
番号 ご意見（要約） 市の考え方（案）

1

文化財の多い山麓文化エリアについては、隣接市町（小城市・
神埼市・吉野ヶ里町等）との連携が重要になってくるが、この点
についての展望が見受けられない。文化財センターのネット
ワークや連携も必要ではないだろうか。

脊振山南麓は、佐賀市に限らず古代遺跡の宝庫で、近隣市町村と
の連携も必要です。市内はもちろん、県内外の主要な施設とのネット
ワークを構築し、様々な見学ルートづくりを検討します。

2
県内外または外国の方々にも来館していただき、何回来ても勉
強になり、楽しく感動を覚える日本を代表する埋蔵文化財セン
ター構想の検討をお願いしたい。

3
佐賀県に全国からの古代歴史の勉強に小中高大学生、古代
史ファン、大人の見学者が訪れるような機能が必要。

4
佐賀市民は勿論、県内外の方、さらには外国からも訪れて、何
回来館しても勉強になり楽しく感動を覚える日本を代表する埋
蔵文化財センター構想を望む。

5

佐賀市域は古代から天災等が少なく、住みやすかったようであ
る。この点で文化財の（１）歴史、（２）教育・学習、（３）観光の側
面だけではなく、この地域の特性、特に近年の災害多発の観
点から（４）防災、住みよさ（水利・気象・天候・地盤など）の要素
を加えても良いのではないか。

基本方針にあります「歴史」「教育・学習」「観光」は「地域とともに 未
来につなげる 佐賀の歴史と文化」というテーマを実現するための機
能であり、「防災、住みよさ」は、ここで言う機能としてはそぐわないと
考えます。

6
当市のセンターは東名遺跡が大きなウエイトを占めると思うの
で、他市町のセンターと比べ、格段の違いを見せるため、将来
像を描いた視点での創意工夫された機能が必要。

埋蔵文化財は、歴史的・文化的な資産としての意義があり、地域住
民とともに未来へ受け継いでいく必要があります。そのためにも将来
像を見据えた埋蔵文化財センターが設置できるよう、十分に検討して
いきます。

7

3つの主要な柱の1つに「観光」がある。観光資源として文化財
の活用が強調される現状を鑑みるときに、基本方針（案）ではい
ささか脆弱に感じる。情報発信に加え、訪ねる機会等の提供が
考えられないか。

ご意見のとおり「観光」において、単なる情報発信のみでは集客面か
らも不十分かも知れません。様々な観光ルートをつくり、市内各所に
観光客を誘導するようなイベント等を企画、提供することも検討してい
きます。

8

脊振山系南麓に当たる地域は東西に広範にわたり、全国的に
有名な遺跡・史跡が存在する。この地帯のほぼ中央部には、古
代官道が南麓に沿うように通っていた。古代官道ルートは、将
来への展望としても配慮しておくべきで、「山麓文化エリア」の
文化財、観光資源を訪ねるための大きな役割を果たすものと確
信する官道ルートの道路整備は考えられないか。施設設置の
位置も官道ルートを念頭に決定されたい。佐賀市から関係市町
に呼びかけできないか。相乗効果が期待できる。

古代官道については、現在、吉野ヶ里遺跡（佐賀県）を中心に整備し
ていく方向の話しもありますが、未だ具体的ではなく、広域に及ぶた
め相当な時間を要するものと考えられます。

9
東名遺跡と吉野ヶ里遺跡をセットにして、古代歴史ファンを集
めることが必要。

10
東名遺跡と吉野ヶ里遺跡をセットにして、古代歴史ファンを集
める機能が必要。

11
吉野ヶ里遺跡と連携を取り、年間60万人と言われる吉野ヶ里遺
跡来訪者を東名遺跡へ誘導する機能が必要。

12
吉野ヶ里遺跡との連携した遺跡見学ツアーが組めるように、縄
文の森を設置し、さらにアウトドアが楽しめるような機能もほし
い。

吉野ヶ里遺跡と連携した遺跡見学ツアーはもちろん、東名遺跡の整
備の一環として縄文の森の設置についても検討します。

13
展示の中心である東名遺跡の遺物と国史跡指定された4箇所
の貝塚とセットで臨場感あふれる機能が必要。

14
展示の中心となる東名遺跡現地を直接見ることのできる機能が
必要。

15
東名遺跡は歴史を塗り替えるような貴重な遺跡であり、史跡と
一体となった機能を持つセンターを設置してほしい。

16
東名遺跡は国史跡、発掘物は国重要文化財に指定される予定
なので、史跡と文化財を一体化した機能が必要。埋蔵文化財
センターは直接東名遺跡を見ることができる機能が必要。

東名遺跡については、埋蔵文化財センターの設置に関わらず、現地
と出土品が一体的に活用できるような計画を検討しています。

パブリックコメント集計結果

【期　　 間】　平成30年1月25日～2月23日

【提 出 者】　39名（男性28名、女性11名）

佐賀市埋蔵文化財センター基本構想・基本計画（案）に関するご意見と市の考え方

「わかりやすい」をコンセプトに、市内外の大人から子どもまで親しみ
やすく面白い展示を行います。そのために展示と連動した体験学習
を行ったり、触れるコーナーを設置するなど、参加・体験型の展示を
構築します。さらに来館者に繰り返し訪れてもらうため、固定的・閉鎖
的な展示ではなく、可変性・柔軟性のある構成により、様々な活用が
可能な展示を検討します。

