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1
第1回
指摘事項

・「ガイダンスにおける展示解説の内容」のうち、『「明治日本の産業革命
遺産」全体のフルヒストリーと三重津海軍所跡の間をつなぐ説明も必要。』
は、表現としておかしいのではないか。

・内閣官房から示されている「フルヒストリー」の定義について説明。
・誤解が無いよう、きちんと整理する。

・計画案での表現について整理する。

2
第2章
P15-16

・「史跡指定地と公開・活用施設での整備のあり方」について、凌風丸の復
元は困難という説明がなされているが、屋外では困難という考え方なのか、
模型でも困難という考え方なのか。
・「（3）公開・活用施設でのあり方」では、「史跡指定地では表現しがたい
造船・修船システムの流れや、関連遺構の構造や、洋式船について、模型や
映像による復元を検討する」とある。この洋式船は「凌風丸」のことを指す
のか。

・佐賀藩がもっている洋式船全体の中でも、「電流丸」は資料を組み合わせ
れば、スケール等は考えないといけないが少しは精度が高いものが出来るの
ではないかと考える。「凌風丸」は設計図がなく、今残っているのは側面か
ら見た絵図のみである。絵図をもとに正確な復元は困難であると考えるた
め、原寸復元は難しいと記述している。ただし、映像での復元はある程度可
能性があるため、出来ればその方策を探るということで整理している。

―

3
第2章
P19

・「三重津海軍所跡の保存・整備・活用に関する計画」の「6.9 公開・活用
施設」に位置づける「公開・活用施設」に関するより具体的な議論の場がこ
の委員会だと思う。基本的には、展示・ガイドに特化した内容がこの委員会
での検討課題との理解でよいか。

・基本的にはそのような考え方となる。
・ガイダンス施設を議論いただくための委員会だが、一体整備を目指すた
め、史跡の本体整備もきちんと視野にいれて双方が両立ようなガイダンス施
設のあり方を議論いただきたい。

―

4
第2章
P19

・ガイダンス施設に博物館機能のようなものまで求めるとする場合、専門職
員の配置、学芸員の配置まで含めて考えるかどうかがあると思う。調査研究
に関しては別でフォローをし、ここではあくまでガイダンス、展示に特化す
るという考え方で進めるという理解でよいか。

・基本的な考え方はそのようになる。
・調査研究機能は教育委員会にあるので、機能はそちらに置きつつ、調査成
果の情報を発信する機能をガイダンス施設に持たせたいと考えている。

―

5
第2章
P19

・実際にガイダンス施設が出来て運用を始めると、施設のスタッフにどのよ
うな負荷がかかるのかは考えておかないといけない。運用しながら考えてい
くことも出てくるのかも知れないが。

― ―

6
第3章
P31

〈来館者の属性〉
・みえつスコープの利用者の住所のグラフについて、割合（％）のみ記載さ
れているので、実数を入れるべき。

・実数表示をしたい。 ・実数表示に修正。

7
第3章
P32

〈来館者からの評価〉
・バルーン大会期間中のアンケート調査結果を示しているが、この期間中の
来館者は（通常と比較して）かなり偏りがあるのではないか。むしろ一般的
な時期の結果を掲載した方がいいのではないか。母集団の選び方は注意した
方がいい。

・ユネスコの勧告に基づき、今年度以降来訪者数調査を実施することとして
いる。あわせて、アンケート調査も定期的に人が集まりやすい時期にサンプ
ルをとっていくこととしている。偏りのないところでのデータも収集してい
けるものと考えている。
・サンプル数として1,000を超える調査結果はこの期間の調査分のみである。
他の調査結果も確認し、計画に掲載することがふさわしいデータがあるか確
認し、整理をしたい。

