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第３回東名遺跡整備基本計画策定委員会 議事録 

 

１ 開 会 

 

２ あいさつ 

【課長あいさつ】 

今回の委員会では、東名遺跡の整備の全体計画及び現地の整備についてのまとめとして、「基

本理念と基本方針」、「全体計画」、「遺跡の保存・表現に関する計画」、「史跡の概要と現状、整

備における課題」をご検討頂く予定となっております。時間的にもタイトですが、要点を絞っ

てご議論頂けたらと思いますのでよろしくお願い致します。 

 

３ 委員長あいさつ 

【委員長あいさつ】 

今回の委員会は、東名遺跡整備計画の重要な部分を検討する回となります。東名遺跡は、佐

賀県民・市民の関心が高いということで、身を引き締めて意義のある委員会としていきたいと

思いますので、よろしくお願い致します。 

 

４ 議 事 

≪報告事項≫ 

[第 2回計画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】 

・第 2回計画策定委員会にて質疑のあった、「遺跡の活用」、「出土遺物・記録資料の保存管

理」、「植栽・洪水対策」、「方向性」、「展開すべき機能」、「活用の捉え方」、「全体計画」、

「上位・関連計画」について、それぞれの意見と対応を取りまとめた資料を用いて説明。 

【質疑応答】●…委員 ○…事務局 ■…オブザーバー（国交省，佐賀県） 

・特に無し 

 

≪協議事項≫ 

（１）基本理念と基本方針について 

【資料を基に説明】 

・「資料 1：史跡東名遺跡整備基本計画策定までの流れ」、「資料 2：東名遺跡整備基本計画書

＜目次案＞」、「資料 3：史跡東名遺跡整備基本計画書（案）」を用いて説明。 

【質疑応答】●…委員 ○…事務局 ■…オブザーバー（国交省，佐賀県） 

－整備テーマについて－ 

●：資料 3-P21の中段下部分に、「縄文時代は自然と共生し、基本的に争いの無い平和な時代で

あった。そのため、争いが絶えず、自然破壊を繰り返す現代よりはるかに先進的な時代であ

ったとも言える。」と記述されているが、現代社会を否定する強いインパクトがあるため、こ

のように記述して良いものかどうか疑問である。 
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●：少々表現がきついように感じられるので、むしろ、縄文時代の技術の先進性について重き

をおいた表現する方が望ましいのではないだろうか。 

 

－保存のための整備について－ 

●：資料 3-P23 の図 5-1 で「保存のための整備」の所に「水位の確保」があるが、そこまで細

かく具体的には書かずに、もう少し大きく捉えて、「環境保全・景観保全」くらいの書き方の

方が良いのではないだろうか。 

●：遺跡の整備に関し、文化庁が手引書を作成したが、その中で大切なこととして、一つは、

歴史を誤解されないよう正しくわかりやすく見せ理解させる工夫をするということと、もう

一つは、例えば石積み等の技術が古代にあったとして、その古代の技術を学び取ることによ

って、将来に向けての遺跡の保存の技術に活かしていくという、大きく 2 つのことについて

謳われている。私としてはこれらに加えて、現代の科学でも解明しきれないことが沢山ある

ため、現在の遺跡を無垢のまま汚損せずに未来へ残してしていくための整備を行っていくこ

とも大切だと考える。これらのことは、理念の根本に関わることであるので、謳っていくこ

とが望ましいと考えられる。 

 

