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第 ３ 章 歴史的風致の維持及び向上に関する方針           

１ 歴史的風致の維持及び向上に関する課題 

本市は、第１期の「佐賀市歴史的風致維持向上計画」に基づき、歴史的建造物が残

る長崎街道沿いの柳町周辺において、明治期の旧森永家住宅、大正期の旧久富家住宅

の取得・保存修理を実施し、外観は歴史的な趣を残しながら、内部はカフェや工房、

写真スタジオなど民間事業者による活用に取り組んだほか、佐賀市歴史民俗館(５館)

等の歴史的建造物の保存修理を行ったことにより、観光客だけでなく市民の心地よい

立ち寄り場となった。 

また、史跡「大隈重信旧宅」や重要文化財「与賀神社楼門」等の保存修理、佐賀城

下を通る長崎街道の整備、歴史資産等を紹介する案内板の整備などの事業、さらに

は、計画期間中に開催された「肥前さが幕末維新博覧会」により、歴史資産等に関す

る市民意識が向上するとともに、県外や外国からの来訪者が整備された柳町周辺等に

訪れるなど、第１期計画の効果を得ることができた。 

一方で、第１期計画期間内では実施できなかった一部の歴史的建造物の保存修理や

国の登録有形文化財である徴古館の周辺整備、第１期計画策定後に世界遺産の構成資

産として登録された三重津海軍所跡の周辺環境整備などに取り組むとともに、幕末佐

賀藩の近代化産業遺産である築地反射炉跡、精煉方跡や多布施反射炉跡の調査・保

全・活用などを図り、引き続き本市の歴史資産を活用したまちづくりを推進していく

必要がある。 

 

(１) 歴史的建造物の保存・活用及びその周辺環境に関する課題 

佐賀市歴史民俗館として活用している市重要文化財の５棟をはじめとする歴史的建

造物が多く立地している柳町周辺以外にも、市内には武家屋敷、町家、寺社などの歴

史的建造物が点在しているが、経年劣化等に伴う保存修理が必要なものが数多く見受

けられる。こうした歴史的建造物に居住していない世代に所有権が引き継がれると、

建造物が使用されることなく除却されたり、十分な維持管理が行われず老朽化や損傷

が著しくなったりしている。また、維持管理や修理が行われていても、建造物が本来

有してきた歴史的な趣を損ねた改修がなされているものも多く見られ、まちなみの統

一感が失われつつある。 

本市では、歴史的建造物などを「環境遺産」として位置付け、主に長崎街道沿いの

建造物について、昭和63年度(1988)から平成５年度(1993)にかけて調査を行い、家屋

内部調査82棟を含む286棟の歴史的建造物の存在を把握した。その後、平成21年度

(2009)の追跡調査では既に56％(161棟)の歴史的建造物が取り壊されていた。平成29

年度(2017)の調査では、さらに30件の歴史的建造物が解体されており、現存する建物

は95件となっている。 
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「環境遺産調査」の追跡調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、国の登録有形文化財である徴古館は、佐賀藩主鍋島家伝来の宝物を収蔵・展

示する登録博物館であり、本市の歴史を語るうえで重要な役割を果たす施設である

が、周囲を店舗等の建物で囲まれており、市民や観光客にとってわかりやすく訪れや

すい環境となっていないのが現状である。 

売りに出されている歴史的建造物 

歴史的建造物隣接地 

駐車場化の状況 

平成２年度 

平成 21 年度 

平成 29 年度 
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(２) 歴史資産等の周遊環境に関する課題 

佐賀城下には、国をはじめ県・市の指定文化

財、史跡、天然記念物や登録文化財、また文化

財に未指定であるが歴史的な価値を有する建造

物が点在している。 

また、本市の文化や歴史資産を伝える施設と

して、佐賀城公園内にある県立博物館・美術

館、佐賀藩の幕末・維新期を紹介する県立佐賀

城本丸歴史館、松原公園内にある鍋島家伝来の

国宝を含む歴史資料を所蔵・展示している徴古

館、史跡である大隈重信旧宅の隣地に建ち大隈重信を紹介する大隈重信記念館、三重

津海軍所跡に近接する佐野常民と三重津海軍所跡の歴史館などがある。 

しかしながら、こうした歴史的な建造物や施設等を、市民や来訪者がわかりやすく

快適に周遊するための環境が十分に整備されておらず、休息の場となる緑地や木陰も

少ないのが現状である。 

 

(３) 地域固有の歴史文化の継承と市民の歴史文化への理解に関する課題 

高齢化や人口減少に伴い地域に伝わる祭礼な

どに関わる人が減少し、100年以上の歴史を有し

ていた精霊流しが高齢化と人手不足で中止とな

ったり、お宮や祠、石塔などの維持が困難にな

ったりするなど、地域固有の歴史文化が失われ

るおそれが現実のものとなってきている。 

また、貴重な有形の歴史資産とともに、本市

の歴史的風致に厚みと奥行きを感じさせる重要

な要素である伝統技術等の伝統文化は、後継者

不足の問題に直面している。 

無形の文化財の祭事日程に関する広報、埋蔵文化財発掘調査の現地報告会や考古展

の開催など、文化財に対する市民啓発を実施しているが、市民の文化財に対する意識

は、まだ高いとはいえない状態である。 

海外の脅威に備えた佐賀藩の近代化産業遺産

（築地反射炉跡、精煉方跡、多布施反射炉跡、

三重津海軍所跡）は、幕末・維新期において日

本の近代化・工業化の先駆けとして重要な役割

を担った遺産群である。三重津海軍所跡の「明

治日本の産業革命遺産」構成資産としての世界

遺産登録や、明治維新から150年目の節目の年に

中止となった精霊流し 

長崎街道と柳町のまちなみ 

精煉方跡(現況) 
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開催された「肥前さが幕末維新博覧会」によって、幕末佐賀藩における先進的な取組

が市民や来訪者に浸透しつつある。 

こうした歴史文化に対する意識の高まりを一過性のものとしないためにも、各近代

化産業遺産の調査を進め、着実な保全と啓発を継続し、次世代に継承していくための

取組を推進していく必要がある。 

 

２ 上位・関連計画における歴史的風致の維持及び向上に関する位置付け 

本計画は、上位計画である第２次佐賀市総合計画をはじめ、都市計画等関連施策と

の連携が重要であることから、これらの関連分野の諸計画とも整合した計画とする。 

 

                 上位計画 

 

 

 

 

                  関連する分野の計画 

 

 

 

 

 

            整合 

 

 

 

 

 

  

第２次 

佐賀市総合計画 

佐賀市歴史的風致 

維持向上計画 

佐賀市都市計画 

マスタープラン 

佐賀市景観計画 

佐賀市みどりの 

基本計画 

佐賀農業振興 

地域整備計画 

佐賀城再生 

百年構想 

第３次佐賀市 

文化振興基本計画 
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(１) 第２次佐賀市総合計画【平成27年～令和６年 令和２年３月中間見直し】 

平成17年に１市３町１村による新設合併により新佐賀市が誕生し、その２年後の平

成19年に南部３町を合併して、現在の佐賀市となった。 

このため、今後の新市のまちづくりの指針となる第１次総合計画を平成19年３月に

策定、２度目の合併後の平成21年２月に合併改訂版を策定した。その後、第２次総合

計画を平成27年３月に策定、令和２年３月に社会・経済情勢の変化に対応し、今後の

まちづくりを一歩進めたものにすべく中間見直しを行った。 

この第２次総合計画では「豊かな自然とこどもの笑顔が輝くまちさが」を目指すべ

き将来都市像とし、基本政策の一つとして「ふるさとに愛着と誇りを持ち、魅力ある

人と文化を育むまち」を掲げ、その施策のひとつである「未来につなげる文化の振

興」では、市内に残る歴史資産や伝統芸能を保存・継承するだけでなく、積極的に活

用することで、本市の歴史や文化に関心を持つ人を増やす取組を行っていく。また、

誰もが身近で気軽に文化芸術に触れる機会を提供するとともに、活動できる環境の整

備に努めるとしている。 

 

■未来につなげる文化の振興 

① 歴史遺産等の保存・継承と整備・活用 

② 市民文化活動の創造 

③ 文化施設の運営・整備 

 

総合計画は、めざすべき10年後の将来像及び佐賀市に暮らす人々の望ましい生活の

実現に向けた基本的な政策を体系的に示した「市政運営の指針」とも言えるものであ

り、本市の行政運営における最上位計画と位置付けられている。 

さらに、この総合計画は「佐賀市まちづくり自治基本条例」に策定が位置付けられ

ており、市民参加や協働などのまちづくりのルール等を示すこの条例と事業展開の基

本方向を示す「総合計画」は、相互補完の関係にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「佐賀市まちづくり基本条例」と「総合計画」との関係図 
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(２) 佐賀市都市計画マスタープラン【平成22年３月改訂 目標年次 概ね20年後】 

平成17年の新設合併に伴い、平成19年３月に新市の佐賀市都市計画マスタープラン

を作成した。その後、平成19年の南部３町の合併に伴い、南部３町の土地利用方針を

定め、南部３町の都市計画区域の設定を行うために、平成22年３月に佐賀市都市計画

マスタープランの改訂を行った。 

都市計画マスタープランにおけるテーマを「安心と快適性を後世へと受け継ぐまち 

さが」とし、６つの主な都市計画決定の方針を定めた。その一つに「美しい景観形成

の方針」を掲げ、また５つの視点のなかのひとつである「歴史と文化が香る風格ある

拠点景観づくり」では、「佐賀城周辺の城下町として面影、昔ながらの町割を残す長

崎街道を始めとする各地に点在する歴史・文化資源を活かしながら、風格と魅力ある

まちなみを形成していきます。」としている。 

 

■「美しい景観形成の方針」の５つの視点 

① 山から海までつながる広がりのある景観づくり 

② 暮らしを豊かにする身近な景観づくり 

③ 歴史と文化が香る風格ある拠点景観づくり 

④ 賑わいと活力あふれるまちなか景観づくり 

⑤ まちをつなぎ、人を迎える道の景観づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
「佐賀市都市計画マスタープラン」の基本理念 



199 
 

(３) 佐賀市景観計画【平成24年３月改訂】 

当市は、平成４年度に佐賀市都市景観

条例を制定し、平成７年度には市全域を

対象に一定の規模を超える建築物などを

建築する際の事前届出制度である「大規

模建築物等の届出制度」を実施してい

る。また、重点的に景観形成を図る地区

として、平成11年度に「長崎街道・柳町

都市景観形成地区」、平成14年度に「城

内都市景観形成地区」を指定し、地区内

の届出制度や助成制度により良好な景観

形成の誘導を実施している。 

平成17年度には、景観法に基づく景観

行政団体となり、平成18年度に景観計画

を策定した。平成17年及び平成19年の２

度の合併により山から海までつながる市

域となり、市全域にわたって魅力ある本

市固有の景観が見られるようになった。 

これらの景観を大切にし、次世代に継

承していくために、平成21年度から景観

計画の改訂のための調査を行い、平成24

年３月に改訂を行った。 

景観計画では、本計画における重点区域を含む市全域を「景観計画区域」とし、景

観特性により大きく３つのゾーン(山、平野、まち)に分類し、特に重点的に景観の誘

導を図る必要があるエリアを「景観誘導エリア」と位置付ける。 

「景観誘導エリア」においては、景観法に基づく景観に関するルールについて住民

との協議が整った地区を「景観形成地区」として指定することができるとしている。 

 

■景観形成の基本理念 

「山、平野、まち、海、空からなる多様な景観とその歴史を大切にし、魅力ある 

  地域の形成を図る」 

■景観形成の基本方針 

① 自然景観を守る 

② 自然と人の暮らしが織りなす景観を守る 

③ 歴史を活かした景観形成を推進する 

④ 市民による景観形成活動、まちづくりの活動を支援する  

●景観計画区域図 
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(４) 佐賀市みどりの基本計画 

【平成18年～令和８年 平成19年３月策定、平成29年３月改訂】 

みどりと水が調和した佐賀の原

風景を、市民・事業者・行政が協

働して子供たちの世代につなげて

いくため、「みどりと水・温泉の

よかとこ佐賀 みんなで未来に森
しん

呼吸
こきゅう

」をテーマに「佐賀市みどり

の基本計画」を平成19年３月に策

定した。 

その後、計画の中間目標年度で

ある平成28年に、計画の進捗状況

や社会状況などを勘案し、より一

層の緑地の保全及び緑化化の推進

を図るため改訂を行った。 

佐賀市らしさを感じるみどりへ

の３つの基本方針として、佐賀市

のみどりを「守る～みどりと水辺

を守ります」、「創る～潤いと安

らぎのある快適なみどり空間を創

造します」、「行動する～みどり

あふれるまちづくりを進める仕組

みをつくります」を掲げ、市街化

区域の緑被率を令和８年に19.1％

とすることを目標とし、みどりあふれるまちづくりに取り組んでいる。 

その中で具体的方針として、名木古木や鎮守の森などの歴史ある樹木・樹林地など

を保全し、次世代に継承していくことや、景観が良くなったと実感できる市街地の良

好な都市環境を創るため「みどり重点地区」の指定を行い、重点的に緑化の推進を図

るとともに、「みどりの質」を上げることとしている。 

 

■佐賀市の「みどりの質」 

・未来に引き継ぐ豊かなみどり 

・市民に活用されるみどり 

・安全と安心を支えるみどり 

・景観を彩るみどり 

・市民・事業者・行政の協働による「みどりあふれるまちづくり」  

「佐賀市みどりの基本計画」 みどりの将来像 
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(５) 佐賀農業振興地域整備計画【平成 31 年３月見直し】 

この計画は、地域の農業振興を図るために

必要な事項を定めるものである。 

「第１ 農用地利用計画」では、土地利用

については、都市としての生活環境と農村と

しての生産環境とを区分した整備を基本と

し、農地については、優良農地の確保及び遊

休地の積極的な利用を促進するほか、各種生

産基盤や近代化施設の整備、生活環境施設の

整備を図り、営農環境の向上と担い手農家の

育成に努めるとしている。また、集落内に介

在する農地及び集団性、効率性に乏しい生産性の低い小規模農地等は必要な宅地需要

等にあてるなどして、バランスある土地利用を図るとしている。 

「第２ 農業生産基盤の整備開発計画」では、今後も、各地区の営農形態や地域特

性に応じた効率的で安定した農業の持続的な展開を促進するため、農用地利用計画に

即したほ場整備事業の円滑な実施及び老朽化した土地改良施設の改修を計画的、積極

的に行い、また、ほ場整備等により整備された優良農地の農業生産において担い手へ

の大規模な面的集積を行い、生産性の高い水田農業の確立を図るとしている。 

「第３ 農用地等の保全計画」では、土水路で整備されたクリークにおいては、経

年変化による老朽化から法面が崩壊し湛水被害等も発生しているため、クリーク機能

の回復を図る整備を計画的に進める一方、近年の農業従事者の高齢化や後継者不足等

を背景に耕作放棄地が増加傾向にあり、食料の供給に加え、地域環境の保全、水源涵
かん

養
よう

、洪水等の災害防止、緑や景観の提供等、農地等の持つ公益性・多面的機能の低下

が懸念されており、このため、ほ場整備をはじめ農道、用排水路の整備を推進すると

ともに、中山間地域等直接支払制度や多面的機能支払(農地維持支払・資源向上支払)

を活用した集落全体での農地等の保全・管理の取り組みを促進するとしている。 

 

■農用地等の保全のための活動 

① 耕作放棄地の解消 

② 中山間地域直接支払制度の活用 

③ 多面的機能支払(農地維持支払・資源向上支払)の活用 

④ 鳥獣等被害対策の推進 

  

広大な佐賀平野の農地 
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(６) 第３次佐賀市文化振興基本計画【令和３年～令和８年 令和３年３月策定】 

本計画は、佐賀特有の「風土」にさらなる磨きをかけ、他のまちにない魅力を発揮

していくとともに、成熟社会における成長の源泉としての感性や創造力を育み、豊か

な人間性を涵養
かんよう

するための文化を振興させ、次世代を担う子供たちの財産として伝え

るために策定するものであるとしている。 

基本理念を「豊かな人間性を育み、創造性あふれる佐賀文化の振興」としている。 

その基本理念の実現に向け、取り組みの中から早急に実施すべき優先度の高いもの

や取り組むべき民意の高いものとして、５つを重点事業として設定している。 

主なものとして、「東名遺跡の史跡整備及び埋蔵文化財センターの整備」では、東

名遺跡から出土している日本最古級の編みかごや木製品の遺物を展示するガイダンス

施設と市内各地で出土した多量の貴重な遺物を保存・活用する埋蔵文化財センターの

複合施設の整備推進を行うこととしている。「無形民俗文化の記録・保存」では、浮

立や田楽などの無形民俗文化財のうち、佐賀市内では 12 件が指定文化財になってお

り、これらは古くから伝承されているもので、地元住民の方々によって保存・継承さ

れているが、近年、本来の祭りのあり方や芸能の所作などの伝承が危ぶまれているこ

とから、これからの継承のため、正確な映像記録の作成をはじめ、さまざまな支援策

を講じていくこととしている。「幕末佐賀藩の近代化産業遺産の保存と活用の推進」

では、三重津海軍所跡をはじめとする幕末佐賀藩の近代化産業遺産の発掘調査・文献

調査を行い、遺跡の適切な保存に努め、情報発信を行いながら、活用策を検討してい

くこととしている。 

 

■重点事業 

① 次世代につなぐ人材育成支援 

② 東名遺跡の史跡整備及び埋蔵文化財センターの整備 

③ 無形民俗文化財の記録・保存 

④ 幕末佐賀藩の近代化産業遺産の保存と活用の推進 

⑤ 文化施設の整備・活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  佐賀文化の振興の図 
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(７) 佐賀城下再生百年構想【平成19年３月策定】 

本構想は、100年後の孫の世代まで受け継げる品格ある佐賀城下再生を実現するた

めに、平成３年度に策定された「佐賀城公園まち構想」における、歴史と文化の森

“佐賀城公園まち”という基本コンセプトを継承しつつ、緑といった自然的な空間

と、歴史的雰囲気を感じる公園、住宅地や公共公益施設との調和を図りながら、“佐

賀城公園まち”を中心に佐賀城下の歴史・文化、水と緑、生活、にぎわい、文教機能

を高めていくと基本コンセプトに掲げている。 

本構想では、佐賀城下に存在する資源で、100年後まで残すべきもの・景観につい

て整理を行い、佐賀城下を形成する、城堀・多布施川・水路などの水辺空間、松原神

社などの歴史的建造物、クスノキに代表される樹木群の３つの要素の継承が必要とし

ている。 

 

■構想の５つの目標 

① 住民と行政の協働のまちづくり 

② 地域コミュニティ活性化 

③ 品格ある佐賀城下景観の形成 

④ くつろぎ・にぎわいの空間創出 

⑤ 周辺地域との連携 
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３ 歴史的風致の維持及び向上に関する方針 

本市の総合計画や維持向上すべき歴史的風致における取り組み状況及び課題を踏ま

え、今後、本市固有の歴史的風致の維持及び向上を図るため、次のとおり３つの基本

方針を示す。 

 

 

 

 

 

 