吉野ヶ里遺跡とは積極的に連携を図り、集客につながるような企画の
立案を行います。

【提出方法】　直接 1、封書 18、ハガキ 11、FAX 6、メール 3

【意 見 数】　166件 ［うち東名遺跡関連 95件（57.2％）、番号網掛け］

　（基本方針） 27、（施設計画） 29、（展示計画） 48、（事業活動計画） 39、（管理運営計画） 4、（その他） 19

２　基本方針
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番号 ご意見（要約） 市の考え方（案）

17
東名遺跡の出土品を中心に展示し、現地と一体的な整備を行
うべき。

18

東名遺跡の史跡現地と出土品を一体的に整備するため、遺跡
の隣接地に展示場の設置を望む。東名縄文館と埋蔵文化財セ
ンターを隣接地に建設し、発掘現地へスムーズに案内ができる
ようにする。

19
埋蔵文化財センターを東名遺跡の隣接地に設置し、史跡と文
化財を一体とした機能が必要。

20
遺跡現地と埋蔵文化財センターが別々の場合、移動時間もか
かり、立ち寄る人も少なくなりのではないか。

21
東名遺跡の現地と出土品を一体的に整備し、東名遺跡をア
ピールするものにしてほしい。

22
東名遺跡の出土品が展示の中心で、現地と一体的に整備する
ことが必要。

23
国史跡に指定された東名遺跡の現地と、これから国重要文化
財指定を受ける予定の出土品とを一体的に整備する必要があ
る。

24
東名遺跡の価値をアピールする機能が必要であり、地元に展
示館を建設する。

25
展示の中心になる東名遺跡は国史跡に指定されており、発掘
物は国重要文化財に指定される予定なので、史跡と文化財を
一体とした機能が必要。

26
東名縄文遺跡センター建設についても、8000年前の自然情景
と調和した魅力あるつくりで、集客力を図る必要がある。

東名遺跡については、埋蔵文化財センターの設置に関わらず、現地
と出土品が一体的に活用できるような計画を検討しています。また、
東名遺跡は日本を代表する縄文遺跡であり、その名にふさわしい展
示公開ができるよう十分に検討します。

27 縄文人の生活状況の体験できる機能を備えた施設が必要。
屋外、室内ともに、なるべく実物素材を活用した臨場感あふれる追体
験ができるように検討します。

東名遺跡については、埋蔵文化財センターの設置に関わらず、現地
と出土品が一体的に活用できるような計画を検討しています。
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番号 ご意見（要約） 市の考え方（案）

28
時空間が感じられるような建物外観。周囲は散歩や読書ができ
るような公園とし、施設全体で文化と歴史を感じることができる
場所とする。

建物については埋蔵文化財センターにふさわしい外観になるよう十
分検討します。敷地については公園としての要素も視野に入れ、市
民の憩いの場となるように配慮します。

29 明るく開放的な空間で、お土産ショップ等も設置する。
施設構成については、開放的な空間、お土産ショップの配置等、設
計段階で検討します。

30 公共機関で来訪可能な場所に設置する。 設置場所については、交通の利便性を考慮します。

31

来訪者等に対して、古代歴史の流れ、文化の流れや変化、生
活環境、今日の私たちの暮らしとのつながり等の説明もリアル
で、理解しやすさにもつながるため、埋蔵物が存在していた場
所の近くに設置すべき。

埋蔵文化財センターの設置場所については、文化財が集中する「山
麓文化エリア」に設置する計画で検討しています。

32

センターの機能、周辺の空間や眺望なども考慮し、センターの
位置は山麓文化エリアが望ましい。横軸が熱心な考古学ファン
向け、縦軸が山野部から有明海への観光の一要素として一般
向けにするなど、役割分担や色づけが必要。

埋蔵文化財センターの設置場所については、文化財が集中する「山
麓文化エリア」に設置する計画で検討しています。またご意見のとお
り、横軸（脊振山南麓）は古代遺跡が集中しますので考古学ファン向
け、縦軸は、山間部から海岸部まで地形環境も変化しますし、遺跡の
あり方も古代から近世まで変化しますので、主に一般向けにする等、
来訪者のニーズに合わせた見学ルートづくりを検討します。

33
百年の計に照らして、児孫の為にも、東名の地に、教育・研究
の拠点として佐賀市埋蔵文化財センターの建設、開設をいた
だくよう強く訴えるものです。

基本方針にもありますように、埋蔵文化財センターは「歴史」「教育・
学習」「観光」の3つを主要な柱とした機能を連携させることとしてお
り、埋蔵文化財に関わる調査研究、学校教育や研究活動を支援する
拠点施設として整備します。

34 東名遺跡の近くに設置してほしい。

35 東名遺跡の現地近くに設置してほしい。

36
東名遺跡の出土品が展示されるセンターは、リアルなイメージ
を沸き立たせるため、遺跡の隣接地に建設してほしい。

37 センターは、東名遺跡の隣接地に建設する必要がある。

38
埋蔵文化財センターの保存・展示については、東名遺跡の隣
接地に建設することが適切と考えます。

39
東名遺跡の存在をアピールするためにも、遺跡の隣接地に埋
蔵文化財センターの敷地を確保する必要がある。

40
保存展示の中心は「東名遺跡」がメインとなるので、「東名遺
跡」の隣接地に建設をし、現地へ案内をする取り組みが必要で
ある。

41
将来を見据えた交通や住環境を念頭に、できれば東名遺跡の
周辺に複合施設があり、歴史的につながるような場所に建設す
ることが大事だと思う。

42
埋蔵文化財センターは、東名遺跡の隣接地に設置してほし
い。

43 東名遺跡の近所に埋蔵文化財センターを建設するのが理想。

44 展示館は東名遺跡の近くに建ててください。

45
センターの設置は、東名遺跡の現地を直接見ることのできる場
所にお願いしたい。

46
埋蔵文化財センターは、東名遺跡現地の傍らにできるだけ建
設することが妥当。

47
埋蔵文化財センターは、東名遺跡の現地を直接みることができ
る場所にお願いしたい。

48
埋蔵文化財センターでの展示の中心は東名遺跡がメインにな
ると思うので、東名遺跡の隣接地に建設し、国史跡指定の現地
に案内する取り組みが必要。

49
埋蔵文化財センターでの展示の中心は東名遺跡になると思う
ので、東名遺跡の隣接地に建設し、国史跡指定の現地に案内
する取り組みが必要である。

50

東名遺跡は類稀な遺跡で、我が国民の資産として世界に誇り
得る貴重な遺跡である。したがって埋蔵文化財センターの設置
場所は、遺構・遺物の現地保存・現地展示の理想に鑑みて、東
名遺跡の隣接地に設置してほしい。

