
1 

 

 第３回東名遺跡保存活用計画策定委員会 議事録 

 

１ 開 会 

 

２ あいさつ 

 

３ 委員長あいさつ 

 

４ 議 事 

 《報告事項》 

・第２回策定委員会での主な意見とその対応について 

【資料を基に説明】 

【質疑応答】●…委員 ○…事務局 

      ■…ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ（国交省） □…ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ（佐賀県文化財課） 

  ※特になし 

 

 

 《協議事項》 

（１）史跡周辺の環境について（巨勢川調整池の環境） 

【資料を基に説明】 

【質疑応答】●…委員 ○…事務局 

■…ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ（国交省） □…ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ（佐賀県文化財課） 

●：17 ページの水質のところで、カップリングした本来の目的は DO、水位を維持すると

いうことが基本にあって、結果として水質分析、水位の調査の結果、現状では良好に遺

構が保存されているという締めくくり。水質はこうだったということではなく、本来の

目的はこうであるので、それをクリアしているという結び方がいい。 

●：水質というのは調整池の水質をみたところを書いているのか。保存盛土下でモニタリ

ングしているものではないということか。 

○：それについては別立てで、保存の部分で説明する。 

●：3 回も水に浸かったということだが、これは強制的に排出するのか、それとも自然に引

くのか。水浸けになっている時間がどれ位あるのか。保存盛土上に展示というか、標識

を立てるだろうから、その辺の情報として教えてもらいたい。 

■：運用開始の平成 21 年度から 3 回浸かっているというところだが、雨の降り方で何時間

位浸かっているのかというのはわからないところがある。排出するときは毎秒 30 トンの

水をポンプで排出するようにしている。2、3 日の雨で 1 週間、2 週間浸かるということ

はないと思う。今回も水位は TP1.3m くらいだったと思う。そのくらいだと 1、2 日で下
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がると思う。 

●：居住地は三田川層にのっていたのか。 

○：基本的には三田川層。 

●：三田川層上に集石遺構などが構築されたわけか。 

○：そのとおりである。 

 

 

（２）史跡の現状と課題について 

（３）史跡の将来像 

【資料を基に説明】 

【質疑応答】●…委員 ○…事務局 

■…ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ（国交省） □…ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ（佐賀県文化財課） 

●：57 ページの（3）について、経験則からいうと、劣化しやすい遺物であるので、保存処

理をしても恒久的ではなく、再処理が必要となる。その過程で劣化なり、毀損というも

のが生じてくる。これが東名の目玉であれば、公開とか貸出部分に多く引き出されるよ

うになってくると思われる。そういった意味でも、現状を最新の技術で記録をとってお

く。記録資料は現物をみられない人にとっても研究資料となり、見るだけでもかなり効

力を発揮すると思うので、この中に、出土遺物のデジタルアーカイブ化も加えてもらい

たい。もう 1 点は遺跡の価値を構成する要素に入れてもらった、学術的な調査研究がベ

ースになってこの遺跡の価値を高めているということで、具体例が 36 ページに各分野の

方の分析という形で出てくるが、例えば分析途中の資料、寄生虫卵の写真とか、プレパ

ラートとか、こういったものも保存管理してあって、それを見たい人に提供する。写真

等提供してもらえればいいが、分析した資料等を研究者の方が手元に置いておいて、退

官したのでわからなくなってしまったとこともある。これは協力できる先生方で結構だ

が。民間に出した資料であれば、その元データの保管というのもできないか。 

○：文化庁の基準に則って項目立てをして記述をしているが、この史跡の現状と課題と、

次から記述する「史跡の保存」「史跡の活用」「史跡の整備」はクロスする部分が結構あ

る。今後こうしたいとかという課題の部分は結構重なっていて、先ほど編みかごの記録

を残した方がいいということがあったが、72 ページにデジタルアーカイブ化を推進する

という記述をしている。「史跡の保存」の章で触れているので、そこで指摘をしてもらえ

ればと思う。この章では、現状を中心にこのような課題が尐し考えられるという書き方

にしている。先ほど言われた分析のプレパラート等については触れていないので、次の

「史跡の保存」の章で記述させてもらえればと思う。 

●：活用のところで、出前授業、体験学習とシンポジウム等、史跡地の外での活用が充実

していることが書き込まれているが、保存活用計画では、史跡そのものに入っていく人

はどういう状況にあるのかとか、現地そのものをどう活用していくのかとか、そういう
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書き込みがその前に必要ではないかと思うがどうか。 

