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③「第二次佐賀市文化振興基本計画」での位置づけ

　佐賀市は平成 29 年に策定した「第二次佐賀市文化振興基本計画」において、「豊かな人

間性を育み、創造性あふれる佐賀文化の振興」という佐賀市が目指す「人づくり」「まち

づくり」の基本理念を掲げ、「個性あふれる文化のまちづくり」を基本方針として、文化

財の保存と活用による地域づくりに取り組む方針を示している。

　また、「文化財の調査・研究・公開の充実」「埋蔵文化財センターの整備」について重点

的に取り組む方針を示している。

▼

第二次佐賀市文化振興基本計画（平成 29～ 32 年度）

基本理念
　「豊かな人間性を育み、創造性あふれる佐賀文化の振興」
基本方針
　①文化を「創る」、「伝える」、「支える」人づくり
　　基本目標 1　文化を通じた人づくり
　　基本目標 2　多様な文化芸術活動が行えるしくみづくり
　②個性あふれる文化のまちづくり
　　基本目標 3　文化財の保存と活用による地域づくり
　　基本目標 4　地域に根ざした特色ある文化のまちづくり

基本目標 3　文化財の保存と活用による地域づくり
　（1）地域における伝統文化の継承支援
　（2）歴史遺産の保存・継承と整備・活用

基本目標 4　地域に根ざした特色ある文化のまちづくり
　（1）文化情報の発信
　（2）身近な場で文化にふれることができる場所づくり
　（3）利用しやすい文化芸術活動の施設などの整備
　（4）観光資源としての活用促進
　（5）企業、大学との協働による文化振興

歴史遺産の保存・継承と整備・活用
　本市には、数多くの歴史遺産があります。歴史遺産の調査や評価を
　適切に行い、文化財の保護に努めます。また、佐賀城跡、東名遺跡、
　三重津海軍所跡などの歴史遺産を地域の宝として、市民に理解して
　もらい、地域での管理や活用の促進を図ります。

観光資源としての活用促進
　指定文化財とあわせ、本市に分布している歴史遺産を広く市内外へ
　周知を図り、観光資源としての活用に努めます。そのため環境整備
　を行い、観光客誘致につなげます。

＜事業方針＞

重点事業
　（1）次世代育成支援プログラム
　（2）無形民俗文化財の記録・保存
　（3）文化財の調査・研究・公開の充実
　（4）埋蔵文化財センターの整備
　（5）文化施設の整備・活用

文化財の調査・研究・公開の充実
　歴史遺産や伝統文化の調査・研究などを行い、文化財指定を促進し、
　適切な文化財保護に努めます。また、広く周知するため、文化財な
　どの公開・活用の方法、場所の確保に向けた検討を行います。

埋蔵文化財センターの整備
　佐賀市は埋蔵文化財の宝庫であり、毎年のようには発掘調査で貴重
　な遺物が出土しています。しかし、展示活用できる施設がないため、
　これらの遺物のほとんどが保管されるだけになっています。また、
　8,000 年前の湿地性貝塚である東名遺跡からは、編みかごや木製品
　など日本最古級といわれる遺物が多量に出土しています。これらは
　日本の生活文化の源流を考える上でも重要な遺物であることから、
　適切な保管・展示・活用ができる埋蔵文化財センターの整備を検討
　します。
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（２）佐賀市における埋蔵文化財の現状と課題
　佐賀市域には、北部山麓地帯にある県下最大の前方後円墳である船塚古墳や古代山城で

ある帯隈山神籠石、古代官衙である肥前国庁跡など多様な遺跡が密集し、国の特別史跡で

ある吉野ヶ里遺跡（吉野ヶ里町）も近く、国内有数の埋蔵文化財が所在する。また南部に

は、世界遺産の構成資産として登録された三重津海軍所跡など幕末産業遺産群もある。こ

のような地域であるため、開発に伴う埋蔵文化財の発掘調査も多く、これまでに数多くの

調査を行い多大な成果を収めてきた。

　佐賀市では、九州横断道（長崎自動車道）建設に伴う発掘調査を契機に、行政機関によ

る本格的な発掘調査が開始された。昭和 63 年以降になると、県営圃場整備事業や久保泉

工業団地造成など大規模開発に伴う発掘調査が急増し、平成元年に埋蔵文化財の整理調査、

出土遺物の保管収蔵施設として佐賀市文化財資料館（旧城西中学校を改修）を設置した。

さらに平成 17・19 年の市町村合併後は、諸富収蔵庫、富士収蔵庫も加え、需要増に対応

している。

　しかし、現状では施設の老朽化に加え、収蔵品の増加に伴う展示スペースの減少により、

十分な公開活用が行えていないことが重要な課題となっている。

（３）東名遺跡の国史跡指定
　こうした中、巨勢川調整池建設に伴って発見された東名遺跡は、国内最古の湿地性貝塚

（約 8,000 年前）で、保存条件に恵まれたため、国内最古級の様々な遺構・遺物が良好に

残存していた。日本文化の起源を知る上で極めて重要な遺跡として、平成 28 年 10 月 3 日

付けで国史跡に指定された。

　また、編みかごをはじめとした国内最古級の貴重な出土遺物は学術的価値が非常に高く、

全国的にも注目されている。これらの出土遺物は、国の重要文化財に指定される可能性が

高く、適切な展示公開と保管を行う施設が必要である。
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２　基本方針

