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７　ガイダンス施設に関する計画　
（１）基本的な考え方（図 6-33）

 　東名遺跡の本質的価値を正しくわかりやすく伝え、理解してもらうためには、展示解説がそ

の基礎となる。前述のとおり、史跡地等における屋外展示は、遺跡の保存と治水管理の観点か

ら大きく制約されるため、屋内展示がその主要部分を担う必要がある。ガイダンス施設は屋内

展示を中心に行う施設であり、「1-（2）ゾーニング」で示した公開活用ゾーンに整備する。東

名遺跡の展示解説の拠点として整備し、さらに埋蔵文化財センター機能を加えることで、より

充実した保存活用を図る。また、同じゾーン内にある調整池管理棟（東名縄文館）は、現地案

内の拠点（現地案内所）として整備し、ガイダンス施設との役割分担を担う。

　なお、施設計画は先行計画である「佐賀市埋蔵文化財センター基本構想・基本計画」を踏ま

えた上で行うものとする。

（２）施設の構成（図 6-33）

　ガイダンス施設内には、屋内展示の拠点である展示館の他、駐車場や館内での体験活動を補

完する体験交流広場等を整備する。周辺環境との調和に配慮し、効率的かつ効果的な施設運営

を図るため、屋内空間と屋外空間の有機的な活用が可能な施設構成とし、ユニバーサルデザイ

ンの視点から計画を行い、様々な来訪者が利用しやすい施設を目指す。

　【展示館】
　東名遺跡の屋内展示を主たる目的として整備する。また、埋蔵文化財センター機能を加える

ことで、出土資料の収蔵保存に必要な収蔵庫や調査研究に資する整理室等を備えたものとする。

　【体験交流広場】
　展示館に隣接した広場空間で、館内の展示解説や体験プログラムと連携した体験活動が展開

できる場所とする。

　【駐車場】

　ユニバーサルデザインの観点から、展示館に隣接した場所に駐車場を確保する。

（３）施設の機能と諸室（表 6-5，図 6-34）

　ガイダンス施設は、先に整理した整備の基本方針を実現するため、「収蔵保存」「展示解説」「体

験活動」「調査研究」「情報発信」「憩い・交流」の 6 つの機能を有する施設として整備する。その他、

施設を管理運営する上で必要となる諸室も含まれる。

　【収蔵保存】
　東名遺跡の本質的価値を高める根源となった重要な要素である出土遺物や記録資料を保管す

るのに十分な収蔵空間を確保するとともに、有機質遺物、重要文化財、写真フィルム等の温湿

度管理が必要な資料を収蔵する環境を整備することで、資料の適正な保存管理に努める。

　【展示解説】
　出土遺物や記録資料の積極的な公開活用を図るため、常設展示室や企画展示室を設けるとと

もに、展示室外の屋内空間にも資料展示を展開する。さらに外部への貸出し等の活動を可能に

する展示システム・コンテンツ等を備えることで、東名遺跡の価値と魅力を内外に伝える。また、

出土遺物が収蔵保存されている様子も展示資源と捉え、収蔵庫の見える化を図り、物量ととも

に保存管理の重要性をアピールする。
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図 6-33　公開活用ゾーンとガイダンス施設の構成図

　その他、公開活用ゾーンをはじめ、学びの道（主園路）、史跡地、縄文の森等の諸施設との連

携を図り、一体的な展示解説、ガイドサービスを提供する。

　【体験活動】
　様々な縄文体験を提供する体験プログラム、イベントを企画・実施することで、利用者に主

体的、能動的な学びの場を提供する。調査研究成果を活用し、できるだけ本物素材を使用する

ことで利用者の感性を刺激し、興味を喚起することで理解の深化につなげる。展示館内はもち

ろん、館外にも体験活動空間を設け、それぞれのプログラムの内容に応じた空間利用を図る。

　【調査研究】
　東名遺跡の全容解明に向けた継続的な調査研究を行うとともに、遺跡のもつ本質的価値の解

明と普及に努める。また、外部研究機関の受け入れや共同研究など、学術交流も推進する。

　【情報発信】
　ガイダンス施設はもちろん、史跡地全体の利用から事業・活動に関する情報を集約し、様々

なメディアを通して恒常的に発信するとともに、調査研究の成果を企画展や報告会、シンポジ

ガイダンス施設

公開活用ゾーン

史跡地及び周辺地

巨勢川調整池

調整池管理棟
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ガイダンス施設
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体験交流広場
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図 6-34　諸室の相関図
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表 6-5　諸室の概要
展示館内

機　能 諸　室 概　要

収蔵保存

一般収蔵庫
主に展示に供するような出土遺物を保管。

2 層構造や稼働棚の導入も検討。収蔵展示コーナーを設置。

特別収蔵庫 重要文化財等を収蔵保管。

前室 塵埃等の緩衝空間。展示準備室としても利用。

荷解室 資料の搬出入時に使用。一時待機空間も兼ねる。

トラックヤード 搬出入口。4 ｔトラックの入る空間を確保。

展示解説

導入展示
ホール・ロビーと一体化した空間。

大型記録資料を活かしたダイナミックな展示演出。

常設展示室
常設展示空間。

重要文化財が展示可能な室内環境を整備。

企画展示室
企画展示専用空間。

多様なテーマの展示に対応可能な設備を確保。

体験活動
体験学習室 水道・加熱設備を備えた体験学習専用室。

活動室 主に展示案内等ガイダンス施設内で活動するサポーターの控室。

調査研究

整理室
資料の整理作業及び様々な調査研究を行う。

重要遺物等の保存処理・分析調査を行う。

撮影室 出土遺物等の写真撮影を行う。

図書資料室 図書、調査関係資料を保管。

情報発信

多目的室 講演会や講座から体験学習まで多目的に利用。

インフォメーショ
ンコーナー

利用案内、各種受付。

各種インフォメーションの発信設備。

憩い・交流 ホール・ロビー
利用者を最初に出迎える空間。

多人数が滞留できる広さを確保。

管理運営

事務室・会議室 施設の管理運営、利用者対応。打合せ用の会議室を併設。

機械室 各種設備の機械室。

トイレ 利用者、館内関係者共用の便益施設

展示館外

機　能 空　間 概　要

体験活動

憩い・交流
体験交流広場 屋内と連携した体験活動、憩いの空間。

管理運営 駐車場 十分な駐車スペースを確保。大型バスにも対応。

ウム等で積極的に外部に発信して行く。また、東名遺跡をはじめ市内の文化財に関する各種問

い合わせなどにも対応する。

　【 憩い・交流】
　隣接する史跡地や調整池グラウンド等とともに、地域に積極的に開放することで、地域の賑

わいづくりに貢献するとともに、東名遺跡を身近なものとして感じてもらうことで、佐賀に対

する誇りと愛着心の醸成につなげる。
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８　展示解説に関する計画
（１）基本的な考え方
　整備の基本方針にも示したとおり、展示解説については「屋外展示と屋内展示を補完的に組

み合わせて行うことで、東名遺跡のもつ本質的価値をわかりやすく表現し、来訪者がその価値

を享受できる整備を行う」必要がある。そのため、ここではガイダンス施設内にとどまらず、

史跡地及びそれを取り巻く周辺地も含めたエリアを対象に検討を行う。また、展示解説を補完

し深化させる体験活動についても合わせて検討する。

（２）展示解説の方針
　整備テーマである「未来へつなげる　縄文のタイムカプセル」を実現するため、展示解説の

コンセプトを以下のとおり設定する。

《コンセプト》　“ 見て、感じて、読み解こう、縄文人からのメッセージ ”