－活用のための整備について－ 

●：活用のための整備に関して、もうひと押しが必要である。世界遺産の三重津海軍所跡では、

木製の護岸の様子等を VR（ヴァーチャル・リアリティ）で見せている。しかし VR も今や古

くなりつつあるため、例えば発掘調査時の風景を覗き見ることができるような、一歩進めた

将来に託すような整備の夢についてまで言及しても良いのではないかと考える。その夢に向

けて研究・努力することによって、調査が進み新たな知見が得られることにもつながってい

くものと考えられる。 

■：基本計画に将来的な整備についても記述しておかないと、後々整備を行う必要が出てきた

際に、文化庁から基本計画で位置づけられていないため補助金を交付できないと指摘される

ことが危惧される。そのため、ある程度は記述しておくことが望まれる。 

○： 具体的に VR を使用する等は、「第 6 章整備基本計画」の中で記述しようと考えているが、

将来的にリアルなものが見られるような整備につなげたいという考えがあるため、その方向

性について記述していきたい。 

●：「学ぶ」、「感じる」、「触れる」、「見られる」等、五感に訴えることのできる整備は夢があっ

て良いと思われる。 

●：文化庁では、本年 4 月からの文化財保護法改正に向け、活用事業が重視されていくことも

あり、組織改編で資源活用課となり、文化財活用センターも設置され、多くの予算がついて

いると聞いている。このため、市や県としてもそのような動きについても注視し、それぞれ

の活用事業実施に際しての参考としていってはいかがだろうか。 

●：保存・調査に対する予算が削られていく一方、多言語化等への予算がついていくという状

況でもあるので、世界に向けて発信していくということも、理念の中で一言触れていくこと

も必要と考えられる。 

●：ガイダンス施設だけでなく、やはり現場に足を運ぶことにより史跡地の臨場感を感じても
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らうことが大切である。しかし、現状では、史跡地を見に来られた方が、現場に行っても説

明板くらいで何も見る所がないと言われかねないので、例えば遺跡が劣化しないようにした

上で、遺跡をガラス張りにして見せていくことなどができないだろうかという声が、地元で

は根強くある。 

●：遺跡そのものを見せることができればそれに越したことはないが、現在の技術では難しい

ため、展示等で体感してもらうしか無い。将来に向けては、遺跡そのものを見せるような方

向を示していくことも必要であるが、基本は遺跡を残していくということが大切である。 

●：時代の変化とともに、人の考え方や、社会情勢、科学技術も変わり、そのため遺跡の見方、

見せ方も変わってくると思うので、10年先を見据えたプランを考えていくことも必要であろ

う。 

●：将来に向けては、環境や条件も変わり、技術発達していくかもしれないので、遺跡の見せ

方等について継続的に模索していくという方向性を示しておくことも必要だろう。 

 

－保存のための整備と活用のための整備の関係について－ 

●：資料 3 -P23 の図 5-1 で、「保存のための整備」と「活用のための整備」がクロスする（交

わる）部分は何なのか、クロスさせる理由がわからない。また、この中に「東名遺跡の名称

が書かれていないことも気になるところである。「保存のための整備」と「活用のための整備」

は、それぞれ個別にあり、両者をつなぐ中央が東名遺跡の遺構・遺物・環境であり、それら

を調査研究することなのではないだろうか。このクロスさせたベン図について、その意図が

解れば教えて頂きたい。 

■：クロスした部分は、保存のためにも活用のためにも役立つ整備のことではないだろうか。

例えば、将来的にモニタリングの調査孔を利用して、遺構を覗くことができるような整備が

可能となったとしたら、それが保存のための整備でありながらも、活用のための整備である

と言える。 

○：『保存活用計画』策定の際には、「保存」と「活用」が独立してあり、両者を「整備」でつ

なぐという考え方であった。 

●：文化財保護法の第 1 条には、文化財は保存し活用しなさいと謳われており、文化庁の方針

としても、これまで保存と活用は車の両輪として両者のバランスをとりつつ進めることとし

てきた。ところが、現在では、文化庁というより、政府の方針として観光を全面に出し、日

本をアピールする手立てとして、世界遺産を活用して外国人を呼び込み、2020 年には 6000

万人を目標とするような動きが出てきた。それが根底にあって、今回の法改正、文化財活用

センターの設置につながるなど、活用面が強く押し出されてきている。そのような動きに対

して、おそらく文化庁の担当者は、保存も大事であるということを危惧され、このように保

存と活用の要素をクロスさせたベン図を示されたのではないかと思う。 

●：保存と活用は相反する概念であることから、両者のバランスを取るという意味において、

整備が中央にある方が説明しやすいのではないだろうか。 

○：今回は整備計画であることから、「保存」と「活用」の両方に整備がある。両者を切り離し

て独立させることは、両者が全く別の物となってしまう。また、独立した両者を別に「整備」

でつなぐことも意味的におかしいため、このようなクロスさせた図とした。 
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●：「調査研究」が保存と整備をつなぐわけではないのか。 

