
0 100mＳ＝1/1500Ｓ＝1/1500Ｓ＝1/1500

石組遺構（写真パネルによる平面表示）石組遺構（写真パネルによる平面表示）石組遺構（写真パネルによる平面表示）
炉状遺構（舗装による平面表示）炉状遺構（舗装による平面表示）炉状遺構（舗装による平面表示）

入江の地形入江の地形入江の地形

旧堤防跡旧堤防跡旧堤防跡

駐車場
移設地
駐車場
移設地
駐車場
移設地

木杭群（舗装による平面表示）木杭群（舗装による平面表示）木杭群（舗装による平面表示）

トイレ（可搬式）の設置検討位置トイレ（可搬式）の設置検討位置トイレ（可搬式）の設置検討位置

全体平面図全体平面図全体平面図（計画案）（計画案）（計画案）

葦原葦原葦原

既存樹木既存樹木既存樹木

既存樹木既存樹木既存樹木

既存樹木既存樹木既存樹木

既存樹木既存樹木既存樹木

既存樹木既存樹木既存樹木
全体解説サイン全体解説サイン全体解説サイン全体解説サイン

世界遺産登録記念銘世界遺産登録記念銘世界遺産登録記念銘世界遺産登録記念銘

保存堤防
解説サイン
保存堤防
解説サイン
保存堤防
解説サイン

ベンチ （可搬式）ベンチ （可搬式）ベンチ （可搬式）

ベンチ
（可搬式）
ベンチ

（可搬式）
ベンチ

（可搬式）

荒籠荒籠
解説サイン解説サイン

荒籠
解説サイン

荒籠
解説サイン

炉状遺構（舗装による平面表示）炉状遺構（舗装による平面表示）炉状遺構（舗装による平面表示）
溝状遺構（写真パネルによる平面表示）溝状遺構（写真パネルによる平面表示）溝状遺構（写真パネルによる平面表示）

小型二連炉（写真パネルによる平面表示）小型二連炉（写真パネルによる平面表示）小型二連炉（写真パネルによる平面表示）

船の表現（電流丸の水平投影範囲を表示）船の表現（電流丸の水平投影範囲を表示）船の表現（電流丸の水平投影範囲を表示）

ドライドック（平面表示）ドライドック（平面表示）ドライドック（平面表示）

海軍所稼働期の河川護岸 (H31 調査予定 )海軍所稼働期の河川護岸 (H31 調査予定 )海軍所稼働期の河川護岸 (H31 調査予定 )

