
第2回佐賀市埋蔵文化財基本構想等検討委員会　主な意見と対応方針

対応等

センター機能と公開承認の意味は？

公開承認は他施設から国重要文化財指定品を
借用展示する承認を文化庁長官から受けた施
設。センター機能は発掘調査によって出土し
た遺物の整理・収蔵する機能。

－

【東名遺跡保存活用計画策定委員会との関係】

東名遺跡保存活用計画策定委員会について説明してほ
しい。

東名遺跡が国史跡に指定され、保存活用計画
を策定する必要がある。そのため来年度から
その策定委員会を組織する。内容的には現地
の保存・整備や活用の計画を策定予定。東名
遺跡の出土品の展示・収蔵を検討している本
委員会との調整が必要。

本委員会と東名遺跡保存活用計画策定委員会を切り離
して考えることができるのか。

東名遺跡に関しては重複する部分が出てくる
ので、検討内容の調整を図る必要がある。

東名遺跡保存活用計画では現地の保存・整備がメイン
で、出土遺物については埋蔵文化財センターで検討し
ていくという理解で良いのでは。

本委員会が先行して行われているので、東名
遺跡の出土品の展示計画も先行して考えるこ
とになる。ただ保存活用計画についても、活
用の計画を立てる必要があるので、出土品と
切り離しては考えられない。

東名遺跡の保存活用については色々な規制がかかって
くるのか。

東名遺跡がある場所は、国土交通省の土地で
あるのでこちらが思うようには簡単にできな
い（甲元委員）。

【東名遺跡ガイダンスとの兼ね合い】
ガイダンスとは東名遺跡隣接地に展示施設ができるよ
うなイメージで考えているのか。

遺跡の横で出土品の展示も含め、遺跡の概要
も分かるようなガイダンスを設置するのが最
良の形。

埋蔵文化財センターと東名遺跡のガイダンスが別施設
になる場合、重要文化財指定品などはどちらで展示、
収蔵するのか。

重要文化財指定品については博物館相当施設
での展示・収蔵が必要なので、埋蔵文化財セ
ンターで保管したい。

展示のメインは国重要文化財指定品になるであろう
し、東名遺跡の分は別途検討するのであれば、線引き
すべき。

－

埋蔵文化財センターと東名遺跡のガイダンスが1ヵ所に
まとまることは考えられるのか。

東名遺跡は現地見学が困難であり隣接地にガ
イダンス施設がないと、その重要性も迫力も
伝わらない。ガイダンス施設をセンターと一
緒に考えるのか、別に考えるのかという選択
になる。

埋蔵文化財センターは、あくまでも東名遺跡がスター
トでつくっているということは強調した方が良い。他
の重要遺物も展示収蔵していかなければならないこと
は分かるが、東名遺跡のガイダンスも兼ねるような施
設をつくっていく必要がある。

－

・保存活用計画は東名遺跡のもつ本質的
価値を整理し、保存・活用のルールを定
めるもので、国史跡に必要な計画。平成
29年度より組織する。基本的に本委員会
とは切り離して考え、互いに委員会での
検討結果を共有する形で進めたい。

・現地見学が困難な東名遺跡にとって
は、隣接地に遺跡の重要性や迫力を伝え
るガイダンス施設が必要。既存の東名縄
文館の継続使用も含め検討する。
・東名遺跡の重要文化財指定品について
は、埋蔵文化財センターで展示、収蔵予
定。

【基本計画案】
・施設計画
（施設整備の方向
性）
・施設計画
（必要な施設）
・他施設の紹介
（参考資料）
・施設計画
（候補地）

項目 主な意見 事務局の回答等
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対応等

【施設候補地について】
集客を含めた保存活用のためには、現地にガイダンス
施設があった方が良い。そうなると自ずとセンターを
設置する場所が決まってくるのでは？

東名遺跡を中心に考えるとそうなる。

東名遺跡の重要な出土品が現地から離れたところに展
示されるのは辛くないか。

－

東名遺跡について非常に貴重なものが出てきたわけだ
から、それを保存する場所は絶対に必要である。また
重文指定品についてはレベルの高い収蔵施設が必要で
ある。それを設置する場所が現地ではないということ
は、相当に辛いのではないか。