・来館者の満足度や自由意見に関する記述に修正。
・回答者の属性として、住所、交通手段、訪問回数のデータを掲載。

8
第3章
P35-37

〈3.2ガイダンス施設の立地条件）
・「整備位置に望む条件」として、「施設としての内容の充実」をどちらの
方が図れるかという項目も設定した方がいいのではないか。

・検討する。 ・委員ご指摘のとおり、現在の展示では十分に伝えきれていないとの認識か
ら、ガイダンス施設の整備の検討を行っている。そのため、「記念館の活
用」「新築」のいずれの場合でもその充実は図るべきと考え、比較項目には
掲載しないとの整理をした。。

9
第3章
P35-37

〈3.2ガイダンス施設の立地条件）
・P37の表について、具体的に「コスト」はどの程度なのか、「整備時期」は
具体的にいつを目処に整備する必要があるのかを聞きたい。
・記念館との一体型の場合、床面積を増やすも必要となると思う。どの程度
増床が可能であるか、新設の場合、ガイダンスゾーンの中に購入しやすそう
な土地がどの程度あるか等の規模、予算などの情報を出してもらえると検討
しやすい。

・ガイダンス施設は、平成33年度の一般公開を目指したいと考えている。
・「予算」はこの案は何億円ぐらいかかるという資料はお示しが出来ない。
　ガイダンス施設にどういう機能がどれぐらいのスペース必要だという議論
を進めるなかで、全体のガイダンスの有り様を示し、概算工事費が出るもの
と考えている。

―

10
第3章
P35-37

〈3.2ガイダンス施設の立地条件）
・P37の記念館の活用の図を見ると、佐野常民記念館を半分に分けたようなイ
メージ。半分にガイダンス施設を設けるというイメージを持つ。
本来、佐野常民記念館がもつべき機能とガイダンス施設がもつべき機能は違
うのではないか。

・２つの色で塗っているのは、常民の顕彰施設と三重津海軍所跡のガイダン
ス施設の２つの機能が入るという意味合いで示している。
・記念館はフロアが３つあるため、館全体でどのような機能の配置ができる
かということを考えていきたい。記念館の機能を残しつつ、三重津海軍所跡
のコンテンツも入ることとなるため、どううまくつなぐかということも今後
議論の対象となると考えている。

・記念館の表示について修正。

1
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11
第3章
P35-37

〈3.2ガイダンス施設の立地条件）
・中間案として「増築案」もあると思う。
・ガイダンス施設の機能としては、人を集めないとダメ。今の記念館で、人
を集めるためにどんなものを展示するのか、展示できるものがあるのか、相
当手を入れないとダメなんじゃないだろうか。リピーターを増やし、海外か
らも、また佐賀県・佐賀市内のこどもたちが何度も行きたいと思う施設にす
るためには、例えば凌風丸の模型をおき、インパクトを与えられるような施
設がいいなと思う。そのためにも「増床」もしくは、記念館の隣に建物をう
まくつくる案もあっていいと思う。

・記念館の現在のフロアですべて求める機能が収まるかどうがということも
後ほど検討していくことになる。事務局としてもおそらく床面積は不足する
と考えており、「記念館の活用」には増床も含んでいると考えていただきた
い。

―

12
第3章
P35-37

〈3.2ガイダンス施設の立地条件〉
・記念館の整備には国庫補助事業が適用されており、日赤からの支援も受け
ているということ。ここに三重津海軍所跡のガイダンス機能を入れ込むこと
になれば、記念館の現状の機能として続けていけないものが出てくるのでは
ないか。代替案などあるのか。

・現在記念館に入っている機能をそのまま継続していくことが難しいものも
出てくるかも知れない。記念館設置の際に、国庫補助や日赤からの支援も受
けているため、機能は維持しつつ、やり方を変えることを模索しなくてはい
けないと考えている。
・近隣で中川副公民館の新設も近々予定がある。機能の一部を公民館に移す
ことが出来ないかということも視野に入れながら整理をしていきたい。

―

13
第3章
P35-37

〈3.2ガイダンス施設の立地条件〉
・２階の佐野常民の展示施設は残したままで、残りのフロアで計画案を考え
るものと思っていたが、２階の佐野常民の展示エリアも含めてこの計画で検
討していくという考え方でいいのか確認したい。

