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平成２９年度第１回佐賀市文化振興基本計画推進懇話会 

会議録 

開 催 日 平成３０年２月２０日（火） 

開 催 時 間 １５時００分から１６時５５分まで 

出 席 者 

委 員 
高島会長、金子副会長、西原委員、白木委員、富吉委員、 

吉田委員、中野委員、徳永委員 

事務局 
江副社会教育部長、宮﨑文化振興課長、北島副課長、谷澤係長、 

重永主査 

議 事 

◎文化振興基本計画の重点事業について 

（１）平成２８年度 主要事業実績について 

（２）平成２９年度 主要事業計画の進捗状況について 

（３）文化振興基本計画の数値目標について 

欠 席 委 員 なし 

傍 聴 者 なし 

報 道 関 係 者 なし 

 

◎議事 平成２８年度の主要事業実績と平成２９年度主要事業の進捗状況について 

 

○会長 

 平成２８年度の主要事業実績と平成２９年度主要事業の進捗状況について事務局から説

明があった。ご質問やご意見等はないか。 

○委員 

 「文字が語る古代史」という肥前国庁跡に関する冊子について、読み仮名のふり方やカ

タカナ表記の基準がよくわからない。冊子中の教育長あいさつでも、「また出土しても破

損やマメツのための」という表現が出てくるが、この「マメツ」とは「すり減る」という

意味のマメツか。 

○事務局 

すり減るという意味である。 

○委員 

 「磨滅」と漢字表記ほうがわかりやすい。それから、３３ページの上から４行目、四等

官制の守・介・掾・目のうち、掾・目にはふり仮名があるが守と介はない。この冊子は歴

史が好きな人が読まれるため、守と介は読めるだろうということだと思うが、四等官制は

時代区分により表記が変わるので、守・介もやはりふり仮名を入れた方がよい。表紙から

は一般の人にも面白い、歴史に興味を持っていただきたい感じが出ているので、一般の方

が読みやすい配慮をしていただければさらに良いと思う。 

○会長 
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肥前国庁跡で開催されている企画展「文字が語る古代史」を見に行ったが、非常に読み