ベ
ン
チ

ベ
ン
チ

ベ
ン
チ

駐車場サイン駐車場サイン駐車場サイン

誘導サイン誘導サイン誘導サイン

案内サイン案内サイン案内サイン

船屋地区
解説サイン
船屋地区
解説サイン
船屋地区
解説サイン

稽古場地区
解説サイン
稽古場地区
解説サイン
稽古場地区
解説サイン

修覆場地区
解説サイン
修覆場地区
解説サイン
修覆場地区
解説サイン

モニタリング観測孔モニタリング観測孔モニタリング観測孔

土堤盛土
解説サイン
土堤盛土
解説サイン

入江の地形入江の地形
解説サイン解説サイン
入江の地形
解説サイン
入江の地形
解説サイン

全体解説サイン
（サインリニューアル）

全体解説サイン
（サインリニューアル）

全体解説サイン
（サインリニューアル） 石碑「藩兵学校跡」石碑「藩兵学校跡」石碑「藩兵学校跡」

史跡標柱史跡標柱史跡標柱

あずまや （可搬式）あずまや （可搬式）あずまや （可搬式）

あずまや （可搬式）あずまや （可搬式）あずまや （可搬式）

未調査部分
（Ｈ31 調査予定）
未調査部分

（Ｈ31 調査予定）
未調査部分

（Ｈ31 調査予定）
園路舗装
船の表現
広場舗装
ドライドックの表現（舗装）
川の表現（舗装）
緑地

園路舗装
船の表現
広場舗装
ドライドックの表現（舗装）
川の表現（舗装）
緑地

園路舗装
船の表現
広場舗装
ドライドックの表現（舗装）
川の表現（舗装）
緑地

全体解説サイン・地区解説サイン
解説サイン
誘導サイン
史跡標柱
世界遺産登録記念銘

全体解説サイン・地区解説サイン
解説サイン
誘導サイン
史跡標柱
世界遺産登録記念銘

全体解説サイン・地区解説サイン
解説サイン
誘導サイン
史跡標柱
世界遺産登録記念銘

凡例

※土系舗装の詳細はモニタリング結果を踏まえて検討

①

・遺構保護と当時の様子を連想
　しやすくするため、   周辺と同
　じ高さまで埋め立てて平場に
　する

・遺構保護と当時の様子を連想
　しやすくするため、   周辺と同
　じ高さまで埋め立てて平場に
　する

・遺構保護と当時の様子を連想
　しやすくするため、   周辺と同
　じ高さまで埋め立てて平場に
　する

くぼ地くぼ地くぼ地

今回の基本設計では
「多目的広場」として
仮設定。
今後の調査研究の進展に
合わせて詳細を検討

今回の基本設計では
「多目的広場」として
仮設定。
今後の調査研究の進展に
合わせて詳細を検討

今回の基本設計では
「多目的広場」として
仮設定。
今後の調査研究の進展に
合わせて詳細を検討

修覆場地区を中心に護岸ラインの表示を行う。
（詳細は今後の調査結果を踏まえて追加設計
で検討）

修覆場地区を中心に護岸ラインの表示を行う。
（詳細は今後の調査結果を踏まえて追加設計
で検討）

修覆場地区を中心に護岸ラインの表示を行う。
（詳細は今後の調査結果を踏まえて追加設計
で検討）

未調査部分未調査部分未調査部分

石碑
「和船圍場跡」
石碑
「和船圍場跡」
石碑
「和船圍場跡」

石碑「調練場跡」石碑「調練場跡」石碑「調練場跡」

※河川敷への設置物等については、今後詳細を整理し、河川管理者との協議を行う予定です。

0 100mＳ＝1/1500Ｓ＝1/1500Ｓ＝1/1500

凡　例

史跡指定範囲
追加指定予定地

＜平成15年度以降　公園・漁港整備＞

木　　柵
手  す  り
車  止  め
夜  間  灯
常  夜  灯
ベ  ン  チ
あずまや
遊　　具
足洗い場
ト   イ   レ

石　　碑

＜平成25年度以降 史跡の暫定整備＞

＜公園整備以前の設置物＞

総合案内サイン
解説サイン（新設）
解説サイン（更新）
みえつscope ポ イ ン ト
平    面    表    示

河　　川サイン
総合案内サイン
利用案内サイン
解　　説サイン
そ  の  他サイン
地    上    表    示

凡例 （施設）

全体平面図全体平面図全体平面図（現況）（現況）（現況）

石碑「和船圍場跡」石碑「和船圍場跡」石碑「和船圍場跡」

石碑「調練場跡」石碑「調練場跡」石碑「調練場跡」

佐野常民記念館佐野常民記念館佐野常民記念館

石碑「藩兵学校跡」石碑「藩兵学校跡」石碑「藩兵学校跡」

生きものの解説サイン生きものの解説サイン生きものの解説サイン

scope②scope②scope②

scope③scope③scope③

scope④scope④scope④

scope①scope①scope①

駐車場サイン駐車場サイン駐車場サイン

scope⑥scope⑥scope⑥

石組遺構石組遺構石組遺構

三連溝状遺構三連溝状遺構三連溝状遺構

小型二連炉小型二連炉小型二連炉

ドライドック原寸大パネルドライドック原寸大パネルドライドック原寸大パネル

scope⑤scope⑤scope⑤

屋外展示整備計画（案） 全体平面図全体平面図全体平面図（現況）（現況）（現況）
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0 100mＳ＝1/1500Ｓ＝1/1500Ｓ＝1/1500

入江の地形入江の地形入江の地形

旧堤防跡旧堤防跡旧堤防跡

駐車場
移設地
駐車場
移設地
駐車場
移設地

木杭群（舗装による平面表示）木杭群（舗装による平面表示）木杭群（舗装による平面表示）

（計画案）（計画案）（計画案）

・適切な維持管理を図っていく・適切な維持管理を図っていく・適切な維持管理を図っていく
葦原葦原葦原

既存樹木既存樹木既存樹木

既存樹木既存樹木既存樹木

既存樹木既存樹木既存樹木

既存樹木既存樹木既存樹木

既存樹木既存樹木既存樹木

保存堤防
解説サイン
保存堤防
解説サイン
保存堤防
解説サイン

荒籠荒籠
解説サイン解説サイン
荒籠
解説サイン
荒籠
解説サイン

海軍所稼働期の
河川護岸
海軍所稼働期の
河川護岸
海軍所稼働期の
河川護岸

駐車場サイン駐車場サイン駐車場サイン

誘導サイン誘導サイン誘導サイン

案内サイン案内サイン案内サイン

船屋地区
解説サイン
船屋地区
解説サイン
船屋地区
解説サイン

稽古場地区
解説サイン
稽古場地区
解説サイン
稽古場地区
解説サイン

修覆場地区
解説サイン
修覆場地区
解説サイン
修覆場地区
解説サイン

入江の地形入江の地形
解説サイン解説サイン
入江の地形
解説サイン
入江の地形
解説サイン

三重津海軍所跡総合案内板三重津海軍所跡総合案内板三重津海軍所跡総合案内板

・周囲の舗装とは色や素材を変えることで、想定されるドライドックの範囲
を平面表示
・舗装材は、透水性のものを採用する
・電流丸の水平投影範囲を表示（図示している船の形状は、咸臨丸
（L:48.8m、W:8.74m）をベースに、電流丸（L:45.5m、W:7.9m）の大きさにリ
サイズしたもの
・蓄光素材により船の輪郭を夜間に表現することを検討