51

遺構・遺物が発見された土地の風土、景観に身を置いてこそ、
その時代の人たちの価値観や心象が良く理解できるものと考え
る。従ってできる限り、現地にて保存・展示がなされるのが望ま
しい。東名遺跡の遺物の歴史的、文化的、郷土史的重要性か
ら、他に例を見ない遺跡の価値に徴して、展示の目玉とし、加
えて、現地の景観もセンター屋上から眺めることができるように
してほしい。

東名遺跡については、埋蔵文化財センターの設置に関わらず、現地
と出土品が一体的に活用できるような計画を検討しています。また、
東名遺跡は日本を代表する縄文遺跡であり、その名にふさわしい展
示公開ができるよう十分に検討します。現地の景観も眺望できるよう
な方法も模索します。

３　施設計画

埋蔵文化財センターの設置場所については、文化財が集中する「山
麓文化エリア」に設置する方向で検討しています。東名遺跡の隣接
地はその中の有力な候補地の１つです。

埋蔵文化財センターの設置場所については、文化財が集中する「山
麓文化エリア」に設置する計画で検討しています。東名遺跡の隣接
地はその中の有力な候補地の１つです。また東名遺跡については、
埋蔵文化財センターの設置に関わらず、現地と出土品が一体的に活
用できるような計画を検討しています。
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番号 ご意見（要約） 市の考え方（案）

52
東名遺跡周辺、発掘現場を展望できる→展望台・展望橋・佐賀
スカイタワー・宿泊施設等。

東名遺跡現地を展望できる施設等については、敷地や費用の問題
からかなり難しいと思います。既存施設の利用も含め検討します。

53
縄文時代の原風景が彷彿されるような住居や墓等の屋外展示
を行う。

東名遺跡の現地での復元展示については、当時の景観がイメージで
きるようなものを検討し、調整池の機能が損なわれないように配慮しま
す。

54
今回のセンター建設は、東名遺跡の出土品が国重要文化財指
定を受けるための条件整備という目的もあるため、それらを中心
に展示する機能が必要。

埋蔵文化財センターは、市内から出土した考古資料を収蔵保管する
機能があり、当然国内最古級の重要考古資料である東名遺跡出土
遺物も収蔵保管します。また、その遺物量と重要性から、展示の中心
は東名遺跡出土品となる見込みです。

55
センターに隣接して、縄文時代を体感できるような縄文公園を
つくる（カシ・クヌギ等の林）

56

東名遺跡の傍らに埋蔵文化財センターを建設する際は、広場
も確保し、日除けの常緑樹・花木等の植樹とベンチ等の休憩が
できる場所の設置、小さな子どもたちも遊べる遊具・砂場・芝生
の小広場、手足の洗い場等があれば来場者に優しい広場とな
り、佐賀市内外からも親子連れで利用できるのではないか。

将来的に、縄文時代の植生を復元した縄文の森を設置し、当時の風
景と森の資源を使った体験学習等ができるように検討していきます。
さらに公園としての要素も視野に入れ、市民の憩いの場となるように
配慮します。
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番号 ご意見（要約） 市の考え方（案）

57
スロープで全階を移動し、上から、下から見ると代表的な出土
品が見られる等、最初から最後まで楽しめる展示。

代表的な出土品が最初から最後まで見通せるような展示について、
設計段階で参考にさせていただきます。

58
来訪者に分かりやすい展示で、入りやすい施設にしていただき
たい。

「わかりやすい」をコンセプトに、市内外の大人から子どもまで親しみ
やすく面白い展示を行います。そのために展示と連動した体験学習
を行ったり、触れるコーナーを設置するなど、参加・体験型の展示を
構築します。さらに来館者に繰り返し訪れてもらうため、固定的・閉鎖
的な展示ではなく、可変性・柔軟性のある構成により、様々な活用が
可能な展示を検討します。

59
地域に住む人たちのくらしとつながる、現在、過去、未来に役
立つ道標となる展示が必要。常設展示・企画展示も公募して、
色々な分野の人に意見を聞いて考えてみては。

テーマにも掲げている「地域とともに 未来につなげる 佐賀の歴史と
文化」のとおり、地域に根ざし、未来につながるような展示構成を検討
します。また、時間の許す限り、幅広い分野の意見が反映できるよう
に配慮します。

60
東名遺跡から始まり、日本各地の歴史が伝えられる映像解説の
制作。

61 発掘体験シミュレーションやクイズ、パズル、3D映像の作成等。

62
三重津海軍所跡でも活用されている映像を使ったものなど、子
供たちも楽しめる取り組みが必要。

63 展示館では、ビデオなどで再現コーナーを設ける必要がある。

64
展示館では、ビデオなどを使った再現コーナー室を設ける必要
がある。

65
展示館では、ビデオなどを駆使した再現コーナー室を設ける必
要がある。

66 展示品の音声解説など。 音声ガイドの活用も検討していきます。

67
展示については、市指定など重要遺物を区分した展示が必
要。

指定品については、展示内容によって他の展示品と区分することが
そぐわない場合もあるので、最低でもクレジットによる明示を行いま
す。

68
展示については、市指定などの遺物と東名遺跡の遺物とは区
分した展示が必要。

わかりやすい構成となるように十分配慮した上で展示公開していきた
いと考えています。

69
発掘文化財がどの遺跡のものか、いつ頃のものかがはっきりと
わかる展示にしてほしい。ゴチャゴチャ展示せずに、説明文も
わかりやすく。

「わかりやすい」をコンセプトに、市内外の大人から子どもまで親しみ
やすく面白い展示・企画を検討します。

70
佐賀県の文化財の特徴を強くアピールする展示。佐賀市だけ
の内容ではなく、他県や諸外国の人も楽しめるように、他県や
諸外国の姉妹都市との比較や歴史的繋がりなどを紹介する。