基本方針と実現のための方策 

ア 歴史的風致を構成する歴史的建造物の保存と活用の推進 

歴史的風致を構成する建造物のうち、すでに文化財として保護の措置がとられてい

るものについては、必要に応じて保存修理を実施し、保存・活用の充実や強化に努め

る。その他の歴史的建造物については、必要な調査を行ったうえで、指定にふさわし

いものについては「歴史的風致形成建造物」として指定し、修理などへの支援を講じ

滅失を防ぐ。また、調査により文化財としての価値が確認でき、条件が整ったものに

ついては、文化財としての指定を進める。 

さらに、歴史や伝統を反映した人々の活動の場となっている歴史的な建造物につい

ても、必要に応じて保存修理を進め、建造物の活用と人々の活動とが結びついていく

ように支援していく。 

こうした歴史的建造物の修理・修景の際には、地域性やそれぞれの建造物が有する

歴史的な趣に配慮して、統一感のあるまちなみの形成につなげる。 

特に、歴史的建造物が多く残る柳町につい

ては、歴史的建造物の積極的な保存・活用を

推進し、統一感のあるまちなみの形成を図る

とともに、歴史的建造物を活かした交流とに

ぎわいづくりに引き続き取り組む。 

さらに、市民や観光客にとって、徴古館を

訪れやすい場所とするため、徴古館の位置す

る松原公園の整備を引き続き進める。 

なお、歴史的建造物や歴史的まちなみを保

存するためには、所有者だけでなく、市民の

理解が重要であることから、佐賀市歴史民俗

館、大隈重信記念館、佐野常民と三重津海軍所跡の歴史館や徴古館などを活用した啓

発活動を推進していく。 

  

ア 歴史的風致を構成する歴史的建造物の保存と活用の推進 

イ 歴史資産等の周遊環境の整備促進 

ウ 地域固有の歴史文化の継承と市民の理解促進 

歴史的建造物(旧森永家住宅)の活用状況 
鍋島緞通の制作工房として活用 
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イ 歴史資産等の周遊環境の整備促進 

佐賀城下をはじめ、市内には、国・県・市の指定文化財、史跡、登

録文化財や、未指定であるが歴史的な価値を有する建造物、藩政時代

から引き継がれる町割の名残といえる町名や小路名など、歴史的な趣

が感じられる資産が点在している。 

市民や来訪者に本市の歴史を感じとってもらい、さらに理解を深め

てもらうため、第１期計画で統一したデザインによる歴史資産等の案

内・説明看板などの設置や、景観に配慮した防護柵等の改修を引き続

き行う。 

また、これらの歴史資産をわかりやすく快適に周遊するための道路

整備や、周遊ルート上から臨むことができる水路・護岸の整備、緑化

の推進などにも引き続き取り組んでいく。 

 

ウ 地域固有の歴史文化の継承と市民の理解促進 

歴史的風致の維持及び向上を図るうえで欠かすことのできない伝統文化について

は、その実態を的確に把握しつつ、継承活動などへの支援を行うとともに、条件が整

ったものについては文化財としての指定を進める。 

また、有形・無形を問わず、文化財についての市民の理解が進むよう、市民への啓

発活動を引き続き行うとともに、指定文化財の適切な管理に資するための台帳整備な

どに取り組む。 

幕末佐賀藩の先進性や近代化への取組を伝

える貴重な歴史資産である近代化産業遺産

（築地反射炉跡、精煉方跡、多布施反射炉跡、

三重津海軍所跡）については、引き続き文献調

査や発掘調査を進め、全容の解明に努めてい

く必要がある。同時に、市民や来訪者にこれら

の遺産に対する理解を深めてもらい、重要性

をさらに浸透させ、次の世代へと引き継いで

いくために、令和３年９月に開館した「佐野常

民と三重津海軍所跡の歴史館」などを活用し、

積極的な啓発活動に取り組んでいく。 

さらには、福岡県大牟田市から佐賀県鹿島市に至る地域高規格道路「有明海沿岸道

路」の整備により、三重津海軍所跡と、同じ「明治日本の産業革命遺産」の構成資産で

ある宮原
みやのはら

坑
こう

、三池港(大牟田市)や万田坑(熊本県荒尾市)とが従来の約半分の移動時間

で結ばれることを受け、関係自治体と連携して各構成資産を周遊できる取組を進めて

いく。  

案内板 
(会所小路) 

  佐野常民と三重津海軍所跡の歴史館（内部） 
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４ 歴史的風致維持向上計画の実施体制 

本計画の第２期計画の策定にあたっては、市の施策の方向性を認識したうえで、文

化財行政と各事業を実施する部署との連携及び調整が重要である。このため、令和２

年度から企画調整部内に「歴史・世界遺産課」を置き、第２期計画の策定と事業の進

捗を図っている。 

本市の組織では、各部に副部長が兼務する政策

調整監を置くことにより、部をまたがる施策につ

いても各部・各課との連携が図りやすい体制をと

っている。 

このような体制のもと、第２期計画の策定とそ

れに必要な国等との協議を行うとともに、佐賀市

歴史まちづくり協議会(法定協議会)や市民意見の

反映、事業実施と進捗管理を進めながら、必要に

応じて本計画の変更を行うこととする。 

 

計画推進体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐賀市歴史まちづくり 
協議会(法定協議会) 

佐賀市 
文化財保護審議会 

市民等 

■庁内連携体制 
 
佐賀市歴史まちづくり
事業調整会議 
企画調整部 
・企画政策課 
・歴史・世界遺産課 
(副部長・政策調整監) 
※事務局 

教育部 
・文化振興課 
(副部長・政策調整監) 
※コア組織 

建設部 
・建築指導課 
 ※コア組織 
・都市政策課 
(副部長・政策調整監) 

・緑化推進課 
・道路整備課 
・道路管理課 
・河川砂防課 
経済部 
・商業振興課 
(副部長・政策調整監) 

・観光振興課 
(副部長・政策調整監) 

総務部 
・財政課 

国 
文部科学省 
農林水産省 
国土交通省 

佐賀市 
都市計画審議会 

協議 

 

助言 
支援 

意見 

 

報告 

意見 

 

報告 

意見 

 

報告 

意見 

 

報告 

意見 

 

報告 

佐賀市景観審議会 

佐賀市歴史まちづくり協議会 
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第 ４ 章 重点区域の位置及び区域                  

１ 歴史的風致の分布 

佐賀市の中部以南に広がる佐賀平野は、筑後川や嘉瀬川などの山地浸食による大量

の土砂の堆積により形成されたものであるが、鎌倉時代以降、干拓が本格的に行われ

るようになり徐々に拡大していった。佐賀平野南部の標高は１ｍ程度、市域の中心部

にある佐賀城跡の辺りでも標高４ｍ以下と低平な土地が広がり、干満の差が平均６ｍ

にも達する有明海の影響を大きく受ける江湖や堀が残っている。 

江戸時代には、この佐賀平野のほぼ中央部に、鍋島氏の居城である佐賀城を中心と

した西国雄藩の名に相応しい城下町が建設された。また、海外に門戸を開いていた長

崎と小倉を結んだ長崎街道がこの城下町を貫き、長崎にもたらされた海外の珍しい文

物や文化は、佐賀の地にも大きな影響を与え続けてきた。 

 このような地形的・位置的背景のもと、地域固有の歴史と伝統を反映した人々の活

動と、その活動が行われる歴史的価値の高い建造物とが一体となった歴史的風致が形

成されて今日まで継承されており、第２章「佐賀市の維持及び向上すべき歴史的風 

致」において次の７つを選定している。 

 

 

 １ 城下町の形成とその維持から見える歴史的風致 

２ 長崎街道と菓子文化の継承から見える歴史的風致 

３ 幕末佐賀藩の近代化産業に由来する伝統産業の継承から見える歴史的風致 

４ 城下町の恵比須信仰から見える歴史的風致 

 ５ 三重津とその周辺に見える歴史的風致 

 ６ 堀文化の継承から見える歴史的風致 

 ７ 祭事の継承から見える歴史的風致 
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歴史的風致の分布 
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２ 重点区域設定の考え方 

重点区域は、歴史まちづくり法第２条第２項において、「文化財保護法の規定によ

り重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物として指定された建造物

の用に供される土地」の区域及びその周辺の土地の区域であり、「当該区域において

歴史的風致の維持及び向上を図るための施策を重点的かつ一体的に推進することが

特に必要と認められる土地の区域であること」が定められている。 

 本市内における重要文化財等の建造物は、下表のとおりである。 

 

  表 佐賀市内における重要文化財等の建造物 

指定区分 種別 名称 所在地 

重要文化財 建造物 与賀神社楼門 与賀町 

重要文化財 建造物 佐賀城鯱の門及続櫓 城内 

重要文化財 建造物 与賀神社三の鳥居及び石橋 与賀町 

重要文化財 建造物 吉村家住宅 富士町 

重要文化財 建造物 山口家住宅 川副町 

重要文化財 建造物 旧筑後川橋梁（筑後川昇開橋） 諸富町、福岡県大川市 

史跡  帯隈山神籠石 久保泉町 

史跡  大隈重信旧宅 水ケ江 

史跡  西隈古墳 金立町 

史跡  銚子塚 金立町 

史跡  肥前国庁跡 大和町 

史跡  三重津海軍所跡 諸富町、川副町 

史跡  東名遺跡 金立町 

 

 本計画における重点区域は、第２章で記述した歴史的風致が存在する地域のうち、

上表の重要文化財等だけでなく、県や市指定の重要文化財、その他の歴史的建造物が

集積し、そこで繰り広げられる人々の伝統的な活動が歴史的建造物と一体となって現

在でも展開されている区域であること、また、第３章で記述した課題・方針、本市が

これまで歴史的風致を活かすために実施してきた各種取り組み、中心市街地の活性化

や観光振興についての各施策を勘案したうえで、歴史的風致の維持及び向上を図るた

めの施策を重点的かつ一体的に推進していく必要がある区域として設定する。 

 このような考え方に基づき、第１期計画では、「城下町の形成とその維持から見え

る歴史的風致」、「長崎街道と菓子文化の継承から見える歴史的風致」など複数の歴史

的風致の重なりをもとに、城内と城下町及び長崎街道の一部を重点区域「佐賀城下町

地区」に設定した。 
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 第１期計画では、長崎街道沿いの柳町周辺において、旧久富家住宅・旧森永家住宅

取得保存修理事業、佐賀市歴史民俗館（５館）保存修理事業を行うとともに、城下を

東西に貫く長崎街道の再整備事業、歴史資産に関する案内・説明・誘導看板の設置事

業、重要文化財である与賀神社の楼門や三の鳥居及び石橋の保存修理事業等に取り組

んできた。この間、平成 27 年(2015)７月に三重津海軍所跡が「明治日本の産業革命

遺産」の構成資産として世界遺産に登録されて脚光を浴び、あらためて幕末佐賀藩の

偉業が市民に再認識されることとなった。さらに、明治維新から 150 年目の節目であ

った平成 30 年(2018)３月から 304 日間にわたり開催された「肥前さが幕末維新博覧

会」の効果も重なり、歴史資産等に関する市民の意識が向上するとともに、県外や外

国からの来訪者が整備された柳町周辺等に訪れるなど、第１期計画の効果を得ること

ができた。 

一方で、これまで文化財保護法や都市計画法などに基づく各種措置や景観形成地区

の指定を通じ、歴史的建造物や周辺環境の保全を講じてきたが、歴史的建造物の滅失、

伝統産業や祭礼に関わる人々の減少、道路・水路の改変などにより、本市固有の歴史

的風致は徐々に失われつつある。第１期計画期間内では着手できなかった、一部の歴

史的建造物の保存修理事業や松原公園整備事業、引き続き実施が必要な徴古館を活か

したまちづくり推進事業や無形民俗文化財継承支援等については、第２期計画期間に

おいて取り組んでいく必要がある。また、第 10 代藩主鍋島直正の指揮のもと、幕末・

維新期において、製鉄や造船といった分野で日本の近代化・工業化の先駆けとして重

要な役割を担った遺産群である「幕末佐賀藩の近代化産業遺産」（築地反射炉跡、精

煉方跡、多布施反射炉跡、三重津海軍所跡）の調査・整備にも取り組み、本市の歴史

資産を活用したまちづくりを、さらに推進していく。 

 これらのことから、第２期計画においては、佐賀藩の近代化産業遺産及びその周辺

に重点区域を拡充することを意図して、「佐賀城下町地区」に加え「三重津海軍所跡

周辺地区」を設定し、歴史的風致の維持向上に資する各種施策を展開していくものと

する。 

 重点区域においては、文化財や歴史的建造物等とそれらに結び付いた人々の活動の

維持や発展に重点的に取り組み、当該区域の歴史的風致の維持向上を効果的に推進す

るものとする。また、これを通じて、そのほかの歴史的風致の維持向上にも効果を波

及させ、ひいては本市全域の歴史的・文化的な魅力の向上を目指していくこととす 

る。 

 なお、今後本計画を推進することで本市の歴史的風致の維持向上に効果的に寄与す

る範囲に追加・変更が生じた場合には、随時、重点区域の見直しを行うものとする。 



 

211 

 

３ 重点区域の位置及び区域 

(１) 重点区域の位置 

「佐賀城下町地区」と「三重津海軍所跡周辺地区」の位置は、以下である。 

  

重点区域の位置 
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(２) 重点区域「佐賀城下町地区」の区域 

佐賀城下町は、一部が戦災により家屋延焼の被害を受けたものの、藩政時代の町割

がほとんど改変されておらず、そのまま現在の地図に重ね合わせることができる。 

市街地を東西に通る長崎街道は、一部を除き藩政時代の道幅のままで、佐賀城に近

づくにつれ城から遠く離れるように北へ北へと直角に折れながら配されており、道筋

も当時のまま継承されている。また、城下町に生活用水を供給するため石井樋で嘉瀬

川から分岐した多布施川の流れは、城下町に入ると生活用水として城下の隅々の水路

にまでいきわたり、昔と変わらず清らかな水を湛えている。 

初代藩主鍋島勝茂により城下建設当初に計画・実施された町割や導水のしくみは、 

江戸時代から大きく変わることなく今日まで引き継がれており、これらを維持するた

めに行われてきた河川清掃や消防活動といった取組も、地域の住民によって受け継が

れ、醸成されてきた。 

また、長崎街道を介してもたらされた菓子文化や、先人たちが引き継いできたガラ

ス工芸技術は、城下町の文化を支える重要な産業であり、これらによって生み出され

た商品は市民の日常生活の中に深く根付いている。 

さらに、静かなただずまいを残す城下町の辻々には多くの「恵比須像」が鎮座し、

地域住民による恵比須信仰が今も継承され、商売繁盛、家内安全のために大切に祀ら

れている。 

低平地の多い本市には、至るところに堀が張り巡らされている。水の恩恵を享受 

し、また大雨による氾濫を回避するために住民総出で行われる堀の維持活動や、水難

事故から子供たちを守るための行事もまた、古くから継承されてきている。 

このように、複数の歴史的風致の重なりがみられる「佐賀城下町地区」を重点区域

とし、佐賀城及びその城下町の範囲、長崎街道の道筋を基本として設定する。 

具体的には、公益財団法人鍋島報效会が複数所蔵する御城下絵図の中で、最も時代

が下がる文化年間(1804～1817)に描かれたと推定される「文化御城下絵図」における

城下町の範囲、及び東側は構口から西側は本庄江川に架かる高橋までの長崎街道の道

筋、さらには、城下に隣接する精煉方跡周辺とする。 

重点区域の範囲の境界は、現在の地形とほぼ一致する「文化御城下絵図」及び「精

煉方略図」の範囲とまちの連続性を軸に、道路、河川、水路などの公共構造物で区域

を定める。 

この重点区域の中には、重要文化財「佐賀城鯱の門及び続櫓」、「与賀神社楼門」、「与

賀神社三の鳥居及び石橋」及び史跡「大隈重信旧宅」が位置している。 

 

重点区域の名称 佐賀城下町地区 

重点区域の面積 約 411 ha 
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 重点区域「佐賀城下町地区」の区域 
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番号 区域の境界 番号 区域の境界 

１～２ 市道駅前中央６号線 24～25 水路 

２～３ 市道駅前中央５号線 25～26 市道鬼丸分５号線 

３～４ 水路 26～27 水路 

４～５ 主要地方道佐賀停車場線 27～28 主要地方道西与賀佐賀線 

５～６ 県道松尾佐賀停車場線 28～29 市道佐賀大学北線 

６～７ 水路 29～30 水路 

７～８ 市道大財町北島線 30～31 市道精西線 

８～９ 主要地方道佐賀停車場線 31～32 水路 

９～10 水路 32～33 市道与賀町厘外線 

10～11 十間堀川 33～34 水路 

11～12 市道大財３号線 34～35 市道末広有重線 

12～13 市道唐人町大財線 35～36 水路 

13～14 水路 36～37 国道 207 号 

14～15 十間堀川 37～38 水路 

15～16 八田江 38～39 

39～40 

市道長瀬町八戸線（本庄江川

左岸） 

16～17 水路 40～41 水路 

17～18 多布施川 41～42 市道八戸天祐線 

18～19 市道大崎袋線 42～43 水路 

19～20 水路 43～44 市道天祐寺川西線 

20～21 市道袋中の館町線 44～45 市道大島天祐寺川線 

21～22 水路 45～46 市道妙安栴檀橋線 

22～23 市道城内船津線 46～47 十間堀川 

23～24 市道鬼丸分８号線 47～１ 水路 
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(３) 重点区域「三重津海軍所跡周辺地区」の位置と区域 

佐賀藩が誇った三重津海軍所は、藩所有の和船の管理や修理が行われる船屋があっ

た三重津に設置され、洋式船による海軍教育や藩所有艦船の根拠地及び修船・造船の

機能を有する、幕末佐賀藩の洋式海軍の拠点施設として発展していった。 

三重津海軍所跡は、幕末の佐賀藩が目指した近代化の様相を具体的に知ることがで

きる遺跡として「幕末佐賀藩の近代化産業遺産」のひとつに数えられるとともに、日

本の近代化・産業化に向けた「試行錯誤の挑戦」の様子を具体的に示していると高い

評価を受け、「明治日本の産業革命遺産」の構成資産として世界遺産に登録されてい

る。なかでも、発掘調査で確認された「御修覆場」(ドライドック)は、現存する国内

最古のものとして大変貴重である。 

三重津海軍所の閉鎖後は、「佐賀郡立海員養成学校」が設立され、名称を変えなが

ら昭和８年(1933)まで船員等の育成の場として使われた。昭和 27 年(1952)に漁港と

して指定された後も良好な入江の環境は続いており、現在に至るまで漁港の一部とし

てエビ漁や海苔養殖など有明海を漁場とする漁船の泊地・物揚場の機能を有し、早津

江川を往来する多くの船でにぎわいをみせている。 

鍋島直正が国産蒸気船建造の大願成就を祈願したとされる近隣の志賀神社では、秋

季例大祭の神輿の巡幸に合わせて、五穀豊穣・豊漁を願う周辺住民のにぎやかな太鼓

の音や掛け声が、秋の三重津周辺に広く響きわたる。 

わが国における赤十字事業の創始者である佐野常民は、三重津海軍所跡がある川副

町早津江の生まれであり、幕末佐賀藩の理化学研究所である精煉方や、三重津海軍所

を根拠地とする佐賀藩洋式海軍の発展にも深く関わっていた。常民の没後に記念碑が

建立された生誕地では、命日である 12 月７日に毎年「佐野祭」が催され、地元の小

学校で歌い継がれる「佐野先生を讃える歌」を合唱する児童の歌声が高らかに響きわ

たる。常民の数々の偉業と「博愛精神」は、ボランティア活動などを通して地域住民

の日常生活、学校生活の中で大人から子供たちへと確実に受け継がれている。 

こうした風致が今も息づく三重津海軍所跡及びその周辺の集落の範囲を基本とし

て、重点区域「三重津海軍所跡周辺地区」を設定する。 

具体的には、世界遺産登録の際に資産の効果的な保護のために設定された「バッフ

ァゾーン（緩衝地帯）」のうち、福岡県との県境までの範囲に加え、三重津海軍所跡

周辺の周遊環境整備を念頭に、佐野常民生誕地や周辺の歴史的建造物等、有明海沿岸

道路諸富インターチェンジまでの道筋を含むエリアとし、道路、河川、水路などの公

共構造物で区域を定める。 

この重点区域の中には、史跡「三重津海軍所跡」が位置している。 

 