・周囲の舗装とは色や素材を変えることで、想定されるドライドックの範囲
を平面表示
・舗装材は、透水性のものを採用する
・電流丸の水平投影範囲を表示（図示している船の形状は、咸臨丸
（L:48.8m、W:8.74m）をベースに、電流丸（L:45.5m、W:7.9m）の大きさにリ
サイズしたもの
・蓄光素材により船の輪郭を夜間に表現することを検討

・周囲の舗装とは色や素材を変えることで、想定されるドライドックの範囲
を平面表示
・舗装材は、透水性のものを採用する
・電流丸の水平投影範囲を表示（図示している船の形状は、咸臨丸
（L:48.8m、W:8.74m）をベースに、電流丸（L:45.5m、W:7.9m）の大きさにリ
サイズしたもの
・蓄光素材により船の輪郭を夜間に表現することを検討

修覆場地区を中心に護岸
ラインの表示を行う。
（詳細は今後の調査結果
を踏まえて追加設計で検
討）

修覆場地区を中心に護岸
ラインの表示を行う。
（詳細は今後の調査結果
を踏まえて追加設計で検
討）

修覆場地区を中心に護岸
ラインの表示を行う。
（詳細は今後の調査結果
を踏まえて追加設計で検
討）

修覆場地区を中心に護岸
ラインの表示を行う。
（詳細は今後の調査結果
を踏まえて追加設計で検
討）

修覆場地区を中心に護岸
ラインの表示を行う。
（詳細は今後の調査結果
を踏まえて追加設計で検
討）

修覆場地区を中心に護岸
ラインの表示を行う。
（詳細は今後の調査結果
を踏まえて追加設計で検
討）

未調査部分
（Ｈ31 調査予定）
未調査部分

（Ｈ31 調査予定）
未調査部分

（Ｈ31 調査予定） 園路舗装
船の表現
広場舗装
ドライドックの表現（舗装）
川の表現（舗装）
緑地

園路舗装
船の表現
広場舗装
ドライドックの表現（舗装）
川の表現（舗装）
緑地

園路舗装
船の表現
広場舗装
ドライドックの表現（舗装）
川の表現（舗装）
緑地

全体解説サイン・地区解説サイン
解説サイン
誘導サイン
史跡標柱
世界遺産登録記念銘
既存施設の撤去
（遺構表示やサイン等）

全体解説サイン・地区解説サイン
解説サイン
誘導サイン
史跡標柱
世界遺産登録記念銘
既存施設の撤去
（遺構表示やサイン等）

全体解説サイン・地区解説サイン
解説サイン
誘導サイン
史跡標柱
世界遺産登録記念銘
既存施設の撤去
（遺構表示やサイン等）

凡例

※土系舗装の詳細はモニタリング結果を踏まえて検討

遺構表現・解説施設遺構表現・解説施設遺構表現・解説施設

②

石組遺構（写真パネルによる平面表示（解説付））石組遺構（写真パネルによる平面表示（解説付））石組遺構（写真パネルによる平面表示（解説付））
炉状遺構（舗装による平面表示）炉状遺構（舗装による平面表示）炉状遺構（舗装による平面表示）

炉状遺構（舗装による平面表示）炉状遺構（舗装による平面表示）炉状遺構（舗装による平面表示）
溝状遺構（写真パネルによる平面表示（解説付））溝状遺構（写真パネルによる平面表示（解説付））溝状遺構（写真パネルによる平面表示（解説付））