○：現状では、現地までいかれている方はほぼいないので、そういったことも含めて活用

の現状のところに記述を加えたい。 

●：ガイダンス施設まで行けば中に入って周りを散策できるのか。 

○：歩いてであれば行ける。ウォーキングとか目的をもって回っている方はいるが、現地

に降りられるという知識がある方はあまりいないと思う。現状では何の表示もしていな

いので、誘導してもどうかということがある。入ったらいけないということはない。 

●：それでは課題として、現地を活かせていないのではないかと書いてもいいと思う。後

ほどガイダンス施設とか出てくるのだろうが、史跡地外での活用が充実しているのはわ

かるが、逆にいうと、史跡の近くにガイダンス施設があれば、もっと魅力を高めたりす

ることができるのではないか。展示公開も県立博物館、市立図書館、吉野ヶ里と外に出

かけて展示するのも重要な意義があると思うが、やはり恒久的に展示できる施設が必要

で、公開、体験学習等も現地近く、恒久的な施設とかでの活用が望まれるのではないか

と思った。 

○：その通りだと思うので、整理して書き込みたいと思う。展示公開の部分については、

活用の課題のところに、出土遺物とかを公開するきちんとした施設が必要だという文言

を入れていたが、次の整備のところでガイダンス整備を記述したので、削除した箇所も

ある。 

●：課題で頭出ししておいて、具体的な方策とか方向性をこの第 7 章以降に書き込んでい

けばいいと思う。 

○：まず 60 ページに整備という項目を出しているが、これが、史跡そのものがどうみられ

ているのか、どういう活用をされているのかという、まさに委員が言われているところ

なので、この辺を最初の活用の部分に入れて、現状と課題に、散策する人が尐ない、制

限がかかっていて入れない、史跡を見ることもできないとか、そういう部分も入れて、

整備と合わせて、ソフト事業の展開等を記述する方がわかりやすいと思うので、もう一

回整理をさせてもらいたい。 

●：先ほど指摘があったこと、計画策定の途中であるので、まだ見えない部分があるので、

見えてきた段階でもう一度整理し直して提示してもらえればと思う。 

●：62 ページの課題の整理の丸はわかりやすいと思うが、「◎」が本文に記載したもので、

「○」が本文にはないが関連性を示しているという意味か。 

○：「◎」と「○」が両方ある分については、「◎」の方が本文中に記載しているという意

味。 

●：本質的価値を構成する要素の③のところは「◎」が付いていないが、関連があるなら、

文章中にも何か書き込みが必要かと思う。 

○：できれば本文中に書き加えた形にしたいと思う。 

●：表 5-2 は構成要素というものと関連分野というものを逆にしないといけないのではない
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か。関連分野が大事なわけであるから、左列に記載した方が良いのではないか。「◎」と