づらい説明である。土器とか出土品も良い展覧会だが、文字というのはそれ以上に地域の

歴史や遺跡を物語るものなので、一般の方を対象に開催されているのであれば、わかりや

すい解説を、もう少し丁寧につけたほうがいいのではないかと感じた。佐賀の古代を語れ

るような素晴らしい資料である。 

○委員 

古代の文字の出土分では、いわゆる、極小のものを除くと竹串など戦国のものが多い。

漢字をあてる前の大和言葉で「かく」という意味は、戦国の「ひっかく」に由来している。

そういう流れが見えると、文字に対する興味がさらにわくと思う。今、日本語の美しさと

いった本が良く売れているが、こうしたものに合わせて展示等をすると、より一層興味を

持っていただけるのではないか。 

○委員 

冊子をつくる人はかなり考えられたと思うし、どこまでふり仮名をつけるかはかなり悩

まれただろう。しかし、読めるものでも、古代の漢字には全部ふり仮名をつけるとかの基

準をつくったら良かった。編集者により基準が変わると全体ではわからなくなる。本作り

の経験者や編集経験者などに一回見てもらうとわかりやすい。 

○委員 

 こういった冊子ができるとよい。 

○会長 

１７ページの稲主、これはすごい資料である。その地域や時代の状況が良くわかる。そ

こからは建物跡も出ており、どういう生活の遺跡かがわかり専門家にとってはいい。しか

し、もう少し一般向けのものもいる。稲主とはどういう憧れの存在か。出た遺跡と周辺の

状況を考えるとすごい資料である。 

○委員 

 東名遺跡が最初に新聞に載った頃は、皆さん「とうみょう」と読んでいた。やはりルビ

をふらないと、わかりやすいようで、わかりにくい。こういった理由でずっとルビをふっ

ていたが、今ではルビをふってない。以前は「セクハラ」は「性的ハラスメント」などカ

ッコ書きしていたが、一般的になってきたため今では外している。 

○会長 

 東名のことで、現地に収蔵庫をつくる署名運動が高木瀬あたりであった。 

○委員 

 現地につくってほしいということか。 

○事務局 

 現地でなく周辺である。署名運動の内容は東名遺跡の遺物が中心となるだろうから、東

名遺跡の周辺につくってほしいという要望であった。あそこは巨勢川調整池で、あの中に

はつくれないということはわかられている。近接地につくってほしいという要望で活動さ
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れている。 

○会長 

 市民に公開できるような資料が東名には膨大にある。保存問題もあるが、埋蔵文化財セ

ンターとあわせて考えていきたいということだが展示スペースが狭い。 

○委員 

 東名は道路標識などあるのか。 

○会長 

 平尾東にある。 

○事務局 

 平尾東にあるが少し小さい。 

○委員 

７０代男性２人が遠方から来られており、東名遺跡へはどう行けばいいかと尋ねられた。 

○委員 

 埋蔵文化財センターをつくるのは非常にいいことであると思うが、保存と展示のどちら

をメインにするのか。埋蔵文化財センターは東名だけの展示施設ではないということだが、

場所や活用策などどうしていくか。基本的には展示活用が大部分になると思うが、リピー

トの来場が難しい中で、どこまで興味を持って来場していただけるか。反対に、広げすぎ

ても目的が曖昧になるので、小学生や中学生の教育の場として特化したほうが良いか。ど

のような活用が一番理想的かについては今から検討に入られると思うが。 

○会長 

 東名遺跡の保存計画も、埋蔵文化財センターの整備も進めておられる。それぞれで提案

されると思うが、例えば東名については収蔵と展示が問題であり、こういう東名の保存計

画にどのようにして埋蔵文化財センターがこたえるのか。また、その中で、どう位置付け

ていくのかということをこれから具体的に議論されると思う。 

○委員 

 一番大切なのは保存か、発掘か。 

○会長 

 保存は、保存対象の材質によるが、きちんとした空調施設やそういうものが必要な場合

もあれば、必要でない場合もある。どんなものを使っているか、価値があるか、ないかが

ある。考古学的な資料として分かれるため、収蔵と保存は検討しなくてはいけない。発掘

された土器や石器のようなものは自然風化することはまずないが、金属、木製品、それか

ら他の植物でできたものは酸化、乾燥が進むとよくないので、どう保存処置をして保存す

るのかがある。 

○委員 

建物の規模、つくり方、展示の仕方などは今から検討されると思うが、出来上がった後

の運営、いわゆる人的配置はどうか。今は発掘調査が主だが、保存と活用は別なので活用
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に関わる人的配置をきちんとしないと、ただ発掘し、出土し、公開したで終わってしまい、