小型二連炉（写真パネルによる平面表示（解説付））小型二連炉（写真パネルによる平面表示（解説付））小型二連炉（写真パネルによる平面表示（解説付））

ドライドック（平面表示）ドライドック（平面表示）ドライドック（平面表示）

モニタリング観測孔モニタリング観測孔モニタリング観測孔

世界遺産登録記念銘世界遺産登録記念銘世界遺産登録記念銘世界遺産登録記念銘

石碑「藩兵学校跡」石碑「藩兵学校跡」石碑「藩兵学校跡」

史跡標柱史跡標柱史跡標柱

石碑
「和船圍場跡」
石碑
「和船圍場跡」
石碑
「和船圍場跡」

石碑「調練場跡」石碑「調練場跡」石碑「調練場跡」

全体解説サイン全体解説サイン全体解説サイン全体解説サイン

※河川敷への設置物等については、今後詳細を整理し、河川管理者との協議を行う予定です。

0 100mＳ＝1/1500Ｓ＝1/1500Ｓ＝1/1500

石碑「藩兵学校跡」石碑「藩兵学校跡」石碑「藩兵学校跡」

生きものの解説サイン生きものの解説サイン生きものの解説サイン

scope②scope②scope②

scope③scope③scope③

scope④scope④scope④

scope①scope①scope①

駐車場サイン駐車場サイン駐車場サイン

scope⑥scope⑥scope⑥

石組遺構石組遺構石組遺構

三連溝状遺構三連溝状遺構三連溝状遺構

小型二連炉小型二連炉小型二連炉

ドライドック原寸大パネルドライドック原寸大パネルドライドック原寸大パネル

scope⑤scope⑤scope⑤

遺構表現・解説施設遺構表現・解説施設遺構表現・解説施設（現況）（現況）（現況）

佐野常民記念館佐野常民記念館佐野常民記念館

＜平成15年度以降　公園・漁港整備＞

石　　碑

＜平成25年度以降 史跡の暫定整備＞

＜公園整備以前の設置物＞

総合案内サイン
解説サイン（新設）
解説サイン（更新）
みえつscope ポ イ ン ト
平    面    表    示

河　　川サイン
総合案内サイン
利用案内サイン
解　　説サイン
そ  の  他サイン
地    上    表    示

凡例 （施設）

石碑「和船圍場跡」石碑「和船圍場跡」石碑「和船圍場跡」

石碑「調練場跡」石碑「調練場跡」石碑「調練場跡」

屋外展示整備計画（案） 遺構表現・解説施設遺構表現・解説施設遺構表現・解説施設（現況）（現況）（現況）



0 100mＳ＝1/1500Ｓ＝1/1500Ｓ＝1/1500

入江の地形入江の地形入江の地形

旧堤防跡旧堤防跡旧堤防跡

駐車場
移設地
駐車場
移設地
駐車場
移設地

トイレ（可搬式）の設置検討位置トイレ（可搬式）の設置検討位置トイレ（可搬式）の設置検討位置

（計画案）（計画案）（計画案）

既存樹木既存樹木既存樹木

既存樹木既存樹木既存樹木

既存樹木既存樹木既存樹木

既存樹木既存樹木既存樹木

既存樹木既存樹木既存樹木

ベンチ （可搬式）ベンチ （可搬式）ベンチ （可搬式）

ベンチ
（可搬式）
ベンチ

（可搬式）
ベンチ

（可搬式）

ベンチ
（可搬式）
ベンチ

（可搬式）
ベンチ

（可搬式）

あずまや （可搬式）あずまや （可搬式）あずまや （可搬式）

あずまや （可搬式）あずまや （可搬式）あずまや （可搬式）

凡例

記念館からドライドック方向を見た際に景観を
阻害しにくく、増水時にトイレを河川区域の外
へ移動しやすい位置に検討
稼働期から大きく変わっていないと考えられる
開放的な河川敷の風景を阻害しにくいよう堤
防側への設置を検討

・近くに記念館があるため、トイレの規模は最
低限　（男：大１、女：大１、多目的１）を想定。
・構造や給排水は検討中

記念館からドライドック方向を見た際に景観を
阻害しにくく、増水時にトイレを河川区域の外
へ移動しやすい位置に検討
稼働期から大きく変わっていないと考えられる
開放的な河川敷の風景を阻害しにくいよう堤
防側への設置を検討

・近くに記念館があるため、トイレの規模は最
低限　（男：大１、女：大１、多目的１）を想定。
・構造や給排水は検討中

記念館からドライドック方向を見た際に景観を
阻害しにくく、増水時にトイレを河川区域の外
へ移動しやすい位置に検討
稼働期から大きく変わっていないと考えられる
開放的な河川敷の風景を阻害しにくいよう堤
防側への設置を検討

・近くに記念館があるため、トイレの規模は最
低限　（男：大１、女：大１、多目的１）を想定。
・構造や給排水は検討中

便益施設・遊戯施設便益施設・遊戯施設便益施設・遊戯施設

佐野常民記念館佐野常民記念館佐野常民記念館

あずまや（可搬式）
トイレ（可搬式）
ベンチ（可搬式）
既存施設の撤去（便益施設・遊具）

あずまや（可搬式）
トイレ（可搬式）
ベンチ（可搬式）
既存施設の撤去（便益施設・遊具）

あずまや（可搬式）
トイレ（可搬式）
ベンチ（可搬式）
既存施設の撤去（便益施設・遊具）

③

※河川敷への設置物等については、今後詳細を整理し、河川管理者との協議を行う予定です。

0 100mＳ＝1/1500Ｓ＝1/1500Ｓ＝1/1500

佐野常民記念館佐野常民記念館佐野常民記念館

＜平成15年度以降　公園・漁港整備＞

ベ  ン  チ
あずまや
遊　　具
ト   イ   レ

凡例 （施設）

便益施設・遊戯施設便益施設・遊戯施設便益施設・遊戯施設（現況）（現況）（現況）屋外展示整備計画（案） 便益施設・遊戯施設便益施設・遊戯施設便益施設・遊戯施設（現況）（現況）（現況）



0 100mＳ＝1/1500Ｓ＝1/1500Ｓ＝1/1500

凡例

暗渠排水

集水桝

排水平面図排水平面図排水平面図（現況）（現況）（現況）

0 100mＳ＝1/1500Ｓ＝1/1500Ｓ＝1/1500

凡例
暗渠排水（撤去）

集水桝（撤去）

手洗場（撤去）

暗渠排水（新設）

側溝（新設）

集水桝（新設）

手洗場（新設）

排水平面図排水平面図排水平面図

修覆場地区・船屋地区の排水の考え方
  木製遺構を保存するため、透水性の高い舗装材
を採用する。また、排水施設は設けないことで
自然浸透を促すこととする。また、周囲の地下
部分には水平排水層を設け、周囲に降った雨を
木製遺構周辺に集めるよう配慮する。