佐賀市の歴史をわかりやすく伝えるために、近隣市町村の文化財を
中心に紹介します。また、比較資料として他県や諸外国との歴史的
繋がりについても触れたいと考えています。

71
県内の吉野ヶ里遺跡・菜畑遺跡等、古代の重要遺跡の紹介も
してもらいたい。

展示では、周辺の主要遺跡についても紹介します。

72 佐賀県にある重要な遺跡の紹介。
通史展示等で市内の遺跡に関連づけながら、県内の主要な遺跡も
紹介します。

73
出入口にキャラクターやマスコットを置いて、来館ムードを高
め、親しみやすく明るく喜んでもらう軟らかい雰囲気づくりが必
要。

キャラクター等についても検討し、軟らかい雰囲気づくりにも努めま
す。

74

縄文時代早期の生活を知ることができるCGによるイメージ映像
やグラフィックパネル、模型などを通して、発掘物がいかに重要
な国の文化財であるかを知ってもらう。縄文の湖や発掘場所を
直接見ることができるような機能を是非つくってほしい。

東名遺跡については、埋蔵文化財センターの設置に関わらず、現地
と出土品が一体的に活用できるような計画を検討しています。ご意見
のとおり、展示については「わかりやすい」をコンセプトにしており、デ
ジタル映像等の活用も積極的に検討していきます。

75

湿地性貝塚としては国内で最も古く、編みかごをはじめとした
様々な出土品や貝塚の立体剥ぎ取り、埋葬された人骨のレプリ
カなどを使用し遺跡の概要がガイダンスで学べ、さらに東名遺
跡、吉野ヶ里遺跡との違いなどが小学生にも理解できるような
内容の展示、ガイドブックの作成をしてほしい。

東名遺跡については、貝塚の立体剥ぎ取りや編みかご等を中心に、
小学生でも理解できるようなわかりやすい展示を行います。また子ど
も向けのガイドブックの作成も行います。

76
東名遺跡から始まる日本の歴史、あるいは縄文海進と佐賀平
野の形成など、東名遺跡が示す、日本、佐賀の歴史の始まりを
楽しく展示してもらいたい。

東名遺跡から始まる佐賀平野の発達など、「わかりやすい」をコンセ
プトに、市内外の大人から子どもまで親しみやすく面白い展示を行い
ます。

77
東名遺跡と、他の縄文時代の遺跡との関連比較する内容の展
示をしてほしい。

縄文文化が理解できるよう日本全国の主要縄文遺跡についても比較
展示ができるよう検討します。

78
東名遺跡のキャラクターを玄関に展示。貝塚の立体剥ぎ取りを
メインに、編みかごなど植物性製品などの日本最古の出土品を
展示してほしい。

東名遺跡のキャラクターについは今後検討します。貝塚の立体剥ぎ
取り、編みかごなどについては、展示面で十分な活用が図れるように
検討します。

79 縄文時代の人々の生活の様子（他の遺跡と異なる点）。
東名遺跡の出土品には様々なものがあり、縄文人の暮らしの様子が
良くわかります。それらをうまく活用し、縄文時代の生活風景を再現し
ます。

80 東名遺跡と他地域の縄文時代の遺物との関連や内容の展示。
東名遺跡の重要性が浮き彫りになるよう、他地域の縄文文化との比
較展示も検討します。

４　展示計画

「わかりやすい」をコンセプトに、市内外の大人から子どもまで親しみ
やすく面白い展示を行います。デジタル機器を活用した展示につい
ても、費用面も含め十分に検討していきます。

展示については、デジタル映像の作成等にも積極的に取り組み、わ
かりやすい構成となるように努めます。
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81
東名遺跡の貝塚等を展示して、8000年前の生活様式をつくり、
人々の生活、動物等を交えた大パノラマをつくってほしい。