その先がないことになる。 

○会長 

 埋蔵文化財センターの資料では展示を考えておられるが、活用も考えなくてはいけない。 

○委員 

 説明書きもきちんとルビをふって、わかりやすく専門に偏らない説明をつけないといけ

ない。難しすぎると読めても意味がわからない。 

○会長 

 東名の保存で特に気を遣わなければならないものには、どんなものがあるか。 

○事務局 

 編みかごがある。 

○会長 

 編みかごを取り上げるとき、かごだけでなく、土と一緒に取り上げなければならない。

土とその編みかごの材質が違う。どんな解決方法があるか。 

○事務局 

 編みかごはアルコールで保存処理をするので、空気に当てても大丈夫だが、何年もつか

は保証がない。やはり温度管理などが必要になってくる。 

○会長 

 埋蔵文化財センターと保存科学施設を持ったところもあるが、そこまではなかなか難し

い。しかし、最低でも一時的な保存処置はしておかないといけない。その後、きちんとし

た保存処理をできるところに頼むこともあるかもしれないが、いずれも、どう公開するの

かになってくると思う。 

○委員 

 埋蔵文化財センターの基本構想、基本計画の２３ページからよろしいか。 

○会長 

 はい。 

○委員 

 構想案を見ると、いわゆる収蔵、調査研究、色々な展示物の普及活動といった沢山の機

能がセンターに設けられている。もちろん、全ての機能が必要なことで、このような機能

を持った埋蔵文化財センターが出来るというのは非常に喜ばしいことだと思う。しかし、

昨年、埋蔵文化財センターをどこにつくるか場所が決まっておらず遅れると新聞に出た。

やはり、東名の近くが一番よいのではないかと思うが、東名以外のものも全部ここに収蔵

して、広く展示することになるので場所が非常に難しい。収蔵庫というのは、最初にかな

りの余裕を持ってつくらないとすぐいっぱいになる。今の発掘状況をみていると、どんど

ん収蔵するような遺物も増えてくるだろう。新聞では、最初は２０２０年ということで計

画されたと書かれていた。 
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○事務局 

 平成３２年度である。 

○委員 

 ２年後。これは今のところ大幅に遅れることになったわけか。 

○事務局 

 当初、合併特例債の期限である３２年に合わせて整備することを考えていた。しかし、

場所の問題もだが、今、佐賀市としては、三重津海軍所跡関係でガイダンスをつくること

が優先されている状況。今のところは東名遺跡周辺につくるかどうかも含め検討が必要な

ので、もう少し先に延びざるを得ない状況である。 

○委員 

 財源的にも、より難しくなるわけか。 

○事務局 

 佐賀市全体では色々な事業があるが、財源によっては合併推進債や文化庁の補助金も使

えるが、合併特例債のほうが有利ではある。 

○会長 

 この基本計画は全体としては非常に良くできている。この基本計画では、埋蔵文化財セ

ンターの候補地を山麓文化エリアと考えている。山麓文化エリアには大和庁舎があるので

改修して候補地とできないか。改修費も補助金は出るか。 

○委員 

 保健センターに事務室をつくり大和支所を移して空ければ、かなりのスペースがあるし

インターにも近い。 

○事務局 

 当時、保健センターを何とか改修できないか検討していたが、将来、東名遺跡の遺物が

重要文化財になる場合に、温度湿度管理や二重壁などの制約があること、改修費用が相当

かかること、そこだけでは狭いとうことで断念した経緯がある。 

○委員 

 富士の倉庫に保管しているものや、色々散らばっているものを全部集めると沢山の倉庫

がいるが、どこまで集めるのか。土器片などは減ることがなく増えるばかりなので、それ

を考えるとどれだけ倉庫がいるのか。 

○事務局 

 現在、城西中の跡地に色々な遺物を収蔵しているが、ただ置いているだけで、それを人

に見せるなどの活用は出来ていない。城西中の跡地は遺物でいっぱいで、校舎自体も古く

危険性も出てきたことから、収蔵と展示をまとめた埋蔵文化財センターを市単独でつくる

計画が十何年前から出ている。規模的には数億円となるため、大和支所や保健センターと

いった既存施設の活用についても内部で調査した。こうした変遷を経た上で、最近では、

肥前国庁の周辺であれば肥前国庁とあわせての集客が見込めるのではないかということで
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立地条件を示した。一方で、東名遺跡が一昨年に国の史跡になり、市が収蔵庫等をつくる