－

展示施設は東名遺跡の横にあった方が、遙かに効果が
大きいと思う。

－

観光という見地から、展示施設は現地の真横にあるの
が理想。色々な規制でそれが無理であれば、その醍醐
味を補える工夫が必要。

－

議会などで議論されていると思うが、半数の人は東名
遺跡の隣接地に埋蔵文化財センターがあって、東名遺
跡の優れた遺物が見学できると思い込んでいる。そこ
が色々な要因で利用できない、すべきでない理由があ
れば整理しておく必要がある。

－

遺跡などの近くではないところに、このような施設が
設置されているところがあるのか。

大規模な博物館や埋蔵文化財センターは遺跡
から離れたところにある（甲元委員）。

佐賀市全体を対象として佐賀平野全体を見渡すという
時に、どの辺りが適当かという話になるのだろうか。

センターは利便性の高いところにあって、現
地にはガイダンス施設があって、センターか
らアクセスできるような仕組みができるのが
理想的な形であろう。しかしそうなると、多
くの施設が必要になるので財政的に難しい。

肥前国庁跡周辺でも、東名遺跡のガイダンスに関わる
文化庁補助金が利用できるのか。

東名遺跡からは距離があるので補助事業の対
象とするのは難しい。

東名遺跡周辺はほとんど農地か。 ほとんど農地である。

現在、肥前国庁跡周辺と東名遺跡周辺が候補地として
あがっているが、他の選択肢はないのか。

現状ではこの2ヵ所を考えている。

【基本計画案】
・施設計画
（施設整備の方向
性）
・施設計画
（必要な施設）
・他施設の紹介
（参考資料）
・施設計画
（候補地）

・東名遺跡の隣接地でない場合、その理
由の整理が必要。

項目 主な意見 事務局の回答等
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対応等

【施設の内容について】
重要な遺物を保存し、それを活用する場所が必ずい
る。それは博物館相当施設でなければならない。その
他の作業スペースや収蔵スペースについては、どの程
度にするか検討する必要がある。

－

他の施設に無いような、普段歴史に興味がないような
人も見に来るような工夫をする必要がある。それを基
本構想の中に入れておく必要がある。

－

歴史全体を見るということであれば、佐賀市の枠にと
らわれずに、近隣に吉野ヶ里遺跡もあるのだから、佐
賀平野全体の成り立ちとともに遺跡が展開することを
含めて、県と市が一緒になって展示していくような仕
組みをつくっても良いかもしれない。

事業活動計画で検討する内容になるが、近隣
の施設との交換展示を行って互いに誘導する
といった方法は考えられる。

色々な地域の「ひな祭り」を見に行くと、その場の雰
囲気と食べ物とお土産が人を引きつける要素として重
要で、施設の中かその周辺で、これらの要素を満たす
ような仕組みが必要。

－

学校の先生方が佐賀の歴史を学ぼうと言う時に、どう
いうものがあれば良いと思うか。

佐賀県では吉野ヶ里遺跡ははずせない。「佐
賀市で誇れるものは？」という問いに「東名
遺跡」という遺跡があると答えられる子ども
たちをつくっていく必要がある。そのために
は遺跡に行って本物を見て、インパクトを受
けるようなものでないと難しい。現地の近く
に見学できる施設がある方が良い。将来にわ
たって、子どもたちが佐賀のすばらしさを伝
えることができるものをつくるべきで、その
メインは東名遺跡だと思う（江口委員）。