　東名遺跡には縄文時代の佐賀の豊かさを物語る、そして遺跡の本質的価値を説くにふさわし

い資源がある。これらは現代に生きる我々に大切なことを伝えてくれる。東名の地に残された

タイムカプセルから授かる縄文人からのメッセージを、来訪者一人ひとりが見て、感じて、読

み解くことができるような展示解説を目指す。

　このコンセプトに則した具体的な方針として、以下の 5 項目をあげる。

　① 多量で多彩な実物資料を活かし、縄文人の姿を浮き彫りにする展示
　縄文人の生活がリアルに想像できる多彩で多量な実物資料を効果的に活かすことで、縄文人

の息遣いや躍動する姿を感じることができる。

　② 縄文文化の魅力を身近に感じる展示
　自然との共生の中で生まれた縄文文化は、他国に例を見ない日本固有の文化である。このよ

うな縄文文化の魅力に触れることができるような演出を行う。

　③ 縄文時代の佐賀の豊かさを知る展示
　他地域よりもいち早く、佐賀の地に典型的な縄文文化の基礎が築かれた。東アジア最古、最

大級の貝塚がつくられたのは、当時の佐賀（東名遺跡周辺を中心とした地域）の自然の豊かさ

と多様性が背景にあることを伝える。

　④ 地下に眠る遺構の存在、風致を感じる展示
　縄文人の生きた大地は、今は地中に埋没していて直接うかがい知ることはできない。屋内展

示と屋外展示を効果的に組み合わせることによって、その存在を感じ取ることができる展示構

成とする。

　⑤ 利用者の興味と好奇心を喚起し、次の行動を誘発する展示
　屋内展示をきっかけとして、より深化した体験活動へ、あるいは屋外展示へと誘発する。屋

内展示を起点に、次の行動へと後押しをする展示構成とする。
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（３）展示解説に供する資源とその特性
　計画を行うにあたって、まず展示可能な資料や情報等（以下、展示資源という。）を分類し、

展示目線での特性を整理しておく。

　① 大型記録資料（表 6-6，図 6-35）

　大型記録資料は、東名遺跡の本質的価値を伝えるにふさわしい展示資源となり得る。大型で

あることから、映像投影などで大胆に演出できるとともに、展示空間との調和が求められる。

また、数もあることから、大型記録資料はガイダンス施設における展示にとどまらず、東名縄

文館にて現地ガイドのオリエンテーションなどにも利活用できる。

種　類 特　性

貝層断面剥ぎ取り

（全 9 点）

 ・第１貝塚から第 5 貝塚までを網羅している。

 ・全長 10m 級が 5 点、4 ～ 6m 級が 3 点と大型で迫力あり。

貝塚立体剥ぎ取り

（1 セット）

 ・第 1 貝塚 1E トレンチ両側の平面＋断面を L 型に剥ぎ取り。

 ・長さ 11m、幅 1.55m、高さ 2.5m × 2 点（トレンチ両壁面）

 ・現地の形状をそのまま型どり（反転）しているので、現地の状態に近い形での表現

　が可能。

貯蔵穴立体剥ぎ取り

（全 2 点）

 ・湧水利用タイプ（長さ 150cm、幅 210cm、高さ 110cm）と増水利用タイプ（長さ

　265cm、幅 190cm、高さ 60cm）の 2 種がある。各 1 点。

 ・貯蔵穴の多様な用途を解説する資料として活用可能。

 ・現地の形状をそのまま型どり（反転）しており、本物に近い形での表現が可能。

表 6-6　大型記録資料の種類と特性

図 6-35　大型記録資料

貝層剥ぎ取り（第 2 貝塚）
貯蔵穴立体剥ぎ取り（SK2138）

図 6-36　主な出土遺物

【編みかご】　　　   大型かごと復元品

【土器】　　　塞ノ神式土器

【人骨】　　　散乱人骨【骨角器】　　利器と装身具



85

第 6章　整備計画

種　類 特　性

編みかご類

（有機質遺物）

 ・破片資料も含め 731 点が出土。全形が観察できるものは全体の 5% 程度。

 ・編組技法は大きく分けて 9 種類あり。

 ・完成品はもちろん製作前の素材束もあり、素材採取から製作までの工程がよく分

　かる。

 ・大型品（高 60cm 以上）はドングリの水漬け用で口の窄む狭口タイプが多く、

　小型品（高 50cm 以下）は運搬用で口の広い広口タイプが多い。

 ・貯蔵穴立体剥ぎ取りと組み合わせることで、出土状況の復元が可能。

 ・編みかごの他にザル、敷物類、縄類、素材束などの出土品がある（編組製品）。

木　器

（有機質遺物）

 ・出土総数 650 点以上。尖棒、棒状製品、櫂状製品、弓、掬い具、容器、板状製品、

　人面状製品、堅櫛など。

 ・縄文時代早期の多量な木質遺物の出土は他に事例が無く、木質素材の初現的な利

　用法や加工技術を知る上で極めて重要。

 ・大型の板状製品は貯蔵穴の底面に敷かれた形で出土。

 ・人面状木製品は裏面に木棒をあてるような凹みが施されており、祭祀具として使

　用された可能性あり。

土　器

 ・出土総数 85,000 点以上、その内 9 割以上が寒ノ神 B 式土器で、北部九州の遺跡の

　中で最も大量に出土。大多数が破片資料。

 ・寒ノ神 B 式土器→轟 A 式土器へ変遷が辿れる資料として重要。

石　器

 ・加工があるもの約 20,000 点。尖頭器、石銛、石鏃、石錐、石匙、スクレイパー、

　ヘラ状石器、異形石器、磨製石斧、磨石類、石皿類、砥石、模造品などが出土。

 ・縄文時代の生業活動（狩猟・採集・漁労）を示唆する資料。

 ・模造品（男根状石製品）から当時の精神文化がうかがえる。

貝　器

（有機質遺物）

 ・出土総数 800 点以上。ほとんどが装身具類で、貝輪、貝垂飾、貝玉などがある。

　貝玉の出土数が最も多い。

 ・貝素材には南島由来の貝種もあり、交易により持ち込まれた可能性がある。

 ・当時の精神文化がうかがえる資料。

骨角器

（有機質遺物）

 ・出土総数 1,900 点以上。明確に製品素材として持ち込まれたものはニホンジカの

　落角のみで、それ以外は食料残滓を利用したもの。

 ・利器としては、鹿角斧、鹿角ハンマー、磨具、ヘラ状製品、骨針、刺突具などがある。

 ・装身具類としては、髪針、列点文装身具、骨垂飾、腰飾、穿孔椎骨などがある。

 ・鹿角製列点文装身具は東名遺跡を特徴付ける装身具として重要。

 ・装身具類は、当時の精神文化がうかがえる資料。

人　骨

（有機質遺物）

 ・居住域では、8 体分の人骨が直径 10m ほどの範囲にまとまって発見された。

 ・3 体同時に埋葬された人骨も出土した（レプリカ有）。

 ・貝塚からは、保存状態の良い四肢骨も出土しており、縄文人の特徴を探ることが

　できる。

その他の有機質遺物

 ・食料残滓としての貝類、動物骨、堅果類などが多数出土し、当時の食文化を具体

　的に復元できる。

 ・希少遺物である糞石あり。

表 6-7　出土遺物の種類と特性

　② 出土遺物（表 6-7，図 6-36）

　多量に出土した編みかご類は遺存状態も良好で、多様な編組技法はもちろんのこと全形が観

察できる資料もあり、国内最古で最多の出土数を誇る東名遺跡を代表する資料群である。展示

資源として、その数とバリエーションを効果的に活用し、編みかごの魅力が十分に伝わる展示

を行う。それ以外にも国内最古級の多種多様な希少遺物があり、資料の特性に合わせた展示手

法により、遺跡の本質的価値を伝えるために効果的な展示を行う。
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　③ 研究成果（表 6-8）