※この図面はおおまかな排水の考え方を検討するものであり、設計図ではありません。
　排水施設の詳細な位置や数などは今後関係機関とも十分な協議を行いつつ、
　詳細な検討を行います。

（計画案）（計画案）（計画案）

④

排水の考え方
●遺構の保護
発掘調査により木製遺構が検出されている船屋地区と修覆場地区では、遺構を継続して保存するため、地下水位をできるだけ高い位置
で保つことを主眼として排水計画を行う。河川敷であることから、大規模な盛土などの現況流下能力が低下する工法や、川の流れを妨
げる工法は用いないこととする。なお、ドライドック付近で地下水のモニタリングを行い、その結果を排水計画に反映していく。

●排水施設の更新
既存の排水施設は、整備の段階で現況を確認しながら、機能が低下しているものについては更新を図る。

●地下埋設管による排水
側溝や集水桝等の排水施設が景観を阻害しないよう、排水の手法はこれまで通り、透水管や暗渠管などの地下埋設管を基本とする。

●排水機能の強化
既存の排水施設では、堤防の法尻部分を中心に水たまりが出来やすい状態であったため、法尻部には連続して透水管を設置する等、既
存の施設配置を参考にしつつ排水機能の強化を図る。

排水の考え方
●遺構の保護
発掘調査により木製遺構が検出されている船屋地区と修覆場地区では、遺構を継続して保存するため、地下水位をできるだけ高い位置
で保つことを主眼として排水計画を行う。河川敷であることから、大規模な盛土などの現況流下能力が低下する工法や、川の流れを妨
げる工法は用いないこととする。なお、ドライドック付近で地下水のモニタリングを行い、その結果を排水計画に反映していく。

●排水施設の更新
既存の排水施設は、整備の段階で現況を確認しながら、機能が低下しているものについては更新を図る。

●地下埋設管による排水
側溝や集水桝等の排水施設が景観を阻害しないよう、排水の手法はこれまで通り、透水管や暗渠管などの地下埋設管を基本とする。

●排水機能の強化
既存の排水施設では、堤防の法尻部分を中心に水たまりが出来やすい状態であったため、法尻部には連続して透水管を設置する等、既
存の施設配置を参考にしつつ排水機能の強化を図る。

排水の考え方
●遺構の保護
発掘調査により木製遺構が検出されている船屋地区と修覆場地区では、遺構を継続して保存するため、地下水位をできるだけ高い位置
で保つことを主眼として排水計画を行う。河川敷であることから、大規模な盛土などの現況流下能力が低下する工法や、川の流れを妨
げる工法は用いないこととする。なお、ドライドック付近で地下水のモニタリングを行い、その結果を排水計画に反映していく。

●排水施設の更新
既存の排水施設は、整備の段階で現況を確認しながら、機能が低下しているものについては更新を図る。

●地下埋設管による排水
側溝や集水桝等の排水施設が景観を阻害しないよう、排水の手法はこれまで通り、透水管や暗渠管などの地下埋設管を基本とする。

●排水機能の強化
既存の排水施設では、堤防の法尻部分を中心に水たまりが出来やすい状態であったため、法尻部には連続して透水管を設置する等、既
存の施設配置を参考にしつつ排水機能の強化を図る。

ドライドックの想定範囲園路芝生

水平排水層（砕石層）水平排水層（砕石層）水平排水層（砕石層）水平排水層（砕石層）

砕石砕石砕石
舗装材（透水性）舗装材（透水性）舗装材（透水性）

砕石砕石砕石
舗装材（透水性）舗装材（透水性）舗装材（透水性）

雨水 雨水

▽ＧＬ▽ＧＬ▽ＧＬ

▽ＧＬ-300▽ＧＬ-300▽ＧＬ-300

水平排水層（砕石層）水平排水層（砕石層）水平排水層（砕石層）
▽ＧＬ-500

（地下遺構の目安となる高さ）

▽ＧＬ-500

（地下遺構の目安となる高さ）

▽ＧＬ-500

（地下遺構の目安となる高さ）

地下遺構地下遺構地下遺構

※河川敷への設置物等については、今後詳細を整理し、河川管理者との協議を行う予定です。

屋外展示整備計画（案） 排水平面図排水平面図排水平面図（現況）（現況）（現況）



0 100mＳ＝1/1500Ｓ＝1/1500Ｓ＝1/1500

凡例

散水栓撤去散水栓撤去散水栓撤去

散水栓撤去散水栓撤去散水栓撤去

散水栓撤去散水栓撤去散水栓撤去

散水栓撤去散水栓撤去散水栓撤去

散水栓撤去散水栓撤去散水栓撤去

手洗場
撤去
手洗場
撤去
手洗場
撤去

既存トイレ撤去既存トイレ撤去既存トイレ撤去

既存トイレ
撤去
既存トイレ
撤去
既存トイレ
撤去手洗場新設手洗場新設手洗場新設

新設トイレ
（可搬式）に接続
新設トイレ
（可搬式）に接続
新設トイレ
（可搬式）に接続

散水栓
撤去
散水栓
撤去
散水栓
撤去

散水栓撤去散水栓撤去散水栓撤去

給水設備平面図給水設備平面図給水設備平面図

配管（既存活用）

配管（撤去）

配管（新設）

散水栓（既存活用）

散水栓（撤去）

手洗場（撤去）

手洗場（新設）

給水設備の考え方
●既存設備の活用
現状で不具合が無く、園路や遺構表現等と干渉しない給水設備は、今後も活用する。

●既存施設の撤去
修覆場地区など遺構表現や舗装と干渉する既存の給水設備は撤去する。また、遊
具などが撤去されたことで利用頻度が減少した手洗い場２基も撤去し、新設する
トイレ （可搬式）の周辺に新たに設置する。