重点区域の名称 三重津海軍所跡周辺地区 

重点区域の面積 約 46 ha  
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番号 区域の境界 

１～２ 市道早津江線 

２～３ 市道西寺井弟子丸線 

３～４ 有明海沿岸道路 

４～５ 市道西寺井早津江線 

５～６ 市道西寺井５号線 

６～７ 市道寺井堤防線 

７～８ 有明海沿岸道路 

８～９ 県界 

９～10 主要地方道大牟田川副線 

10～１ 国道 444 号 

重点区域「三重津海軍所跡周辺地区」の区域 
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４ 重点区域の歴史的風致の維持及び向上の効果 

２か所の重点区域においては、歴史的風致の維持及び向上を図るための施策を重点

的かつ一体的に推進することにより、歴史的建造物やまちなみの保存・活用とその周

辺環境の整備、また、伝統文化の個性や魅力を継承し、高めていくための環境整備や

情報発信、民間団体等の取り組みの進展が期待できる。 

これにより、それぞれの重点区域の魅力がさらに高まり、区域の歴史や伝統が広く

市民に再認識されるとともに、歴史まちづくりによる暮らしやすさの向上と、産業や

観光への波及効果も期待される。 

重点区域におけるこうした取り組みにより、歴史まちづくりに対する市民の意識が

向上し、本市固有の歴史や伝統文化を守り引き継いでいく機運が高まり、市民の佐賀

に対する誇りや愛着の醸成につながるものと期待される。 
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５ 良好な景観の形成に関する施策との連携  

(１) 佐賀城下町地区 

①都市計画法 

区域区分及び用途地域 

本市は、市域約43,184ha のうち、約51％に当たる22,085haが都市計画区域とな

っている。都市計画区域のうち、旧佐賀市の市街化区域2,466ha、旧大和町の市街

化区域230ha、旧諸富町の市街化区域254haを合わせて、2,950haを市街化区域に指

定している。 

重点区域の「佐賀城下町地区」は、全域が市街化区域に位置している。主な用途

地域は、古くから町地であった唐人町、長崎街道沿いの町地が商店街として発展し

た白山町、呉服元町、松原町や柳町などを商業地域に指定している。また、佐賀城

内は一部を除き、第一種住居地域に指定している。 

南堀の南西側の低層住宅が建ち並ぶ地区には、第一種低層住居専用地域を指定し

ており、これにより建造物の高さ制限を10ｍとしている。 

城内の景観は市民の誇りであり、当市ではこれまで都市計画法の様々な制度を用

い、城内及びその周辺について景観の保全に努めてきた。今後、歴史的景観の保全

のために、城内及びその周辺以外で建築物の高さの制限が必要と認められる場合に

は、高度地区などの指定を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点区域 

【佐賀城下町地区】 

都市計画図 
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城内周辺の都市計画による区域指定の状況 

ア 高度地区 

城内の環境を保全するために、平成14年度に「高度地区」の都市計画決定を行

った。建築物の高さの最高限度を決定する際には、城堀周辺の大楠の高さを考慮

し、城内各地点からの景観シミュレーションを行い、建築物の高さの最高限度を

15ｍと定めた。 

また、この良好な景観は城堀の内側から外側への景観も含まれているため、城

堀の内側のみならず、第一種低層住居専用地域以外の城堀外側の一定の範囲につ

いても「高度地区」に含めた。 

■高度地区の名称：城内周辺地区 面積：約92ha 

 

イ 地区計画 

「高度地区」の指定後、「高度地区」と「高度地区」指定と同時に定めた「都

市景観形成地区」の景観形成基準に合致した高さ15ｍ以下のマンション建設に対

する反対運動が起こった。このため地域住民との協議の上、建築物の高さの最高

限度を10ｍとして強化を行い、また共同住宅をはじめ城内にふさわしくない用途

の制限、それに屋外広告物の制限を取り入れた「地区計画」の都市計画決定を平

成19年度に行った。 

同時に建築物の高さ制限と建築物などの用途制限の２項目については、建築条

例で定め城内の景観を担保している。 

■地区計画の名称：佐賀城内地区地区計画 面積：約64ha 

 

ウ 風致地区 

市街地に残る貴重な緑地空間の保全のため、当時松原公園と呼ばれていた松原

神社・佐嘉神社と一体となった区域を昭和25年度に「風致地区」として都市計画

決定を行った。 

平成26年度には、決定当初から地形地物や土地利用の状況が大きく変化してい

たことから、区域の見直しを行っている。 
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また、建築物の高さの最高限度を15ｍとし、建ぺい率、壁面後退の強化及び緑

地率などを定めて、市街地の良好な環境を保全している。 

徴古館の周辺の一部は「松原公園」として平成21年度に都市計画決定し、都市

公園整備を実施した。今後、当該事業により「松原公園」の区域の拡大を予定し

ている。 

■風致地区の名称：松原公園風致地区 面積：約７ha 

 

エ 特別用途地区(文教地区) 

城内全域及びその周辺の都市環境を保全するために、「文教地区」として昭和

48年度に都市計画決定を行い、ホテル・旅館及び遊戯施設などの建築物の用途を

制限している。 

■特別用途地区：文教地区 面積：約132ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

高度地区
（高さ15ｍ以下）

風致地区
（高さ15ｍ以下）

地区計画
（高さ10ｍ以下）

特別用途地区

凡　例

※     は重点区域【佐賀城下町地区】 

城内周辺の都市計画による区域指定の状況 
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②佐賀市都市計画道路網再編 

【旧佐賀市の都市計画道路見直し案の公表 平成 17 年 12 月】 

【旧大和町の都市計画道路見直し案の公表 平成 18 年 10 月】 

経済の低成長、今後の人口減少

の予測から、市街地の拡大も収束

へと向かうことが予想される。こ

のため、既決定の都市計画道路の

中には、その必要性を改めて検討

する路線も存在する。 

そこで、有識者による「佐賀市

都市計画道路網再編検討委員会」

を設置し、未着手や未整備の路線

について検討を行った。評価方法

として、当該対象路線が有する交

通処理機能の評価と防災、環境、

景観、文化財といった付加的な効

果での評価とさらに道路の機能・

事業の難易度からの３つの視点で

行った。 

平成17年と平成18年の見直しで

は、多布施川などに代表される緑

あふれる自然環境への影響、良好

な住環境やまちなみへの影響を重

要視した内容となっている。 

廃止に向けての説明会を開催し、

地元の理解を得られた路線から順

次廃止の手続きを進めており、平成28年度末までに12路線12区間で廃止または計画

の見直しの手続きが完了している。 

都市計画道路の見直しの結果は次のとおりである。 

旧佐賀市の都市計画道路 

見直し対象路線 ：25路線26区間(約18.21km) 

見直し結果   ：存続14区間、廃止10区間、見直し２区間 

旧大和町の都市計画道路 

見直し対象路線 ：６路線８区間(約8.20km) 

見直し結果   ：存続２区間、廃止２区間、見直し３区間、保留１区間 

 

 

都市計画道路網見直図 
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③景観法 

本市では、市町村合併に伴い、平成18年度に策定した景観計画を見直し、平成23

年度に変更を行い、平成24年度から景観法に基づく佐賀市景観条例を施行した。景

観計画では、市全域を「景観計画区域」とし、特に重点的に景観の誘導を図る必要

があるエリアを「景観誘導エリア」と位置付ける。また、「景観誘導エリア」にお

いて、景観法に基づく景観に関するルールについて住民との協議が整った地区を

「景観形成地区」として指定していく。 

「景観誘導エリア」のひとつに「佐賀城下町周辺エリア」を位置付けるが、この

エリアは、当該歴史まちづくり計画の重点区域を包括した範囲としている。 

このエリアは、歴史的風致維持向上計画、みどりの基本計画、中心市街地活性化

計画、佐賀城下再生百年構想などの様々な計画をもつ重要な地区であり、それぞれ

の計画に基づき、堀の復元、公園や道路の公共空間整備など、様々な事業が行われ

ている。これらの事業や取り組みにおける相互連携により、デザインの一貫性や連

続性を確保しながら、「城下町佐賀」にふさわしい景観の保全と創出、中心市街地

の活性化に寄与する質の高い景観形成を図る必要がある。 

そのために、このエリア内において公共事業を行う際は、景観アドバイザー制度

などを活用し、整備内容について協議による誘導を図っていく。特に、堀、水路な

どの水辺とその周辺においては、そのみどりの環境を大切にしながら、これらを活

かした公共空間整備を推進していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

佐賀城下町周辺エリア
長崎街道・柳町
景観形成地区

城内
景観形成地区

重点区域
（歴史まちづくり計画）

中心市街地
活性化エリア

みどり重点区域

凡　例

景観計画における「佐賀城下町周辺エリア」 
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このエリアの建築行為等の際の景観形成方針として、「歴史的建造物、樹木、城

跡、お堀、長崎街道、街道沿いのまちなみ、クリーク・水路、石橋、寺社などの優

れた景観資源に近接する場合は、当該資源との連続性に配慮するとともに、当該資

源の保全に配慮した高さ・規模、形態とする」と記載し、周辺景観に配慮した景観

誘導を図っていく。 

また、当該重点区域内には、景観条例における「景観形成地区」が２地区(長崎

街道・柳町地区、城内地区)あり、それぞれに景観基準を定め、地区内の良好な景

観形成を図っていく。 

 

④屋外広告物法 

本市は、平成17年６月に景観行政団体となり、平成20年４月に佐賀市屋外広告物

条例を施行した。条例対象を市域全域とし、地域の特性や土地利用状況から、原則

として広告物を表示できない禁止地域(２分類)と許可地域(３分類)に区分を行い、

それぞれの地域に屋外広告物の面積、高さ、色彩、個数などについて基準を設けて、

広告主・屋外広告業者などに対し、適切な掲出がなされるよう規制誘導を行ってい

る。特に、違法広告物に対しては積極的に対応しており、違法広告物の指導を進め

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

肥前国庁跡(史跡)前の屋外広告物の撤去状況(写真１) 

 

 

 

 

 

 

 

主要交差点の屋外広告物の撤去状況(写真２)  
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⑤市独自条例の取り組み 

佐賀市みどりあふれるまちづくり条例 

みどりあふれるまちづくりは、市民、事業者、そして行政のそれぞれがみどり

の持つ役割を理解し、協働して進めていかなければ実現できないため、平成20年

６月にその共通となるルールを定めた「佐賀市みどりあふれるまちづくり条例」

を施行した。目に見えるみどりを増やすため、道路に接する部分(接道部)や多く

の市民が見たり感じたりすることができる空間からみどりを増やすようにしてい

る。例えば、民間施設においては、一定規模以上の敷地において開発行為などを

する場合には事前に市と緑化の協議を行い、公共施設においても公共施設の緑化

マニュアルを作成し、積極的に緑化を推進している。 

また、今ある歴史的みどりを守るため、古木や巨木を市保存樹として指定し、

樹木の治療を行うなどの保護事業や、地域での緑化活動のリーダーとなる人材の

屋外広告物規制図 
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育成及び緑化ボランティア活動への支援を行っている。 

平成23年８月には中心市街地及びその周辺に「みどり重点地区」を指定してお

り、これにより、さらなる市街地の緑化を推進する。 

 

≪条例施行後の緑化状況≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

佐賀駅南のホテル建設に伴う緑化 

市役所東側駐車場の緑化 

市保存樹（与賀神社のクスノキ）の治療 
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(２) 三重津海軍所跡周辺地区 

①都市計画法 

区域区分及び用途地域 

三重津海軍所跡及びその周辺地域は市街化調整区域に位置する。市街化調整区域

は、市街化を抑制する区域であり、この区域での開発行為は原則として行うことが

できない。 

今後とも、本市は区域区分を維持し、コンパクトなまちづくりを進めるために市

街化調整区域の開発行為について法令等に基づき厳密に取り扱う。 

 

 

 

 

  

  

重点区域「三重津海軍所跡周辺地区」と都市計画の関係性 
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屋外広告物規制図（三重津海軍所跡周辺） 

②景観法 

  本市全域が景観計画区域に設定されており、建築物又は工作物の新築等や色彩の

変更で外観の変更などを行う場合には、事前に佐賀市長への届出・通知が義務付け

られている。 

 

 ③都市公園法 

  三重津海軍所跡の大部分と「佐野常民と三重津海軍所跡の歴史館」は、佐賀都市

計画公園である佐野記念公園に含まれている。都市公園法に基づいて定められた佐

賀市立都市公園条例において、都市公園における竹木の伐採や土地の形質変更など

の行為について制限している。 

 

 ④屋外広告物法 

三重津海軍所跡及びその周辺で保全が必要な 

 区域については、平成26年11月１日に「第１種禁     

止地域」に、建設中の「有明海沿岸道路」及びそ  

の両側100ｍの区域は「第２種禁止地域」にそれ 

ぞれ指定し、小規模な自己用広告物や道標を除き 

広告物を禁止して屋外広告物の監視・指導を行っ 

ている。 

また、これらに該当しない区域についても、屋 

外広告物の面積、高さ、色彩、個数などについて

基準を設けて、広告主・屋外広告業者などに対し、

適切な掲出がなされるよう規制誘導を行ってい

る。特に、違法広告物に対しては積極的に対応し

ており、違法広告物の指導を進めている。 

 

⑤文化財保護法・河川法 

三重津海軍所跡は、幕末に佐賀藩が洋式船による海軍教育を行うとともに、艦船

の根拠地として、また修船・造船の機能を有した施設であり、船渠や製罐所をはじ

めとする遺構・遺物が良好に遺存していることが確認された。幕末期における西洋

の船舶技術の導入や軍事の展開を知るうえで重要であるとして、平成 25 年(2013)

３月 27 日に史跡に指定された(平成 26 年(2014)10 月６日追加指定)。本市では、 

史跡の本質的価値を明らかにし、適切な保存管理を行うため「史跡三重津海軍所跡

保存管理計画」を策定している。 

  また、史跡指定地内においては、文化財保護法に基づき現状変更及び保存に影響

を及ぼす行為が厳重に規制される。 
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  さらに、史跡地は早津江川の河川区域内に位置しているため、工作物の新築等や

土地の掘削を行おうとする場合は、文化財保護法とは別に河川法に基づく河川管理

者の許可が必要である。 

 

 ⑥漁港漁場整備法 

  三重津海軍所跡の一部は、第２種漁港の戸ヶ里漁港(早津江地区)であり、漁港管

理者(佐賀市)による漁港管理が行われている。漁港区域内で工作物の建設や土地の

掘削などを行う場合には、佐賀市長の許可が必要である。 

 

 ⑦世界遺産の構成資産としての取り組み 

  世界遺産「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製

鋼、造船、石炭産業」の構成資産のひとつとし

て登録されている三重津海軍所跡には、資産及

び緩衝地帯の管理保全を確実なものとするため、

資産の所有者や地域コミュニティ等をはじめと

する関係者の連携のもとで本市が策定した、「三

重津海軍所跡管理保全計画」がある。 

「緩衝地帯(バッファゾーン)」は、考古学的

遺構の保全並びに資産と一体となって三重津海

軍所の稼働当時の風景を彷彿とさせる現状の展

望景観の保全を目的として、資産の周囲に設定

されている。 

緩衝地帯における開発行為については、三重

津海軍所跡の資産価値を損なわないよう、都市

計画法、河川法、景観法のほか、農業振興地域

の整備に関する法律及び農地法により規制誘

導がなされている。緩衝地帯のほとんどを占め

る農地については、優良農地として農業振興地

域の整備に関する法律に定める農振農用地に

指定されている。区域の土地を農業以外の目 

的に利用するためには、県知事の同意を得て、

市長による農業振興地域整備計画(農用地利用

計画)の変更の決定(農振除外)を経たうえで、

農地法に基づき県知事による農地転用の許可

が必要となっている。しかし実際に農振農用地から除外するためには要件を満たす

必要があり、本区域内での開発行為は厳しく制限されている。 

史跡及び世界遺産の構成資産、緩衝地帯の

範囲図 

（福岡県大川市域を含む） 

都市計画法、景観法等の範囲 

（福岡県大川市域を含む） 
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第 ５ 章 文化財の保存又は活用に関する事項             

１ 佐賀市全体に関する事項 

(１) 文化財の保存・活用の現況と今後の方針 

本市は１市３町１村による平成17年(2005)及び１市３町による平成19年(2007)の２

度の合併により、面積431.84㎢の市となった。市域には全体的に文化財が分布し、そ

れぞれの地域における生活の中で密接に関わりながら継承・保存されている。このう

ち、指定文化財については、「第１章 ４ 佐賀市の文化財等の分布状況」で示したと

おりであり、令和３年10月31日現在、国・県・市合わせて226件の指定文化財と12件

の国の登録有形文化財がある。 

有形文化財(建造物)は、国指定６件、県指定６件、市指定21件の計33件の指定があ

り、特に佐賀城内及び城下町には、重要文化財である「佐賀城鯱の門及び続櫓」、

「与賀神社楼門」、「与賀神社三の鳥居及び石橋」をはじめとする指定文化財が数多

く所在する。 

有形文化財(美術工芸品)は、国宝１件を含む国指定14件、県指定54件、市指定52件

の計120件の指定があり、工芸品が31件と最も多く、重要文化財である健福寺の「銅

鐘」をはじめ、実相院の「金銅宝塔」、与賀神社が有する「太刀」などがある。 

民俗文化財は、重要無形民俗文化財である「白鬚神社の田楽」、「見島のカセド

リ」の国指定２件と、県指定２件、市指定８件の計12件の指定があり、地域に伝わる

祭礼行事などが市域に広く保存・継承されている。このうち「見島のカセドリ」は、

平成30年(2018)にユネスコの無形文化遺産に登録された国内10行事で構成する「来訪

神：仮面・仮装の神々」のひとつである。 

史跡・天然記念物は、史跡「大隈重信旧宅」、史跡「帯
おぶ

隈
くま

山神
やまこう

籠
ご

石
いし

」、史跡「三重

津海軍所跡」、史跡「東名遺跡」、天然記念物「エヒメアヤメ自生南限地帯」などの国

指定10件、県指定８件、市指定28件の計46件の指定があり、広く市域全域に点在して

いる。このうち「三重津海軍所跡」は、平成27年(2015）にユネスコの世界遺産に登

録された「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」を構成する23資

産のうちのひとつである。 

これらの文化財は歴史的風致を形成する重要な構成要素であるが、その維持・管

理・保存・継承は、文化財の所有者及び管理者の努力や経費負担によるところが大き

い。このため本市では、市指定の重要文化財・史跡・天然記念物の所有者及び管理者

に対して維持管理謝礼金を交付している。また、無形民俗文化財については、国・

県・市指定を問わず、保存会などに対し継承支援補助金を交付するとともに、指定無

形民俗文化財保存会代表者会を年１回開催し、研修会や専門家からの助言を通して保

存継承の一助とするなど、文化財の維持管理・保存に対する支援を行っている。 

歴史的風致の維持向上を図るためには、文化財の所有者及び管理者、活用を行う市

民や市民団体との連携が重要であるため、市、所有者及び管理者、市民、市民団体の
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４者の協働による保存・活用を図る。 