・２階の展示の機能は、佐野常民の業績をアピールする展示としてきちんと
残したいと考えている。それ以外のところで、増床も含めて、三重津海軍所
跡のコンテンツをどのようにしていくかという検討をしていきたい。
・記念館との一体整備を図るとなれば、三重津海軍所と佐野常民の関係性も
うまくつなぎたい。常民の展示を見に来た人が三重津も知って帰る、あるい
は、三重津の展示を見にきた人が常民の業績を知って帰るというふように、
両方知って帰ってもらえるようなつなぎ方をしたい。

―

14
第3章
P35-37

・情報はどんどん膨れ上がってくる。すべてを展示物、情報として見せるの
ではなく、ＷＥＢやアプリを活用して情報を見せていくという方法もあると
思う。アプリが出来れば、外ではＡＲとして見せることも出来る。
・展示物を見せるという発想も大事かもしれないが、来館者もいろんな考え
方を持っており、目的も違う。目的に沿って情報をチョイスできる、ＷＥＢ
やアプリを使いながら、来館者は自分なりの学びが出来るのではないか。

― ・展示計画の「情報解説展示｣で考え方を整理。

15
第4章
P41

〈整備方針〉
・P41に示す「伝える」「深める」「交わる」「拡がる」の４つのキーワード
は主体がバラバラである。
　「伝える」は管理者側、「深める」は来訪者側なので少しわかりにくい。
P44の必要となる機能の中でも使っていくキーワードとなるので整理した方が
いいのではないか。

・この形で出すかどうかも含めて、整理をさせていただきたい。 ・上位計画で示している「活用の進め方」の３つのステップ「誘う⇒来る」
「伝える⇒理解する」「促す⇒動く」にあわせて考え方を整理し、修正を
行った。

16
第4章
P42

（4）発掘調査等の成果を活かして更新される展示
・2行目「･･･何度訪れても新しい発見や新しい感動がある展示を心がけ
る。」というのは理想であるが、情報更新の頻度をどのくらいに設定するの
かというのを考えておかないといけない。発掘調査の成果を出すと考えた
ら、年に1回更新できればいい方ではないか。それともリピーターを獲得する
ことを目指して、頻繁に企画展を実施するようなイメージなのか。

・できるだけ成果を活かして、新しい情報を提供したいという意味合いで記
載している。情報更新をどのくらいの頻度で行うのか等の議論は深まってい
ないので、次回までに整理をしたい。
三重津海軍所跡の場合、頻繁な情報更新というのは現実的に難しいところも
あるので、そのあたりも考えて表現していきたい。

・「更新される展示」として整理し、修正を行った。

17
第4章
P43

(6)ガイダンス施設周辺の景観をはじめ、他の関連施設とも連携する展示
・4行目「佐賀城本丸歴史館や徴古館などの、関連する他のガイダンス施設
や･･･」とあるが、佐賀城本丸歴史館や徴古館はガイダンス施設ではない。

・修正する ・修正を行った。

18
第5章
P44

〈機能〉
・調査研究機能自体は他で担保できればいいが、「情報の蓄積」としては、
館内に資料室などとしてもっておいた方がいいのではないかと思う。
・（担当する）人も変わっていくし、ガイダンス施設が出来るのであれば、
ここで情報を蓄積していければきちんと残っていくと思う。

・これまでの調査の成果は教育委員会でまとめて保管している。世界遺産登
録に向けての手続きに関する情報は三重津世界遺産課で情報を蓄積してい
る。最終的にこれらの情報をどこで管理していくのかと考えていく必要があ
ると思うので、今回のご指摘を受けて、内部で検討をしたい。

・ライブラリー機能として整理する。
（具体的にどの情報が提供できるか、また提供の手段は今後の検討課題であ
る。）
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19
第4章
第5章
P42-44

〈展示方針／機能〉
・情報の蓄積、発信をやるためには、相当気の利いた人がいないと出来ない
事。企画展をやることでお客さんを呼び込むとしたら、企画展の仕込みは相
当大変。ここの施設に絶対学芸員機能がないといけないというわけではない
が、調査研究も含めてどのようにまわしていくのか（運営していくのか）と
いうことを十分に考えていく必要がある。「関係施設との連携により機能を
担保していく」ということはきちんと考えておいた方がいい。