　遺跡に残された様々な資料は、当時の古環境分析をはじめとした自然科学系の多様な分析を

可能とし、多大な成果が得られている。これらは東名遺跡の本質的価値を評価する基礎となる

もので、展示解説を行う上で欠かせない情報である。

種　類 特　性

地　質

 ・佐賀平野の地形発達史を解析。東名遺跡が低平地形成の開始時期を知る遺跡であ

　ることを証明。

 ・堆積相を解析し、遺跡の埋没環境を復元。

環　境  ・当時の水域、植生環境を復元。温暖化による環境変動を解析。

年　代  ・炭素年代測定によって、遺跡の年代を解析。

人　骨
 ・縄文人の形質的特徴を解析。

 ・炭素・窒素同位体分析による生業活動や食性復元、集団や定住の問題を解析。

貝　類

 ・食用貝種の解明による食生活及び採集活動の復元。

 ・成長線分析による採集季節の復元。

 ・南島系貝種の意義づけ。

動物骨

 ・動物骨の同定による食生活及び狩猟、漁労活動の復元。

 ・魚耳石の同定による漁労活動の復元。（国内初のまとまった成果）

 ・成長線分析による狩猟季節の復元。

 ・縄文犬の形態的特徴と用途、DNA 分析。

糞　石  ・寄生虫卵の分析による排泄主の特定。

植　物

 ・樹種同定による植生復元、製品素材の特定。

 ・編みかご類の樹種同定による素材と技法の関連性、素材植物の資源管理の可能性

　を指摘。製作工程の復元。

 ・堅果類の貯蔵方法（前処理）の違い。

石　器  ・使用痕観察による食料加工技術の解明。

土　器

 ・胎土分析による製作地の特定。

 ・圧痕調査による食用植物や家屋害虫の特定。

 ・付着炭化物の分析による調理食材の推定。

考　古

 ・東アジア及び国内での東名遺跡の位置づけ。

 ・縄文時代早期の精神文化の解明。

 ・植物利用戦略の特質、木材調達法や計画的な資源利用を指摘。

保　存
 ・貝塚の保存環境分析と保存対策工の検討。

 ・大型記録資料の製作方法やその工程の記録。

表 6-8　研究成果の種類と特性
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　⑤ 周辺景観（表 6-10）

　史跡からは遠方にある脊振山系や有明海、その間にある佐賀平野等の地形的景観は、遺跡の

形成を知る上で重要な展示資源である。これらの風景を活かした展示解説の展開を図る。

種　類 特　性

脊振山系  ・東名遺跡が営まれる以前からほぼ変わらない時代を越えたシンボル的な存在。

佐賀平野
 ・縄文海進や有明海の潮汐作用等の影響によってつくり出された広大な平野。

 ・平野の形成過程において、東名遺跡という奇跡の遺跡が産み出された。

有明海
 ・縄文人が東名の地で生活を営むための重要な資源。

 ・その後の佐賀市域の歴史にも大きな影響を与え続けた。

表 6-10　周辺景観の種類と特性

　④ 史跡地及び周辺地（表 6-9）

　屋外にも様々な展示資源がある。特に史跡地は遺跡の本質的価値を伝える重要な展示資源で

あり、他にも、縄文時代の風致を感じることのできる調整池の景観や縄文の森、学びの道（園路）

等がある。いずれも直接的な資料ではないが、特性に適応した展示手法を用いた展示解説の展

開を図る。

種　類 特　性

史跡地

（第 3 ～ 6 貝塚）

 ・貝塚部は保存盛土下にあり、遺構の状況を見ることはできない。

 ・モニタリング調査が継続されており、保存環境の状況や保存方法等を知ることが

　できる。

 ・過去の記録から 3 年に 1 回程度水没する可能性がある。

 ・遺構の表現は、貝塚範囲の表面表示を検討。

調整池の景観
 ・調整池内に広がるビオトープとしての側面を持つ水辺の風景は、自然と共存して

　いた縄文時代の景観をイメージさせる。

縄文の森
 ・縄文時代の植生を復元している。

 ・将来的に、体験イベント等で使用する食材や用材の供給地として活用。

学びの道（主園路）
 ・東名縄文館から史跡地までの動線（主園路）を学びの道として、屋内展示が追体

　験できるような整備を検討。

表 6-9　史跡地及び周辺地の種類と特性

図 6-37　調整池の景観及び脊振山系
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Ⅰ．イントロ展示　～奇跡の遺跡・東名遺跡～　《遺跡の迫力》
　・大型記録資料である貝塚立体剥ぎ取りを用いて、空間をダイナミックに演出することで貝塚の　

　　迫力を伝える。

　・映像演出等も加え、見学者を縄文時代に引き込む。

コーナー ストーリー 主な展示資料等

①縄文のタイムカプセル

　【解説ポイント】
　大規模な貝塚が、地下深く埋没

していたことを解説。

　巨勢川調整池の掘削工事によっ

て偶然に発見された貝塚遺跡。　　

　8,000 年の悠久の時を超え、地

下 5m の地中に、まさにタイムカ

プセルのように眠っていた人類の

足跡である。奇跡の遺跡と言われ

たこの縄文遺跡は我々に何を語り

かけるのだろうか。

・貝層立体剥ぎ取り

第 1 貝塚１E トレンチ壁面

Ⅱ．プロローグ展示　～東名遺跡と佐賀平野の成り立ち～　《遺跡の位置》
　・東名遺跡は、佐賀平野の成立と関係の深い有明海と人類との関係を知ることができる最古級の

　　遺跡であることを強調。

　・有明海が産み出した独特な風土の中で育まれた佐賀特有の文化は、平野の形成（時代）ととも

　　にその様相が変化していった。通史展示を通して、佐賀特有の文化の原点が東名遺跡にあるこ

　　とを理解させる。

コーナー ストーリー 主な展示資料等

①佐賀平野の発達と遺跡の展開

　【解説ポイント】
　温暖化による縄文海進につい

て触れ、その後、広大な佐賀平

野が形成されていくことを解説。

　佐賀平野は有明海の潮汐作用等

地理的特性により発達してきた。

そのため有明海は佐賀平野に暮ら

す人々の生活に大きな影響を及ぼ

し、特色のある文化を産み出した。

・佐賀平野の地形模型

　＋映像演出

②旧石器・縄文時代

　【解説ポイント】
　佐賀周辺では、東名遺跡の頃

に一時的に華やかな縄文文化が

開花するが、その後断絶し、直

接継承されなかったことを解説。

　旧石器時代から縄文時代は山間

部での生活が中心であった。東名

遺跡の頃になると、縄文海進によ

り海面が上昇、海にほど近い低地

に定住するようになり、狩猟・漁

労・採集活動により比較的安定し

た生活を送った。間もなく縄文海

進最盛期となり、東名遺跡は廃絶、

人々は再び、山間部での生活が中

心となる。

地蔵平遺跡 / 石器

東名遺跡 / 土器

（４）展示解説の概要
　① ガイダンス施設「見るゾーン」
　豊富な実物資料を中心に、様々な展示手法を用い、東名遺跡について体系的に学習できる場

とし、同時に現地に誘引する役割も担う。

　【展示館内 / ホール・ロビー】

　【展示館内 / 常設展示室】



89

第 6章　整備計画

コーナー ストーリー 主な展示資料等

③弥生・古墳時代

　【解説ポイント】
　有明海を介した文化の流入によ

り、時代毎に遺跡の様相が変化し

ていくことを解説。

　縄文海進により干潟・湿地と

なった地域は少しずつ離水し、南

部低地まで居住可能な範囲が広

がっていった。

　弥生時代には、有明海を介した

大陸文化が流入、農耕文化が発展

し、集団で定住するクニがつくら

れた。（大陸文化の玄関口）

　古墳時代には、有明海を介した

海上交易の要衝となり、ヤマト王

権と連携する有力な豪族が現れ、

前方後円墳などの古墳も築造され

るようになる。

増田遺跡 / 多紐細文鏡

 