保存活用に関する計画を策定している史跡は、史跡「東 名
ひがしみょう

遺跡
い せ き

」と史跡「三重津

海軍所跡」である。その他の史跡については、今後、個々の文化財の状況を確認しな

がら、計画の策定に向けて検討を進めていくこととし、それまでの間は、文化財保護

法、佐賀県文化財保護条例、佐賀市文化財保護条例及び「豊かな人間性を育み、創造

性あふれる佐賀文化の振興」を基本理念として策定した佐賀市文化振興基本計画に基

づき、適切な文化財の保存・活用を行うものとする。 

未指定の文化財については、文化財としての価値調査を行い、その結果に基づき指

定・登録を行って指定文化財数を増やしていくとともに、保存と活用に努める。当面

の文化財指定に関する候補としては、日本の近代化に大きく貢献した幕末佐賀藩の産

業遺産のうち、未指定である「多布施反射炉跡」、「精煉方跡」がある。また、最近

発見された佐賀城下の東側の入口「牛嶋口跡」と川港の遺構と考えられる「思案橋遺

跡」についても、指定に向けて調査を進める。さらに、嘉瀬川からの取水堰である

「石井樋」、そこから取水した水を城下に送る「多布施川」、その流下にある「佐賀

城跡」については、広域にわたる一連の遺跡として捉え、一括して文化財としての価

値の調査を行う。 

また、文化財に指定されていない歴史的風致を構成する建造物についても、必要な

調査を実施したうえで「歴史的風致形成建造物」としての指定を進め、修理などへの

支援を講じていく。 

 

(２) 文化財の修理(整備)に関する方針 

文化財の修理においては、その価値を保存することが最も重要であり、基本的には

本来の姿に修復するものとしている。大規模な解体修理などにおいては、詳細調査及

び史料調査などを実施し、文化財そのものの価値を損なわないよう配慮するととも

に、周辺の環境や景観の保全にも努める。 

史跡の整備については、歴史的真正性を最大限確保するため、過去の調査記録など

の成果を踏まえた総合的な見地から整備を図るものとする。 

なお、指定文化財において必要な修理に対しては、関係機関との連携を図りながら

補助するとともに、必要な技術的支援を今後とも行っていく。 

近年の指定文化財の修理のうち、史跡「大隈重

信旧宅」は、総理大臣を２度務めた大隈重信の生

家であり、国の補助事業採択を受け平成28年度に

屋根葺替や耐震補強を実施した。 

室町時代前後の創建と推定される楼門である重

要文化財「与賀神社楼門」は、令和元年度に屋根

の葺替と、44年ぶりとなる漆の塗替を行った。同

じく重要文化財である石橋と鳥居についても、部 大隈重信旧宅（南面） 
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分修理と耐震補強工事を行い、令和２年度に完了し

た。 

各種文化財の修理に際しては、文化財保護法、佐

賀県文化財保護条例及び佐賀市文化財保護条例を順

守し、必要に応じて文化庁及び佐賀県に事前指導を

受け対応している。また、特に高い専門性が必要な

場合には、九州国立博物館や佐賀県立博物館などの

専門家から助言を受けている。今後も、文化財保護

法が定める現状変更許可などの法令を順守し、文化

庁をはじめ関係機関、専門家の助言を仰ぎながら、文化財の価値を損なわないよう所

有者などに適切な助言を行うとともに、修理のための必要な支援措置を図っていく。 

 

(３) 文化財の保存・活用を行うための施設に関する方針 

文化財の持つ価値を広く公開することは、文化財の保存・活用を図るために重要で

ある。 

本市は埋蔵文化財の発掘調査による出土品が多く、公開・活用できる貴重な資料も

数多くある。しかし、それらを展示公開できる施設は少なく、展示施設の設置につい

て検討を行う。 

本市の展示施設のうち「肥前国庁跡資料館」では、史跡「肥前国庁跡」の門と築地

塀が復元され、肥前国庁の成り立ちとともに出土した瓦などを展示し、子供たちをは

じめとする学習拠点として活用している。 

約8,000年前の縄文時代の貝塚遺跡である史跡「東名遺跡」では、木製の編みか

ご、骨角製の装身具をはじめとする貴重な遺物が出土しており、同遺跡近くの佐賀導

水操作室内にガイダンス展示室を整備し、代表的な土器、石器、木製編みかご、貝や

鹿角でつくった装身具のほか、貝塚断面の剥ぎ取り土層などを展示している。この東

名遺跡は、平成20年度をもって現地での発掘調査を終了して現地保存しており、これ

までの発掘調査成果の分析、出土遺物の保存処理、調査報告書の作成を行っている。

現在のガイダンス展示室は、建物を借用した暫定的な展示となっており、今後、東名

遺跡隣地に新たな展示施設の整備を行うとともに、史跡本体の整備も発掘調査に基づ

き進めていく。 

また、本市では毎年、佐賀市立図書館ギャラリーで埋蔵文化財の発掘調査成果につ

いて考古学展を開催し、最新の埋蔵文化財の出土品の展示解説を行うなど、文化財の

活用・啓発を行っている。 

県の施設としては、本丸御殿の一部を、古写真をもとに木造で復元した「県立佐賀

城本丸歴史館」がある。ここは、日本の近代化に貢献した「幕末維新期の佐賀」の輝

かしい時代を検証し、変革の時代を生きた人々のエネルギーを体感できる展示館であ

る。 

与賀神社楼門 

44 年ぶりの朱色に戻った楼門 
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公益財団法人鍋島報效会が運営する「徴古館」

(登録博物館)では、学芸員３名を配置し、国宝や

重要文化財を含む鍋島家伝来の歴史的資料の調査

研究を行うとともに、公開展示を行っている。平

成22年度に徴古館へのアプローチ部分の整備を行

っており、周辺の環境整備に継続して取り組む。 

市の施設では、市重要文化財「旧古賀銀行」を

はじめとする７館からなる「佐賀市歴史民俗館」

が、歴史的建造物が建ち並ぶ柳町を中心に立地し

ている。施設は一般に公開されており、建造物自

体の歴史的趣きと統一感のあるまちなみに加え、

伝統工芸品の工房などとしての利用もあり、来訪

者の交流とにぎわいづくりに寄与している。引き

続き、保全と活用に取り組んでいく。 

「佐野常民と三重津海軍所跡の歴史館」は、佐

野常民の顕彰とともに、世界遺産「明治日本の産

業革命遺産」、その構成資産のひとつである史跡

「三重津海軍所跡」及び幕末の佐賀藩における近

代化事業とそれを支えた偉人たちに関する展示を

充実させるため、史跡に隣接する旧佐野常民記念

館の一部増築などを行い、本格的なガイダンス施

設として令和３年９月に新たに開館した。今後

は、館内の展示と史跡現地とを循環する「一体展

示」により来訪者の理解を促進するため、発掘調

査の結果に基づき史跡現地の整備を進める。あわ

せて、「明治日本の産業革命遺産」の他の構成資

産と連携し、全体の理解増進につなげていく取組

についても検討していく。 

その他、本市では、史跡「大隈重信旧宅」隣地

に大隈重信侯に縁のある資料を展示する「大隈重

信記念館」、富士町内の５地区に伝わる「浮立」

の保存と伝承を目的とした「浮立の里展示館」を

有し、文化財をはじめとする貴重な歴史的資料を

公開している。 

さらに、文化財などに関する案内・説明板等に

ついては、第１期計画において統一したデザインによる整備を行ってきたが、未整備

の箇所や老朽化している案内板などもあるため、年次計画を立てたうえで、引き続き

大隈重信記念館の内部 

佐野常民と三重津海軍所跡の歴史館 
の内部 

県立佐賀城本丸歴史館の内部 

徴古館における企画展の様子 
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整備を進めていく。 

 

(４) 文化財の周辺環境の保全に関する方針 

建造物や遺構などの文化財を保護するためには、周囲の環境もあわせて保全するこ

と、特に文化財と一体となった良好な周辺景観の保存・形成が重要となる。 

文化財の周辺環境を保全するため、都市計画法や景観法の活用を積極的に推進し、

景観条例や屋外広告物条例などによる周辺環境の適切な規制・誘導を行うとともに、

文化財周辺の開発行為については、引き続き、都市計画部署、開発指導部署、文化財

担当部署が情報を共有し、常に連携がとれる体制を維持していく。 

また、市民や来訪者が、市域に点在する歴史的資産を快適に周遊し、まち歩きを楽

しむことができるよう、それぞれの歴史的資産を結ぶ周遊ルートの環境整備として、

道路や水路・護岸の整備、緑化の推進などにも取り組む。 

 

(５) 文化財の防災に関する方針 

昨今、意図的な毀損や盗難被害の発生が全国的に報じられ、文化財の防犯対策の必

要性が高まっている。本市においても神社等への放火事件が起こっており、美術品等

の文化財所有者などに対して、火災や盗難防止のため定期的な見回り、火の後始末や

施錠の確認など日常管理の徹底に関する文書を送付して注意喚起を促している。 

また、「文化財防火デー」にあわせ、文化財

に指定された建造物の防災訓練を文化財所有

者、消防署や消防団との連携により毎年実施し

ており、今後も防災訓練の充実を図るとともに

地域住民への防災意識の啓発を強化する。 

なお、指定文化財の周辺における防火水槽ま

たは消火栓の設置について、消防署などの関係

機関と協議を進めていくこととしている。 

本市域の防火体制については、行政の組織とし

て佐賀広域消防局がその任にあたっており、消防

団もその体制に組み入れられている。消防団の組織体制は次表のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化財防火訓練（吉村家住宅） 
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消防団の組織体制                        (令和３年４月１日現在) 

 

 

(６) 文化財の保存及び活用の普及・啓発に関する方針 

文化財の存在とその価値について広く理解を得るために、文化財の公開に努め、

また積極的に情報を発信することが必要である。 

平成19年(2007)から３か年にわたり、地域

の方々によるワークショップにより合併後の

新市全域の指定文化財を含む地域資産の情報

収集を行ってきた。これをもとに、地域の歴

史・文化に関する情報を発信するサイト「さ

がの歴史・文化お宝帳」を公開している。ま

た、平成12年４月から平成17年９月まで59回

にわたり市報に連載していた「佐賀市歴史探

訪」も、市ホームページで一括して公開して

いる。 

埋蔵文化財の発掘調査に関しては、発掘の

成果を報告する現場説明会や出土遺物の展

示、シンポジウム等を開催しており、今後も

継続して開催することにより、市民や来訪者

が文化財とふれあう機会を創出していく。 

 
佐賀市 

消防団名 

配置 
定数 

(人) 本部 分団 部 

北部方面隊 

三瀬 

１ 

 ５  ８ 

３,８００ 

富士  ５ ２２ 

大和  ６ ２８ 

中部方面隊 
第１～５ 
(佐賀) 

１２ ７５ 

南部方面隊 

諸富  ５ ２３ 

川副  ５ ２６ 

東与賀  ４ １５ 

久保田  ５ １６ 

合計 １ ４７ ２１３ ３,８００ 

WEB サイト「さがの歴史・文化お宝帳」 

「精煉方跡」発掘調査現地説明会 
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公益財団法人鍋島報效会が所蔵する

「文化御城下絵図」と現在の地形図を重

ね合わせて作成したマップの頒布は、本

市の城下町の姿が藩政時代からの町割が

ほぼそのまま引き継がれていることなど

が再確認できると市民や来訪者から好評

であり、「まち歩きマップ」として活用

されている。 

今後、合併に伴う新市全域の指定文化

財の周知と保護啓発のため、国・県・市

指定の文化財の詳細情報や指定に至る経

緯等をとりまとめた指定文化財要覧の作

成に取り組む。 

また、本市の歴史について、より深く市民に理解してもらうため、職員による出前

講座を開設しており、佐賀城の歴史、佐賀藩の歴史、東名遺跡や世界遺産関連の遺跡

などについての市民ニーズが多い。さらに、平成24年度から市内の小学校を対象に出

前授業を実施しており、出土遺物を使った授業は大きな成果をあげている。このよう

な講座をはじめ、文化財に関する啓発事業については、さらなる充実を図っていく。 

 

(７) 埋蔵文化財の取り扱いに関する方針 

現在、本市には、657か所に及ぶ周知の埋蔵文化財包蔵地が所在する。その時代区

分の内訳は、旧石器７件、縄文180件、弥生297件、古墳318件、古代427件、中世412

件、近世152件、近代５件で、古墳から中世が多く、また旧石器の出土もあることか

ら、市域が昔から生活の場として利用されていたことがわかる。 

埋蔵文化財については、開発審査部署や建築確認部署などと連携し、開発に関する

事前の情報が文化財担当部署に提供される仕組みとなっており、これらの情報をもと

に開発計画を把握できる体制となっている。 

周知の埋蔵文化財包蔵地で計画される開発については、事前協議の中で指導を行

い、確認調査を実施したうえで必要に応じて本発掘調査を実施し、開発と文化財保護

との調整を図っていく。同様に、周知の埋蔵文化財包蔵地の周辺で実施される開発行

為についても、事前に確認調査の協力を求めており、確認調査により遺跡が発見され

た場合には開発事業者などに理解を求め、現地保存や記録保存についての協議を行っ

ている。 

文化財保護法に基づく埋蔵文化財の取り扱いについては、佐賀県と密接な連絡体制

をとり、今後も埋蔵文化財の保護と開発との調整を図っていく。 

また、周知の埋蔵文化財包蔵地以外の土地で新たに遺跡が発見された場合には、遺

跡発見通知を提出し、遺跡地図に追加記載する。 

まち歩きマップ 

（文化御城下絵図と現在の地形図の重ね図） 
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なお、遺跡地図(周知の埋蔵文化財包蔵地表記地図)については、平成21年度事業で

データベース化を行うとともに、佐賀県ホームページで全県下の遺跡地図を閲覧する

ことができる。 

埋蔵文化財発掘調査で得られた出土遺物などは、Ⅰ種(貴重で活用できるもの)、Ⅱ

種(Ⅰ種以外で参考となるもの、活用できる可能性が低いもので、具体的には土器の

細片などを指す)に分類し、佐賀市文化財資料館にⅠ種、富士収蔵庫にⅠ種の一部と

Ⅱ種を保管している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※時代が重なる包蔵地は、古い時代を表示している。 

周知の埋蔵文化財包蔵地 
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(８) 文化財の保存・活用に係る市の教育委員会の体制と今後の方針 

本市では文化財の指定及び指定の解除その他文化財の保存及び活用に関する重要事

項について調査審議し、これらの事項に関して教育委員会に建議するために佐賀市文

化財保護条例に基づく佐賀市文化財保護審議会を設置している。 

同審議会委員は、美術・工芸１名、近世史１名、民俗１名、考古学１名、近現代史

１名、建築１名、文献史学１名、伝統工芸１名の計８名で組織している。 

また、本市の体制としては、文化財担当部署として教育委員会に文化振興課を置

き、伝統文化の保護や支援等を文化振興係、東名遺跡や幕末産業遺産等に関すること

を文化財一係、市内遺跡発掘調査等に関すること文化財二係がそれぞれ担当してい

る。このうち、文化財専門職員(考古学系)は課長以下12名、幕末産業遺産関連の近世

古文書類調査のための文献調査専門職員は１名となっている。さらに、平成27年７月

に世界遺産に登録された「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」

の構成資産のひとつである三重津海軍所跡の保存・整備・活用に関することを担当す

る市長部局企画調整部歴史・世界遺産課に、文化財専門職員(考古学系)を１名配置し

ている。 

このように、埋蔵文化財に関する体制はあるものの、古文書などの研究を行い文化

財としての価値を明確にするための文献調査を担当する職員は１名のみであり、今

後、合併後の市域全域の歴史的公文書の保存・活用が必要であるという観点から、文

献史学の専門職員のさらなる配置を検討する。 

 

文化財保護の体制 

教育委員会教育部 

       部長 ― 副部長兼文化振興課長 ―  文化振興係 ５名 

           (文化財専門職員１名)     文化財一係 ６名 

                         文化財二係 ６名 

                          (文化財専門職員 11 名) 

                          (文献調査専門職員１名) 

 企画調整部  

       部長 ― 副部長兼歴史・世界遺産課長 ―  歴史政策係  ２名 

                             三重津活用係 ３名 

                             三重津整備係 ２名 

(文化財専門職員１名) 

 【佐賀市文化財保護審議会】 

美術・工芸 1名、近世史 1名、民俗 1名、考古学 1名、近現代史 1名、建築１名、 

文献史学１名、伝統工芸１名 計８名 
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(９) 各種団体の状況及び今後の体制整備の方針 

本市では、無形民俗文化財の保存会、まちづくり協議会、歴史研究会などの文化財

関係団体をはじめ、歴史・文化の保存・活用に係る各種まちづくり団体が活動してい

る。 

また、建築士の方々が中心となって「佐賀県ヘリテージマネジャー協議会」を立ち

上げ、平成26年(2014)からヘリテージマネジャーの養成講習会を実施し、受講修了者

は県内各地でさまざまな取り組みを行っている。 

ヘリテージマネジャーは、歴史ある建物の保存と活用を応援する建築士たちであ

り、本市にもヘリテージマネジャーを中心としたＮＰＯ法人が設立され、佐賀城下を

中心に歴史的建造物の調査、歴史的建造物の所有者に対して建物を活かすための提案

や国の登録有形文化財への登録支援などを行っている。 

今後とも、これらまちづくり団体との意見交換を重ねながらお互いの連携を図ると

ともに、歴史・文化の担い手育成などについても検討を行っていく。 
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２ 重点区域に関する事項 

(１) 文化財の保存・活用の現況と今後の具体的な計画 

重点区域には、重要文化財(建造物)３件、史跡２件、県史跡１件、市重要文化財

(建造物)12件、市史跡４件が所在しており、すべて公開されている。 

これら22件の所有は、重要文化財２件(与賀神社楼門、三の鳥居及び石橋)が与賀神

社、史跡のうち三重津海軍所跡は、主に国及び佐賀県有明海漁業協同組合、市重要文

化財(建造物)のうち石造肥前鳥居１基は龍造寺八幡神社、石造肥前鳥居及び肥前狛犬

像は伊勢神社、鐘楼は真覚寺、武家屋敷の門(中の小路)は国、旧佐賀城本丸御座
ご ざ

間
のま

・

堪忍
かんにん

所
どころ

は佐賀県、市史跡４件のうち万部塔と六地蔵が公益財団法人鍋島報效会、初代

肥前国忠吉の墓地が真覚寺となっており、そのほかの指定文化財は、すべて本市の所

有である。 

指定文化財の保存修理にあたっては、本市以外が所有する場合は、所有者などと連

携を図りながら適切に実施されるよう支援し、市所有の指定文化財については、計画

的な保存修理を行っていく。 

 

■佐賀城跡[県史跡]、佐賀城鯱の門及び続櫓[重要文化財]、旧佐賀城本丸御
ご

座
ざ

間
のま

・ 

堪忍所
かんにんどころ

[市重要文化財]  