―

20
第4章
第5章
P42-44

〈展示方針／機能〉
・展示方針というのは、単に何を並べるかだけではなく、それを維持管理し
ていくシステム、制度として考えないといけないと思う。
・情報の蓄積としての調査研究と、調査により蓄積された成果を情報を発信
するというのはイコールではない。蓄積された情報を取捨選択して、再構成
し、企画展とか展示、常設展示の変更などにつながる。蓄積された情報と発
信される情報との間をつなぐ人間がいないと、たくさん情報があるので発信
できない。きちんとした企画担当、学芸員的なポジションがないと、有効な
情報発信というのは出来ない。

―

21
第4章
第5章
P42-44

・維持管理のシステムをきちんと持つべきだということは書いておいた方が
いい。三重津だけに限った話ではないが、コーディネートし情報発信のあり
方を考える人が必要である。
・世界遺産の構成資産になったのは三重津海軍所跡だけだが、佐賀藩には他
にも関連遺産があり、全体をつないで説明をしないといけない。既存施設の
どこかでやるのも難しい。三重津海軍所跡がその核になってもいいのではな
いかという議論があってもいい。

―

22
第5章
P44

〈機能〉
・「周遊促進」に「幕末佐賀藩の近代化遺産」「明治日本の産業革命遺産」
などが挙げられている。おみやげを買うなどの「集う」という機能と同じグ
ループに整理されている。「周遊促進」ではなく、「伝える」のところに整
理されていい項目だと考える。周辺の観光施設を紹介するだけでなく、周辺
の関連情報として積極的に情報を発信していくことも考えてみたらどうか。

・機能整理の表について、いただいた意見もふまえながら整理をしていきた
い。

・必要となる機能について修正を行った。

23
第4章
第5章
P42-44

・三重津のガイダンス施設で佐賀の近代化事業を全部語ってしまおうとして
いる気がする。例えば、佐賀駅を降りると、佐賀の幕末近代化遺産を語る総
合的なガイダンス施設が1箇所あって、そこから多布施反射炉や佐賀城、三重
津海軍所跡に行くという、外から見たネットワークの中に三重津海軍所跡の
ガイダンス施設を位置づけて、そのネットワークの中で、三重津海軍所跡の
ガイダンスがどのような役割を持つのかという整理をしていくことも一方で
は必要なのかも知れない。
三重津からすべて発信するんではなく、ネットワークの中の一部として整理
すれば、たくさんの情報を何でもかんでも発信しなくてはいけない施設とは
また違ってくると思う。これは佐賀市全体での話になるので、この委員会で
の議論の範囲は超えていると思うので、参考意見として聞いてほしい。

・三重津海軍所跡(のガイダンス施設）ですべてを語るつもりはないし、ここ
ですべてを語るのは無理だと思っている。
・佐賀藩の近代化遺産は４つがセットだと言われているが、実態として、佐
賀市が全体のとりまとめを出来ているかとそうではない状況がある。委員か
らいただいた話は理想であり、そうなればいいと常日頃思っている。全体と
して幕末佐賀藩の近代化遺産をどういうふうに保存し、整備し、活用してい
くのかというのは、まさに今からの話であるため、ご意見をいただくのは有
意義なことと考える。そういったご意見もふまえながら、三重津海軍所跡の
展開についても考えていきたい。

―

24
第4章
第5章
P42-44

〈整備方針／展示方針〉
・誰に向けての施設なのかという点が今日の議論では出てこなかった。誰に
向けての施設にするのかで表現の仕方などもかわってくる。皆に喜んでもら
える施設が理想ではある。世界遺産だから史実や正確性も必要だと思うが、
多少柔らかい発想でインパクトのあるものを目指して出すなど考え方はいろ
いろ。人を呼びこむ施設を目指すのか、教育や研究に重点をおいた施設を目
指すのかで違ってくると思う。