○：両者をつなぐものは、「調査研究」だけではないと考えている。 

●：保存と活用は車の両輪であることから、両者をつなぐものがあるはずと考える。 

○：両者を矢印でつなぐという表現も考えられる。 

●：両者を連携という形で、矢印でつなぐものが整備なのではないかと考える。 

○：クロスした部分は、整備の中で、保存のためにもなり、活用のためにもなる整備が交わっ

た部分を表現している。また、保存のためだけの整備や、活用のためだけの整備もある。そ

して調査研究は全てのベースであると考える。 

 

－調査研究・情報発信について－ 

●：資料 3-P24 の情報発信の中に調査研究が触れられているが、それだけでは弱い気がする。

遺跡は一旦整備され形が決まってしまうと飽きがきてしまう。また、様々な活動をしていく

中で、その活動の基本となる情報も、現在わかっている知識や情報に基づいて行われる。遺

跡に対する評価も、新しい調査や技術によって調べ直すことにより再評価されるものである。

このため、情報発信だけでなく、情報発信や活動の素材をつくるためにも、調査研究を継続

的に行っていくことについて位置づけておく必要がある。 

○：「調査研究」は、「活用のための整備」の中の機能の一つとして入れていたが、外してしま

った経緯がある。 

●：「調査研究」は、「活用のための整備」だけでなく、「保存のための整備」にも関わってくる。 

●：資料 3 -P24の「⑥継続的な調査研究によって…」の項目の中で、もう少し調査研究につい

て強調し、膨らませてはどうだろうか。 

●：「情報発信」と「調査研究」を分けた項目立てにしてはいかがだろうか。 

●：「調査研究」を「情報発信」の前に入れてみてはいかがだろうか。そして「調査研究」の中

に、遺跡の保存整備の研究についても入れて頂きたい。 

●：東名遺跡は、低湿地型貝塚の遺跡調査モデルでもあることから、そのような文言も加えつ

つ「調査研究」を独立させてはいかがだろうか。そしてその中で、調査研究を推進継続し、

新たな価値を創出して、それをベースとして保存活用に活かし、情報発信していくという流

れについて言及していくと良いと考えられる。また、図 5-1 中には「調査研究」が保存と活

用を支えていくイメージで表現する。 

●：「調査研究」を図に入れるならば、文章でもその説明を行っていく必要がある。 

●：「調査研究」は、現在ある資料を再検討するだけでなく、遺跡の全容解明に向けて継続的に

行っていくことも含まれる。 

 

－体制整備について－ 

●：資料 3 -P24の⑧における、あらゆる関係機関とはどんな機関と連絡調整を図っていくのか。 

○：あらゆる機関とは、例えば民間団体、学校・大学、研究機関、観光組織、行政等を想定し

ている。 

●：あらゆる関係機関について、明確にしておくことが必要である。 

○：基本方針の中では、概要のみを述べているが、第 7 章の管理運営に関する整備の計画の中
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で具体的に言及する予定である。 

 

－その他－ 

●：「情報発信」のことを「情報発進」と記載されているが、正しいか。 

○：誤記のため、修正する。 

 