城堀を含む佐賀城跡は、現在は佐賀城公園

となっている。城堀の水と県天然記念物であ

る大楠群に囲まれた緑豊かな場所であり、市

民憩いの場として、散策やジョギングの場と

して利用されている。また博物館・美術館・

図書館などの施設もあり、文化教養の場とし

ても利用されている。 

佐賀城鯱の門及び続櫓は、現在「県立佐賀

城本丸歴史館」の入口の門として活用されて

おり、佐賀の乱(佐賀戦争)の際、政府軍と佐

賀軍の攻防があった場所である。木製の門及び柱には、今も鉄砲の鉛玉がめり込んだ

まま残されている。 

平成16年(2004)に開館した「県立佐賀城本丸歴史館」は、発掘調査で出土した礎

石、天保期の平面設計図である「佐賀城御本丸差絵図」と明治末期頃の写真をもと

に、本丸御殿の一部を木造で復元したもので、「幕末維新期の佐賀」をメイン展示と

する展示資料館である。また、本丸御殿の一部を移築して地区公民館として利用され

ていた御座間・堪忍所は、歴史館の整備にあわせて元の場所に再移築・復元された。

今後も、佐賀城公園の整備にあわせ、佐賀城跡の発掘調査を進め、佐賀城の全体像の

把握に努めていく。 

 

復元された佐賀城本丸御殿 
（佐賀城本丸歴史館） 
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■三重津海軍所跡[史跡] 

三重津海軍所跡は、筑後川の支流である

早津江川に面しており、現在は河川敷を利

用した佐野記念公園として、多くの市民に

利用されている。 

この公園に隣接する佐野常民記念館を増

築・改修して、令和３年(2021)に「佐野常

民と三重津海軍所跡の歴史館」が開館し

た。佐野常民は、鉄製大砲製造に関する火

薬等や蒸気機関の研究などさまざまな理化

学実験を行った佐賀藩の「精煉方」で技術

者たちを統括するとともに、佐賀藩海軍の創設にも深くかかわり三重津海軍所の発展

に尽力、明治に入ると現在の日本赤十字社の前身である「博愛社」を創設するなど、

幕末から明治にかけて活躍した人物である。 

「佐野常民と三重津海軍所跡の歴史館」は、佐野常民の偉業を紹介する施設である

とともに、世界遺産「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」の構

成資産のひとつである三重津海軍所についてのガイダンス施設としての機能も有して

いる。 

史跡三重津海軍所跡については保存管理計画を作成しており、この計画や発掘調査

成果に基づき、今後史跡の整備を行っていく。 

また、現在の史跡範囲の北東には、史跡の追加指定予定地があり、佐賀藩所有の和

船を管理していた船屋期の関連遺構と思われる建物遺構など、史跡の本質的な価値を

有する地下遺構の存在が確認されている。追加指定後には、現在の史跡指定地との一

体的な整備も視野に入れ、関係機関と協議を進めていくこととしている。 

 

■大隈重信旧宅[史跡] 

大隈重信旧宅は、隣接地の大隈重信記念

館とともに公開している。第１期計画に基

づき、大隈重信旧宅は耐震及び保存修理

を、大隈重信記念館は、武家屋敷の往時の

姿を表したジオラマ製作と展示内容の更新

を行った。 

今後も大隈重信の偉業の紹介と、佐賀城

下や武家が住んだ小路
こ う じ

の様子を伝えるとと

もに、他の展示施設と連携して佐賀の歴史

を伝える場として活用を行う。 

 

三重津海軍所跡発掘調査の様子 

大隈重信旧宅 
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■徴古館[国の登録有形文化財] 

徴古館は、昭和２年(1927)に県内初の博物

館施設として建てられたもので、県内唯一の

国宝及び多くの重要文化財など、鍋島家伝来

の歴史資料を展示・公開する施設であり、公

益財団法人鍋島報效会が運営している。 

同館で開催される企画展や歴史文化に関す

るイベントの支援など、引き続き鍋島報效会

と密に連携を図りながら、鍋島家伝来の歴史

資料を活かしたまちづくりを進めていく。 

 

三重津海軍所跡(史跡)以外の幕末佐賀藩近代化産業遺産である、「築地反射炉跡」

「精煉方跡」「多布施反射炉跡」も地上物が失われており、また発掘調査も未だ十分

ではなく、その全体像がつかめていない。このため、発掘調査と文献調査を進めて全

体像の把握に努め、その結果を基に文化財の指定を検討していく。 

重点区域には、「肥前びーどろ」「佐賀錦」「鍋島緞通」などの伝統工芸が継承され

ている。「肥前びーどろ」については、ガラス工芸技術(宙吹き技法)が貴重であると

して市重要無形文化財に指定されているが、その他の伝統工芸については未だ調査不

足の感があることから、今後調査を進めながら指定の可能性を探っていく。また、こ

れらの伝統工芸などの地場産品の普及・ＰＲ、販路拡大のために平成21年度に設置し

た「佐賀市地場産品交流会館」では、製品展示を行っている。さらに、上述の伝統工

芸をはじめ、市域にある「諸富家具・建具」「名尾紙」は、伝統的な技術や方法でつ

くられているとして「佐賀県指定伝統的地場産品」に指定されており、広報誌への掲

載などにより市民や来訪者の関心が高まるよう、引き続き支援していく。 

無形民俗文化財については、重点区域内に指定されたものはないが、恵比須信仰を

はじめ各地域に根付いた行事や伝統文化などの無形の文化財が継承されている。これ

らについても、継承する地域の人々や保存団体などの担い手との連携を強化し、必要

な調査の実施や記録に努めるとともに、市民に対する普及活動に努めていく。 

 

＜具体的な事業名＞ 

  ⑦ 史跡「三重津海軍所跡」保存整備事業 

  ⑧ 歴史的風致形成建造物保存修理事業 

  ⑯ 幕末佐賀藩近代化産業遺産の保全及び活用事業 

  ⑱ 徴古館を活かしたまちづくり推進事業 

  ⑲ 地域文化保存・継承支援事業 

 

 

徴古館 
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(２) 文化財の修理(整備)に関する具体的な計画 

重点区域に点在する歴史的建造物については、所有者や管理者との協議を行いなが

ら、本計画の実施期間中に歴史的風致を維持向上するための保存修理などに取り組む

とともに、文化財指定を受けていない建造物のうちその価値が認められるものについ

ては、文化財保護法による文化財の指定を進める。 

文化財は地域の貴重な歴史資産であり、積極的な活用を推進することにより地域の

活性化に寄与する。 

 

■佐賀城鯱の門及び続櫓[重要文化財] 

この門は、佐賀城本丸再建に際し、本丸

の門として天保９年(1838)に完成したもの

である。明治７年(1874)の佐賀の乱(佐賀

戦争）では銃弾にさらされ、今でも弾痕が

確認できる。 

昭和36年(1961)11月から昭和38年(1963)

６月にかけて大規模な保存修理工事を行っ

たが、その後の経年劣化に伴う保存修理、

土台となる石垣部分の耐震診断等に取り組

む。 

 

＜具体的な事業名＞ 

② 重要文化財「佐賀城鯱の門及び続櫓」保存修理事業 

④ 旧馬場家住宅保存修理事業 

⑤ 山口亮一旧宅保存修理事業 

⑥ 武家屋敷の門（中の小路）保存修理事業 

⑧ 歴史的風致形成建造物保存修理事業（再掲） 

 

(３) 文化財の保存・活用を行うための施設に関する具体的な計画 

重点区域内には、県立佐賀城本丸歴史館、県立博物館、県立美術館(以上、佐賀県

所管)、大隈重信記念館、佐賀市歴史民俗館、佐野常民と三重津海軍所跡の歴史館(以

上、佐賀市所管)及び公益財団法人鍋島報效会が運営する徴古館などといった展示施

設がある。 

また、佐賀市と公益財団法人鍋島報效会との間で平成31年３月に締結した「まちづ

くりに関する基本協定」に基づき、徴古館が有する歴史資産を活用した徴古館の事業

について連携して取り組む。 

 

 

佐賀城鯱の門及び続櫓 
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■佐賀市歴史民俗館(旧古賀銀行・旧古賀家・旧牛島家・旧福田家住宅・旧三省銀

行)[市重要文化財]  

佐賀市歴史民俗館は、主に長崎街道に面す

る柳町地区に所在する。毎年春に開催される

「佐賀城下ひなまつり」の会場として、また

旧福田家住宅は伝統工芸である「佐賀錦」の

教室などにも活用されている。 

柳町地区は、長崎街道沿いに明治・大正期

の建物が立ち並ぶことから、景観形成地区に

指定して歴史的建造物の保存・活用を図って

いる地区である。 

今後、地区内の指定文化財以外の建造物に

ついても、その継承や活用について検討を行っていく。 

 

■旧馬場家住宅 

歴史的建造物が集積する柳町に所在し、18

世紀末から19世紀初頭の建築とされる。表構

えは土蔵造で他の町屋とあまり変わらない

が、間取りは武家屋敷に近い。建物の前にあ

る腕木門も同年代の建築と考えられ、歴史的

価値が高い建造物である。 

この「旧馬場家住宅」を歴史的風致形成建

造物に指定して保存修理を行い、建造物が有

するそれぞれの価値を活かしながら、まちづ

くりに資する施設として活用する。 

 

＜具体的な事業名＞ 

④ 旧馬場家住宅保存修理事業（再掲） 

⑩ 案内・説明看板及び誘導看板整備事業 

⑰ 案内・説明看板及び誘導看板データ化事業 

  ⑱ 徴古館を活かしたまちづくり推進事業（再掲） 

 

(４) 文化財の周辺環境の保全に関する具体的な計画 

城内地区は都市計画法に基づく地区計画を指定しており、建造物の高さの最高限度

を10ｍとし、用途制限及び屋上広告物などの禁止を定めている。また城内周辺につい

ても都市計画法に基づく高度地区の指定により、建造物の高さの最高限度を15ｍと定

めている。また、城内の北側の一部は都市計画法に基づく風致地区に指定し、建造物

佐賀市歴史民俗館（旧古賀銀行） 

旧馬場家住宅 
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の高さの最高限度15ｍ、建ぺい率・壁面後退の強化及び建造物の色彩の制限や緑地率

を定めている。城内の南西側の一部には第一種低層住居専用地域を定め建造物の高さ

の最高限度を10ｍとしている。さらに、城内及びその周辺は、教育・文化の環境を保

護する目的で都市計画法に基づく文教地区に指定しており、ホテル・旅館、マージャ

ン屋、ぱちんこ屋などの立地を制限しており、これらの規定について今後とも厳格な

運用を行って周辺環境の保全を図っていく。 

景観法に基づく景観計画では、城内地区及び歴史的建造物が多く残る柳町を「景観

形成地区」に指定しており、良好なまちなみを保全するために適切な誘導を行ってい

く。 

また、史跡「三重津海軍所跡」及びその周辺の緩衝地帯については、屋外広告物条

例に基づき、第１種禁止地域に指定し、小規模の自家用広告物と道標のみ許可する強

い屋外広告物の規制を行っており、本史跡周辺の良好な景観形成に努めている。 

具体的な事業としては、国の登録有形文化財である徴古館周辺の環境整備と良好な

緑地空間の創造のため、松原公園の区域を拡大する整備に取り組む。一方、佐賀県が

昭和43年度から引き続き実施している佐賀城公園事業については、昭和初期に埋めら

れた東堀の一部復元に取り組んでいる。城内を東西に通る市道城内線の南側について

は復元が完了しており、今後は北側部分に取り組んでいく。また、城内及び城内周辺

のまちづくりの方向性を示した「佐賀城下再生百年構想」に基づくホタルの再生や城

堀のハスの再生などの城内の資産を活用したまちづくりについても、引き続き取り組

んでいく。 

また、市民や来訪者が、重点区域内に点在する歴史的建造物や歴史資産、景観を楽

しみながら快適に周遊できるよう、案内・説明・誘導看板等の整備や道路舗装の高質

化、沿線の緑化といった環境整備に取り組む。 

史跡「三重津海軍所跡」周辺については、令和４年度(2022)に有明海沿岸道路の諸富

インターチェンジ(仮称)が供用開始予定であり、同じ「明治日本の産業革命遺産」の

構成資産である「宮原坑」「三池港」「万田坑」との往来が便利になることから、インタ

ーチェンジから三重津海軍所跡への誘導サインの設置や、佐野常民の生誕地といった

周辺地区の周遊を促すための環境整備を行う。 

 

＜具体的な事業名＞ 

① 佐賀城公園整備事業 

  ③ 松原公園整備事業 

⑩ 案内・説明看板及び誘導看板整備事業（再掲） 

  ⑪ 三重津海軍所跡周遊ルート環境整備事業 

  ⑫ 長崎街道再整備事業 

  ⑬ 新馬場通り（松原神社参道）整備事業 

  ⑭ 佐賀市歴史民俗館周遊ルート及び駐車場整備事業 
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⑮ 緑化推進事業 

⑰ 案内・説明看板及び誘導看板データ化事業（再掲） 

 

(５) 文化財の防災に関する具体的な計画 

文化財の防災に関しては、火災や震災などの災害から文化財を守るために、個々

の文化財について防災上の課題を把握して必要な対策を検討する。 

文化財に指定された建造物は、消防法に基づく消防設備の設置が義務づけられてお

り、既指定文化財建造物のうち、消防施設が老朽化しているものや型式が適合しない

ものについては、速やかに消防設備の更新を図ることとする。また、新たに文化財に

指定する建造物については、速やかに消防設備の設置を図る。 

さらに、耐震対策として、改修時に耐震診断

を行い、必要に応じて耐震補強工事を行うもの

とする。 

なお、市指定文化財などの歴史的建造物が集

積している柳町には消防団の消防ポンプ積載車

などを常設する格納庫を設置し、火災発生等に

素早く対応できる体制を整えている。 

また、重点区域内の文化財防火意識の市民へ

の浸透を図るため、毎年「文化財防火デー」に

合わせて防火訓練を行っており、重点区域内に

位置する重要文化財や史跡である「佐賀城鯱の

門及び続櫓」「与賀神社楼門」「大隈重信旧

宅」などを対象として防火訓練を実施してい

る。 

防犯に関しては、史跡「大隈重信旧宅」には

機械警備システムを導入している。建造物以外

の重要文化財については、最近頻発する盗難事

件を防止するため、機械警備システムの導入に

ついて啓発していく。 

 

(６) 文化財の保存及び活用の普及・啓発に関する具体的な計画 

重点区域のひとつである佐賀城下町は本市の中心部にあり、市民の憩いの場である

と同時に観光拠点でもあることから、本市の歴史資産である文化財を磨き上げて交流

人口を増やし、地域経済を活性化することは、この計画策定の目標のひとつでもあ

る。 

このため、まちづくりの市民団体とも連携し、歴史資産についての正確な情報提供

を積極的に行って、市民や来訪者に本市の魅力を伝えることが重要である。 

柳町地区コミュニティ消防センター （柳町） 

文化財防火デー 

佐賀城鯱の門及び続櫓［重要文化財］ 
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小学校校区単位にある市立公民館が主催事業として開催している地域の歴史資産を

巡る探訪会や講座には常に多くの参加者があるため、今後も市立公民館に対し歴史資

産に関する情報提供を積極的に行っていく。 

また、もうひとつの重点区域に含まれる史跡「三重津海軍所跡」に関しては、史跡

隣接地に建つ佐野常民記念館の増築等を行い、遺跡の発掘調査及び文献調査の結果を

もとに展示等をリニューアルした「佐野常民と三重津海軍所跡の歴史館」を新たにオ

ープンした。ここでは、三重津海軍所の創設に深く関わった佐野常民の展示について

も充実させている。 

２つの重点区域内に存在する幕末佐賀藩の近代化産業遺産（築地反射炉跡、精煉方

跡、多布施反射炉跡、三重津海軍所跡）は、当時の佐賀藩の先進性や近代化への取組を

伝える貴重な歴史資産であり、引き続き文献調査や発掘調査を進め、全容の解明に努

めていくとともに、市民や来訪者にこれらの遺産に対する理解を深めてもらい、重要

性をさらに浸透させ、次の世代へと引き継いでいくための取組を充実させていく。 

そのほか、市域に点在する地域固有の歴史文化を支援することを目的に、平成21年

度から実施している「地域文化保存・継承支援事業」を今後も継続し、地域資源を維

持・保全及び継承する地域活動に対する支援を行っていく。 

 

＜具体的な事業名＞ 

⑯ 幕末佐賀藩近代化産業遺産の保全及び活用事業（再掲） 

⑲ 地域文化保存・継承支援事業（再掲） 

㉑ 指定文化財管理台帳等作成事業 

 

(７) 埋蔵文化財の取扱いに関する具体的な計画 

重点区域内には、「佐賀城跡」など面的に広がりを持つ周知の埋蔵文化財包蔵地が

24か所あるが、宅地等の開発による確認調査により、年々周知の埋蔵文化財包蔵地が

増えている。この包蔵地内の開発行為にあたっては、確認調査を実施したうえで、必

要に応じて現地保存・区域除外・記録保存のための発掘調査を実施する。 

重点区域のうち佐賀城下町では、公益財団法人鍋島報效会が有する藩政期の絵図で

ある「文化御城下絵図」に描かれた城下範囲に相当する地域が中心となっており、区

域内には江戸時代の遺構の存在が想定されるため、周知の埋蔵文化財包蔵地となって

いない箇所についても、歴史的な建造物の近辺や長崎街道の沿線などで開発行為が計

画される際には、開発原因者に埋蔵文化財確認調査の実施に向けて理解・協力を求め

ている。また、確認調査の結果、遺構が確認された場合には、文化財保護法に基づき

発見通知を提出し遺跡としての周知化を図っており、今後も同様に実施していく。 

分散して所蔵している埋蔵文化財発掘調査で得られた出土物などについては、現

在、史跡「東名遺跡」から出土した日本最古級の網かご等の展示を予定しているガイ

ダンス施設に併設予定の埋蔵文化センター(仮称)に、Ⅰ種の出土遺物の保存・展示と
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土器等の復元作業を見学できる場の整備を検討していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海外の脅威に備えた幕末佐賀藩の近代化産業遺産（築地反射炉跡、精煉方跡、多布

施反射炉跡、三重津海軍所跡）は、幕末・維新期において日本の近代化・工業化の先

駆けとして重要な役割を担った遺産群であり、わが国独自の「自力による近代化」の

端緒となった遺跡として、世界史的にも重要な遺跡である。本市では、これらの遺跡

の発掘調査及び文献調査を継続して行っている。 

周知の埋蔵文化財包蔵地の分布図 

（重点区域／佐賀城下町地区） 

※遺跡地図は佐賀県ホームページから転載 

周知の埋蔵文化財包蔵地の分布図 

（重点区域／三重津海軍所跡周辺地区） 

※遺跡地図は佐賀県ホームページから転載 

重点区域 

重点区域 
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このうち「三重津海軍所跡」については、世界遺産登録に向け発掘調査や文献調査

を行ってきており、現段階で必要な調査は概ね終了している。「精煉方跡」について

は、平成29年度(2017)と平成30年度(2018)に敷地の大部分を本市が取得しており、引

き続き発掘調査、文献調査を行っていく。「築地反射炉跡」は、市立小学校の敷地内

であり、これまでの発掘調査では反射炉本体の位置が確認できていない。今後、発掘

調査の方法や遺跡の保全について検討しながら進めていく。「多布施反射炉跡」は、

過去の発掘調査で反射炉本体の位置が特定されているが、すべて民有地であることか

ら、その後に発掘調査が進んでおらず、全体の姿がみえていない。今後、民有地の開

発等の動きを注視しながら、公有地化の検討を行う。 

 

＜具体的な事業名＞ 

⑯ 幕末佐賀藩近代化産業遺産の保全及び活用事業（再掲） 

 