― ・施設の利用者は多岐にわたるため、情報発信の対象者については特定すべ
きではないと考え、展示方針では、様々な主体に「正しくわかりやすい展
示」であることを整理。また、来訪者の訪れるきっかけづくりについて意識
し、考え方の整理を行った。

25
第4章
第5章
P42-44

・新しい施設が出来ても人が来ないと意味がないし、興味がない方をどのよ
うに誘導するかというのも考えないといけない。正確性を担保しつつ視覚的
にどこまで見せるか。屋外であっても今後の技術次第ではリアルタイムに20
メートル弱の凌風丸を見せることは技術的には出来ないことはない。ただ、
最初はいいがリピーターにつながるわけではない。
・屋外はやはりガイドさんがいた方がいい。例えばコミュニケーションロ
ボット。おせっかいなロボットが三重津のことを教えてくれるという興味を
ひく仕掛けをつくるというのも技術的は出来る。観光という視点では、そう
いったことを三重津の強みとして考えるというのも１つの手かもしれない。

― ・展示方針に「興味・関心をひく展示」の項目を整理。

・展示方針の冒頭に、施設の運営体制について今後具体的に検討を進めるこ
とを追記。
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26
第4章
第5章
P42-44

・P39に「ユニバーサルデザイン」、P40に「障がいの有無にかかわらず」と
いう考え方が出てきている。これからガイダンス整備の方針を考えるうえで
は、「人にやさしいガイダンス施設」ということを意識してほしい。

―

27
第4章
第5章
P42-44

・三重津海軍所跡の場合、全体を広域的にお客様に動いてもらうことを想定
している。さまざまな人が来られる。頭の中で考えるだけでなく、対象とな
る人に参加いただき、整備のあり方を考えることは必要。例えば、視覚障害
者の方が感じることは我々が考えることとは違う。

―

28
第4章
第5章
P42-44

・佐賀にある世界的にも普遍的な価値を全国的に発信していくというのも1つ
の考え方。佐賀の幕末の近代化の取り組みのすごさを地元の人、子どもたち
がどの程度知っているのか。地元の人、こどもたちへの発信というのは大事
なポイント。世界遺産を将来につなぐ意味では、次の世代にどのように伝え
ていくかというのはすごく重要なこと。

― ・特に、こどもたちの学習支援を意識し、来訪のきっかけとなる事前教材の
提供等を追記。

29
第5章
P44

・「物販」機能にはふれてあるが、「飲食」の機能をどう整理するか。 ― ・ガイダンス施設において、「飲食」機能は想定していない。

30
第5章
P44

・施設は有料にするつもりなのか。 ・入館料は無料、佐野常民の展示コーナーは有料、3階の展示コーナーは無料
で現在は提供している。
・今後施設全体を検討していくなかで、料金のあり方について整理していき
たい。

・第8章の「管理運営計画」で整理する。
※現在の記念館の機能を継続するためにも入館料は無料、観覧料は有料で想
定をしている。

31
文化庁
コメント

・ガイダンス、史跡整備ともに、文化庁の補助事業を活用することを前提
に、市の方で計画検討を進められていると考えている。
・通常であれば、史跡本体が主、ガイダンス施設が従ということで明確な使
い分けをしてきていたが、三重津海軍所跡では現地での活用展示が多くの制
限を受けているので、現地だけでは価値を十分に伝えることが出来ないとい
うことで、何か新しい、それもガイダンスとの連携で解消して、史跡整備の
限界を超えるような表現が出来ればということで期待をしているところ。
・どんな素晴らしいガイダンスでも、現地の史跡には絶対かなわないという
ことがある。現地は本物である。「見えない三重津」ということでなかなか
見ることは出来ないけれども、本物を知る、本物の上に立っているとか、当
時と同じ本物の景色を見ているなど、本物感をガイダンス施設との連携でつ
くっていただければ、史跡そのものの価値がお客様に伝わるのではないかと
思う。先生方のご指導をお願いしたい。

― ―

・「整備の基本的な考え方」に追記。
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