いうのも微妙で、全部「○」でもいいかもしれない。 

●：保存と活用と整備という項目でまとめるほうがわかりやすいのではないかと思う。課

題だけでなく課題の整理のところの中に、現状を踏まえた課題というのが尐し文章的に

も加わるような形のまとめ方ではどうか。 

○：表の中に現状も加えた方がいいか。 

●：やはり保存としての課題がこれ、活用としての課題がこれ、整備としての課題がこれ

というようなまとめ方の方が散漫にならずにわかりやすいのではないかと思う。 

○：丸が二項目に重なったりする部分が出てくるが、第 7 章以降はどちらかに寄せる形に

なると思うので、丸の重なりはなく、載せている方だけに丸を付けた方がいいのではな

いかと思っている。 

●：どちらかに整理してしまった方がいい。 

●：これはあくまで文化庁に示す計画書であって、この計画書を基にして、文化庁はそれ

に則った整備をさせ、補助するという手順だと思う。そういうことで、内部事情がある

かもしれないが、ガイダンス施設というのは必要だということをきちんと謳って、管理

運営のところでは、例えば指定管理者制度という形にして、管理を外部委託にしていく

ような考え方とか、尐しすっきりさせた形で書いてもいいのではないか、もちろん内部

で議論してできればだが。 

●：文化庁のこの種の計画のつくり方、昔は整備を先に書いて、その後に活用を書くとい

う順番だった。最近は活用ありき、活用の計画を先に出して、それに基づいて整備を次

に考える。この本の章立てもそういう構成になっているので、やはり活用のところで、

目標としてガイダンスとか、活用においても教育委員会事務局だけではなく、佐賀市だ

けではなく、NPO とか、地域の人との協力も必要だとか、そういうところも書いてもい

いのではないかと思うがどうか。 

○：その部分については、活用が前で整備が後になっているが、非常に分けづらいという

か、書きづらいというか、わかりにくいという部分もある。先ほど言われたことなどを

入れる必要があると思うので、検討して、そういう部分も加えていきたいと思う。 

●：活用のところに現状であげられているのをみると、今後活用を拡大しても、いろいろ

な人が来てくれるのではないかとも思える。 

□：文化庁がどういう考え方をしているのかということを簡単に説明しようと思うが、基

本はまさに表題どおり、史跡を保存するのと活用する、二つの大きな柱があって、保存

と活用というのは、ずっと遺跡をこのまま残していこうということとそれを活用してい

こうということ、ある意味尐し矛盾することである。活用していけば当然保存には影響

があるかもしれない。今は、そういった尐し矛盾する保存と活用を橋渡しするのが整備

だという言い方をしている。 

●：なかなか難しいと思う。体裁を整えながら、そこに問題の核心を突くというのは作文
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が大変だろう。 

○：その辺のことも、文化庁の調査官に聞き確認した上で修正したいと思う。 

●：課題の整理のところにあった史跡周辺の環境。例えば整備がなされた後に周辺に色々

なものが建つとか、工場は建てたらいけないとか、例えば宅地ならいいとか、農地の転

用とか色々あるでしょうが、そういった網は何か他にかかっているのか。今後、史跡周

辺、拡大というのを考えて、調査をしていくという過程の中で、当たったら拡大すると

いうのはいいが、それ以前に、例えば何か周りに建っていくと、周辺の環境というのは

大きく変化していくような気がするので、その辺を尐し教えてほしい。 

○：基本的には周辺、隣接地については農地になっているが、詳細を確認していないので、

確認を進めたいと思う。周辺は、圃場整備をして 10 年以上経っているので農地転用は可

能ではある。工業地帯ではない。周辺は農業振興地域になっているので、建物がどんど

ん建つという状況ではない。例えば大規模な開発があるとか、そういうところではない。 

●：これが 10 年、20 年、見直しの時点で、また考えればいい話ではあるが、その動向とい

うか、法的な縛りがあるのか、ないのかとか、その辺を尐し調査していただければと思

う。 

 

 

（４）史跡の保存 

（５）史跡の活用 

【資料を基に説明】 

【質疑応答】●…委員 ○…事務局 

■…ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ（国交省） □…ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ（佐賀県文化財課） 