(８) 各種団体の状況及び今後の体制整備の具体的な計画 

公益財団法人鍋島報效会は、昭和２年に県下最初の博物館として開館した「徴古

館」の運営を永続的に保全し、併せて社会教育・社会福祉助成を行うために、佐賀鍋

島家12代当主の鍋島直
なお

映
みつ

公により財団法人鍋島報效会として昭和15年(1940)に設立、

平成25年(2013)に公益財団法人に移行した。 

本市と公益財団法人鍋島報效会との間で平成31年(2009)に締結した「まちづくりに

関する基本協定」に基づき、鍋島報效会が所有する歴史的・文化的資産等を活かした

まちづくりを推進することとしており、引き続き相互に連携・協力しながらさまざま

な取組を進めていく。 

平成15年(2003)に結成されたまちづくり団体「恵比須ＤＥまちづくりネットワー

ク」では、日本一の数といわれる恵比須像をまちづくりに活かす活動を推進してお

り、市域に点在する恵比須像を調査した恵比須台帳の作成や恵比須巡りのガイド活動

などを行っている。 

史跡「三重津海軍所跡」や「佐野常民と三重津海軍所跡の歴史館」では、ボランティ

アによる歴史ガイドや館内での湯茶サービスが行われており、地元出身の偉人である

佐野常民ゆかりの博愛精神に基づく丁寧な対応が、来訪者に好評である。 

史跡「大隈重信旧宅」では、「大隈侯を学ぶ「まきの会」」による旧宅のガイドや、大

隈重信侯にまつわる紙芝居やカルタを用いて、来訪者に偉業を伝えている。 

日本最古級の網かご等が発見された史跡「東名遺跡」では、「ＮＰＯ法人東名縄文

の会」が、ガイダンス施設である「東名縄文館」で来訪者に対して出土品等の説明を

行い、遺跡及び出土品の重要性について伝えている。 

また、平成20年(2008)に設立された「ＮＰＯ法人地域文化財研究室まちのつぎて」

では、歴史的建造物の保存と活用の支援をしている。本市としても同法人と連携し

て、歴史的建造物の保存と活用に力をいれていく。 



249 
 

具体的な事業としては、地域に残る歴史資産を次世代に引き継ぐ地域活動や地域資

源を活かした活動を行う団体などに対する支援事業、市指定文化財を維持及び管理す

る個人・団体に対する支援や、無形民俗文化財の保存団体などに対する支援について

も、引き続き実施していく。 

さらに、本市のまちづくり基金を活用して、歴史的な建造物等を活かした交流促進

の場の整備に対する助成事業にも継続して取り組む。 

 

＜具体的な事業名＞ 

⑨ まちづくりファンド活用事業 

⑱ 徴古館を活かしたまちづくり推進事業（再掲） 

⑲ 地域文化保存・継承支援事業（再掲） 

⑳ 佐賀市指定文化財維持管理謝礼金 

㉒ 佐賀市無形民俗文化財継承支援補助金 

㉓ 佐賀市文化財総合活用推進事業 
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第 ６ 章 歴史的風致維持向上施設の整備又は管理等に関する事項    

１ 歴史的風致維持向上施設の整備又は管理等についての方針 

本計画における歴史的風致維持向上施設とは、本市固有の歴史的風致を維持及び向 

上させるために必要な道路、公園、河川、水路などといった公共施設のほか、説明看

板等の案内施設や、旧宅などの歴史的な建造物を復元した公的施設、地域の伝統を反

映した人々の活動が行われる場などを含み、歴史的風致維持向上施設を整備し、適切

な管理を行うことにより、歴史的風致の維持及び向上を図るものである。 

 第１期計画では、柳町の歴史的建造物である旧久富家住宅・旧森永家住宅の取得保

存修理事業を行い、外観は歴史的な趣を残しながら、内部はカフェや伝統工芸品の実

演などを行う場として活用を図ったことにより来訪者が増加し、同じく保存修理を行

った佐賀市歴史民俗館(５館)と併せて、本市の観光拠点のひとつとなった。また、佐

賀城下を東西に通る長崎街道の再整備により、長崎街道の道筋を迷うことなく容易に

散策しながら、さまざまな歴史資産を回遊できるようになった。さらに、祭礼行事の

継承にかかる支援を行うとともに、三重津海軍所跡の「明治日本の産業革命遺産」構

成資産としての世界遺産登録や、明治維新150年を記念して開催された「肥前さが幕

末維新博覧会」の効果もあって、本市の歴史資源や文化に対する市民意識の向上が図

られた。 

第２期計画においては、歴史的風致を構成する建造物の保存・活用をはじめ、点在

する歴史資産等を市民や来訪者が快適に周遊するための環境整備、地域の祭礼行事・

伝統文化等の継承、市民の歴史文化に対する理解増進に資する事業に重点的に取り組

み、歴史的風致の維持向上に関する課題の解消を目指す。 

事業の実施に際しては、施設及びその周辺の歴史的背景や景観に十分配慮するとと

もに、地域住民や関係団体等とも十分な協議調整を行うこととする。また、国や県な

どの補助制度を有効活用していくよう検討し、整備を行った施設については積極的な

公開・活用を図り、歴史的風致の維持向上に努めていく。 

上記のような基本的な考え方に基づき、計画期間内に実施する事業は以下のとおり

である。なお、歴史的風致の維持向上に欠かせない新たな事業を行う必要が生じた場

合には、適宜事業の追加を行っていくものとする。 

 

 

 (1) 歴史的建造物等の保存・活用に関する事業 

 ① 佐賀城公園整備事業 

 ② 重要文化財「佐賀城鯱の門及び続櫓」保存修理事業 

 ③ 松原公園整備事業 

 ④ 旧馬場家住宅保存修理事業 

 ⑤ 山口亮一旧宅保存修理事業 
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 ⑥ 武家屋敷の門（中の小路）保存修理事業 

 ⑦ 史跡「三重津海軍所跡」保存整備事業 

 ⑧ 歴史的風致形成建造物保存修理事業 

 ⑨ まちづくりファンド活用事業 

 

(2) 歴史資産等の周辺環境の整備に関する事業 

 ⑩ 案内・説明看板及び誘導看板整備事業 

 ⑪ 三重津海軍所跡周遊ルート環境整備事業 

 ⑫ 長崎街道再整備事業 

 ⑬ 新馬場通り（松原神社参道）整備事業 

 ⑭ 佐賀市歴史民俗館周遊ルート及び駐車場整備事業 

 ⑮ 緑化推進事業 

 

(3) 地域固有の歴史文化の継承と市民の理解促進に関する事業 

 ⑯ 幕末佐賀藩近代化産業遺産の保全及び活用事業 

 ⑰ 案内・説明看板及び誘導看板データ化事業 

 ⑱ 徴古館を活かしたまちづくり推進事業 

 ⑲ 地域文化保存・継承支援事業 

 ⑳ 佐賀市指定文化財維持管理謝礼金 

 ㉑ 指定文化財管理台帳等作成事業 

 ㉒ 佐賀市無形民俗文化財継承支援補助金 

 ㉓ 佐賀市文化財総合活用推進事業 
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事業実施位置図 

◆重点区域「佐賀城下町地区」に関わる事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

⑭佐賀市歴史民俗館周遊ルート及び駐車場整備事業 

④旧馬場家住宅保存修理事業 

⑤山口亮一旧宅保存修理事業 

⑥武家屋敷の門(中の小路)保存修理事業 

③松原公園整備事業 

②重要文化財「佐賀城鯱の門及び続櫓」保存修理事業 

①佐賀城公園整備事業 

⑬新馬場通り（松原神社参道）整備事業 

⑫長崎街道再整備事業 
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◆重点区域「三重津海軍所跡周辺地区」に関わる事業 

 

 

重点区域全域(佐賀城下町地区及び三重津海軍所跡周辺地区)に関わる事業 

 

 

市域全域に関わる事業 

 

⑨まちづくりファンド活用事業          ⑲地域文化保存・継承支援事業 

⑩案内・説明看板及び誘導看板整備事業      ⑳佐賀市指定文化財維持管理謝礼金 

⑮緑化推進事業                 ㉑指定文化財管理台帳等作成事業 

⑰案内・説明看板及び誘導看板データ化事業    ㉒佐賀市無形民俗文化財継承支援補助金 

⑱徴古館を活かしたまちづくり推進事業      ㉓佐賀市文化財総合活用推進事業 

⑧歴史的風致形成建造物保存修理事業        

⑯幕末佐賀藩近代化産業遺産の保全及び活用事業 

⑦史跡「三重津海軍所跡」保存整備事業 

⑪三重津海軍所跡周遊ルート環境整備事業 
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２ 歴史的風致の維持及び向上に資する事業 

(1) 歴史的建造物等の保存・活用に関する事業 

事業の名称 1．佐賀城公園整備事業 

整備主体 佐賀県 

活用する事業名 社会資本整備総合交付金（都市公園等事業） 

事業期間 昭和 43 年度～ 

事業位置 重点区域「佐賀城下町地区」 

 

 

 

 

 

 

 

事業概要 本市の中心部に位置し、三方を堀に囲まれた佐賀城公園は、堀端

の大楠（県天然記念物）が水面に映え、佐賀城の雰囲気を醸し出す

公園である。 

佐賀城公園整備事業は、第一期工事を昭和 36 年に着手し、昭和

41 年に完了した。続いて第二期工事として昭和 43 年から公園計 

画区域を随時拡大しながら整備を続けてきており、計画面積 33.2

ヘクタールで実施中である。 

現在、「歴史の森」地区として位置付けた佐賀城の本丸及び二の

丸周辺の重点的な整備を進めており、「佐賀城下再生百年構想」に

基づき、昭和 13 年、14 年度に 

埋められた東堀の一部復元工事

を実施する。 

 

 

 

 

事業が歴史的

風致の維持及

び向上に寄与

する理由 

これまでに佐賀城本丸御殿及びその周辺の石垣・土塁・櫓台など

の復元を行ってきた「歴史の森」地区において、引き続き、東堀の

一部復元を行うことで、歴史文化を活かした景観の向上につなが

り、本市の歴史的風致の維持向上に寄与する。 

「歴史の森」地区 

一部復元される東堀と手前は南堀（イメージ図） 

復元する東堀 

復元した東堀 

事業箇所 
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事業の名称 2．重要文化財「佐賀城鯱の門及び続櫓」保存修理事業 

整備主体 佐賀市 

活用する事業名 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 

事業期間 平成 30 年度～ 

事業位置 重点区域「佐賀城下町地区」 

事業概要 佐賀城鯱の門は、天保６年（1835）から始まる本丸再建に際し、

本丸の門として天保９年（1838）に完成したものである。明治７年

（1874）の佐賀の乱（佐賀戦争）では銃弾にさらされ、現在でも弾

痕が観察できる。 

昭和 36 年 11 月から昭和 38 年６月にかけて大規模な保存修理工

事を行ったが、今回、経年劣化に伴う保存修理、土台となる石垣部

分の耐震診断等を行う。 

 

事業が歴史的

風致の維持及

び向上に寄与

する理由 

本格木造建造物として復元された本丸御殿（県立佐賀城本丸歴

史館）の門として、多くの人が訪れる佐賀城鯱の門及び続櫓の保存

修理を行うことで、歴史文化を活かした景観の向上、さらにはより

多くの市民、来訪者の回遊促進につながり、本市の歴史的風致の維

持向上に寄与する。 

佐賀城鯱の門及び続櫓（西面） 佐賀城鯱の門及び続櫓（東面） 

事業箇所 

事業箇所 
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事業の名称 3．松原公園整備事業 

整備主体 佐賀市 

活用する事業名 社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業） 

事業期間 平成 30 年度～令和 13 年度 

事業位置 重点区域「佐賀城下町地区」 

事業概要 松原公園は、大正２年に建立された佐賀藩第 10 代藩主鍋島直正

公（閑叟公）の像（戦時中に供出）がある静かな公園であった。 

松原公園の整備は、これまでに全体計画区域を定めた上で、国宝

を含む佐賀藩鍋島家伝来の歴史資料を所蔵・展示する徴古館（国の

登録有形文化財）周辺を第一期区域として借地公園の手法により

整備し、公園の開設を行った。今後も、整備可能な区域から順次公

園区域を拡大し、整備を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業が歴史的

風致の維持及

び向上に寄与

する理由 

徴古館周辺の公園整備区域を拡大することで、歴史文化を活か

した景観の向上、さらにはより多くの市民、来訪者の回遊促進につ

ながり、本市の歴史的風致の維持向上に寄与する。 

左：計画平面図  右：全体計画区域の航空写真 

（青色：公園開設区域 赤色：全体計画区域） 

全体計画区域 

公園開設区域 

事業箇所 
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事業の名称 4．旧馬場家住宅保存修理事業 

整備主体 佐賀市 

活用する事業名 社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業） 

事業期間 令和４年度～令和７年度 

事業位置 重点区域「佐賀城下町地区」 

 

事業概要 長崎街道沿いの柳町（景観形成地区）に位置する旧馬場家住宅は、

18 世紀末から 19 世紀初頭の建築とされ、佐賀藩の藩医を努めた漢

方医の高宗弘堂が居住し、この家で開業したと伝えられる。 

表構えは土蔵造で、他の町家とさして変わらないが、間取りは武

家屋敷に近いものとなっている。

表の腕木門も同時期のものであ

ると考えられ、江戸期建築の貴重

な歴史的建造物である。 

平成 31 年に所有者から寄附を

受けたこの旧馬場家住宅の、保存

修理及び公開活用のための改修

を行う。 

 

事業が歴史的

風致の維持及

び向上に寄与

する理由 

旧馬場家住宅が位置する柳町は、長崎街道沿いの歴史的建造物

の建ち並ぶ区域として景観形成地区に指定しており、多くの人が

訪れる地区である。 

今回、新たに歴史的価値が高い建造物である旧馬場家住宅を保

存修理し公開活用することで、歴史文化を活かした景観の向上、さ

らにはより多くの市民、来訪者の回遊促進につながり、本市の歴史

的風致の維持向上に寄与する。 

 

旧馬場家住宅及び腕木門 

事業箇所 
長崎街道 

事業箇所 

長崎街道 
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事業の名称 5．山口亮一旧宅保存修理事業 

整備主体 佐賀市 

活用する事業名 社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業） 

事業期間 令和４年度～令和６年度 

事業位置 重点区域「佐賀城下町地区」 

 

事業概要 明治期の佐賀を代表する洋画家として知られる山口亮一画伯の居

宅で、城下西側の武家地に位置している。周辺には、重要文化財で

ある楼門、三の鳥居及び石橋を有する与賀神社をはじめ、龍造寺氏

ゆかりの龍泰寺、泰長院といった寺社などが点在する。 

主屋は、江戸時代(天保期)に白石の須

古から移築されたものと伝えられてい

る。屋根は、寄棟造り茅葺き屋根を桟瓦

葺きの下屋が巡る形式で、外壁は道路に

接する面に腰高の竪板をはめ、上部を漆

喰で塗り込まれている。明治期及び戦後

に大幅な改築が行われているが、武家屋

敷が少ない佐賀城下のなかで、往時の雰

囲気を残す建造物として価値が高い。 

平成４年に本市に寄贈されたのち、平

成 18 年から、展示会、講演会、趣味の

講座等の会場として活用してきたが、老

朽化が著しいことから、保存・活用のた

めの修理を行う。 

事業が歴史的

風致の維持及

び向上に寄与

する理由 

山口亮一旧宅の保存修理を行い、引き続き公開活用することで、

歴史文化を活かした景観の向上、さらには周辺の寺社なども含め

より多くの市民、来訪者の回遊促進につながり、本市の歴史的風致

の維持向上に寄与する。 

山口亮一旧宅 

活用の状況（講座開催） 

事業箇所 

佐賀城西堀 事業箇所 
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事業の名称 6．武家屋敷の門（中の小路）保存修理事業 

整備主体 佐賀市 

活用する事業名 社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業） 

事業期間 令和４年度～令和５年度 

事業位置 重点区域「佐賀城下町地区」 

事業概要 武家地のなかでも上級武士の屋敷地が立ち並んでいた中の小路

に、唯一現存する門である。 

南を正面として建ち、三間一戸の

棟門、脇に潜戸を設け、屋根は切妻

造の本瓦葺であり、大柄で上級武家

屋敷に相応しい格式を備えている。 

構造形式は極めて質素であるが、

佐賀城下の上級武士の武家屋敷遺構

が少ない中、往時の雰囲気を残す門

として価値が高い。 

昭和 46 年(1971)に市の重要文化財に指定されて以降、小規模な

修理を積み重ねながら維持してきたが、屋根瓦のずれが大きくな

り、全体的に老朽化が著しくなったことから、大規模な保存修理を

行う。 

事業が歴史的

風致の維持及

び向上に寄与

する理由 

敷地が広い武家屋敷は開発が進みやすく、武家屋敷のほどんどが

取り壊されている。このようななか、現存する屋敷門は、武家屋敷

の風格を示す貴重な歴史的建造物である。 

今回の保存修理により、歴史文化を活かした景観の向上、さらに

はより多くの市民、来訪者の回遊促進につながり、本市の歴史的風

致の維持向上に寄与する。 

武家屋敷の門（中の小路） 

事業箇所 

事業箇所 

長崎街道 
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事業の名称 7．史跡「三重津海軍所跡」保存整備事業 

整備主体 佐賀市 

活用する事業名 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 

事業期間 令和４年度～令和８年度 

事業位置 重点区域「三重津海軍所跡周辺地区」 

事業概要  史跡三重津海軍所跡は、佐賀藩の洋式船による海軍教育や、艦船

の根拠地として修船・造船の機能を有した施設であり、遺構・遺物

が良好に遺存し、幕末期における西洋の船舶技術の導入や軍事の

展開を知る上で重要な価値を有している。史跡範囲の大部分は、地

下遺構の保全を図った上で、佐賀藩海軍ともゆかりが深かった佐

野常民を記念した「佐野記念公園」として整備されている。 

三重津海軍所跡は、『明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造

船、石炭産業』の構成資産の一つとして平成 27 年７月に世界遺産

一覧表へ記載され、仮整備として遺構の一部の平面表示を行って

いるが、現況では来訪者に対して

その正しい価値を正確には伝え

きれていない。 

そこで、遺構を恒久的に保護し

つつ、来訪者に史跡三重津海軍所

跡への理解をより一層深めても

らうため、遺構の平面表示などの

史跡整備を行う。 

事業が歴史的

風致の維持及

び向上に寄与

する理由 

史跡の隣接地に令和３年９月にオープンした新ガイダンス施設

での屋内展示と、史跡現地での屋外展示とを循環する「一体展示」

により、来訪者の理解促進を図ることで、歴史文化を活かした景観

の向上、さらにはより多くの市民、来訪者の回遊促進につながり、

本市の歴史的風致の維持向上に寄与する。 

史跡整備イメージ 

赤線内：史跡範囲 

黄線内：追加指定予定地 
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事業の名称 8．歴史的風致形成建造物保存修理事業 

整備主体 所有者、団体 

活用する事業名 社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業） 

事業期間 平成 24 年度～令和 13 年度 

事業位置 重点区域（佐賀城下町地区、三重津海軍所跡周辺地区）全域 

事業概要 重点区域に点在する伝統家屋や寺社建築などの歴史的建造物に

ついて、歴史的風致形成建造物に指定し、所有者が行う修理に対す

る助成を行う。 

 

事業が歴史的

風致の維持及

び向上に寄与

する理由 

修理費用の負担などによる歴史的建造物の滅失や荒廃といった

課題を本事業により解決することで、歴史文化を活かした景観の

維持及び向上につながり、本市の歴史的風致の維持向上に寄与す

る。 
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事業の名称 9．まちづくりファンド活用事業 

整備主体 所有者等 

活用する事業名 市単独事業 

事業期間 平成 23 年度～令和 13 年度 

事業位置 市域全域 

事業概要 佐賀市ふるさとづくり基金を活用し、歴史的な建造物や景観等 

を活かした交流促進の場の整備などを行う者に対して助成を行う。 

 