給水設備の考え方
●既存設備の活用
現状で不具合が無く、園路や遺構表現等と干渉しない給水設備は、今後も活用する。

●既存施設の撤去
修覆場地区など遺構表現や舗装と干渉する既存の給水設備は撤去する。また、遊
具などが撤去されたことで利用頻度が減少した手洗い場２基も撤去し、新設する
トイレ （可搬式）の周辺に新たに設置する。

給水設備の考え方
●既存設備の活用
現状で不具合が無く、園路や遺構表現等と干渉しない給水設備は、今後も活用する。

●既存施設の撤去
修覆場地区など遺構表現や舗装と干渉する既存の給水設備は撤去する。また、遊
具などが撤去されたことで利用頻度が減少した手洗い場２基も撤去し、新設する
トイレ （可搬式）の周辺に新たに設置する。

※この図面はおおまかな給水設備の考え方を検討するものであり、設計図ではありません。
　給水設備の詳細な位置や数などは今後詳細な検討を行います。

（計画案）（計画案）（計画案）

駐車場
移設地
駐車場
移設地
駐車場
移設地

⑤

手洗場
撤去
手洗場
撤去
手洗場
撤去

※河川敷への設置物等については、今後詳細を整理し、河川管理者との協議を行う予定です。

0 100mＳ＝1/1500Ｓ＝1/1500Ｓ＝1/1500

凡例

便所に
接続

便所に
接続

給水設備平面図給水設備平面図給水設備平面図

配管

散水栓

手洗い場

（現況）（現況）（現況）屋外展示整備計画（案） 給水設備平面図給水設備平面図給水設備平面図（現況）（現況）（現況）



0 100mＳ＝1/1500Ｓ＝1/1500Ｓ＝1/1500 ⑥

凡例

照明灯

電気設備平面図電気設備平面図電気設備平面図

●史跡地全体の照度を確保
これまでと同様に史跡地全体で照度の確保を図る。

●景観を妨げないよう照明設備は目立たないものとする
少ない照明灯で史跡地全体の照度の確保を図るため、採用する照明灯は背の高い物（４ｍ以上）とし、光が広範囲に届くよ
う、堤防の法尻と護岸の中間程度の位置を目安に設置する。

●史跡地全体の照度を確保
これまでと同様に史跡地全体で照度の確保を図る。

●景観を妨げないよう照明設備は目立たないものとする
少ない照明灯で史跡地全体の照度の確保を図るため、採用する照明灯は背の高い物（４ｍ以上）とし、光が広範囲に届くよ
う、堤防の法尻と護岸の中間程度の位置を目安に設置する。

●史跡地全体の照度を確保
これまでと同様に史跡地全体で照度の確保を図る。

●景観を妨げないよう照明設備は目立たないものとする
少ない照明灯で史跡地全体の照度の確保を図るため、採用する照明灯は背の高い物（４ｍ以上）とし、光が広範囲に届くよ
う、堤防の法尻と護岸の中間程度の位置を目安に設置する。

（計画案）（計画案）（計画案）

シンプルなポール灯の
イメージ①

シンプルなポール灯の
イメージ②

シンプルなポール灯の
イメージ③

※河川敷への設置物等については、今後詳細を整理し、河川管理者との協議を行う予定です。

0 100mＳ＝1/1500Ｓ＝1/1500Ｓ＝1/1500

凡例

便所に接続

スピーカー付き照明

スピーカー付き照明

便所に
接続

配線

照明灯

電気設備平面図電気設備平面図電気設備平面図

現在設置されている照明灯

（現況）（現況）（現況）屋外展示整備計画（案） 電気設備平面図電気設備平面図電気設備平面図（現況）（現況）（現況）



 

⑦ 

１．遺構の表現方法の整理 

（１）ドライドックの表現方法 

①ドライドックの表現 

・ドライドックの表現方法は、平面表示とする。 
グラデーションによる段差の表現やオルソ写真による表現は行わずに、できるだけシンプルな表現方法で平面的な大きさと位置を伝え、高さや構造などの情報はデジタル技術やサインで補うものとする。 

・当時の河川部分とドライドックの範囲は、舗装の色分け、あるいは素材の違いで分けて表現する。 
②ラインの設定根拠 

・ドライドック及び河川護岸の範囲のうち、上流側についてはこれまでの発掘調査で検出したドック 1段目の上端ラインや河川護岸ライン及びそれを繋いだ想定ラインを端部として設定した。 