のであれば東名遺跡がメインの施設になるだろうから、東名遺跡の周辺につくるべきでは

ないかという声があがり、特に去年、署名活動となり、四千数百名の方々の署名が集まっ

た。今回、改めて検討を再開し、展示スペース、収納スペース、研究施設をつくるという

埋蔵文化財センターの基本計画ができた。約２０００平米の面積になる。例えば、バルー

ンミュージアムの１フロアで大体２０００平米だが、それ位の規模の建物ができる。既存

の建物を改修するよりもかなりグレードが高い。面積も相当あるが、それでもやはり全部

を収納できるかというとそれは厳しく、今からも増えていくと予測されるため、バックヤ

ードスペースなどの機能を付加していきたい。本当に東名の周辺が良いかのか改めて内部

で場所の検討を行った結果、山麓文化エリアが良いとなった。その地域は周辺にも史跡が

多く適当な場所となる。財源の件は、埋蔵文化財センターをつくるにしても、先ほどの財

源や文化庁の補助事業を活用できるかにもよる。先ほどの三重津との関連はその点である。

三重津が先行しており、整備時期を合わせると財源的に厳しいため、２、３年遅れるかも

しれないが、少しずらした時期に照準を合わせて文化庁とも調整している。昨年、東名遺

跡が国指定となり、国指定の史跡の保存方法に関する会議をまさに立ち上げようとしてい

る。会議の中で、そこから発掘された遺物も同じように文化財ではないかという意見や、

埋蔵文化財センターを東名遺跡のガイダンス施設として、出土物もあわせて近辺に持って

きたほうが良いのではないかという意見などが出ることも予測している。これにより、埋

蔵文化財センターを東名遺跡の周辺に整備するといった結論を１年余りで出さざるを得な

いかと思っている。また、準備も必要であり、事業計画も大体その辺にあわせてつくって

いくという状況である。皆様からの様々なご意見があるが、市としてはなぜそこにつくる

のかもう少し話を詰めていく。 

○会長 

 色々な課題もあるが、三重津海軍所にしても東名にしても、どう「見える化」するかが

重要。調整池の中というのは条件が厳しいだろうが、そうじゃないところに整備するとい

うのは難しいかもしれない。 

○事務局 

 敷地は調整池という機能を持たせてつくられており、調整池の中に史跡が入っているの

で、そこに埋蔵文化財センターをつくることは無理かもしれないが、借地や代替地を準備

するなど敷地の使い方を含めて国交省の担当者と話している。 

○会長 

 施設整備にはガイダンス施設があるが、これは補助対象施設になるのか。計画が進むよ

うにお願いする。 

○委員 

別冊資料８ページの大隈重信記念館の説明文について、由緒という表現は大隈と今井の

どちらにかかるのか。今井さんの建築はシュタイナー建築様式の影響を受けて設計されて



7 

 