展示スペースの問題もありますが、東名遺跡の情景（縄文人の暮らし
の様子）が展望できるようなジオラマ等の設置も検討します。

82
縄文人の生活・服装・道具等、生活の歴史がよくわかる展示も
必要。

現代の身近な生活スタイルと比較しながら、親しみやすくわかりやす
い展示を検討します。

83
縄文時代の代表遺跡「東名遺跡」日本最古の発掘物展示を期
待しています。

遺物の量及び重要性から展示の中心となる東名遺跡の出土品につ
いては、その名にふさわしい展示ができるように十分に検討します。

84 「東名遺跡」の国重要文化財指定物をメインに展示してほしい。

85 国重要文化財指定物をメインに展示する。

86 日本最古・世界最古の遺物を紹介する取り組みが必要。

87
全国の観光客に日本最古、世界最古をもっともっとアピールす
る必要がある。

88
日本の文化発祥起源である東名遺跡をアピールするとともに、
来訪者が驚くような日本最古、世界最古をアピールする機能が
必要。

東名遺跡は日本を代表する縄文遺跡であり、その名にふさわしい展
示公開ができるよう十分に検討します。

89
東名遺跡から出土した日本最古の発掘物の全てが展示できる
埋蔵文化財センターが必要。

展示スペースの問題もあり、東名遺跡の出土品を一堂に公開するこ
とは困難ですが、展示替え等を行うことでなるべく多くのものが展示
できるように配慮します。

90 東名遺跡出土の日本最古の発掘物をまとめて展示する。

91
これまでの縄文時代に関する定説を覆すと言われている東名
遺跡がよく分かる展示が必要。

92 「東名遺跡」が良くわかる展示品、説明資料等を展示する。
日本を代表する縄文遺跡であり、その名にふさわしい展示公開がで
きるよう十分に検討します。

93
東名遺跡が良くわかる展示（主な出土品・当時の生活の様子を
再現）

東名遺跡の多種多様な出土品をうまく展示し、縄文時代の生活文化
を具体的に再現します。

94

貝塚の立体剥ぎ取りを中心に、編みかご数百点を駆使し、驚嘆
の声が聞こえるような展示が必要。市指定などの他の展示物と
東名遺跡展示物を区分した展示が必要。ビデオなどを駆使し
た再現コーナーを設ける必要がある。

貝塚の立体剥ぎ取り、数多くの編みかご類等、他の遺跡には見られ
ないような特徴のある資料をうまく活用することで、迫力のある展示を
検討します。
東名遺跡については、ある程度独立した展示になると考えています。
また、わかりやすい展示構成となるように、デジタル映像の活用につ
いても積極的に取り組んでいきます。

95
日本最古の編みかご等を玄関に展示し、貝塚の立体剥ぎ取り
をメインに、東名遺跡が良くわかる展示をしてほしい。

編みかごは脆弱な遺物で照明等にも十分配慮する必要があるため、
玄関ホールでの常設展示は困難と思われますが、その重要性と迫力
が伝わるような展示ができるよう配慮します。また、貝塚の立体剥ぎ取
りについては、その迫力がダイレクトに伝わるような展示ができるよう
設計段階で検討します。

96 貝塚の立体剥ぎ取りをメインに展示する。

97 貝塚の立体剥ぎ取りを展示のメインにしてはどうか。

98
東名遺跡の編みかごなどの発掘物の展示。全国で発掘された
編みかご類の展示、写真展示。

編みかごは東名遺跡の最大の特徴であり、それらを中心に展示する
ことはもちろん、比較のために他遺跡で出土した編みかご類の展示も
検討します。

99
現代の編みかご制作者からの発掘編みかごの機能、価値、苦
労体験、工程を談話また映写する展示が必要。

ご意見のとおり、現代のかごづくりにつなげるべく、かご制作者等へ
の取材を行い、展示公開に活かせるよう工夫していきたいと考えてい
ます。

100
縄文海進の図とその影響の解説文を加えておけば、非常に東
名遺跡の特色が生きると思う。

101
有明海の時代毎の海岸線の移り変わりの中で「東名遺跡」の位
置を示す。

102
縄文海進の図も必要であるが、模型も復元したものを設置する
と多くの参観者に人気がわく。

ジオラマ等を活用し、縄文人の暮らしの様子が立体的に観察できるよ
うな展示も行います。

103 他（東名遺跡以外）の文化財・遺跡等との関連、比較展示。 他地域の縄文遺跡や弥生時代等との比較展示も行います。

104
東名遺跡の1次、2次調査で20数年間に及ぶ経緯を年次で表し
た展示が必要。

東名遺跡の調査経緯については、何らかの形で表示していきたいと
考えています。

遺物の量及び重要性から展示の中心となる東名遺跡の出土品につ
いては、その名にふさわしい展示ができるように十分に検討します。

東名遺跡の貝塚立体剥ぎ取りの迫力がダイレクトに伝わるように、
ホール等での展示を検討します。

佐賀平野の独特な発達と遺跡の展開を概観することで、東名遺跡が
佐賀平野形成の原点であることを紹介します。

重要文化財については極力展示を行い、その重要性をアピールしま
す。

日本最古・世界最古の遺物については、極力その表示ができるよう
事前調査を行います。
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105

太宰府、朝倉、耳納山系北麓、八女・菊池に至る古代、古墳時
代の遺跡の研究拠点と、あるいは研究者とのネットワークが佐
賀市埋蔵文化財センターを中核に形成されることを期待しま
す。今や多くの分野で、世界の研究者によるネットワークによる
共同研究プロジェクトの研究進展と成果の発信がなされていま
す。東名遺跡をもってすれば、佐賀市埋蔵文化財センターが、
北部九州の古代史研究ネットワークの重要拠点になり得ること
は疑いないと考えます。

周辺研究機関及び研究者とのネットワークについては、施設設置決
定後、積極的に進めていきたいと考えています。世界的なネットワー
クや共同研究プロジェクト等については、東名遺跡を中心に、将来的
な目標として取り組んでいきます。

106

週末や夏休みに親子や子供だけで参加できる講座をつくる。
子供の発想力や達成感に注目して貴重な文化財が伝承できる
ように、埋蔵文化財から知ることが出来る当時の知恵や技術を
現代と比較し、将来何に活かせるか等を題材としたコンテストを
開催。

基本方針にもありますように、「次の時代の文化を担う若者の育成に
つなげる」ためにも、子どもに着目したイベント、子どもの発想力や観
察力を伸ばせるようなイベントの企画を検討します。

107
佐賀の歴史に共感し良い時間が過ごせるように、体験・参加型
のイベントを企画する。

近年の観光地でも注目されていますが、受身型の展示だけでなく、
体験・参加型のプログラムを構築し、古代の生活を身近に感じてもら
うと同時に集客にもつながるようなイベントの開催を検討します。