また、下流側のドライドックのラインについては、明確な 1段目の上端ラインが確認できていない。このため、上流側のラインをこれまでの調査で推定されるドック幅 24.8m を基に反転させ、それに繋がる河川護岸ライ

ンについても平成 14 年度に川副町が実施した発掘調査の成果を基にした推定ラインで設定している。 

・ドライドックの締め切りの位置については、発掘調査で検出された渠口部付近の木組み遺構の形状から、現段階では渠口部の中央付近で設定している。 

（※今年度発掘調査を実施中であり、位置が判明した場合は変更する。） 

 Ａ案 明確な線の表現は行わない 
Ｂ案 明確な部分は実線、不明確な部分 

の線の表現は行わない 

Ｃ案 明確な部分は実線、不明確な部分 

は破線で表現 

Ｄ案 調査で明確になった部分のみ実線、 

想定や推定の部分は破線で表現 

表
現
イ
メ
ー
ジ 

  

概要 

・ドライドックと河川の想定される範囲を、舗装の色分け、

あるいは素材の違いで分けて表現する。 

・上流側は明確にわかっている部分をつなげていくことでライ

ンの全体像を想定できるため、実線で表現する。 

・情報の少ない下流側のライン及びドライドックの締め切り位

置は、線による表現は行わない。 

・ドライドックと川の範囲の舗装の色を分け、範囲を表現する。

・上流側は明確にわかっている部分をつなげていくことでライ

ンの全体像を想定できるため、実線で表現する。 

・情報の少ない下流側及びドライドック締め切り位置のライン

は、破線で表現する。 

・ドライドックと川の範囲の舗装の色を分け、範囲を表現する。 

・これまでの調査により明確な部分については実線で表現を行

い、想定や推定の部分については破線で表現を行う。 

・ドライドックと川の範囲の舗装の色を分け、範囲を表現する。

情報の正

確さ 

・調査によって明確になっている部分と、想定や推定の部

分の表現を区別していないので、調査の精度の違いを伝

えることはできない。 

・ドライドックと川の範囲を色分けした範囲表現に加え、上流

側に実線による線表現を行うことで、A 案よりも正確な情報

を伝えることができる。 

・ドライドックと川の範囲を色分けした範囲表現に加え、上流

側と下流側及び締め切りの推定位置に実線と破線による線

表現を行うことで、A 案よりも正確な情報を伝えることがで

きる。 

・これまでの調査によって明確な部分と、まだ明確になってい

ない想定や推定の部分が区別されるため、その他の案よりも

正確な情報を伝えることができる。 

評価 △ ○ ○ ◎ 

理解しや

すさ 

・ドライドックの位置は理解しやすい。（記念館 3F テラス

からも認識できる。） 

・調査で明確な部分と想定の部分があることは、一見した

だけでは理解できないため、サイン等で解説する必要が

ある。 

・ドライドックと川の範囲や明確な部分と推定の部分があるこ

とは理解しやすくなる。（記念館 3F テラスからも認識でき

る。） 

・範囲表現の色の違いや、実線で表現した上流側と、表現して

いない下流側の違いの意味を一見しただけでは理解しづら

い。上流側のラインにも明確な部分と想定の部分が混在して

いることからサイン等で解説する必要がある。 

・ドライドックと川の範囲や明確な部分と推定の部分があるこ

とは理解しやすくなる。（記念館 3F テラスから線の区分は

認識しづらい。） 

・範囲表現の色の違いや実線と破線の意味の違いは、一見した

だけでは理解しづらい。上流側のラインにも明確な部分と想

定の部分が混在していることからサイン等で解説する必要

がある。 

・ドライドックと川の範囲や明確な部分と推定の部分があるこ

とは理解しやすくなるものの線種が繁雑となる。（記念館 3F

テラスから線の区分は認識しづらい。） 

・範囲表現の色の違いや実線と破線の意味、上流側と下流側の

破線の意味の違いは、一見しただけでは理解しづらいため、

サイン等で解説する必要がある。 

評価 〇 ◎ ○ △ 

コスト 
・線の表現を行わないことから最も安い。 ・上流側に線の表現を行う分、A案よりも高くなるが、C・D案

よりは安い。 

・すべての部分で線表現を行う分、A・B案よりも高くなる。 ・すべての部分で線表現を行う分、A・B案よりも高くなる。 

評価 ◎ ○ △ △ 

総合評価 ○ ◎ ○ ○ 



⑧ 

２．遺構の表現方法を補完する方法 

（１）ドライドックにおける洋式船の表現 

①洋式船の表現範囲について 

・ドライドックの表現と合わせて洋式船の大きさの表現を行うことで、ドライドックに船が入っていた当時の風景やそのスケール感をイメージしやすくする。 

・三重津海軍所のドライドックで修理を行った記録があり、表現するために必要な情報を整理することが可能な「電流丸」を対象とし、電流丸の水平投影範囲（真上から見た範囲）の表現を行う。 

