
第4回策定委員会　指摘事項と対応方針

No. 項目 主な意見（ページ番号は第4回資料） 事務局の回答 その後の対応（ページ番号は第5回資料）

1
１
章

１章の最後に、1.6として計画の全体の構造がどのようになっているかを示
してほしい ―

ｐ7、ｐ8「1-6計画の構成」を新たに記載した

2
ｐ22以降について、官房の指摘を受けて既に修正済みか、それとも今後修正
するのか

第５回の委員会までに修正する 修正した

3
ｐ22の本文の13行目、「国としての価値を構成する要素とほぼ同一である」
とあるが、「ほぼ」は何を示すか

旧堤防跡（保存堤防）の範囲が、史跡の範囲には
含まれているが世界遺産には含まれていないとい
う違いがあるため、「ほぼ」としている

－

4

ｐ22の下から３行目の文言に「史跡および明治日本の産業革命遺産の構成資
産として」とあるが、この場合は「資産」ではなく「要素」ではないか

世界遺産の視点では三重津海軍所は構成資産の一
つであり、三重津海軍所跡を構成するものが構成
要素としている

－

5

ｐ22の本文６行目、「史跡の本質的価値を～で整理している」とあるが、整
理しているのは、ここで整理したのか、それとも、史跡指定時にそういう意
味合いを持って書かれているという意味か

保存管理計画書を作成する段階で整理した

－

6
ｐ23の表について、ＣＤＥを一本化ではなく、ＤＥを一本化するべきではな
いか

検討する ｐ26の表で「ＡＢ/Ｃ/ＤＥ」という形で、５つに
分けたまま、大きく３つに区分した

7
ｐ23の国と書かれた列のBの青字の所には、青い丸が３つ入らなければなら
ないのではないか

管理保全計画書の中で商船学校期の遺構について
は、地方・地域の価値にあたるという整理がされ
ているのでこの部分に丸がついている

－

8
ｐ23の表３は世界遺産としての価値と史跡としての価値の考え方がわかりに
くい。

表の体裁の修正や説明文の追記など、今後検討す
る

ｐ25で「史跡の本質的価値」「世界遺産の顕著な
普遍的価値」「地方・地域としての価値」につい
て再整理した

9
ｐ54に記載されている見えないことの強みと弱みについて、強みに関する記
載が弱みに関する記載よりも薄いのではないか

表現を改め、見えないことの強みを強調する ｐ61見えないことの強みを強調した

10
ｐ57のウ、史跡地内でのイメージを阻害する要素について、「整理」という
表現ではなく、「撤去」や「移設」という方針を明確に示すべき

修正する ｐ67「3-2(4)景観保全の方針」で修正した

11
ｐ57のアとイ、発掘は破壊的行為を伴う一面があるので、そういったことを
抑制する文言を記載するべき

具体的な内容は４章にて修正する ｐ65「3-2(1)調査・研究の方針」、p69「4-1発掘
調査」に「発掘調査は必要最低限に行う」ことを
記載した

12
ｐ59、現状や課題として整理している内容を踏まえ、調査研究の必要性につ
いて追記すべき

修正する ｐ69「4　調査・研究」のリード文に追記した

13
ｐ59は発掘調査について、これまでにわかったことや、まだわかっていない
ことが何なのかを整理すると、発掘調査の目的と比較でき、わかりやすいの
では

修正する ｐ20「2-2(1)⑨これまでの調査結果」に調査結果
を、p69「4 調査研究」に今後の調査の目的を追
記した

14
ｐ60、文献調査の結果としてどのようなことがわかったのか ドライドック供用開始時期や、修覆場という呼称

の確定、金属加工の構造などが文献調査によりわ
かってきた

－

15
ｐ61、調査研究の内容の最後に「モニタリング」が「その他の調査・研究」
の後にあるが、「その他の調査・研究」よりも前に記載すべきでは

検討する ｐ72「4-3その他の調査・研究」の中にモニタリ
ングについて記載した

16
５
章

ｐ63、出土遺物の保存・修復についてもここで記載すべきでは 検討する ｐ73「5-1地下遺構・出土遺物の保存・修復」に
記載した

17
ｐ64産業システムという言葉が急に出てくるので、どこか前のところで説明
すべきでは

検討する ｐ61「3-1全体構想」に記載した

２
章

３
章

４
章

６
章
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18
ｐ64、６章のタイトルが他の章と比べて長すぎるので、短くした方がバラン
スが良いのではないか

検討する ｐ75「6 産業システムを視野に入れた整備」とし
た

19
ｐ64、いきなりゾーニングが始まるような印象を受けるので、どのような整
備をしていきたいのかを先に記載した方が良いのでは

検討する ｐ75　6章のタイトルの後にリード文を記載した

20

ｐ64の６章は主に整備に関わる内容が記載されているため、章タイトルから
「活用」という言葉を外しても良いのではないか。同様にｐ77の節タイトル
からも「活用」という言葉を外しても良いのではないか

検討する ｐ75「6 産業システムを視野に入れた整備」とし
た。ガイダンスを行う施設については「公開・活
用施設」と呼ぶこととするため、p90「6-9公開・
活用施設」はそのままとした