108

展示だけでは一過性に終わりやすい。近年は「体験」が重要視
されているが、具体性に乏しいのが問題である。例えばセン
ターの開館を機に、市内各小学校に考古学クラブを作ったり、
研究や知識習得に合わせての認定制度や、最上級者には、国
立博物館や海外博物館への研修派遣制度などを設けてはどう
だろうか。

展示と連動した体験学習を行ったり、触れるコーナーを設置するな
ど、参加・体験型の展示を構築します。また、各小学校に考古クラブ
を作るのはなかなか難しいと思われますので、「子ども考古部」や「お
とな考古部」など、考古学に興味・関心が高い人材の育成や組織づく
りを行い、文化財保護や様々な活動の支援者育成を行います。

109
コラボ企画、イベント・フェスタ等の市外来場者、市民参加型の
交流の場があれば良い。

歴史のみにとらわれず芸術・文化なども取り込んだイベントや、縄文
祭り、古代食祭りなど、地域住民と共同で企画したイベントの開催に
より、観光振興に寄与するとともに地域のまちづくりにつなげられるよ
うに検討します。

110 一年に一度の行事を行う。
縄文祭り、古代食祭りなど、地域住民と共同で企画するようなイベント
の開催を検討します。

111
編みかごづくりのイベントや吉野ヶ里遺跡との連携を密にした
観光コース等も検討してほしい。

古代の生活が追体験できるようなプログラムを積極的に構築します。
また、吉野ヶ里遺跡との連携はもちろんのこと、県内外の主要な施設
とのネットワークを構築し、様々な見学ルートづくりにも着手します。

112
吉野ヶ里遺跡や土生遺跡、菜畑遺跡等とのネットワークをつく
り、県内外からの見学者に様々なルートを提案する取り組みを
してほしい。

市内はもちろん、県内外の主要な施設とのネットワークを構築し、
様々な見学ルートづくりにも着手します。

113 吉野ヶ里遺跡と連動した取り組みを考えてみてはどうか。

114
吉野ヶ里遺跡来訪者と東名遺跡をコラボし、全国にPRすること
で考古学ファンを増やし、金立の地名を全国・世界に広げてほ
しい。

115
吉野ヶ里遺跡周辺の寺社、地名等をセットに、東名遺跡周辺の
色々な遺跡を加えた観光ツアーの取り組みも必要。

116
東名遺跡・吉野ヶ里遺跡・三重津海軍所跡等、県内の主要遺
跡をセットにした歴史観光ツアーの取り組みが必要。

117
吉野ヶ里遺跡から東名遺跡、水ものがたり館、三重津海軍所跡
～佐賀城公園の観光ルートの作成、県外へのツアーの取り組
み。

118
縄文～明治までと銘打って、観光路線バスの運行。東名遺跡
－徐福の里－三重津海軍所跡－佐賀城公園を巡る。路線バス
の設置。

ご意見の通り、通史的に歴史が学べるような観光ルートづくりについ
て検討します。

119
遺跡ガイドボランティアの養成、縄文（東名）→弥生（吉野ヶ里）
→古墳（銚子塚）→奈良・平安（肥前国庁）→江戸（鍋島直正）
の順に、歴史の流れがわかる観光ルートづくりが必要。

市民に埋蔵文化財センターの活動に積極的に関わってもらうため、
市民ボランティアの育成を行います。またご意見の通り、通史的に歴
史が学べるような観光ルートづくりも検討します。

120 駅・空港等に案内板の設置。 市内の観光主要ポイントでの広報活動も検討します。

121

埋蔵文化財センターの設置が決まったら、直ちにアクセス方法
を宣伝し、吉野ヶ里遺跡から東名遺跡へ足を延ばしてもらうよう
に計画・検討して、埋蔵文化財センターの竣工、開館後の集
客・来場者の確保に努める。

ご意見のとおり、センターの建設が決定した時点で、積極的な広報
活動を行い、開館時の集客を図ります。

122
ゆるキャラなど、子供たちも親しみが持てるような企画を検討し
て普及促進をしていただきたい。

大人から子どもまで親しみやすく面白い展示や企画を立案し、普及
促進を検討していきます。

123
キャラクターをつくり、センターの案内、コマーシャルなどに使用
する。

様々な場面で活用できるようなキャラクターの作成についても検討し
ます。

124
地域の人たちの輪を広げていくことが大事。マスメディアを使っ
て、小中高校や老人、児童施設、公民館等の岐点（ハブ）をうま
く連動させてください。

ご意見のとおり、センターの運営に際し、地域住民の方々の協力は
必要不可欠なものであります。学校をはじめ公民館施設等との連携
を図り、行事への参加はもちろんのこと、事業活動に積極的に関わっ
ていただけるような働きかけを行います。

５　事業活動計画

吉野ヶ里遺跡とは積極的に連携を図り、集客につながるような企画の
立案を行います。

市内はもちろん、県内外の主要な施設とのネットワークを構築し、
様々な見学ルートづくりにも着手します。
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125 東名遺跡と吉野ヶ里遺跡をセットでアピールしてほしい。

126
吉野ヶ里遺跡は弥生時代の、東名遺跡は縄文時代の日本を
代表する遺跡だと、全国の古代遺跡ファンにアピールする。

127
東名遺跡隣接地に建設し、現地と最短のアクセスルートを整備
したレベルの高いボランティア活動が定着する取り組みが必
要。

東名遺跡については、現地と出土品を一体的に活用する計画で、両
者の案内ができるようなボランティアの育成も検討します。

128
発掘現地（東名遺跡）へ案内してもらい説明を受けられると良
い。

東名遺跡現地への案内ルートを確保し、解説ができるボランティアの
育成も検討します。

129
東名遺跡隣接地に建設し、現地の自然空間（数万羽の冬鳥を
観察してもらう等）を楽しんでもらう取り組みが必要。

東名遺跡の現地整備については、調整池の景観との調和が重要で
あると考えており、生態環境が活かせるような整備を検討します。

130
東名遺跡現地へ案内する取り組みや県内主要遺跡と連携した
取り組み、編みかごづくり等のイベント開催をしてほしい。

東名遺跡の整備において、現地へのガイド付ツアーは必要と考えて
います。編みかごづくり等のイベントは継続していきますし、新たなプ
ログラムの構築も積極的に行っていきます。また、生涯学習支援活動
として県内外への遺跡見学会の開催も検討していきます。