牟田寄遺跡 / 外来系土器

④古代・中世

　【解説ポイント】
　有明海を介した貿易等による大

陸との交流について解説。

　奈良時代以降も少しずつ有明海

側へ自然陸化が進み、中世になる

と干拓も行われるようになる。

　奈良時代から平安時代には中央

集権体制が確立し、肥前国府が置

かれた大和町周辺は政治の中枢と

なった。

　中世にかけて領主層を中心とし

た村落が展開し、日宋貿易による

有明海を介した大陸との交流がう

かがえる。

築山経塚 / 瓦経

 

一本木遺跡 / 湖州鏡

⑤近世・近現代

　【解説ポイント】
　現代の有明海と東名遺跡の頃の

有明海の共通点や違い（生物を中

心に）について解説。

　江戸時代には干拓事業が加速化

し、積極的な新田開発が行われる

ようになる。

　佐賀城を中心に城下町が形成さ

れ、幕末には、三重津海軍所跡、

精煉方跡、多布施反射炉跡、築地

反射炉跡など、日本の近代化を牽

引した産業遺産群が展開する。

　有明海特有の干潟（東よか海岸）

がラムサール条約湿地に登録され、

国際的な評価を受ける。

三重津海軍所跡（パネル）

 

東よか干潟（パネル）
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Ⅲ．メイン展示　～東名遺跡と縄文文化～　《遺跡の本質》
　・様々な出土品をとおして、縄文人の豊かなくらしや文化の本質に触れる。

　・多量の資料があることから、単なる陳列に止まらない、見せ方、使い方を工夫した展示とする。

コーナー ストーリー 主な展示資料等

①縄文人のくらしと食

　【解説ポイント】
　狩猟採集民である縄文人の基本

的な生業である狩猟・漁労・採集

活動について、使われた道具から

獲得された食料（残滓）までの資

料を活用し、具体的に解説。

　《解説のつながり》
　採集活動については、貯蔵穴に

も触れ、次の編みかご展示へつな

げる（貯蔵穴の用途についても解

説）。

　東名縄文人は温暖化によって

もたらされた豊富な山や海の恵み

を享受し、「狩猟」「漁労」「採集」

を営みながら、豊かな文化を育ん

だ。

　狩猟採集民であった縄文人は自

然との調和を壊さないように、季

節ごとに取れるものをうまく利用

し暮らしていた。多種多様なもの

を食べ、常に不作に備える知恵も

あって、野山、森、川、海まで自

然とうまく共存していた。縄文時

代から犬を猟犬として飼い、生活

を共にしていた様子もうかがえる。

狩猟具

動物骨

魚　骨

貝　類

堅果類（イチイガシ）

②編みかご文化

　【解説ポイント】
　国内最多の数を誇る編みかごか

ら、形態・素材・技法・機能が有

機的に関連していたことがみえて

きたことを解説。さらに素材の調

達から前処理、製作の工程につい

ても、実物資料を用いて解説。

　東名遺跡を特徴づける遺物に、

国内最古と言われる多数の編みか

ごがある。

　大型かごは貯蔵穴と共に発見さ

れたものも多く、ドングリの水漬

け用に使われ、小型かごは底部の

補強から、運搬用に使われていた

ことが考えられる。

編みかご群
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コーナー ストーリー 主な展示資料等

　《解説のつながり》
　デザイン性の優れた編み方等、

縄文人の感性の豊かさについて触

れ、次の装い展示へつなげる。

　これまでの縄文編みかごで確認

されたほとんどの編み方が確認さ

れた。装飾性に富み、複雑な編み

方をしているものが多い。縄文人

の感性の一端を垣間見ることがで

きる。

編みかご復元品

③縄文人の装いと祈り

　【解説ポイント】
　アクセサリーや人面状木製品等

からわかる縄文人の精神文化と、

人骨からわかる形質的特徴につい

て解説。

　【解説の工夫】
　“アクセサリーを身につけてみ

よう”コーナーや“なりきり縄文

人”（縄文服の着用や実物大縄文

人との記念撮影）コーナー等の設

置を検討。

　東名遺跡からは、骨角製や貝製

のアクセサリーが多量に出土して

いる。複雑な文様を施したものも

あり、縄文人の高い技術と豊かな

感性がうかがえる。

　人面状木製品や男根状石製品な

どは、安定した定住生活が産み出

した精神文化の高揚を示すものか

もしれない。

骨角製アクセリー

人面状木製品

埋葬人骨（レプリカ）

 

④残された情報を読み解く

　【解説ポイント】
　遺跡に残された情報を科学的に

分析することで読み解く。分析方

法とその成果を紹介。遺跡の始ま

りと終焉、環境変動、様々なも

のが良好に残存している理由や遺

跡・遺物の保存技術まで解説。

　保存条件に恵まれたため、東名

遺跡には様々な資料が良好に残存

し、それらを科学的に分析するこ

とで、環境変動を含めた縄文人の

生活文化を具体的に知ることがで

きる。

調査と保存（保存技術）

コーナー ストーリー 主な展示資料等

縄文時代の景観

　【解説ポイント】
　縄文時代の植生や集石炉等、当

時の景観を再現する。

　ものづくりや縄文食等、屋内と

連携した体験プログラムを展開。

　森の時代と言われる縄文時代の

木々が観察ができると同時に、当

時の生活空間がイメージできる。

・解説サイン

・集石炉等の復元

・樹木類

　【体験交流広場】
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コーナー ストーリー 主な展示資料等

現地案内所（東名縄文館）

　【解説ポイント】
　史跡へのゲートウエイとして、

サイト模型や出土資料をベース

に、史跡の概要、見どころを案内。

　ここに来ると史跡地の最新情報

が分かる。案内員から史跡につい

ての説明を受けることができる。

・サイト模型

・情報ボード

・貝層剥ぎ取り

屋上展望デッキ

　【解説ポイント】
　高所から史跡地や佐賀平野、脊

振山系、有明海を俯瞰し地理的関

係を実感しながら、当時の風致を

体感。

　北には脊振山系が連なり、眼下

に広がる水辺の景色と合わさった

自然的景観は、当時の風致を感じ

させる。また、南に広がる佐賀平

野の広さ実感することで、悠久の

歴史を感じることもできる。

・ガイドコンテンツ

　② 調整池管理棟（東名縄文館）「感じるゾーン」
　現地見学の起点施設としての情報ステーション機能・コンシェル機能を有する。

　③ 史跡地及び周辺地「感じるゾーン」
　今は地下に埋まって見ることのできない遺跡の存在とそのスケールを感じる場所である。

コーナー ストーリー 主な展示資料等

学びの道（主園路）

　【解説ポイント】
　縄文時代を彷彿する点景等を配

置し、屋内展示の内容を追体験。

　史跡地に至るまでの園路を進ん

でいく途中で、屋内展示の追体験

を楽しみながら、史跡地に行くこ

とができる。

・解説サイン

・ガイドコンテンツ

・点景コンテンツ

史跡地

　【解説ポイント】
　5m の地層厚ゲージで地形ごと

埋没している貝塚の様子をイメー

ジするとともに、貝塚の表面表示

でその規模と大きさを実感。

　モニタリング観測孔による保存

環境調査の状況を解説。

　縄文時代の生活や文化に関連し

た様々な体験プログラム、イベン

トを展開。

　地下に眠る遺跡の存在を感じる

ことのできる場所であり、貝塚の

スケール感を体感することができ

る。

　また、モニタリング調査で科学

的に遺跡が保存管理されているこ

とがわかる。

・解説サイン

・ガイドコンテンツ

・貝塚表現

・保存モニタリング解説

縄文の森

　【解説ポイント】
　縄文時代の樹木を再現。

　樹木を活用した縄文食からもの

づくりまでの各種体験プログラム

を展開。

　縄文時代の景観がイメージで

きるとともに、当時の木々につ

いて学ぶことができる。

・解説サイン

・ガイドコンテンツ

・樹木類



（５）展示解説の体系と展開イメージ
　  ① 展示解説の体系

東
名
遺
跡
の
迫
力

コンセプト  “見て、感じて、読み解こう、縄文人からのメッセージ”