（２）全体計画について 

【資料を基に説明】 

・「資料 3：史跡東名遺跡整備基本計画書（案）」を用いて説明。 

【質疑応答】●…委員 ○…事務局 ■…オブザーバー（国交省，佐賀県） 

－ゾーニングについて－ 

●：P26の（2）ゾーニングの中の 4つの名称は、整備をしていく上での方向性を示したもので

あるのか。また、「微高地ゾーン」を「居住区」という言い方にした場合、墓地、貯蔵穴は入

ってこなくなるのか。 

○：ゾーニング名称は、整備をしていく上での方向性を示したものである。遺跡の説明の際に、

丘の上に居住地、斜面に貝塚、低い部分に貯蔵穴があるという解説をしている。そのため、

「微高地ゾーン」は「居住地」ではなく、「ムラ」という広い範囲のイメージである。 

●：「微高地」＝（イコール）「居住区」とはならないため、「ムラ」というイメージである。そ

のイメージであると水辺も生きてくる。また、「周遊ゾーン」は、多目的広場のイメージであ

るのか。 

○：今回の整備段階では、調整池全体の中で、あまり手を付けない所である。 

●：ゾーンの名称は、史跡の性格を表すものと、整備の方向性を表すものが混在している。こ

こでは整備の方向性を示すものなので、「A」「B」でも良く、「ムラ」や「居住区」という言葉

に固執しない方が望ましい。学術的な意義づけについて示すのであれば、別のところで表現

すれば良いことで、このゾーニングでなくても良いと思う。 

●：全体が「ガイダンスゾーン」レベルの言葉づかいとなることが望ましい。 

●：「貝塚特別保存区」というゾーニング名称も考えられ、それに基づき、貝塚の範囲の表現手

法にも関連付けていくというのはいかがだろうか。 

○：通常の遺跡であると、史跡指定地の範囲の中でゾーニングを行うのであるが、東名遺跡で

は、史跡指定地がゾーンで囲まれているような形になっているため、特別な言い方が必要と

思われる。 

 

－展示解説の方向性について－ 

●：P28～29の（3）展示解説の方向性①～⑧の文章が体言止めになっているため、内容・表現

を検討して頂きたい。 

○：修正したい。 

 

－動線計画について－ 

●：P 31の図 6-4に都市計画道路のルートが記載されているが、想定されるガイダンス施設は



6 

 

どこに立地するのか。 

○：現在のところ調整池周辺で検討している。 

●：都市計画道路のルートは、バス路線になるのであろうか。 

○：現在のところ不明である。 

●：他文化財との連携したモデルコース等については触れていかないのか。 

●：他の遺跡とのネットワークを形成するという観点からも、触れていく必要があると考えら

れる。 

○：具体的には、公開活用の項目で触れていくことを予定している。 

 

（３）遺跡の保存・表現に関する計画について 

【資料を基に説明】 

・「資料 3：史跡東名遺跡整備基本計画書（案）」を用いて説明。 

【質疑応答】●…委員 ○…事務局 ■…オブザーバー（国交省，佐賀県） 

－遺跡の保存・表現に関する計画全般について－ 

●：既存施設の撤去をする、しないが前提ではなく、どのように遺跡を整備したいかが先にあ

り、その上での既存施設の要・不要を取り扱うべきで、ここまで既存施設（L 型擁壁）につ

いて詳細に記述しなくても良いと考えられる。P32 の最初の部分で、まずは調整池の中の遺

跡の保存という特殊な制約条件整理が前段にあり、その制約条件を克服していく遺跡保存と

して観測孔等具体的な計画の流れになる。また、その中での問題も、技術的な側面だけでな

く、体制の問題や、調整池との連携、施設維持管理、安全管理等についての問題もあること

から、一項目整理が必要ではないだろうか。 

○：P32 以降の遺跡の保存・表現に関する計画では、保存活用の表現についてしか言及してい

ないので、これらの問題に関し文言として入れていった方が望ましいのだろうか。なお、体

制の問題等については、第 7章管理運営に関する整備にて言及する予定である。 

●：全体計画の中で触れてはどうだろうか。 

○：ここではハード的な部分しか記載していない。保存についてのソフト面については、以降

の章立てで触れる箇所がないため、全体計画の将来像の中において触れていくかどうか検討

したい。 

 

－現況整備と既存施設の取り扱いについて－ 

●：P33の L型擁壁の取り扱いについて、整備計画で言及する必要はあるのか。 

●：L 型擁壁については、新たな整備にあたって撤去していくという文章だけで十分であると

考えられる。また、施設の素材等の詳細については、設計の段階で検討していくこととなる

のだろうか。 

○：施設の詳細については、基本設計以降の段階で検討していく。 

 

－貝塚範囲の表現手法について－ 

●：P34の表 6-4の A案について、吹きさらしの条件下での耐用年数はどのくらいであるのか。 

○：普通の舗装として使用している手法のため、数十年はもつと考えられる。また、ここでは
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車輌の侵入もないため摩耗もしないはずである。 