131

東名遺跡に隣接した建物で、現地へ通じる取り組みであるこ
と。数千年も昔の縄文人たちが現在と変わらぬオシャレであっ
たことを知り、アクセサリーづくりや編みかごづくりの体験学習を
してもらう。

東名遺跡については、現地と出土品が一体的に活用できるような計
画を検討しています。アクセサリーや編みかごづくりなどの体験学習
も積極的に取り組んでいきます。

132
東名遺跡の隣接地に建設して、調整池で野鳥観察、イベントと
して編みかごづくり、貝殻加工、ドングリ加工等の子供、大人も
体験参加できる取り組みを行う。

133
実物の素材を使った、貝輪づくり・編みかごづくり等のイベント
が必要。

134 貝輪づくりや編みかごづくりイベントの開催。

135
貝輪づくり、編みかごづくり等の各種イベントの企画を考える必
要がある。

136
貝輪づくりや編みかごづくりが常時体験できるような縄文人の生
活文化が体験できる施設になれば良い。

短時間でできる一般来館者向けの体験プログラムも構築し、当時の
生活文化が追体験できるような臨場感あふれる体験学習を検討しま
す。

137 貝輪づくり、編みかごづくりのイベントを定期的に実施。

138
東名縄文館での貝輪づくりや編みかごづくり等のイベントに参
加してもらうことから始める。

139
編みかごの素材であるイヌビワ・ムクロジなどが植栽可能な用地
を確保し、枝木を採取しながら、現地で編み組むなどの実演
コーナーを設けるなどの取り組みも必要。

将来的には、縄文時代の植生を復元した縄文の森を設置し、編みか
ご制作等、実物素材を使った臨場感あふれる追体験できるように、編
みかご素材の植栽も検討していきます。

140
縄文人のムラを設置し、体験学習ができる機能を持たせる取り
組みが必要。

将来的には、縄文時代の植生を復元した縄文の森を設置し、当時の
風景と森の資源を使った体験学習等ができるように検討していきま
す。

141
施設の敷地で、当時の古代人が食用していたドングリ類、貝
類、スッポン等のグルメを味わう、出店や直売店を盛り込んだ祭
りや行事の開催等も検討いただきたい。

142
敷地内で当時の古代人が食用していた貝類、ドングリ類、スッ
ポンなどのグルメを味わう出店や編みかご製品の直売店を企画
した祭り行事なども検討すべき。

143 センターで常時、東名遺跡発掘状況ビデオの放映。
発掘調査状況の映像をはじめ、遺跡を紹介するようなデジタル映像
も積極的に作成し活用していきます。

貝輪づくりや編みかごづくり等の体験学習については今後も継続し、
内容の更新や新たな事業の創出も検討していきます。

歴史のみにとらわれず芸術・文化なども取り込んだイベントや、縄文
祭り、古代食祭りなど、地域住民と共同で企画したイベントの開催に
より、観光振興に寄与するとともに地域のまちづくりにつなげられるよ
うに検討します。

吉野ヶ里遺跡とは積極的に連携を図り、集客につながるような企画の
立案を行います。

なるべく実物素材を使った追体験プログラムを構築し、臨場感あふれ
る体験学習を検討します。
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番号 ご意見（要約） 市の考え方（案）

144
博物館法による博物館登録について言及がないが、市におけ
る施設の格付けはどのように考えているのか。法に基づく登録
をした上で具体的な考えを示すべき。

登録博物館として認定されている埋蔵文化財センターは全国的にみ
てもほとんどなく、計画している施設規模からも博物館法による博物
館登録については考えていません。ただし、文化財保護法第53条に
基づく重要文化財の公開承認施設については、今後も検討していく
方向で考えています。

145

管理運営は施設が存続する限り伴うことから始めが肝心で、基
本線は構想・計画段階ではっきり取り決めをしておくべき。ま
た、施設設置に係る概算費用、管理運営に係る概算費用が組
み込まれていない。概算費用は示さないのか。

現段階では埋蔵文化財センターの設置場所及び設置時期が決定し
ておらず、それらが具体化した段階で、施設設置に係る概算費用、
管理運営に係る組織及び費用について明らかにしたいと考えていま
す。

146
今後のセンターの運営には、市だけではなく民間ボランティア
など、民間の力を得ることが重要でる。

市民に埋蔵文化財センターの活動に積極的に関わってもらうため、
市民サポーター（ボランティア）を育成します。

147 有料化できるものは→市の収入・維持費としても良い。
施設の有料化については、その必要性について十分に検討していき
ます。

６　管理運営計画
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番号 ご意見（要約） 市の考え方（案）

148 将来を見据えた都市計画と融合した計画を立てる必要がある。
埋蔵文化財センターの設置については、都市計画や将来的な土地
利用等も考慮した上で決定したいと考えています。

149
佐賀市民は勿論、県内外の館客や外国人が訪れて何回来館
しても勉強になり楽しく、ワクワク感と感動を覚える日本を代表
する埋蔵文化財センターの構想を望みます。