【施設計画の進め方】
埋蔵文化財センターの話が、議会でも議論されるよう
になったのは東名遺跡があったからで、東名遺跡の展
示が中心になるものと考えていた。

－

内容については一般の方に理解してもらうため、何か
にスポットを当てる必要がある。東名遺跡については
議会でも利活用に気運が高まっており、他のものも重
要だが、東名遺跡を押していった方が良い。

－

【基本計画案】
・施設計画
（施設整備の方向
性）
・施設計画
（必要な施設）
・他施設の紹介
（参考資料）
・施設計画
（候補地）

・第３回委員会で施設計画を提案す
る。

・施設計画の進め方として参考にした
い。

項目 主な意見 事務局の回答等
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対応等
【収蔵計画】
東名遺跡の出土遺物は、資料P10のⅠ種の収蔵遺物
ではどのランクになるのか。

すべてAランクになる。 －

東名遺跡の出土遺物は資料P9の収蔵計画では、床面積A
ですべて収蔵できるのか。

Ⅰ種資料はすべて収蔵できる。 －

展示計画の床面積は、基本的に東名遺跡でどの程度使
用するかで変わってくるのか。

基本的にはそのとおりで、ただ床面積Cにつ
いては、全体的に展示面積を増やしている。

－

例えば施設計画のA案で言うと、センター機能である
「歴史」に要する面積と「観光」「教育・学習」を合
わせた面積が概ね同じくらいと考えて良いか。

大体同じ面積である。 －

「教育・学習」の多目的室や体験学習室の面積の根拠
を説明してほしい。

体験学習室としている部屋は、流しやガスコ
ンロなどを使用するような体験学習を行う場
所として考えていて、場合によっては出土遺
物の洗浄スペースとしても使用可能。また体
験学習を常時受け付けて行う場合に使用。

－

体験学習室は80㎡であるが、どの程度の人数に対応で
きるのか。

1教室くらいの大きさになると思うので、作業
スペースも考慮して20人くらいは対応可能。
団体の場合は多目的室を使用する。講演など
であれば、多目的室に120人程度は収容でき
る。市内小学校の1学年、120～130人程度には
十分対応可能。

－

小学生が100人以上来て体験学習をするとしたら、その
対応は大変ではないか。

一度には対応が厳しいので、見学などと分け
て行う形になる。現在も東名縄文館に1学年
100人以上の小学生が見学に来ることがある
が、半々に分かれてもらって、半分は展示と
管理棟の見学、残りの半分はミニ授業を受け
る形で分けて行っている。そうやって工夫す
れば受け入れも可能であろう。

－

160人くらい来たとすると、80人くらいは説明を聞くよ
うなスペースが必要になると思うが。

その場合は多目的室で受け入れる形になる。
八女市岩戸山歴史文化交流館は体験学習室が
210㎡にテラスもあるので、ボランティアの協
力を得て1学年同時に体験学習を行っている。