いるが、シュタイナー建築が九州にあるのは結構珍しいのでその点のアピールはしないの

か。社会教育家であったシュタイナー思想の具現という意味では、教育者としての大隈と

の関係性を前面に押し出すと、ひとつのストーリーとしては面白い。しかし、あまりシュ

タイナーを前面に押し出すと大隈がかすむので言いにくいのかとも思う。シュタイナーは

あまりアピールしなくていいか。 

○事務局 

 この建物は観光振興課の所管である。シュタイナーをアピールしているとはあまり聞い

たことがない。今回は、登録有形文化財になったので登録文化財の紹介をしている。やは

り、大隈重信記念館というように、わざわざ大隈から大隈重信という名前に名称を変えて

いるので、大隈重信を前面に押し出していると思う。 

○会長 

 これは登録有形文化財という文化庁に出したときの名前か。名称はどうなっているか。 

○事務局 

 名称は大隈重信記念館である。どちらかというと、佐賀市が大隈記念館だとよくわから

ないので、大隈重信という名前にしたということである。佐野常民記念館と同じようにし

ている。 

○会長 

 登録有形文化財にしたときの事由説明は別にあるのか。登録有形文化財なので、できれ

ば、設計者 今井健次のことも考えてもらえたら。それから、カセドリが無形文化遺産の審

査にあがっているようだが、後継者問題が前から言われている。 

○事務局 

 ユネスコの無形文化遺産になるときに、地元では賛成ばかりではなかったというのが実

情である。後継者の問題や、負担が大きくなるという懸念だと思う。しかしながら、最終

的には賛成していただいた。どちらにしても、地元に住んでいる方ばかりではないため、

カセドリ行事をする時だけ帰省してもらうなど工夫されている。今はまだ、見島出身の人

だけでやれているということではある。 

○委員 

 資料３ページの「民俗文化財の保存と継承について」について。２９年度に指定、未指

定の無形民俗文化財保存会にヒアリングを行われている。そのヒアリングでは、資金や人

材不足もあるが、継承の問題が一番重要な問題として、どこの団体からも出てくると思う。

その後はこのヒアリング結果をもとにして政策を検討するということだが、どういう支援

策を検討するのか。例えば、人材育成などについては、その団体に対して何か支援するの

か、どういう方法なのか。いろんな問題が団体を通して出てくると思うが、無形民俗文化

財の保存と継承は大きな課題になると思うので、３０年度以降の保存継承ということにつ

いては、十分に検討していただけるようにお願いしたい。 

○事務局 
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 補助金を増やせばそれで解決するという問題ではない。とは言うものの、行政が人づく

りに対してどこまで支援していけるか不明である。何に一番困られており、どうすれば続

けていけるのか、まずは話を聞きたい。 

○会長 

 精煉方の資料について、紫色で塗られたところが２９年度で取得したところで、残りは

３０年度で取得するのか。 

○事務局 

 赤い線で囲んでいるところが取得予定の全体部分、紫部分が今年度取得部分である。青

部分がまだ相続ができていないところである。 

○委員 

 道か。 

○事務局 

 いえ、もとは池沼であり、現状はその痕跡はない。 

○委員 

 購入してどうするのか。発掘調査はするのか。精煉方自体が工場のようなものであり、

残存の工場跡なので地下に遺物があるような状況はあまりないと思う。 

○事務局 

平成２１年に調査したときには役宅の跡があった。 

○委員 

 柱の跡などはあると思う。調査後、その土地をどうするのかがわからない。 

○事務局 

 活用策については検討しているところである。 

○会長 

 土地取得等はこの範囲ですむのか。また、あわせてどれ位になるか。 

○事務局 

 １５，５３１㎡である。 

○委員 

 地権者の家は２０年位前に建て替えられたがまだ建っているのか。煉瓦塀が少し残って

いるがどうするのか。広い公園にしたらいいのではないか。 

○会長 

 この取得はすでに市単独で行ったのか。 

○事務局 

土地開発基金で取得した。 

○会長 

これは国の史跡になったときに、補助の対象となるのではないか。 

○委員 
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 市が直接取得すれば補助はない。 

○会長 

 補助対象となるためには、先行取得も補助対象になると文化庁が認めないといけない。 

○事務局 

 史跡になれば公有地化補助金などもあるかもしれない。 

○会長 

 精煉方跡地から何か出土すれば国の史跡になると考える。国から補助を受けられるとよ

いがどうか。 

○事務局 

 そういったことを想定して基金で取得し、基金からまた買い上げるときに補助を受けら

れるとよいと考えている。 

○会長 

 そういう話を文化庁としておいたほうがよい。 

○事務局 

 補助事業になるかどうかか。 

○会長 

 そのとおり。 

 

 

◎議事 文化振興基本計画の数値目標について 

 