「わかりやすい」をコンセプトに、市内外の大人から子どもまで親しみ
やすく面白い展示を行います。そのために展示と連動した体験学習
を行ったり、触れるコーナーを設置するなど、参加・体験型の展示を
構築します。さらに来館者に繰り返し訪れてもらうため、固定的・閉鎖
的な展示ではなく、可変性・柔軟性のある構成により、様々な活用が
可能な展示を検討します。

150
古くから文明が栄えた佐賀平野での埋蔵文化財センターの基
本構想がまとまったのは「遅きの感」があるが、今後の早い実現
を望む。

埋蔵文化財センターの整備が早期に実現するように取り組んでいき
ます。

151
市と県が一体となって、地元に歴史館建設を早急に実現してほ
しい。

東名遺跡については、現地と出土品が一体的に活用できるような計
画を検討しており、県に対しても協力を要請していきます。

152 埋蔵文化財センター計画の早期具体化をお願いしたい。
埋蔵文化財センターの設置について、早期実現がかなうよう取り組ん
でいきます。

153
埋蔵文化財センター構想には大変賛成です。教育委員会で
しっかりリーダーシップをとっていただき、具体化を進めてくださ
い。

ご期待に添えるよう教育委員会を中心に、十分に検討した上で進め
ていきたいと思います。

154
東名遺跡は重要な遺跡なので、少々時間をかけてでも、後世
の人に良いセンターが出来たと言われるようなものを建設して
ほしい。

155
少し時間がかかっても、後々の人に評価してもらえるような施設
を設置してほしい。

156 良い施設をつくってほしい。

157 後々にもすばらしい施設建設をお願いしたい。

158
時間がかかっても後世に伝え残すものとして、良いものが出来
たと言われるようなものを建設してほしい。

159
佐賀市環境センター周辺（スポーツ・環境・バイオ・文化・史跡
を一体化した）をグリーン地帯とし、市の憩いの中心地とする計
画はあるのか。

現在のところ、佐賀市環境センター周辺（スポーツ・環境・バイオ・文
化・史跡を一体化した）をグリーン地帯とし、市の憩いの中心地とする
具体的な計画はありません。

160

堺市博物館で開催された「発掘された日本列島展」を訪ねた。
東名遺跡の出土品も展示してあり、有料であったが興味深く鑑
賞されていた人が多く、このような方々に鑑賞してもらいたいと
感じた。

東名遺跡については、埋蔵文化財センターの設置に関わらず、現地
と出土品が一体的に活用できるような計画を検討しています。日本を
代表する縄文遺跡であり、その名にふさわしい展示公開ができるよう
十分に検討します。

161
東名遺跡は国レベルの遺跡で、吉野ヶ里遺跡、三重津海軍所
跡等と結び観光客を呼び込むことは可能。また東名遺跡から佐
賀平野の成り立ちを知ることができるのも良い。

周辺の主要な遺跡とのネットワークを構築し、様々な見学ルートづくり
を行い、集客を図ります。

162

縄文の時代を知れば知るほど、その後の時代のような争いがな
かったであろうことが理解されます。しかも1万年の永きに亘っ
て。縄文人が自然とうまく共生し、狩猟・採集のみならず、栗の
木の栽培や小豆や他の穀類の栽培といった農業とも認められ
る営みを行っていたことは、近年の土器圧痕の研究などで明ら
かになって参りました。東名縄文遺跡の遺構に身を置き、平和
で豊かな生活文化を示す遺物に触れる時、子どもたちはきっと
ふるさと佐賀に対する誇りと愛着を深くし、これを矜持として、将
来、世界に羽ばたくグローバル人材に育ち、世界の平和構築
に貢献するものと確信する次第です。

ご意見のとおり、縄文時代は自然と共生し争いの無い平和な時代で
した。それは、争いが絶えず、自然破壊を繰り返す現代より遙かに先
進的な時代であったと言うことができます。日本人が最も人間らしく生
きていた時代で、生活様式が急速に多様化・複雑化する現代社会に
おいて縄文文化に学ぶ点は多いと思います。東名遺跡の史跡整備
のコンセプトとしては、日本文化の原点とも言える縄文文化が学べる
場所（遺跡）にしたいと考えています。現在、東名遺跡保存活用計画
の策定中で、その後整備基本計画を策定していく中で遺跡の将来像
について検討していきます。

163

吉野ヶ里遺跡は公園として整備されてはいますが、遺物展示が
貧弱であることに驚きます。展示室も不十分ですが、展示遺物
に至っては20数年前の興奮を呼び起こした迫力はありません。
現地に立派な展示館を建設すべしという運動も行われているよ
うですが、東名遺跡が、現在の吉野ヶ里の二の舞にならないこ
とを祈るばかりです。

東名遺跡については、埋蔵文化財センターの設置に関わらず、現地
と出土品が一体的に整備できるような計画を検討しています。吉野ヶ
里遺跡については重要な先行例として、学ぶべき所は学び、反省す
べき点は是正するような形で参考にしていきたいと考えています。

164
地元に住んでいても、東名遺跡のアピールが不足していること
を感じる。

これから東名遺跡の整備計画を策定する予定で、その中で具体的な
広報などについても検討します。

165
東名縄文館を知ってもらうことが必要。宣伝不足である。テレ
ビ・ラジオ・小中高校生などの講演、郷土学習への取り組み、各
校区に出向いての広報活動が必要。

東名縄文館の広報については、施設の管理者である国土交通省側
とも調整しながら、学校や公民館等を中心に行っていきたいと考えて
います。

166
東名遺跡について、三内丸山遺跡（青森県）、上野原遺跡（鹿
児島県）、と共に世界遺産登録を実現する。

現在、三内丸山遺跡は「北海道・北東北の縄文遺跡群」として世界
遺産登録を目指しています。まずはその成り行きを見守りたいと思い
ます。

その他

評価していただけるような施設づくりに取り組みます。
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