－

特別収蔵庫に収蔵する遺物は東名遺跡が中心となる
が、市や県指定レベルの金属器なども収蔵予定なの
か。

表の中には書き込んでいないが遺物自体が大
きくないし、スペース的には十分収蔵可能と
考えている。

－

最終的に計画をまとめる時には、特別収蔵庫にはそう
いったものも収蔵する旨、明記した方が良いだろう。

了解した。国重要文化財に限らず、市・県指
定物件やその他脆弱な重要遺物については収
蔵する形で考えたい。

－

センターができれば、国重文の熊本山古墳の舟形石棺
は引き上げるのか。

かなりのスペースが必要となるため、今のと
ころ具体的には考えていない。

－

【基本計画案】
・施設計画
（収蔵計画）

項目 主な意見 事務局の回答等
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対応等

【展示計画】
写真で紹介されたのはすべて佐賀市内での出土品か。

神埼市・姉遺跡の青銅器鋳型が1枚混じってい
る以外は、すべて佐賀市内の出土品である。

－

立体剥ぎ取りの展示は、資料P9の展示計画で床面積Aか
らBが200㎡増えているが、大体そのくらいの面積が必
要になってくるのか。

立体剥ぎ取りの展示については最低100㎡が必
要と考えている。床面積Aだと立体剥ぎ取りの
展示は難しい。

－

資料P20で北部山麓の遺跡との連携とあるが、どのよう
な遺跡をイメージしているのか。

現地で見学できるようなもで、現実的に古墳
が多くなると思う。

－

古墳が中心であれば、肥前国庁跡からもある程度の距
離があり、東名遺跡からでも大差ないのではないか。
北部山麓の遺跡との連携の項の内容は、少し検討した
方が良いのでは。

－
・候補地の内容についてもう少し検討す
る。

集客を図るには見せ方が問題になると思う。映像を組
み入れると展示の方法も変わるし、必要なスペースも
変わってくる。あまり興味がない人にいかに興味を持
たせるようにするか、見せ方の工夫によって展示の仕
方も大きく変わってくるだろう。そういう見せ方のイ
メージを施設配置の段階で考えていく必要がある。映
像とその他のものとを組み合わせて展示をするような
形を考えいくことが必要。

－

三重津海軍所跡ではVRを活用されているが、海岸線の
広がりや佐賀平野の成り立ちを解説するのに非常に有
効ではないかと思う。うまく東名遺跡の現地とリンク
できるような形ができれば良いと思う。

－

場所はどこであっても、今はVRみたいなものがあっ
て、その時代にタイムスリップするような感じで、東
名遺跡に近づいて行けたり、時代が変わって吉野ヶ里
遺跡に近づけたりするのはあり得るだろう。専門家で
あれば遺物の価値などが分かるかもしれないが、一般
の人が創造力をわき起こせるか、というとなかなか難
しい。それを理解するまではかなりの解説が必要にな
る。やはり見せ方の工夫が必要になると思う。

－

年間2万～3万人の集客は大変だろう。「水ものがたり
館」は年間1万6千人くらいで、小学生が4千人来てくれ
ている。ただ小学生に文章を読ませたりするのはなか
なか厳しい。

－

・第３回委員会で施設計画を提案す
る。

【基本計画案】
・展示計画

項目 主な意見 事務局の回答等
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対応等

学校の先生方に、あそこは全体１回見せておきたいと
思わせるにはどうしたら良いだろうか。

良い見せ方の方法はあるはず。今のところど
この施設もできていないのは、観光寄りか学
術・研究寄りかに偏っているからだろう。そ
れが融合できている施設がないので、この委
員会で、学術、教育、観光それぞれの立場の
人間が知恵を出し合って、新しい形の施設が
つくれたらと思う（池田委員）。

・次回以降検討する。

テーマ展示の「大陸文化の流入と弥生文化」は、佐賀
の歴史では外せない所ではあるし、人の動きが関わっ
て生き生きとした具体性が表現できると思うし、「肥
前風土記と古代文化」でも具体的なストーリーが背景
にあるし、現地やものと結びつけて語れると思うの
で、テーマとしてはオーソドックスではあるけれども
これで良いのではないかと思う。どのような見せ方を
するかというのは次に問題になってくると思うが、ス
トーリーは十分描くことができると思う。

－
・具体的な内容を第３回委員会で報
告。

企画展示などは、佐賀市が素材をある程度保有してい
るので、あるテーマに絞った展示が可能となる。そう
いう展示をすると違ったものが見えてきたりするの
で、繰り返し見学に来てもらえる。

－ ・企画展示室を設置する方向で考える。

展示室の仕切りはなるべく固定しない方が良い。可動
性が無くなって展示の幅が狭くなる。展示ケースもな
るべく可動式にした方が良い。

－
・展示室の具体的な使用方法として参考
としたい。

【基本計画案】
・展示計画

項目 主な意見 事務局の回答等
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