○会長 

佐賀市文化振興基本計画の第一次の成果目標と第二次の成果指標について意見等ないか。 

○委員 

 市民会館が閉館したことで、そこを使っていた人たちが文化会館や他のところに流れて

いる。東与賀文化ホールが最高の入場者といいながらも佐賀市全体で考えたときにはプラ

スかマイナスかその点が良くわからない。市文化連盟も会場を借りるのが非常に困難な状

況で、特に、文化会館の中ホールは空きがほぼゼロだと思う。使いたくても使えない状況

である。このあたりが、今後、どう影響していくのかというところが見えてこない。 

○事務局 

 人数的にはマイナスだと思われる。理由は、市民会館の利用者は１０万人前後であった

が、文化会館、東与賀ホールそれぞれ増えてはいるものの１０万人までは達していない。

佐賀市内外に文化施設が点在してあるので、全て調査したわけではないが、おそらく佐賀

市では減であろうと考える。しかしながら、利用率は非常に上がっており、利用率と人数

とは別の問題となっている。市民会館のホールの規模と文化会館中ホールの規模は似てい

る。このため、文化会館中ホールは、２８年度は年間平均８５％の利用率になっており、
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多い月は１００％、少ない月でも７０数％と利用率は非常に上がっている。そういう評価

もあり佐賀市内の文化施設を今後どうしていくか検討するための準備をしている。特に、

もともと文化会館の中ホールを使われていた方々が外に押し出されている可能性があるの

で、今年度、そのあたりの影響がどうかヒアリングを実施して調べているところである。 

○委員 

 市民会館の規模は、文化会館中ホールの規模と同じということだが他にあるのか。 

○事務局 

 ない。市民会館が１０００席。一番近い文化会館中ホールが８００席。 

○委員 

大ホールの１８００席だと大きすぎる。１０００席未満でないか。美術館ホールだと 

５００席である。東与賀は。 

○事務局 

 東与賀は５００席。 

○委員 

 諸富ハートフルにしても４００席。あとは可動式の椅子で演奏会には音響的に向かない。

文化会館が照明、音響もそろっており理想である。 

○会長 

 東与賀の音響工事は、２９年度、それとも３０年度の工事か。 

○事務局 

 音響は不具合が出たので、今年度、急遽工事を行う。来年度は舞台機構を工事する。 

○事務局 

 東与賀が２０年、文化会館が３０年となり施設設備等に支障が出てきた。東与賀の音響

など、施設や設備の点検や改修をしないと支障がある。 

○委員 

 文化会館などのホール使用料は、ある程度の期間で値上がりしているのか。 

○事務局 

 実質的には値上がりしていない。消費税が３％から５％、８％と変わったことによる増

税分だけが使用料として上がっている。 

○委員 

 既存の施設が古くなる一方で新しい施設がないならば、埋蔵文化財センターと新しいホ

ールが併設してあればよい。また、両方の施設を利用できる駐車場というのはよいと思う。 

○事務局 

 佐賀は駐車場が非常に大事である。 

○委員 

 アリーナができたら駐車場はどうするのか。 

○事務局 
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県では何か検討されているようである。 

○委員 

アリーナができたら西側サブグランドを駐車場にしない限り駐車場は厳しい状況である。 

○事務局 

 アリーナ建設があるのでこれまで文化会館の利用が多い時に借りていた総合グラウンド

の駐車場が使えなくなり厳しい状況である。 

○会長 

 アリーナをつくったら駐車場がますます不足する。 

○事務局 

 文化会館の駐車場に加え、できる限り公共交通機関の利用を推進していく必要が出てく

る。シャトルバスをどれだけ走らせるかもある。県がアリーナ建設に向けて交通計画を作

り直している。佐賀市も文化会館があるので、県と情報共有し、動線、駐車場の有料化、

文化会館利用者以外の駐車場利用がない仕組みづくりなど、考えを整理していかねばなら

ない。 

○委員 

 佐賀市の文化人材登録制度について平成２８年度は実績なしということだが、イメージ

的にはどんな人たちを登録していくのか。具体的に名前は誰が挙がっているか。 

○事務局 

 現在では数名登録がある。今、登録されているのは高橋浩寿さん、北原香菜子さん、ピ

アノの深川文弘さん、ミュージックライク・クラブ、佐賀ユーモア協会にわか部会である。 

○委員 

 そういった方が登録されていれば、呼びかけ、協力できる可能性はある。 

○事務局 

 仕組みはできたのでこれから広げていきたい。 

(終了) 