ガイダンス施設（屋内展示） 調整池管理棟／史跡地及び周辺地（屋外展示）

見るゾーン（本物を見て学ぶ） 感じるゾーン（現地で体感する）

縄文海進の影響で地形ごと埋没し、大規模な貝塚が7000
年以上もの間、地下深く眠り続けたことを解説

巨勢川調整池の掘削工事によって偶然発見されたことを
解説
立体剥ぎ取りにより貝塚の迫力を体感

Ⅰ．イントロ展示 ~奇跡の遺跡・東名遺跡~
貝塚は5m地下に埋没し極めて良好に保存された、まさに奇跡の遺跡だった

相互補完

① 佐賀平野の発達と遺跡の展開
温暖化による縄文海進について触れ、その後に佐賀平野
が形成されたことを解説

② 旧石器・縄文時代
東名遺跡の頃、佐賀周辺は一時的に華やかな縄文文化が
開花するが、その後断絶し継承されなかったことを解説

③ 弥生・古墳時代
有明海を介した文化の流入により、時代毎に様相が変化
していくことを解説

④ 古代・中世

Ⅱ．プロローグ展示 ~東名遺跡と佐賀平野の成り立ち~
有明海と平野の発達が佐賀特有の文化を育み、その原点が東名遺跡にある

有明海を介した貿易等による大陸との交流について解説
⑤ 近世・近現代
現代の有明海と東名遺跡の頃の有明海との共通点や違い
について解説（生物中心）

相互補完

① 縄文人のくらしと食
狩猟採集民である縄文人の基本的な生業である狩猟・漁
労・採集活動について、使われた道具から獲得された食
料（残滓）までの資料を活用し、具体的に解説

② 編みかご文化
編みかごから、形態・素材・技法・機能が有機的に関連
していたこと、素材の調達から前処理、製作の工程につ
いて、実物資料を用いて解説

③ 縄文人の装いと祈り
アクセサリーなどからわかる縄文人の精神文化と、人骨
からわかる縄文人の形質的特徴について解説

④ 残された情報を読み解く
遺跡に残された情報を科学的に分析することで、縄文人
の生活文化を具体的に読み解くとともに、様々なものが
良好に残存している理由や遺跡・遺物の保存技術も解説

Ⅲ．メイン展示 ~東名遺跡と縄文文化~
様々な出土品を通して、縄文人の豊かなくらしや文化の本質に触れる

■ 史跡地
縄文時代の生活や文化に関連した様々な体験プログラム、
イベントを展開

保存盛土やモニタリング観測孔等により、保存技術や保
存環境の状況を解説

■ 学びの道 
縄文時代の樹木や植生を再現したり、縄文時代を彷彿す
る点景を配置し、屋内展示の内容を追体験

樹木や木の実の採集体験、編みかご等ものづくりの体験
プログラムを展開

相互補完

縄文時代のくらしや文化を実体験

■ 縄文の森　　■ 体験交流広場

■ 屋上展望デッキ（調整池管理棟）
高所から史跡地や脊振山系、佐賀平野、有明海を俯瞰す
ることで地理的関係を実感
調整池という水辺の風景と、東名遺跡の頃の風景を重ね
合わせることで、当時の風致を体感

遺跡が治水管理と共存していることを実感

■ 史跡地
５ｍの地層厚ゲージ等で遺跡が地形ごと埋没している様
子をイメージ
表面表示で貝塚の規模と大きさを実感

■ 屋上展望デッキ（調整池管理棟）
最大級の湿地性貝塚である遺跡の広がりを実感

遺跡に立ち、俯瞰的に眺めて、遺跡の迫力を感じる

東名の地の地形的、歴史的景観を感じる

東
名
遺
跡
の
位
置

東
名
遺
跡
の
本
質
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② 展示解説の展開イメージ

調整池管理棟／史跡地及び周辺地（屋外展示）ガイダンス施設（屋内展示）

見るゾーン（本物を見て学ぶ） 感じるゾーン（現地で体感する）

Ⅱ.プロローグ展示

~東名遺跡と佐賀平野
の成り立ち~

Ⅰ.イントロ展示 Ⅲ.メイン展示

~東名遺跡と縄文文化~

① 佐賀平野の
発達と

遺跡の展開

② 旧石器・
 縄文時代

③ 弥生・
 古墳時代 ④ 古代・中世

⑤ 近世・
 近現代

① 縄文人の
 くらしと食

② 編みかご
 文化

③ 縄文人の
 装いと祈り

④ 残された
 情報を
 読み解く

~奇跡の遺跡・
東名遺跡~

屋上展望
デッキ

縄文の森

調整池管理棟（東名縄文館）

他目的利用者（調整池）

※案内サイン等で
ガイダンス施設に誘引

一体的なフロー 現地案内所 史跡地学びの道
（主園路）

コンセプト  “見て、感じて、読み解こう、縄文人からのメッセージ”

展 示 館

【ホール・ロビー】 【常設展示室】 【常設展示室】

体験交流広場
（体験プログラム）

（体験プログラム）

（体験プログラム）

95-96
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９　公開・活用に関する計画
（１）基本的な考え方 
　ここでは、主に計画地全体で展開すべきソフト事業について整理する。先に示した展示解説

のコンセプトである「見て、感じて、読み解こう、縄文人からのメッセージ」を様々な公開活

用（ソフト）事業によって補完し、整備テーマである「未来へつなげる 縄文のタイムカプセル」

の実現を目指す。管理運営・公開活用の拠点であるガイダンス施設を中心に、史跡地及び周辺地、

関係施設まで含めたエリアで活動を展開する。さらに効果的な事業展開を図るため、地域住民

をはじめ様々な関係機関との連携体制を構築する。 

 

（２）公開・活用の概要 
　整備の基本方針に示した「活用のための整備」の柱である【展示解説】【体験活動】【調査研究】

【情報発信】に関する活動を中心に、全体を「調査研究」「教育・学習」「観光」「地域連携」の 

4 つの項目に分けて整理した。

　