●：体験活動等における子どもたちへの安全面の配慮が必要なため、表面が濡れた場合の安全

性は確保されているのか。 

○：洗出し仕上げにすれば滑りにくくなる。 

 

－屋外案内・解説（サイン）施設に関する計画について－ 

●：「路面標示・道標」の中で、「河川法による制約を考慮し」と記述されているが、「河川法に

基づいて」という、書き方の方が望ましい。 

●：屋外案内・解説（サイン）施設の整備については、ゾーンごとにどのような展示を行うか

整理していく必要がある。 

 

－管理便益施設の整備について－ 

●：P37の管理便益施設の整備の中で、「屋外便所」「四阿、休憩所」に関して、“設置は行わな

い”という否定的な書き方がされている。「屋外便所」について、利用距離の面を考えれば、

やはり駐車場が設けられた際にはその横に設置されることが望ましいと考えられる。このた

め、“将来的には設置を検討するが”とういう書き方で、「四阿、休憩所」も含めて設置をす

る方向で検討していってはどうだろうか。 

●：当面は「縄文館」等の施設を利用するが、なお足りない場合には史跡地の外において設置

を検討していくという書き方にした方が望ましい。 

●：“設置は行わない”という表現は削除する方向で修正して頂きたい。 

●：バリアフリーについて触れられていないが、配慮していくことが必要である。 

●：多言語化とともに、バリアフリーはユニバーサルデザインの大事な考え方であるため、ガ

イダンス施設のところでも触れられると思うが、ここでもぜひ触れて頂きたい。 

●：調整池に「屋外便所」を設置することは可能であるのか。 

■：堤外地では移動可能な仮設であれば、設置可能である。 

●：調整池外の北東側に敷地を確保して、駐車場とともに「屋外便所」を設置することができ

れば理想的である。 

■：「四阿、休憩所」に関しては、出水時に撤去することを条件に許可を出している。 

●：ここで活動するにあたり、作業準備のための倉庫や雨天時のための四阿・休憩所が必要で

はないだろうか。 

○：現状では常時に行うのではなく、年に数回程度のイベントとして行い、その際の休憩は仮

設テントで行うという想定をしている。 

 

－整備計画のまとめ－ 

●：施設整備については、どこまでが実現可能なのか不確定要素が大きく、全体像がよく見え

ない。例えば、P23の図の 5-1で示されているように、巨勢川調整池において、「憩い・交流

のための整備」ができるのであろうか。 

○：調整池を含めた範囲について、国交省との調整が必要な部分であり、今回の整備計画の中

には具体的な計画が書き込めず、将来的に充実させていきたいという方向性のみを記載する
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形にしている。 

●：例えば、P36の図 6-13で示されているオブジェ等は実際に設置することができるのか。 

■：設置の場所や、基礎の有無で設置の可否が変わってくる。 

○：表示誘導サイン、オブジェ等については、基本設計の段階で、具体的にどのような素材と

構造の物を、どこに何個設置するのか等を検討し、国土交通省と協議し、各種の制限をクリ

アした上で設置していきたいと考えている。 

●：ゾーニングごとに、整備する施設とその配置等を具体的に整理検討した後、そのイメージ

を示して頂きたい。 

 

－その他－ 

●：これまで調整池の中で出水したことはあるのだろうか。 

○：冬期は水かさを増やしているとともに、盛土の上まで冠水したことは、過去 3回ある。 

●：冠水時に観測孔のトラブルはあったのだろうか。 

○：観測孔にはキャップがしてあり、水が入ることはないが、地下水と外部の水位は連動して

いる。 

 

（４）史跡の概要と現状、整備における課題について 

【質疑応答】●…委員 ○…事務局 ■…オブザーバー（国交省，佐賀県） 

○事 務 局：今回は時間がないため検討はしないが、基本的には保存活用計画を抜粋してとり

まとめているため、各自ご一読頂き、ご意見等があれば、後日お聞かせいただきたい。 

 

（５）その他 

【質疑応答】●…委員 ○…事務局 ■…オブザーバー（国交省，佐賀県） 

・特になし 