●：保存の方についてだが、木質または植物質というのは酸素との関係で劣化していく。

貝とか骨は酸性の環境下で分解していく。それぞれ要因が違うと思われるが、このデー

タを見る限り、特に図 7-7 だと、遺跡が露出していた状態の時は酸化するような環境下で

あったのが、年数が経つと戻ってきているというか、酸化要因というのが低くなってき

ている。酸性の環境であったものが中性の方向に動いているということだろう。キャッ

ピングをして良い環境下に動いてきているというところなのだと思う。これは非常に良

いデータだと思うので、効果のところに、動いたような経緯などを付け加えてもらえれ

ばいいのではないかと思う。これ以後中性の方向に向かって動いていく。海の堆積が絡

んでいるので、もともとは中性から若干アルカリ性のものであったという可能性がある。

あと酸性の環境にならないのかということだが、地下水として池の水との関係があると

思う。通常、酸性になる場合においては植物が腐植して止まった水などでフミン酸が生

成されて、酸化的な環境になるというのが一般的。調整池では植物の繁茂を抑えていた

り、頻繁に水を入れ替える。川の水は基本的にアルカリ性、止まっている水は基本的に

酸性、その辺の循環のようなものが若干見えてくる。保存環境としては良いというとこ
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ろで、もう尐し書き加えてもいいという感じはする。安定しているということを強調し

てもいい。非常にいい結果が出ているように思われる。そういうところはもう尐し強調

してもいい。 

●：活用のところだが、中身としては網羅されているが、活用の方法のところで、まず、（1）

調査研究だが、これは第 9 章で出てくる運営体制で、調査研究拠点として、対外的に海

外も含めて、内外との交流、情報発信、そのような部分を謳う必要がある。遺跡という

のは整備して終わりではなく、研究は永遠に続くと、場合によっては調査もするという

要素も残しておく意味でも、運営体制のところに、調査研究をもってきたらいかがか。

それでは活用はということになるが、これは（2）～（4）で、学習支援による活用、教

育としての活用という大きい括りにして、その中で、並んでいる項目が出てくる、そう

いう教育が一つ。2 番目は観光、観光支援としての活用、観光というのが 2 つ目のキーワ

ード、3 番目は市民サポーターと書いてあるが、地域連携とか、地域コミュニケーション

としての活用、ここでは教育、観光、地域連携とか地域、この 3 つのキーワードで活用

をまとめてはどうか。そうすると、調査研究というのは、むしろ研究拠点形成みたいな

言い方にして、整備の方の運営体制の方にもっていって、これで終わりではないと、こ

れからまだまだ研究調査しなければいけない、常に新しい情報を発信していかなければ

いけないというような言い方で出しておいたらいかがか。 

○：最後の章までつくり上げていないので、その中で一番やりやすいところに、入れてい

けたらと思っている。 

●：現状と課題の活用のところで尐し述べた内容になるが、史跡の活用で、73 ページの基

本方針、方向性で、史跡に多くの人が集いと謳っているので、史跡現地に多くの人が集

うような活用を書き込んでもらえればと思う。例えば今の項目立てでいうと、（2）学習

支援の活用で、史跡現地ではどうするか、観光交流により、史跡現地ではどうするか、

そういう組み込み方でも構わないので。また、史跡周辺の環境をどのように守っていく

のかだが、第 7 章 72 ページの周辺との一体的な保全のところで（1）、（2）とあるが、そ

この中に組み込む形でもいいが、現行の農振地域、いろいろな法規制、都市計画を利用

しながら守っていくとか、（2）では、周知の埋蔵文化財包蔵地を利用して守っていくと

か、そういうところを書き込んでもらえればと思った。 

●：16 ページなどの、巨勢川調整池の環境というのがあるが、こういう現状と何か兼ね合

わせた形の活用というのは出てこないか。周囲の水田とか、そういうのもあるし、20 ペ

ージの図 2-24 など見ていると、巨大なビオトープで、非常に散策にいいようなところに

なると思いながら、そういうのを史跡とどのように関連づけていけばうまく調和がとれ

るのかというのが今のところ思いつかないが。無理に入れる必要はないかもしれないが、

現在の調整池との調整を図り、活用するとか、あっていいと思う。 

●：今の意見の補足で、史跡の保存において、調整池との共存が重要だということ、調整

池の中にあるということで、水環境も整っていて、生物も、外来種もいそうだが、佐賀
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平野の貴重な生物も守られている。調整池の中にあるという東名遺跡の環境そのものが