事業が歴史的

風致の維持及

び向上に寄与

する理由 

市民主導による歴史的な建造物などを活かした交流の場の創出

を支援することにより、歴史文化を活かした景観の形成及び市民、

来訪者等の交流を促進することで、本市の歴史的風致の維持向上

に寄与する。 

 

長崎街道沿いの大型町屋の改修（左：改修前 右：改修後） 
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 (2) 歴史資産等の周辺環境の整備に関する事業 

事業の名称 10．案内・説明看板及び誘導看板整備事業 

整備主体 佐賀市 

活用する事業名 
重点区域内：社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業） 

重点区域外：市単独事業 

事業期間 平成 25 年度～令和 13 年度 

事業位置 市域全域 

事業概要 本市に点在する指定文化財や歴史資産の案内・説明看板、誘導看

板を統一感のあるデザインにより作成し、設置を行う。 

重点区域外において合併前の各市町村それぞれのデザインで設

置されてきた案内・説明看板や誘導看板についても、同じデザイン

での看板設置を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業が歴史的

風致の維持及

び向上に寄与

する理由 

歴史資産等の案内・説明看板、誘導看板は、設置時期や設置者の

違いにより統一性がなく、また老朽化しているものもある。 

これらの看板を、街なみに配慮した統一感のあるデザインとする

ことで、歴史文化を活かした景観の向上、さらにはより多くの市民、

来訪者の回遊促進につながり、本市の歴史的風致の維持向上に寄与

する。 

 

 

  

指定文化財の説明看板 統一デザインによる案内看板 



264 
 

事業の名称 11．三重津海軍所跡周遊ルート環境整備事業 

整備主体 佐賀市 

活用する事業名 社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業） 

事業期間 令和４年度～令和８年度 

事業位置 重点区域「三重津海軍所跡周辺地区」 

 

 

 

 

 

 

 

事業概要  三重津海軍所跡は、『明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造

船、石炭産業』の構成資産の一つとして平成 27 年７月に世界遺産

一覧表へ記載された。令和３年９月には、ガイダンス機能を有して

いた佐野常民記念館を改修し、展示内容を充実させたうえで「佐野

常民と三重津海軍所跡の歴史館」としてオープンした。 

これを機に、史跡三重津海軍所跡や新しいガイダンス施設である

「歴史館」への誘導を円滑かつ安全に行うとともに、周辺に点在す

る歴史的資産や街なみを快適に散策できるよう、 

周遊ルートの環境整備を行う。 

 

事業が歴史的

風致の維持及

び向上に寄与

する理由 

新ガイダンス施設と史跡現地、及び周辺の歴史的資産や街なみ

を快適に周遊できる環境を整備することで、歴史文化を活かした

景観の向上、さらにはより多くの市民、来訪者の回遊促進につなが

り、本市の歴史的風致の維持向上に寄与する。 

景観に配慮した防護柵 

（イメージ） 

誘導カラー舗装 

（イメージ） 

誘導看板 

（イメージ） 

事業箇所 



265 
 

事業の名称 12．長崎街道再整備事業 

整備主体 佐賀市 

活用する事業名 社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業） 

事業期間 平成 26 年度～令和 13 年度 

事業位置 重点区域「佐賀城下町地区」 

 

 

 

 

 

 

事業概要 城下町を東西に通る長崎街道は、一部を除き道筋も道幅も江戸

時代のままの姿で継承されており、散策する市民や来訪者も多い

が、曲がり角が多く道筋がわかりにくい上に、新たな都市計画道路

や開発で分断されている部分もある。 

長崎街道沿線に残る歴史的建造物や赤石護岸、棚路を探訪しなが

ら、気軽に長崎街道を散策できるように、引き続き長崎街道の道筋

を明確化する舗装の高質化事業を行う。 

事業が歴史的

風致の維持及

び向上に寄与

する理由 

長崎街道の道筋を明確にし、容易に長崎街道を散策しながら、点

在する歴史的建造物などを訪ねることができるよう統一した再整

備を行うことで、より多くの市民、来訪者の回遊促進につながり、

本市の歴史的風致の維持向上に寄与する。 

 

 

長崎街道 六座町 

（整備前） 

長崎街道 六座町 

（整備後） 

事業箇所 
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事業の名称 13．新馬場通り（松原神社参道）整備事業 

整備主体 佐賀市 

活用する事業名 社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業） 

事業期間 平成 30 年度～令和 13 年度 

事業位置 重点区域「佐賀城下町地区」 

事業概要 新馬場通り（松原神社参道）は、かつては東から木の鳥居、銅の

鳥居、石の鳥居が、さらに両側の脇参道には灯籠などが建ち並び、

また沿道には旅館などが建ち、賑わいを見せていたが、現在は、木

と銅の鳥居は撤去され、石の鳥居が唯一残り、灯籠は松原神社に移

されている。 

近年進められている市民団体による参道の復活を目指したまち

づくりと連携し、松原神社参道の整備を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

事業が歴史的

風致の維持及

び向上に寄与

する理由 

新馬場通りは、佐賀藩藩祖鍋島直茂、初代藩主勝茂、龍造寺隆信

などを祀る松原神社の参道であるとともに、徴古館（佐賀藩鍋島家

伝来の歴史的史料を所蔵・展示する博物館）と旧福田家住宅（佐賀

市重要文化財）等の観光拠点を結ぶ周遊ルートでもある。 

今回、参道として整備を行うことにより、歴史文化を活かした景

観の向上、さらにはより多くの市民、来訪者の回遊促進につなが

り、本市の歴史的風致の維持向上に寄与する。 

 

大正頃の参道（東からの写真） 参道高質化（イメージ） 

新馬場通り 

旧福田家 

松原神社 

徴古館 

事業箇所 
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事業の名称 14．佐賀市歴史民俗館周遊ルート及び駐車場整備事業 

整備主体 佐賀市 

活用する事業名 社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業） 

事業期間 令和４年度～令和６年度 

事業位置 重点区域「佐賀城下町地区」 

事業概要 長崎街道沿いに立地する佐賀市歴

史民俗館（旧古賀銀行等）と、同じく

佐賀市歴史民俗館を構成する旧福田

家とを結ぶ連絡通路の舗装高質化及

び水路護岸の整備を行うとともに、

来訪者のための駐車場の再整備を実

施する。 

 

 

 

 

 

 

 

事業が歴史的

風致の維持及

び向上に寄与

する理由 

佐賀市歴史民俗館をはじめとする歴史的建造物が建ち並ぶ柳町

周辺は、本市の歴史を感じることができる景観を継承しており、来

訪者の多くがこの地区を訪れる。 

柳町周辺と旧福田家（佐賀市重要文化財）とを結ぶ周遊ルート及

び来訪者駐車場を整備することで、歴史文化を活かした景観の向

上、さらにはより多くの市民、来訪者の利便性向上、回遊促進につ

ながり、本市の歴史的風致の維持向上に寄与する。 

 

連絡通路 

水路護岸整備（右側） 来訪者駐車場 
 

事業箇所 

●佐賀市歴史民俗館 

駐車場 事業箇所 



268 
 

事業の名称 15．緑化推進事業 

整備主体 佐賀市、敷地所有者 

活用する事業名 社会資本整備総合交付金（地域住宅計画に基づく事業）  

事業期間 平成 24 年度～令和 13 年度 

事業位置 市域全域 

事業概要 平成 20 年に施行した「佐賀市みどりあふれるまちづくり条例」

に基づき、公共施設の緑化推進や自治会などが公共的な場所で行 

う地域環境緑化活動への支援、民有地の緑化に対する支援などを 

行う。 

 

事業が歴史的

風致の維持及

び向上に寄与

する理由 

目に映る花やみどりの美しさと日差しを遮る木陰は、来訪者に 

対する重要なおもてなしといえる。 

このため、今あるみどりを守るとともに、さらなる緑化の推進を

図ることで、歴史文化を活かした景観の向上、より多くの市民、来

訪者の回遊促進につながり、本市の歴史的風致の維持向上に寄与す

る。 

 

  

民有地の緑化状況 公共用地の緑化活動 
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(3) 地域固有の歴史文化の継承と市民の理解促進に関する事業 

事業の名称 16．幕末佐賀藩近代化産業遺産の保全及び活用事業 

整備主体 佐賀市 

活用する事業名 市単独事業 

事業期間 令和４年度～令和 13 年度 

事業位置 重点区域（佐賀城下町地区、三重津海軍所跡周辺地区）全域 

事業概要  幕末の佐賀藩は、第 10 代藩主鍋島直正公の主導のもと、最重要

任務であった長崎警備の強化のため、西洋技術を積極的に学び、研

究し、防衛体制の強化を進めていった。このために整備した「築地

反射炉」「精煉方」「多布施反射炉」「三重津海軍所」の各施設は、

日本の近代化を考える上で歴史的価値が極めて高い。 

佐賀藩が他藩に先駆けて近代化に取り組んだことを示すこれら

の資産群（いわゆる「幕末佐賀藩近代化産業遺産」）について、適

切な保全を行いながらさらなる調査を進め、佐賀藩の果たした功

績を広く市民及び来訪者に周知するとともに、次世代に継承して

いくための取組を行う。 

 

 

事業が歴史的

風致の維持及

び向上に寄与

する理由 

幕末佐賀藩近代化産業遺産の保全、調査、活用を通して、佐賀藩

の先進的な取り組みや資産群の重要性を啓発し、歴史文化に対す

る市民意識の高揚を図ることで、本市の歴史的風致の維持向上に

寄与する。 

築地反射炉跡モニュメント 精煉方跡記念碑 

多布施反射炉跡記念碑 三重津海軍所跡発掘調査状況 



270 
 

 

事業の名称 18．徴古館を活かしたまちづくり推進事業 

整備主体 佐賀市 

活用する事業名 市単独事業 

事業期間 平成 21 年度～ 

事業位置 市域全域 

事業概要 公益財団法人鍋島報效会と本市との間で平成 31 年３月８日に

「まちづくりに関する基本協定」を締結した。 

この協定に基づき、徴古館が所有する鍋島家伝来の歴史資産を

活用し、御城下絵図と現在の地図を重ねた「まち歩きマップ」の作

成や、歴史文化に関するイベントの支援などを行う。 

事業が歴史的

風致の維持及

び向上に寄与

する理由 

徴古館が有する貴重な歴史資源を活用したさまざまな取り組み

を行うことで、歴史文化に対する市民意識の高揚を図り、本市の歴

史的風致の維持向上に寄与する。 

事業の名称 17．案内・説明看板及び誘導看板データ化事業 

整備主体 佐賀市 

活用する事業名 社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業：効果促進事業） 

事業期間 令和４年度～令和13年度 

事業位置 市域全域 

事業概要 本市に点在する指定文化財や歴史資産の案内・説明看板、誘導看

板を統一感のあるデザインにより作成し、これまでに 98 基の設置

を行った。 

これらの位置や記載内容をデータ化し、パソコン等により確認で

きるシステムを構築したうえで公開する。その際には、看板サイズ

の関係から板面への掲載を見送った内容や写真等を新たに追加し、

内容を充実させる。 

事業が歴史的

風致の維持及

び向上に寄与

する理由 

歴史資産が所在する現地に行くことができない、または、さらに

深く内容を知りたいといった市民や来訪者のために、案内看板等の

情報のデータ化を行うことで、歴史文化に対する市民や来訪者の理

解増進、回遊促進を図り、本市の歴史的風致の維持向上に寄与する。 



271 
 

事業の名称 19．地域文化保存・継承支援事業 

整備主体 佐賀市 

活用する事業名 市単独事業 

事業期間 平成 21 年度～ 

事業位置 市域全域 

事業概要 地域資源の維持・保全及び継承のための地域活動、または地域資

源を活かした地域活性化の活動を行う団体に対し、必要に応じて

学識経験者等の指導・助言を得ながら、地域資源を次世代に引き継

ぐため財政的支援を行う。 

事業が歴史的

風致の維持及

び向上に寄与

する理由 

本市の各地域では、地域資源を維持・保全及び継承する地域活動

などが行われている。このような地域の活動に対して財政的な支

援を行うことにより、地域固有の歴史文化の継承と、歴史文化に対

する市民意識の高揚を図り、本市の歴史的風致の維持向上に寄与

する。 

 

事業の名称 20．佐賀市指定文化財維持管理謝礼金 

整備主体 佐賀市 

活用する事業名 市単独事業 

事業期間 平成 20 年度～ 

事業位置 市域全域 

事業概要 佐賀市指定文化財を維持及び管理する個人・団体に対し、謝礼を

行う。 

事業が歴史的

風致の維持及

び向上に寄与

する理由 

破損、盗難及び火災などから指定文化財を守りながら、日々の維

持及び管理をしている佐賀市指定文化財を有する個人・団体に対

して謝礼を行うことで、指定文化財の継承を図り、本市の歴史的風

致の維持向上に寄与する。 
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事業の名称 21．指定文化財管理台帳等作成事業 

整備主体 佐賀市 

活用する事業名 市単独事業 

事業期間 令和４年度～ 

事業位置 市域全域 

事業概要 本市には、国・県・市の指定文化財が合わせて 224 件（令和３年

２月 28 日現在）あるが、それらの文化財に関する詳細な情報や、

指定に至る経緯等を記した資料については、個別の紙媒体しか存

在しない。 

そこで、これらの情報を一元化し記録検索が行える管理台帳及

び要覧を作成する。 

事業が歴史的

風致の維持及

び向上に寄与

する理由 

本市の指定文化財に関する情報を一元化することにより、文化

財行政の円滑化を図る。さらに、市民や来訪者に対してこれらの情

報を公開し、文化財の概要や重要性の理解を高めることで、本市の

歴史的風致の維持向上に寄与する。 

 

事業の名称 22．佐賀市無形民俗文化財継承支援補助金 

整備主体 佐賀市 

活用する事業名 市単独事業 

事業期間 平成 21 年度～ 

事業位置 市域全域 

事業概要 国・県・市指定無形民俗文化財の保存団体などが実施する無形民

俗文化財を継承していく取組に対し、必要に応じて学識経験者等

の指導・助言を得ながら、財政的支援を行う。 

事業が歴史的

風致の維持及

び向上に寄与

する理由 

歴史的風致を構成する民俗文化財は、若年層の減少などにより

次世代の担い手不足が懸念されている。このため保存団体などが

行う担い手育成や普及啓発などの取組を支援することにより、民

俗文化財の継承を図り、本市の歴史的風致の維持向上に寄与する。 
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事業の名称 23．佐賀市文化財総合活用推進事業 

整備主体 佐賀市文化財総合活用推進事業実行委員会 

活用する事業名 文化芸術振興費補助金（地域文化財総合活用推進事業） 

事業期間 令和元年度～令和５年度 

事業位置 市域全域 

事業概要  本市の国・県・市指定無形民俗文化財の代表者等で構成される、 

佐賀市文化財総合活用推進事業

実行委員会が実施する無形民俗

文化財の映像記録作成等に対し、

引き続き財政的支援を行う。 

 

 

 

事業が歴史的

風致の維持及

び向上に寄与

する理由 

歴史的風致を構成する無形民俗文化財については、これまでも

保存継承のために財政的な支援等を行ってきたが、少子高齢化や

地域への帰属意識の希薄化により、指導者や担い手不足が顕著で

あり、本来の祭りや行事のあり方、芸能の所作などの継承が困難に

なるとともに、今後の存続さえも危ぶまれる状況になりつつある。 

そこで、従来の支援策に加えて、無形民俗文化財の映像記録を作

成し、無形民俗文化財の幅広い普及啓発を図るとともに将来への

保存継承につなげることで、本市の歴史的風致の維持向上に寄与

する。 

 

 

 

作成した映像記録ＤＶＤ 
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第 ７ 章 歴史的風致形成建造物の指定に関する事項            

１ 歴史的風致形成建造物の指定の方針等 

(１) 歴史的風致形成建造物の指定の方針 

本市では、これまで歴史的建造物などについてはその状態などを調査し、歴史的な

価値に応じて市の文化財保護条例に基づく指定を行い、その保存活用を図ってきた。 

今後も、市域に点在する未指定の歴史的建造物などについては、歴史的な価値を調

査し、市の文化財保護条例に基づく指定を行い、その保存活用を図っていくものとす

る。 

重点区域内においては、本市固有の歴史的風致の維持及び向上を図っていくため、

歴史的風致を形成するうえで重要な構成要素である歴史的建造物について、歴史と伝

統を反映した市民の活動との関連性を踏まえ、「歴史的風致形成建造物」として指定

することとする。 

具体的には、城下町の歴史が息づく町家・武家屋敷、寺社建築や歴史的価値が認め

られる門を指定する。また、鳥居、狛犬、石橋、棚路、石積護岸などの構造物も指定

の対象とする。 

市の指定文化財や国の登録有形文化財(建造物)については、特に積極的な指定を検

討し、歴史的風致の維持向上に努めるものとする。民間所有の建造物については、所

有者などの合意を得られたうえで指定を検討する。 

なお、重点区域においては、今後とも歴史的建造物の継続的な調査を行い、歴史的

風致形成建造物の指定基準及び指定方針に合致するものについては、随時追加指定を

行う。 

 

(２) 歴史的風致形成建造物の指定基準 

重点区域内における国指定文化財を除く歴史的建造物で、以下のいずれかに該当す

るものを指定する。 

ア 意匠、形態、技術性がすぐれているもの 

イ 歴史性、地方の固有性、希少性などの観点から保存が必要なもの 

ウ 外観が景観上の特色を有するもので、重点区域の歴史的風致の維持向上に 

寄与すると認められるもの 

ただし、以下の条件を満たすものとする。 

・概ね築50年程度経過しているもの 

・所有者または管理者などにより、今後当該建造物の適切な維持管理が見込ま

れ、かつ歴史的風致の維持向上に資するための一般公開などの諸活動が継続的

に行われる見込みがあること 
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(３) 歴史的風致形成建造物の指定条件 

次に掲げる指定条件のいずれかに該当するものを対象とする。 

ア 文化財保護法第57条第１項に基づく国の登録有形文化財 

イ 佐賀県文化財保護条例第４条第１項の規定に基づく佐賀県重要文化財 

ウ 佐賀市文化財保護条例第４条第１項の規定に基づく佐賀市重要文化財 

エ 景観法第19条第１項の規定に基づく景観重要建造物 

オ 22世紀に残す佐賀県遺産の認定建造物 

カ その他、歴史的風致の維持及び向上に資するものとして佐賀市長が特に認めた

もの 

 

 

歴史的風致形成建造物の指定候補一覧 

 

※ ○数字は「佐賀市歴史的風致維持向上計画(第１期)」で指定した建造物 

 

 

① 

名 称 
 所在地 

所有者 

維持向上する 

歴史的風致 

大隈重信記念館 
水ヶ江二丁目 

佐賀市 城下町の形成と

その維持から見

える歴史的風致 
建築年代 文化財指定等 

昭和41年(1966) 
国の登録有形文化財 

(H29.6.28) 

② 

名 称 
 所在地 

所有者 

維持向上する 

歴史的風致 

旧福田家住宅 

松原四丁目 

(佐賀市歴史民俗館) 

佐賀市 
城下町の形成と

その維持から見

える歴史的風致 

建築年代 文化財指定等 

大正７年(1918) 

市重要文化財

(H10.5.26) 

22世紀に残す佐賀県遺産 

(H23.2.10) 

３ 

名 称 
 所在地 

所有者 

維持向上する 

歴史的風致 

武家屋敷の門 

(中の小路) 