　①調査研究 

活動の柱

展示公開 活動内容 【史跡地・出土遺物等の展示公開】 
○常設展示、史跡地や縄文の森の展示解説 等 

【新たな調査研究成果の公開】 
○企画展示、体験活動プログラムの運営 等

主な活動場所・
必要な施設

ガイダンス施設（活動室、多目的室、体験学習室、一般収蔵庫、

整理室、図書資料室、常設 ･企画展示室、体験交流広場）、

史跡地及び周辺 

調査研究 活動内容 【史跡地保存調査】 
○モニタリング調査、モニタリングデータの保管、史跡の保存と　

　活用 等 

【出土資料の調査・保存】 
○資料整理調査と管理台帳の作成、保存処理の実施 等 
〇 IPM（総合的有害生物管理）の導入

【実験考古学】 
○実験活動（市民参加型）による新たな史実の発見、新たな体験

　活動の創出 等 

【遺跡範囲確認調査】 
○史跡地北側の確認調査、地形景観の復元 等 

【調査成果の公表】 
○史跡の価値の継続的な発信

主な活動場所・
必要な施設

ガイダンス施設（一般 ･特別収蔵庫、整理室、撮影室、図書資料室、

多目的室、体験学習室、体験交流広場）、史跡地及び周辺
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他の研究者・
史跡地との連
携 

活動内容 【資料の貸借・提供】 
○調査資料の貸借・提供 等 

【共同研究】 
○研究者や研究機関との共同研究 等 

【講演会等の企画・運営】 
○研修・講演会・シンポジウム等の企画運営、企画展・見学ツアー

　の企画運営 等

主な活動場所・
必要な施設

ガイダンス施設（一般 ･特別収蔵庫、整理室、撮影室、図書資料室、

会議室、多目的室）

　② 教育・学習

活動の柱

学校教育 活動内容 【教育機関（小・中・高等学校、特別支援学校、大学、専門学校等）
を対象とした学校向けプログラムの企画開発・連携】 
○歴史教育（授業・講義・課外活動）等の企画開発・受入れ・施　

　設の提供、体験学習プログラムの企画開発・運営、出前授業等

○自然環境教育 企画開発・受入れ・施設の提供 等

　《学習プログラムの例》

　縄文基礎知識学習、縄文生活体験（火起こし、古代食、土器・　

　編みかご・貝輪づくり、縄文装束、狩猟等）、野鳥観察 等

主な活動場所・
必要な施設

ガイダンス施設（活動室、多目的室、体験学習室、会議室、一般

収蔵庫、常設 ･企画展示室、体験交流広場）、史跡地及び周辺、

各教育機関

生涯学習 活動内容 【一般を対象とした生涯学習向けプログラムの企画開発・連携】 
○歴史文化生涯学習の企画開発・受入れ・施設の提供、体験学習

　プログラムの企画開発・運営、出前講座 等
○自然環境学習の企画開発・受入れ・施設の提供 等
　《学習プログラムの例》

　縄文基礎知識学習、縄文生活体験（火起こし、古代食、土器・

　編みかご・貝輪づくり、縄文装束、狩猟等）、野鳥観察 等

主な活動場所・
必要な施設

ガイダンス施設（活動室、多目的室、体験学習室、会議室、一般

収蔵庫、常設 ･企画展示室、体験交流広場）、史跡地及び周辺、

生涯学習施設（民間施設含む）
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　③ 観　光

活動の柱

情報発信 活動内容 【広　報】 
A. 史跡環境及び展示等事業活動状況の企画・制作・配信（配布） 
○ウェブサイト、定期刊行物等の企画・制作・配信 等 
B. メディアへの対応 
○新聞、雑誌、テレビ・ラジオ・インターネット放送局への対応 
　等

C．掲示板やサイン 等

【出　版】
○発掘調査成果、出土資料等に関する出版物の出版（企画・制作） 
○史跡、出土資料等に関する図録、ガイドブック・マップ、写真

　集 等 

【情報交換・発信】
○近隣遺跡、類似遺跡等との情報交換・連携、相互発信

　《近隣遺跡の例》

　福井洞窟、吉野ヶ里遺跡、菜畑遺跡、岩戸山古墳、肥前国庁跡、

　三重津海軍所跡、佐賀城跡等

主な活動場所・
必要な施設

ガイダンス施設（事務室、多目的室、インフォメーションコーナー）

観光利用プロ
グラム企画開
発・運営 

活動内容 【観光利用プログラム（各種観光ツアー）との連携、協力】 
○計画地の資源利用プログラムとの連携、企画開発・運営協力

　《縄文文化にまつわる観光利用プログラムの例》

　自然観察（縄文時代の野鳥・植物・天体等）、縄文自然体験（丸

　木舟、キャンプ、水・砂遊び等）、歴史学習（縄文クイズラリー・

　ゲーム等）、縄文を想起させる連携イベント（縄文式冠婚葬祭想　

　像体験、プロジェクションマッピングによる史跡投影 等）

○地域観光資源連携ツアー・イベント企画開発、観光エージェン

　ト等との渉外 等 

主な活動場所・
必要な施設

ガイダンス施設（多目的室、会議室）、史跡地及び周辺、調整池グ

ラウンド 

観光物産企画
開発・普及

活動内容 【特色となる観光物産の企画開発・普及】 

○「編みかご」、「骨角・貝製アクセサリー」、「土器・石器」等

をモチーフとした、記念品・地場産品化技術開発・普及 等

主な活動場所・
必要な施設

ガイダンス施設（多目的室、体験学習室）
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　④ 地域連携

活動の柱

地域活動との
連携、連絡調
整

活動内容 【地域活動団体、事業者、研究機関、行政機関等との連絡調整】 
○各種連絡調整 等 

【各団体等への支援・連携・協力と、文化財への意識付け】
○地域活動団体、事業者、行政の催事・社会貢献活動等の催事（地

　域のお祭り、スポーツ大会、コンサート、お祭り、駅伝大会、

　花火大会等）、その他休憩・軽スポーツ（散策、ウォーキング等）　

　等

主な活動場所・
必要な施設

ガイダンス施設（多目的室、会議室、体験交流広場）、史跡地及

び周辺、調整池グラウンド

人材育成 活動内容 【ボランティアスタッフ等による運営補助】 
○遺跡保存活用・ガイドボランティア等の養成講座の実施 
○歴史愛好者・ボランティアグループの組織化（年齢層別・活動

　内容別 等）、自律的運営への支援。

〇インタープリター（解説者＊）の養成、技術取得支援

主な活動場所・
必要な施設

ガイダンス施設（活動室、多目的室、体験学習室、会議室、一般

収蔵庫、常設 ･企画展示室、体験交流広場）、史跡地及び周辺 

＊インタープリター：史跡に係る体験学習を担う人材であり、史跡地や展示のガイドに加え、

　　　　　　　　　　体験活動プログラムの企画・開発や主体的に運営を行うもの
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第 7 章　事業の実施