保存にいい効果をもたらしている、そういうスタンスで書いた方がいい。活用において

も、環境を学ぶ、水の大事さ、調整池の役割も合わせて学ぶとか、そういうことを入れ

てもいいと思った。前回の委員会のところになるが、史跡の価値のところで、今回加え

た調整池の環境もうまく対応するような書き込み、そういうところがあると、保存にお

ける調整池との関わり、あるいは活用における調整池の環境を生かした活用の展開にも

つながっていくのではないかと思った。 

○価値付けのところでも、その部分を整理して入れてみたいと思う。 

 

 

（６）その他 

●：ここでいう経過観察というのは、保存・活用・整備・運営体制を含めたものか。 

○：この計画を見直すサイクル。例えば 10 年に 1 回この計画を見直すとかというのをここ

で謳う。どういうものをどれくらいのスパンで経過を観察していくかというところ。 

●：64 ページの保存の方向性という、そのうちの 2 つ目に、保存環境の継続的な観察を行

いとあるわけで、普通ならば、環境という部分であれば、観測位で、観察と言わないと

思う。11 章は、経過観察を要するような言葉として捉えられるが。 

●：こういった施設を評価される時に、入館者数とかをとられたらそこだけをやられるが、

その効果がどれ位あるのかというのをリサーチすることが非常に大事になってくる。そ

れ以外の目に見えない部分とか、それを数値化して、エミネンス・エビデンスと言われ

るが、つくったものがうまくいっているのか、機能しているのかということを、5 年毎に

見直すというよりも、毎年データを見て本当にうまくいっているのだろうか、遺跡自体

はコンプリートに色々設備は変えられないが、ソフトの部分というのは修正がきくと思

う。その蓄積の上で、何とか 5 年に 1 度、更新・改善するとか、そういう仕組みをつく

ってもらえれば、素晴らしい見本にはなると思う。5 年に 1 度見直すよりも、そのデータ

を逐一、1 年毎に評価するようなシステムをつくって、それに則って、5 年毎につくり直

そうとか、10 年後につくろうとか、短期と長期が見られた評価とその循環みたいなルー

ルづくりがあるとすごくいいと思う。迅速に軌道修正が必要な場合も、行政内部でやっ

ている中で気付くので、このままではまずいということで緊急に修正することもあると

思うが、とりあえず自分達がやっていることをもう一回客観的に評価し直すようなシス

テムというのは大事になってくるのではないかと思う。 

●：現状、盛土の下に本質的な価値のある貝塚が埋まっているが、同じように本質的な価

値のある遺構が地下にあるのが、時代は全く違うが佐賀市の三重津海軍所跡で、三重津

海軍所跡も保存活用計画、整備計画つくってきて、見えない遺構を見せるためいろいろ

なデジタル機器を使っていこうとしているので、そういう機器を利用して、地下に埋も

れている調査が終わった遺跡を解説するというところも盛り込んでもらえればと思う。 
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●：人数だけで評価されるというよりは、学習支援など、小学校、中学校、または生涯学

習のところでどういうふうにやっているかなども、評価できるような仕組みを組み込ん

でもいいと思う。継続的に管理運営していく中で、予算との関係が当然でてくると思う

が、その中で評価というのが重要視されるなら、総合的に評価されるような仕組み、そ

ういうのも考えておいた方がいいのではという感じがする。単純に評価するのではなく、

方向性や如何に、というものを評価しなくてはいけない。そういうことと施策経過観察

というのは関連してくることになると思う。非常に難しいところもあるかと思うが。 

○：今から何かをやっていこうという時に、経過観察についての適切な項目立てが難しい。 

●：継続的な保存も、評価をすべきだと思う。 

●：こういった議論は、全体的に流した時にその辺が見えてくるだろうか。ただ、ある程

度の方向性を決めておかないと、経過観察の部分が書けないだろうから、次回、指摘さ

れたことと合わせて、流れの中で見直してみたいと思う。 

 