（１）施設の位置づけ
　佐賀市埋蔵文化財センターは、「地域とともに 未来につなげる 佐賀の歴史と文化」をテー

マに、市内の文化財に関する保存活用及び情報発信基地として設置するもので、「歴史」「観

光」「教育・学習」の 3 つを主要な柱とし、ふるさとに愛着と誇りを持ち、魅力ある人と

文化を育むまちづくりを推進する。

①歴史－文化財の調査と保存－

　埋蔵文化財の発掘調査を実施し、その成果を教育普及・展示公開等に活かすことにより、

調査研究と保存活用を一体的に進めることのできる施設とする。

　指定文化財が集中する先史・古代エリア（金立・大和地区周辺）に設置することで、当

該エリアのガイダンス施設として周辺文化財との連携を図り、さらに山の文化エリア及び

近世・幕末エリアへの来訪を誘発する。

②観光－佐賀の魅力をアピール－

　調査研究の成果を基に、佐賀独特の風土の中で育まれてきた歴史文化を紹介することに

より、佐賀の魅力を市内外にアピールする。

　施設の候補地である先史・古代エリアは、「佐賀市観光振興戦略プラン」に示されてい

る“やま”のゾーンと“まち・うみ”のゾーンの境付近にあり、両ゾーンへの導入部とし

て情報発信を行うとともに、両ゾーンの観光資源を結ぶ役割を担う。

③教育・学習－佐賀への愛着と誇り－

　郷土学習、歴史学習を通じて、

市民のふるさとに対する誇りや

愛着心を醸成する。また、学校

教育、生涯学習活動と連携する

ことで、個性あふれる文化のま

ちづくりを推進するとともに、

次代を担う若者を育てる。

歴　史

観光教育･学習

文化財の調査と保存

佐賀の魅力をアピール佐賀への愛着と誇り

佐賀市埋蔵文化財センター

「地域とともに　未来につなげる　佐賀の歴史と文化」
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山の文化エリア

先史・古代エリア

近世・幕末エリア

佐賀市の文化財エリア

山の文化エリア
　旧石器・縄文時代の遺跡が点在。
　戦国期の山城を 20 ヵ所以上確認。
　　（三瀬城・古湯城等が見学可能）

先史・古代エリア
　縄文～古代の遺跡が密集
　国史跡：銚子塚古墳、西隈古墳、帯隈山神籠石
　　　　　肥前国庁跡、東名遺跡
　県史跡：船塚古墳、小隈山古墳、関行丸古墳
　　　　　大願寺廃寺
　市史跡：道善寺古墳、乱斗山古墳群
　　　　　肥前国分寺跡

近世・幕末エリア

　近世以降の遺跡が点在。歴史的風致維持向上
　重点区域が含まれる。
　　佐賀城（堀は県史跡）＋本丸歴史館
　＜幕末産業遺産＞
　　三重津海軍所跡（国史跡）、精錬方跡
　　多布施反射炉、築地反射炉

※佐賀市域の資源分布図（佐賀市景観計画図：佐賀市）を改変

※太字はガイダンス等の施設有

佐賀市観光振興モデルルート
（佐賀市観光振興戦略プランより）
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（２）施設の機能
　施設運営の主要な柱である「歴史」「観光」「教育・学習」の各機能が互いに連携するこ

とで、文化財の調査保存と公開活用との一体化を図る。

①歴史－文化財の調査と保存－

　埋蔵文化財の調査と保存を目的として、主に「発掘調査」「調査研究」「資料収集」「資

料保管」を実施する。

【発掘調査】

　市内埋蔵文化財調査の拠点として、発掘調査に係る出土遺物・記録類の整理作業を行い

発掘調査報告書等の刊行を行うとともに、調査に伴う諸事務を行う。

【調査研究】

　佐賀市の特色ある歴史文化を総合的に調査研究し、佐賀市の成り立ちを探求するととも

に、その成果を市民の歴史学習に活かしていく。

【資料収集】

　市内から出土した研究・展示に要する考古資料については、可能な限り収集を図る。

【資料保管】

　発掘調査による出土遺物、その他収集考古資料を収蔵保管する。収蔵品については必要

な保存・修復等を行い、適切に管理する。また、調査によって得られた記録類（図面・写

真等）や図書資料についても収蔵保管する。

②観光－佐賀の魅力をアピール－

　誰もが何度でも訪れたくなる観光施設として、主に「展示公開」「情報発信」を実施する。

【展示公開】

　調査研究の成果を大人から子どもまでわかりやすい形で紹介し、利用者が佐賀市の歴史

と文化を主体的に学ぶことによって、新たなまちづくりに活かせるようにする。また佐賀

の歴史文化を通じた魅力を紹介することにより、観光客誘致につなげる。

【情報発信】

　文化財はもとより、市内の観光資源に関する情報発信を行うことで、市内各所に観光客

を誘導し、観光振興に寄与する。また、情報交換や資料の貸借を通じて、他施設との交流・

連携を図る。

③教育・学習－佐賀への愛着と誇り－　

　市民の郷土学習、歴史学習の場として、主に「学校教育支援」「生涯学習支援」「体験学

習」を実施する。

【学校教育支援】

　学校のニーズに合わせて選択可能なプログラムを構築し、学校教育と連携していく。ま
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た、教員を対象とした研修会や生徒の職場体験等を支援する。

【生涯学習支援】

　歴史講座や遺跡見学会等を定期的に企画・開催することで、市民の生涯学習ニーズを満

たすとともに、文化財保護への理解を深める。また、利用者の歴史研究活動を支援する。

【体験学習】

　古代の生活やものづくりを体験できる様々なプログラムを構築し、先人の感性や技術力

を体感できるようにする。