１　管理運営に関する計画
（１）施設・環境維持管理 
　ガイダンス施設及び史跡地（周辺を含む）に関する、施設・環境の主な維持管理対象・項目・

方針は、以下に示すとおりである。それらの具体的な維持管理内容、実施時期（頻度）等につ

いては、その手順や指針等について今後検討し、別途「管理運営マニュアル」等としてとりま

とめていく。また、施設・環境の維持管理は、佐賀市が行うこととし、国土交通省所管の範囲

については、協議調整を図った上で実施する。また専門的技術を要する管理に関しては、佐賀

市が民間の施設・環境管理専門業者等に委託して実施する。さらに、管理の一部については、

必要に応じて市民活動団体等と協議・連携しながら実施するものとする。

維持管理対象 維持管理方針

展示物等

展示・収蔵物，記
録資料

展示・収蔵する遺物・記録資料等が毀損されることのないよう、温湿度・日射・

防塵・防菌管理等の観点から日常的に状態の点検を行うとともに、必要に応じ

て清掃や毀損箇所の修復等の保守を行う。

展示・収蔵物関連
装置・備品

遺物・記録資料等の展示演出・収蔵に係る装置・備品が正常に機能するよう、

日常的に状態の点検を行うとともに、必要に応じて清掃や故障箇所の修繕等の

保守を行う。

建築施設・設備等

建物 建物の安全性と快適性が確保されるよう、日常的に各所の状態の点検を行うと

ともに、必要に応じて清掃や故障箇所の修繕等の保守を行う。また、常時、遠

隔監視体制による防犯・防火・防災の警備に当たる。

各種設備 各種設備（上水道，汚水処理，ガス，空調，自動ドア，消防，警備，自動販売機等）

の機能と安全性が確保されるよう、日常的に各所の状態の点検を行うとともに、

必要に応じて清掃や故障箇所の修繕等の保守を行う。

外部空間施設・設備等

史跡地 埋蔵物を保存し状況を展示する、史跡地の保護・演出機能が確保されるよう、

日常的に史跡地面周辺や、表面表示、各種サイン類等の状態の点検を行うとと

もに、必要に応じて清掃、除草、毀損・故障箇所の修繕等の保守を行う。

植栽帯 ガイダンス施設及び史跡地周辺の環境保全・景観演出機能が確保されるよう、

植栽の状態の点検を行うとともに、必要に応じて清掃、除草、剪定、施肥、病

害虫防除等の保守を行う。

歩道・車路・広場・
駐車場

歩道・車路・広場・駐車場の利用者安全・利便性が確保されるよう、各種施設

（サイン等含む）・設備の状態の点検を行うとともに、必要に応じて清掃、除草、

病害虫防除、破損箇所の修繕等の保守を行う。

表 7-1　施設・環境維持管理方針
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管理運営項目 事業実施方針

総　合

統括管理 ○全体コーディネート・連絡調整

○事業進捗管理・評価・改善

○対外総合連携窓口（関連行政機関・研究機関等）

保存・整備（ハード）事業

史跡保存 ○史跡及び出土遺物（展示・収蔵物）の適正な保存

施設 ･ 環境維持管理 ○史跡保存と活用に関係する施設・環境の適正な維持管理

公開・活用（ソフト）事業

調査研究 ○展示公開・調査研究の継続的な実施 ＜共通＞

○体験プログラム・催事（展示・各

　種イベント等）の企画・開発、運

　営（※収益事業を含む）

○史跡保存活用ボランティア（イン

　タープリター、サポーター）の人

　材育成・ネットワークの構築

教育・学習 ○学校教育・生涯学習向けの体験プロ

　グラムの企画開発

観　光 ○物品（出版物・記念品・地場産品）

　の企画・開発、配布・販売（※収益

　事業を含む）

○情報（データーベース等）の構築、

　発信（各種メディア）

地域連携 ○関係主体（団体・個人）との連携

（２）管理運営の方針
　史跡地の保存及び施設・環境の整備（ハード）事業、史跡の公開活用（ソフト）事業を含めた、

東名遺跡保存活用事業全体の管理運営項目の体系と、それぞれの事業を実現するための実施方

針を以下に整理する。

　史跡地の保存及び施設・環境の整備（ハード）事業については、史跡及び出土遺物（展示・

収蔵物）の保存はもとより、活用に資する施設・環境を適正に管理していく。史跡の公開活用

（ソフト）事業については、調査研究、教育・学習、観光、地域連携の各活動ごとの基幹的な事

業を実施する他、公開・活用事業全体に共通し、利活用プログラム・催事の企画・開発、並びに、

ハード・ソフト事業全体に渡って支える史跡保存活用ボランティアの人材育成や、組織化を含

めた活動ネットワークの構築を図っていく。特に、調査研究については、その成果をハード（保

存・整備）事業にもフィードバックしていく必要があり、他の研究者や研究機関等との連携を

とりながら、高度な専門技術の構築と研究成果の蓄積を図る。さらに、ハード・ソフト事業の

各事業間の調整を図りながら、東名遺跡保存活用事業全体を総合的にコーディネートし、事業

の進捗管理・評価・改善や、対外総合連携窓口等の統括管理を行う。

　なお、史跡の公開活用（ソフト）事業は、史跡地の保存及び施設・環境の整備（ハード）事

業と同様に、基本的に佐賀市が行うこととし、関連する行政機関（国土交通省、文化庁、佐賀

県等）や研究機関と連携調整を図り、さらに、市民活動団体や事業者等の参画を得ながら実施

するものとする。

表 7-2　管理運営事業の体系と実施方針
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　（３）管理運営の形態と体制
　【管理運営の形態】
　ガイダンス施設・史跡地（周辺を含む）は公共性が高く、安定的かつ持続的な管理運営が必

須であることから、佐賀市の直営にて管理運営を行うものとする。また、管理運営事業のさら

なる充実・円滑化を図るため、管理運営体制全体の統括・連絡調整を担う管理部門と、その下

部に保存整備、調査研究、公開活用を担う各部門を設置する。

　【管理運営の実施体制】
　管理運営実施体制の構成は、上記の 4 つの部門に、ボランティアスタッフによる補助や、関

連外部団体等との協力・協働による実施体制を想定する。ガイダンス施設の供用開始をめどに、

関係者の意見を聴取しながら、最適な実施体制を検討・確立して行くものとする。

　【現地案内所における体験活動の運営体制】
　公開活用の主要事業である体験活動は、ガイダンス施設内での展開が可能だが、史跡地から

は距離のある施設配置となっている。そのため、史跡地を包括する巨勢川調整池の導入部にあ

る東名縄文館を現地案内所として位置づけ、屋外プログラムの発着点や現地案内、ボランティ

アスタッフや協力団体等の活動拠点として活用する。将来的には、ガイド機能だけでなく、屋

内外を通じて総合的な解説・体験プログラム運営を行うインタープリター等の活動拠点を目指

すものとする。

　【人員体制】
　具体的な業務及び人員等については今後検討していく。ガイダンス施設は埋蔵文化財センター

機能を有することもあり、文化財に関する専門知識をもった人員の配置が必要となる。展示や

▲

国土交通省 文化庁 佐賀県

【管理部門】
・管理運営体制の統括、関係機関連絡調整

【調査研究部門】
・調査研究活動

【公開活用部門】
・公開活用事業

【保存整備部門】
・史跡及び出土遺物の

 保存管理･整備事業

・施設維持管理事業

佐賀市

外部団体等との協働・ボランティアスタッフ等による補助

・市民活動団体

・事業者　等

・研究機関

 （大学、博物館等）

・市民活動団体

・教育機関

・事業者　等

協議・調整 協議・調整

図 7-1　管理運営実施体制イメージ
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公開活用に従事する学芸員、埋蔵文化財調査に従事する専門員を適正な人数配置し、管理運営