②洋式船の表現方法について 

・洋式船の表現にあたっては、遺構の保存の観点から地面を深く掘り下げず、増水時の流水を妨げるような施設は設けない。 

 
Ａ案 船の範囲の舗装材もしくは

素材を変えて表現 

Ｂ案 船の範囲の舗装材もしくは

素材を変え、かつ高低差をつけて

表現 

Ｃ案 船の範囲をウッドデッキ 

にして表現 

Ｄ案 船の範囲をウッドデッキ 

かつ高低差をつけて表現 
Ｅ案 船の範囲を芝生にして表現 

Ｆ案 船の範囲を芝生かつ 

高低差をつけて表現 

断
面
イ
メ
ー
ジ 

      

概要 

・電流丸の範囲をドライドック部分とは

異なる色や材料の舗装材、もしくは別

の素材を採用することで表現する。 

・電流丸の範囲をドライドック部分とは

異なる色や材料の舗装材、もしくは別

の素材を採用し、15 ㎝程度盛り上げる

ことで表現する。 

・電流丸の範囲にウッドデッキを施工す

ることでその範囲を表現する。 

・電流丸の範囲に地面から高さ 15cm 程

度のウッドデッキを施工することで

その範囲を表現する。 

・船の範囲を芝生にして表現する。 ・船の範囲を芝生にし、縁石などで高さ

を 15cm 程度盛り上げることで船の表

現を行うとともに、保水力の向上を図

る。 

遺構の 

保護 

・舗装材等を設置するため、深さ 20cm

程度で面的に掘削する必要はあるが、

遺構面との間には十分な間層があり、

地下遺構への影響はない。 

・縁石を設置する部分の掘削は必要だ

が、それ以外の部分の掘削はほとんど

ないため、地下遺構への影響はない。 

 

・地表面の砕石部分については 20cm 程

度の掘削、束を立てるための基礎部分

については部分的に 20 ㎝程更に深く

掘削する必要はあるものの、遺構面と

の間には十分な間層があり、地下遺構

への影響はない。 

・地表面の砕石部分については 10cm 程

度の掘削でよいが、束を立てるための

基礎部分については部分的に 20 ㎝程

更に深く掘削する必要がある。ただ、

遺構面との間には十分な間層があり、

地下遺構への影響はない。 

・掘削の深さが浅く、施工後もこの部分

は土であることから、地下遺構への影

響はない。 

・縁石を設置する部分の掘削は必要だ

が、それ以外の部分の掘削はほとんど

ないため、地下遺構への影響はない。

・施工後は部分的に土の厚みが現状より

も増えることから、保水力の向上が期

待できる。 

評価 ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎ 

船のイメ

ージのし

やすさ 

・C・D 案と比べれば、船のイメージは

し難い。 

・C・D 案と比べれば船のイメージをし

難い。 

・階段１段程度の高低差を設けること

で、電流丸の大きさは伝わりやすくな

る。 

・ウッドデッキを設置することで船をイ

メージしやすくなる。 

・ウッドデッキを設置することで船をイ

メージしやすくなる。 

・階段１段程度の高低差を設けること

で、電流丸の大きさは伝わりやすくな

る。 

・周囲の芝生部分との区分けが必要であ

り、船のイメージをし難い。 

・周囲の芝生部分との区分けが必要であ

り、船のイメージをし難い。 

・階段１段程度の高低差を設けること

で、電流丸の大きさは伝わりやすくな

る。 

評価 △ ○ ○ ◎ △ △ 

整備 

コスト 

・整備費用は E・F案よりも高くなるが、

B～D案よりは安い。 

 

・整備費用は、高低差を設ける分 A案よ

りわずかに高くなる。 

・整備費用は E・F案よりも高くなるが、

C・D案よりは安い。 

・A・B・E・F 案と比べ整備費用が高い。

・年に数回程度浸水する可能性が有るた

めウッドデッキの材料選定には検討

が必要となる。 

・A・B・E・F 案と比べ整備費用が高い。

・年に数回程度浸水する可能性が有るた

めウッドデッキの材料選定には検討

が必要となる。 

・A～D案と比べ整備費用は最も安い。 ・A～D案と比べ整備費用は安い。 

・盛土を行うため、E案よりも僅かに高

くなる。 

評価 ○ ○ △ △ ◎ ◎ 

維持管理 

・他の案と比べ維持管理が最も容易。 ・高低差を設ける分、浸水後に土砂やご

みなどが残る可能性はあるが、C～E

案に比べれば清掃・メンテナンスは容

易。 

・浸水後に土砂やごみなどが残る可能性

があり、清掃・メンテナンスが必要と

なる。 

・浸水後に土砂やごみなどが残る可能性

があり、清掃・メンテナンスが必要と

なる。 

・浸水後に土砂やごみなどが残る可能性

があり、清掃・メンテナンスが必要と

なる。 

・定期的な芝刈りも必要となる。 

・浸水後に土砂やごみなどが残る可能性

があり、清掃・メンテナンスが必要と

なる。 

・定期的な芝刈りも必要となる。 

評価 ◎ ○ △ △ △ △ 

総合評価 ◎ ○ △ ○ ○ ○ 

 

（２）デジタル映像での表現 

・現地の地表面表示や解説サインだけではイメージのしにくい立体感・構造・活動等をわかりやすく伝えるため、デジタル技術による表現を積極的に取り入れる。 
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