21
ｐ65のゾーニングについて、有明海沿岸道路で境界線を引く必要はないので
はないか。また、東側や南側の境界線についても、もっと広げるべきではな

ｐ2に記載している計画の対象範囲をもとにゾー
ニングを行っている。

－

22 ｐ66の「稼働期の動線」は何を根拠にしているのか 絵図や古い航空写真などを参考にしている －

23
ｐ66「稼働期の動線」と書くと誤解を生む可能性があるので、「海軍所稼働
期の道をたどる動線」とすべきでは

修正する ｐ78「6-3動線計画」で修正した

24
ｐ67の6.4について、「環境整備計画」という節の名称は「遺構表示計画」
のほうが適切ではないか

検討する ｐ80「6-5遺構表示」に修正した

25
遺構表現については行わない方向だが、検討したということは記載すべき － ｐ80「6-5(1)遺構表示に関する諸条件の整理」に

記載した

26
ｐ73の修景計画で示されている、大正期の絵図をもとにした地上表示という
のは、40ページの図58、59を取り除くということか

写真を掲載している物だけでなく、誤解を招く表
現だと考えらえるものについては撤去していく

－

27
ｐ77の公開・活用施設計画の中で、見えない状態がどう保存に結びついてい
るかということや、保存整備を行う上での考え方を解説してはどうか

―
ｐ90「6-9(4)公開・活用施設での主な解説内容」
に「遺構保存の仕組みの展示解説」追記した

28

ｐ78で示されている農地ゾーンと河川ゾーンについて、福岡県や大川市との
連携・調整が必要ではないか。関係機関との調整等について記載すべき

ｐ82「9-2推進体制」で記載しているように、関
係する国の機関や所有者・関係自治体などが集う
佐賀地区管理保全協議会により連携・調整を行っ
ている。7章でも関係機関と協議を行うことがわ
かるように文章で明示する

ｐ91「7 緩衝地帯の修景・保全」に記載した

29
集落ゾーンの絵図とは鳥瞰図のようなものがあるのか、それともｐ27に掲載
されている絵図のことか

ｐ27に掲載している以外にも絵図はあるが、最も
わかりやすいものはこの図である

－

30 景観に関わる内容なので、わかりやすいよう写真を掲載すべき ― ｐ92に写真を掲載した

31

ｐ79は、史跡の話が先に来て、その後に世界遺産の話をしたほうが適当では
ないか

―

ｐ93「8-1文化的資源・情報発信の拠点としての
考え方」で、まず「幕末佐賀藩の近代化を支えた
遺跡群」の側面を記載し、次に世界遺産について
の側面を記載した

32

ｐ79は、三重津海軍所跡のフルヒストリーも価値に含まれる。ローカル、佐
賀藩、世界遺産という三層構造で説明できるとよいのでは

―

ｐ93の図を「史跡」「佐賀藩」「世界遺産」の3
層構造にした。ローカルの話は前の章までで記載
しているため、8章では「佐賀藩」「世界遺産」
の側面での活用について記載した

33 ｐ79の図は、矢印は不要ではないか ― ｐ93　図を修正した

34

ｐ79(2)で「幕末佐賀藩の近代化を支えた遺跡群」という言葉が唐突に出て
くるが、事前に説明すべきでは

p48「2-5広域関連整備と事業」で個別の説明を
し、p9「2-1(2)歴史的環境」で有機的なつながり
について記載している。8章でどう記載するかに
ついて検討する

ｐ93「8-1文化的資源・情報発信の拠点としての
考え方」を修正した

35 幕末佐賀藩の近代化を支えた遺跡群は、現在計画等が進められているのか 調査途中であり、計画等は進められていない ―

６
章

７
章

８
章
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36
ｐ79(2)の「幕末佐賀藩の近代化を支えた遺跡群」というタイトルは、鍵括
弧を削除したほうがわかりやすいのでは

―
ｐ93「8 文化的資源・情報発信の拠点としての活
用」で修正した

37
ｐ80の進め方について、社会教育や学校教育、地域の文化資源としての視点
を追加してはどうか

検討する ｐ94「8-2活用の進め方」を再度整理し、「学校
教育・社会教育」や「観光的側面」等を追記した

38 ｐ80で「来訪者への配慮」は大事だが、一番最初に来る話ではないのでは ― ｐ94「8-2活用の進め方」の項目を再度整理した

39
ｐ80で地域は参画することになっているのに対し、来訪者に対しては受動的
なスタンスになっている

―
ｐ94「8-2活用の進め方」に来訪者を呼び込む手
法を追記した

40
パンフレットよりも少し詳しい一般書のような出版物の出版について検討し
てほしい

―
ｐ94「8-2(1)1学校教育・社会教育」に「多様な
主体を対象とした教材の提供」を記載した

41

ガイダンスセンターに恒常的な調査研究機能を付加できないか 調査・研究については、調査計画に基づいて進め
ていけるように定めたいと考えている。今後の体
制について現段階では言及できないが、様々な側
面から検討していきたい

－

42
ｐ81に事業の計画が示されているが、短期計画の期間内の事業をもっと明確
に示してほしい。また、短期計画の起点がいつなのかを示してほしい

―
ｐ96「9-1事業計画」に記載した

43
全
体

三重津海軍所跡においてフルヒストリーをどのように捉えるかを検討してほ
しい ―

ｐ25「2-3三重津海軍所跡の構成要素」でフルヒ
ストリーについて整理した

９
章

８
章

3