に従事する事務職員の配置等、円滑な運営が行える人員体制とする。また、各種利用プログラム・

イベント、並びに施設・環境維持管理等の業務の実施にあたり、ボランティアスタッフによる

補助や、市民活動団体等の外部団体への協力要請、協働実施を行う。

　【史跡・施設公開形態】
　季節や時間帯による利用者のニーズ等を踏まえ、別途設定する。

　【史跡・施設利用料金】
　多数の利用者の集客を図るため、施設利用料金は基本的に無料とし、各種講習会や有償プロ

グラムガイド等は別途設定する。また、ガイダンス施設における展示室やイベント開催時等は

必要に応じて多くの人が利用しやすい料金設定を行い、有料化も検討する。

部　門 内　容

管　理 構　成 佐賀市

組織の目的 管理運営体制の統括、及び、関係主体との連絡調整を行うことを目的とする

主な役割 ○管理運営体制（保存整備部門、調査研究部門、公開活用部門）の統括及び、関係

　機関（国土交通省、研究機関、外部委託業者、その他団体等）との連絡調整

○管理運営事務（会計・資産管理・契約事務，施設利活用・管理運営記録等）

保存整備 構　成 佐賀市、市民活動団体、事業者等

組織の目的 史跡及び出土遺物（展示物等を含む）の保存管理・整備、並びに施設維持管理を行

うことを目的とする

主な役割 ○史跡及び出土遺物（展示物、調査記録等を含む）の保存管理・整備（保存状態・

　環境の測定・保存措置）

○施設・環境維持管理（展示装置・建築施設・設備・外部空間等維持管理、防災・

　防犯管理）

○史跡地の保存方法及び保存環境を評価・検討する有識者からなる『東名遺跡保存　

　モニタリング委員会』の設置・運営

調査研究 構　成 佐賀市、研究機関（大学、他史跡地・博物館等）、個人研究者

組織の目的 調査研究活動を行うことを目的とする

主な役割 ○各種調査研究事業活動の実施

公開活用 構　成 佐賀市、市民活動団体、教育機関（学校，大学等）、事業者等

組織の目的 公開活用事業を行うことを目的とする

主な役割 ○利用者安全管理・指導（ガイド）、利用調整

○体験プログラムの企画・開発

○展示の企画・開発

○各種催事（展示、講演会、講習会、その他イベント等）の企画・運営

○出版物（パンフレット、ガイドブック、記録集等）の企画・編纂

○情報発信・管理（インターネット、フライヤー等）

○関連物品（記念グッズ等）企画・製作・販売

表 7-3　管理運営体制と実施内容
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２　事業計画
　事業計画は、施設等整備を重点的に進める向こう 5 ヵ年程度の「短期」、ガイダンス施設供用

後の概ね 10 年後程度を目安とする「中期」、地域や関連機関等との充実した連携による 30 年後

を目安とした「長期」の 3 つの段階的な整備やソフトの充実を図っていくものとする。

表 7-4　事業年次計画

事業内容 短　期 中　期 長　期

施
設
等
整
備

【史跡地整備】
基本設計・実施設計
　　整備工事

【ガイダンス施設整備】
基本設計・実施設計
　　整備工事

公
開
・
活
用
の
推
進

【調査研究】
　史跡地保存調査

　実験考古学

　遺跡範囲確認調査

【他機関等との連携】
　資料の貸借・提供
　講演会等開催運営

【教育・学習】
　　学校教育

　　生涯学習

【観　光】
　　広　報
　　情報交換

【観光利用プログラムの開発運営】

【観光物産開発・普及】

【地域連携】
　関係機関連絡調整
　地域活動プログラム　　
　開発・運営
　人材育成

モニタリング調査

展示等改修更新（10 年程度目安）

展示等改修更新（10 年程度目安）

モニタリング調査（調査方法の更新）

大学・研究機関等との連携模索

地形復元・確認調査・保護措置

共同研究等

シンポジウム・企画展等継続 連携先の拡充、メニューの充実

出前授業継続

ボランティアや協力団体等の募集 ･ 育成

学校教育プログラムの企画開発・連携

生涯学習プログラムの企画開発・連携

各プログラムの運営・開発 愛好家・ボランティアの

組織化、自立化

観光向け情報発信・メディア対応・WEB・出版物等

近隣施設と観光情報共有・発信

縄文にまつわる計画地の資源活用と

連携プログラム開発

かご製品等の特色づくり 具体方策の検討

計画地の既存イベント等との連携・協力、史跡への意識付け



106



107

巻 末 資 料

　　　　【資料１】　市民参加型会合について

　　　　【資料２】　河川区域内における樹木の伐採・植樹規準について
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【資料１】市民参加型会合の開催について
１　開催の目的
　上位計画である『東名遺跡保存活用計画』では、国民の大切な財産である遺跡資源を将来に

渡って継続的に保存活用して行くため、遺跡の「保存・整備」を担う行政と「調査・研究」を

担う研究者・研究機関、「公開・活用」を担う市民（地域住民・一般来訪者・関係団体・学校

等）が連携し、資源・施設の「管理 ･ 運営」を継続的に支える体制づくりを目指している。特

に「公開・活用」にあたっては、資源・施設の主たるユー

ザーであり、それらを永続的に維持・管理していく協

力者ともなり得る市民（地域住民・一般来訪者・関係

団体・学校等）の事業への理解を得ながら協力参画意

識を醸成し、将来的には管理運営体制の担い手の一員

として育成していくことが望まれる。このため、管理

運営体制の構築に向けた第一歩として、市民意識の醸

成と、市民意見の公開活用・管理運営計画への反映を

目的とした公募によるワークショップ形式の会合を実

施した。

２　ワークショップの概要

　【第 1 回ワークショップ】
　開催日時：2019 年 9 月 28 日（土）13:30 ～ 16:00

　テーマ：「東名遺跡の歴史・環境資源の現状を知ろう」

　参加者数：43 人

　【第 2 回ワークショップ】
　開催日時：2019 年 10 月 5 日（土）13:30 ～ 16:00 

　テーマ：「東名遺跡の活用方法と市民の取り組みに

　　　　　ついて考えよう」

　参加者数：35 人　　　

　※ 2 回の合計参加総数 50 人

３　保存活用事業の広報・周知
　今般の保存活用事業や、持続的な担い手の組織の深

化・拡大に向けては、情報を常にオープンにして多く

の市民の理解を促し、賛同・参画を得る必要がある。

　このため、計画策定状況や会合における検討内容に

ついて、「ワークショップ便り」を発行したほか、佐

賀市の公式ホームページや、広報紙等を通じて広報・

周知を図った。次項以降に、発行した「ワークショッ

プ便り」を掲載する。

１　第 1 回ワークショップの様子①

２　第 1 回ワークショップの様子②

３　第 2 回ワークショップの様子①

４　第 2 回ワークショップの様子②
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【資料２】河川区域内における樹木の伐採・植樹基準について（抜粋）
　（平成 10 年 6 月 19 日 建設省河治発第 44 号 各地方建設局河川部長、北海道開発局建設部長、

　沖縄総合事務局開発建設部長、各都道府県土木主管部長あて 建設省河川局治水課長）

第 3 章 　植　樹
　（遊水地における植樹の基準） 

　第１２ 　遊水地に植樹する場合には、次に掲げる基準に適合するよう行うものとする。 

　　1　植樹は、洪水時に流出しないと認められるものに限ること。

　　2　植樹は、遊水地の貯水機能に影響を与える場合には、代替容量を確保して行うこと。 

　　3　低木の植樹は、堤防法尻、越流施設及び排水門から 5m 以上の距離を離すとともに、洪

　　　水時の水深、流速等からみて、流出防止のための措置を講ずるか又は流出しないと認め

　　　られる位置とすること。

　　4　高木の植樹は、堤防法尻、越流施設及び排水門から 15m 以上の距離を離すとともに、

　　　洪水時の水深、流速等からみて、流出防止のための措置を講ずるか又は流出しないと認

　　　められる位置とすること。 

　　5　植樹する高木は、耐風性・耐潤性樹木であること。

第 4 章 　樹木の管理等 
　（樹木の管理）

　第１６　樹木は、定期的に調査、点検を行い、適切に維持管理（法第 27 条第 1 項に基づく

　　竹木の栽植の許可受け者への指導監督を含む。以下同じとする。）するものとする。 

　２　植樹木が倒伏および流出するおそれがあると認められる場合には、次に定めるところに

　　より、適切に維持管理するものとする。 

　　1　樹木の成長に伴い、樹形が大きくなった場合には、流水ならびに風の作用も大きくな

　　　るので、適切な樹形とすること。 

　　2　活力が劣った樹木は、期待する倒伏限界モーメントが得られない場合があるので、伐

　　　採等の処置を行うこと。