中の小路 

佐賀地方検察庁 城下町の形成と

その維持から見

える歴史的風致 

建築年代 文化財指定等 

江戸時代 
市重要文化財 

(S46.2.11) 
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４ 

名 称 
 所在地 

所有者 

維持向上する 

歴史的風致 

武家屋敷の門 

(水ヶ江) 

水ヶ江二丁目 

佐賀市 城下町の形成と

その維持から見

える歴史的風致 

建築年代 文化財指定等 

江戸時代後期 
市重要文化財

(S54.3.1) 

５ 

名 称 
 所在地 

所有者 

維持向上する 

歴史的風致 

武家屋敷の門 

(八幡小路) 

八幡小路 

佐賀市 城下町の形成と

その維持から見

える歴史的風致 

建築年代 文化財指定等 

江戸時代 
市重要文化財

(S58.3.1) 

⑥ 

名 称 
 所在地 

所有者 

維持向上する 

歴史的風致 

旧嬉野家の武家屋敷

の門(薬医門１棟) 

松原二丁目 

佐賀市 城下町の形成と

その維持から見

える歴史的風致 

建築年代 文化財指定等 

江戸時代 
市重要文化財 

(H27.6.25) 

７ 

名 称 
 所在地 

所有者 

維持向上する 

歴史的風致 

山口亮一旧宅 
与賀町 

佐賀市 城下町の形成と

その維持から見

える歴史的風致 

建築年代 文化財指定等 

天保期(1830～1843) 
22世紀に残す佐賀県遺 

(H18.10.30) 

⑧ 

名 称 
 所在地 

所有者 

維持向上する 

歴史的風致 

旧馬場家住宅 
柳町 

佐賀市 城下町の形成と

その維持から見

える歴史的風致 

建築年代 文化財指定等 

18世紀末～19世紀初頭 
22世紀に残す佐賀県遺 

(H17.11.18) 
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⑨ 

名 称 
 所在地 

所有者 

維持向上する 

歴史的風致 

旧牛島家 

柳町 

(佐賀市歴史民俗館) 

佐賀市 
城下町の形成と

その維持から見

える歴史的風致 

建築年代 文化財指定等 

18世紀前期 

市重要文化財

(H7.10.23) 

22世紀に残す佐賀県遺産 

(H23.2.10) 

⑩ 

名 称 
 所在地 

所有者 

維持向上する 

歴史的風致 

旧森永家住宅 

柳町 

(佐賀市歴史民俗館) 

佐賀市 城下町の形成と

その維持から見

える歴史的風致 
建築年代 文化財指定等 

明治前期・中期 
22世紀に残す佐賀県遺 

(H24.9.6) 

⑪ 

名 称 
 所在地 

所有者 

維持向上する 

歴史的風致 

旧久富家住宅 

柳町 

(佐賀市歴史民俗館) 

佐賀市 城下町の形成と

その維持から見

える歴史的風致 
建築年代 文化財指定等 

大正10年(1921) 
22世紀に残す佐賀県遺 

(H21.2.17) 

⑫ 

名 称 
 所在地 

所有者 

維持向上する 

歴史的風致 

旧古賀銀行 

柳町 

(佐賀市歴史民俗館) 

佐賀市 
城下町の形成と

その維持から見

える歴史的風致 

建築年代 文化財指定等 

明治39年(1906) 

市重要文化財

(H7.3.22) 

22世紀に残す佐賀県遺産 

(H23.2.10) 
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⑬ 

名 称 
 所在地 

所有者 

維持向上する 

歴史的風致 

旧三省銀行 

柳町 

(佐賀市歴史民俗館) 

佐賀市 
城下町の形成と

その維持から見

える歴史的風致 

建築年代 文化財指定等 

明治15年(1882) 

市重要文化財

(H11.5.25) 

22世紀に残す佐賀県遺産 

(H23.2.10) 

⑭ 

名 称 
 所在地 

所有者 

維持向上する 

歴史的風致 

旧古賀家 

柳町 

(佐賀市歴史民俗館) 

佐賀市 
城下町の形成と

その維持から見

える歴史的風致 

建築年代 文化財指定等 

明治17年(1884) 

市重要文化財

(H7.3.22) 

22世紀に残す佐賀県遺産 

(H23.2.10) 

⑮ 

名 称 
 所在地 

所有者 

維持向上する 

歴史的風致 

旧中村家住宅 
柳町 

佐賀市 城下町の形成と

その維持から見

える歴史的風致 
建築年代 文化財指定等 

明治18年(1885) ― 
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歴史的風致形成建造物指定候補位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨ 旧牛島家 

⑫ 旧古賀銀行 

⑬ 旧三省銀行 

⑭ 旧古賀家 

3 武家屋敷の門 

（中の小路） 

5 武家屋敷の門 

（八幡小路） 

⑧ 旧馬場家住宅 

⑩ 旧森永家住宅 

⑮ 旧中村家住宅 

⑪ 旧久富家住宅 

7 山口亮一旧宅 

② 旧福田家住宅 

歴史的風致形成建造物指定候補 

 

市指定文化財 

及び登録有形文化財 

 文化財未指定の歴史的建造物 

4 武家屋敷の門 

（水ヶ江） 

① 大隈重信記念館 
長崎街道 

⑥ 旧嬉野家の武家屋敷

の門(薬医門 1 棟) 

重点区域の範囲 



280 
 

第 ８ 章 歴史的風致形成建造物の管理の指針となるべき事項           

１ 歴史的風致形成建造物の管理の基本的な考え方 

歴史的風致形成建造物は、「歴史的風致形成建造物の指定の方針」に示したとお

り、文化財保護法に基づく国の登録有形文化財、県及び市文化財保護条例に基づく指

定重要文化財、景観法に基づく景観重要建造物の各法令により指定・登録されている

歴史的建造物を基本とし、これに佐賀県が認定する「22世紀に残す佐賀県遺産」の認

定建造物及び歴史的風致の維持及び向上に資するものとして佐賀市長が特に認めたも

のを加えたものである。 

歴史的風致形成建造物の管理は、個々の建造物の価値や用途に応じて適正な維持と

管理に努める。特に外観については、歴史的風致を形成する重要な要素となるため、

その変更については、十分な検討と配慮が必要である。 

また、歴史的風致形成建造物は、一般公開や諸活動が行われることにより歴史的風

致の維持及び向上に寄与するため、積極的な公開・活用が進められるよう、所有者や

利用者などからの問い合わせや相談に積極的に対応できる体制を整えるとともに、パ

ンフレット・ホームページなどを通じての広報活動や市民団体などが実施している歴

史探訪会との協働による啓発活動を継続的に実施していくこととする。 

ただし、公開・活用にあたっては、建造物の耐震性などの防災的見地からの配慮や

文化財的価値が損なわれることがないよう十分に配慮する。 

 

２ 個別の管理指針 

(１) 国の登録有形文化財、景観重要建造物 

国の登録有形文化財、景観重要建造物は、それぞれの法に基づき、現状変更などの

手続きが定められている。 

国の登録有形文化財については、文化財保護法に基づき現状変更の届出が、景観重

要建造物については、景観法に基づき現状変更の許可が必要であり、その際には、適

切な指導・助言を行う。 

具体的には、建造物の外観を対象として、現状の維持または調査に基づく修理を基

本とし、公開・活用などのために必要な防災上の措置などを実施するものとする。 

なお、国の登録有形文化財の内部については、居住者の快適な住環境の維持や一般

公開に伴う改築に限り改修を認めることとする。 

 

(２) 県及び市指定重要文化財 

県及び市指定重要文化財については、佐賀県及び佐賀市の文化財保護条例に基づ

き、現状変更などの制限が既に行われている。 

具体的には、建造物の内部及び外部を対象として、現状の維持または調査に基づく

修理を基本とし、公開・活用のために必要な防災上の措置などについて、価値の保存



281 
 

に支障を与えない範囲で実施するものとする。 

 

(３) その他保全の措置が必要な建造物 

その他保全の措置が必要な建造物については、歴史的風致の維持及び向上の観点か

ら、当該建造物の維持・保存を基本とする。 

具体的には、外観は本来の建造物の意匠を尊重した範囲で実施する小規模な改変は

可能とする。 

 

３ 届出不要の行為 

法第15条第１項第１号及び同法施行令第３条第１号に基づく届出不要の行為につい

ては、次の場合とする。 

・文化財保護法第57条第１項の規定に基づく国の登録有形文化財について、同法第

64条第１項の規定に基づく現状変更の届出を行った場合 

・佐賀県文化財保護条例第４条第１項の規定に基づく県重要文化財について、同条

例第13条第１項の規定に基づく現状変更等の許可の申請及び第14条第１項の規定

に基づく修理の届出を行った場合 

・佐賀市文化財保護条例第４条第１項の規定に基づく市重要文化財について、同条

例第13条第１項の規定に基づく現状変更等の許可の申請及び第14条第１項の規定

に基づく修理の届出を行った場合 

・景観法第19条第１項の規定に基づく景観重要建造物について、同法第22条第１項

に基づく現状変更の許可申請を行った場合 

・「22世紀に残す佐賀県遺産」制度要綱第２条第１項第２号に基づく佐賀県遺産に

ついて、同要綱第７条に基づく現状変更の届出を行った場合 

 

歴史的風致形成建造物の管理の指針 

国の登録有形文化財 

その他保全の措置が 

必要な建造物 

景観重要建造物 

県・市指定文化財 

外観の維持及び保存

並びに内部の保全 

外観の維持及び保存 

外観及び内部の 

現状維持 

外観の維持及び保存 

歴史的風致形成建造物 



資料 1 

 

資料                                  令和３年10月31日現在 

国指定文化財 一覧表 

国宝 

 

重要文化財 

 

重要有形民俗文化財 

 

 

 

 

種 別 名 称 時 代 所有者等 指定等年 

書跡・典籍 催馬楽譜 平安 公益財団法人鍋島報效会 昭和27年11月22日 

種 別 名 称 時 代 所有者等 指定等年 

建造物 与賀神社楼門 桃山 与賀神社 昭和25年８月29日 

〃 佐賀城鯱の門及び続櫓 江戸 佐賀市 昭和32年６月18日 

〃 与賀神社三の鳥居及び石橋 江戸 与賀神社 昭和45年６月17日 

〃 吉村家住宅 江戸 個人 昭和49年２月５日 

〃 山口家住宅 江戸 個人 昭和49年２月５日 

〃 旧筑後川橋梁(筑後川昇開橋) 昭和 佐賀市・福岡県大川市 平成15年５月30日 

彫刻 木造圓鑑禅師坐像 鎌倉 高城寺 昭和25年８月29日 

〃 木造普賢延命菩薩騎象像 康俊作 鎌倉 龍田寺 昭和32年２月19日 

工芸品 銅鐘 建久七年十一月ノ銘アリ 鎌倉 健福寺 昭和25年８月29日 

〃 太刀 銘康(以下不明)伝康光 室町 与賀神社 昭和25年８月29日 

〃 金銅宝塔 南北朝 実相院 平成９年６月30日 

〃 

色絵山水竹鳥文輪花大皿鍋島1 

枚(附指定)色絵山水竹鳥文輪

花大皿 景徳鎮 

江戸 公益財団法人鍋島報效会 平成25年６月19日 

〃 色絵椿文大皿 鍋島 二枚 江戸 公益財団法人鍋島報效会 平成30年10月31日 

書跡・典籍 紙本墨書東遊歌神楽歌 平安 公益財団法人鍋島報效会 昭和９年１月30日 

古文書 河上神社文書(二四七通)十四巻 平安〜室町 与止日女神社 昭和55年６月６日 

〃 松浦山代家文書(六十六通)二巻 鎌倉・南北朝 公益財団法人鍋島報效会 昭和56年７月２日 

〃 深堀家文書(三八六通)九巻 鎌倉・南北朝 公益財団法人鍋島報效会 昭和56年７月２日 

考古資料 舟形石棺(附あり) 古墳 佐賀市 平成元年６月12日 

〃 佐賀県築山経塚出土瓦経 二二九枚 平安 佐賀市 平成11年６月７日 

種 別 名 称 時 代 所有者等 指定等年 

 有明海漁撈用具 二九三点  佐賀県立博物館 昭和40年６月９日 



資料 2 

 

重要無形民俗文化財 

 

史跡、名勝、天然記念物 

 

 

  

種 別 名 称 時 代 所有者等 指定等年 

 白鬚神社の田楽  白鬚神社の田楽保存会 平成12年12月27日 

 見島のカセドリ  加勢鳥保存会 平成15年２月20日 

種 別 名 称 時 代 所有者等 指定等年 

史跡 帯隈山神籠石 飛鳥 佐賀市 昭和26年６月９日 

〃 大隈重信旧宅 江戸 佐賀市 昭和40年６月４日 

〃 西隈古墳 古墳 佐賀市 昭和50年６月26日 

〃 銚子塚古墳 古墳 個人他 昭和53年３月11日 

〃 肥前国庁跡 奈良・平安 佐賀市 平成元年９月22日 

〃 三重津海軍所跡 江戸 
国土交通省・佐賀県有

明海漁協・佐賀市 
平成25年３月27日 

〃 東名遺跡 縄文 国土交通省 平成28年10月3日 

天然記念物 カササギ生息地  佐賀県 大正12年３月７日 

〃 エヒメアヤメ自生南限地帯  民有地 大正14年10月８日 

〃 下合瀬の大カツラ 平安 個人 昭和37年５月16日 



資料 3 

 

佐賀県指定文化財 一覧表 

県重要文化財 

種 別 名 称 時 代 所有者等 指定等年 

建造物 香椎神社四脚門 江戸 香椎神社 昭和33年１月23日 

〃 石像肥前鳥居 慶長八年の銘あり 江戸 本庄神社 昭和39年５月23日 

〃 銅造明神鳥居 寛永十七年の銘あり 江戸 大堂神社 昭和46年６月23日 

〃 実相院仁王門 江戸 實相院 昭和55年３月21日 

〃 与止日女神社西門 室町 與止日女神社 昭和61年３月19日 

〃 高伝寺釈迦堂 江戸 高伝寺 平成12年４月28日 

絵画 絹本著色普賢延命菩薩騎象像 南北朝 實相院 昭和50年２月24日 

〃 紙本著色福満寺古図 室町末・桃山 福満寺 昭和51年２月25日 

〃 紙本著色竜造寺隆信像 安土・桃山 宗龍寺 平成７年５月26日 

〃 釈迦・迦葉・阿難図 狩野探幽筆 江戸 高伝寺 平成９年５月９日 

〃 マンドリンを持つ少女 百武兼行筆 明治 公益財団法人鍋島報效会 平成９年５月９日 

〃 山水図襖 谷文晁筆 江戸 個人 平成10年５月11日 

〃 矢調べ 岡田三郎助筆 明治 佐賀県立美術館 平成10年５月11日 

〃 鍋島直大像 百武兼行筆 明治 公益財団法人鍋島報效会 令和３年５月11日 

彫刻 木造阿弥陀如来坐像 鎌倉 三学寺 昭和53年３月20日 

〃 無著妙融像 南北朝 玉林寺 平成13年２月28日 

〃 木造薬師如来立像 平安 中原区 平成15年３月10日 

〃 木造大日如来坐像 平安 妙福寺 平成20年３月14日 

工芸品 水上懸仏 鎌倉 水上地区(佐賀市教育委員会) 昭和28年11月３日 

〃 
短刀 肥前国住藤原忠広寛永八年

八月日吉日の銘あり 
江戸 佐嘉神社 昭和42年４月22日 

〃 
刀 肥前國住藤原忠廣 寛永七年

八月吉日 
江戸 公益財団法人鍋島報效会 昭和48年４月23日 

〃 仏具類(戒体箱・説相箱・如意) 室町 實相院 
昭和49年２月25日 
平成９年５月９日追加 

〃 薙刀 銘貞治元年十二月日 備前長船政光 南北朝 個人 昭和51年２月25日 

〃 刀 長巻なおし銘正平十□肥州末貞 南北朝 公益財団法人鍋島報效会 昭和54年３月31日 

〃 太刀 國行の朱銘あり 鎌倉 公益財団法人鍋島報效会 昭和59年３月21日 

〃 太刀 来國光の朱銘あり 鎌倉 公益財団法人鍋島報效会 昭和59年３月21日 

〃 
色絵{流水文碗(台付)、瑠璃地
桜花散らし文碗(台付)}二組 

江戸 公益財団法人鍋島報效会 平成13年２月28日 

〃 青漆塗萌黄糸威二枚胴具足 江戸 公益財団法人鍋島報效会 平成22年３月12日 

〃 小袖地ドレス １着 明治 公益財団法人鍋島報效会 平成31年４月26日 

書跡・典籍 正法寺所蔵大般若経 平安～江戸 正法寺 昭和49年２月25日 

〃 紺紙金字法華経 平安 高伝寺 平成８年５月29日 

〃 紺紙金字法華経 南北朝 公益財団法人鍋島報效会 平成８年５月29日 
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県重要無形文化財 

 

種 別 名 称 時 代 所有者等 指定等年 

書跡・典籍 紺紙銀字法華経 南北朝 公益財団法人鍋島報效会 平成10年５月11日 

〃 東遊歌風俗歌譜 平安 公益財団法人鍋島報效会 令和３年５月11日 

古文書 泰長院文書 室町～江戸 泰長院 昭和59年３月21日 

〃 高城寺文書 鎌倉～江戸 高城寺 昭和61年３月19日 

〃 正法寺文書 鎌倉～室町 
正法寺 

 
昭和61年３月19日 

〃 深江家文書 鎌倉～室町 個人 昭和62年３月16日 

考古資料 関行丸古墳出土遺物 古墳 佐賀県立博物館 昭和48年４月23日 

〃 銅戈 弥生 個人 昭和52年３月11日 

 佐賀市上高木出土銅鉾  公益財団法人鍋島報效会 昭和55年３月21日 

〃 佐賀市花納丸古墳出土遺物 古墳・江戸 佐賀県立博物館 昭和56年３月16日 

〃 
丸山遺跡一・二・六・七号墳石
室及び出土遺物 

縄文・弥生 佐賀市教育委員会 昭和59年３月21日 

〃 
西山田二本松遺跡二号住居跡
出土銅釦 

弥生 佐賀県教育委員会 昭和62年３月16日 

〃 惣座遺跡出土遺物 弥生 佐賀市教育委員会 平成２年３月30日 

〃 丸山遺跡三号墳舟形石棺 古墳 佐賀県教育委員会 平成３年３月30日 

〃 鍋島本村南遺跡出土遺物 弥生 佐賀市教育委員会 平成４年５月27日 

〃 西原古墳出土石製表飾遺物 古墳 佐賀市教育委員会 平成４年５月27日 

〃 本村籠遺跡出土遺物 弥生 佐賀市教育委員会 平成５年３月31日 

〃 石塚一号墳出土遺物 古墳 佐賀市教育委員会 平成８年５月29日 

〃 一本木遺跡出土湖州鏡 鎌倉 佐賀市教育委員会 平成10年５月11日 

〃 増田遺跡甕棺墓出土多鈕細文鏡 弥生 佐賀市教育委員会 平成13年２月28日 

〃 十三塚遺跡出土鏡 古墳 佐賀県立博物館 平成18年３月31日 

〃 牟田寄遺跡出土銅印 奈良・平安 佐賀市教育委員会 平成24年４月27日 

〃 牟田寄遺跡出土ト骨 弥生～古墳 佐賀県教育委員会 平成24年４月27日 

〃 地蔵平遺跡出土石器４７点 旧石器 佐賀県教育委員会 平成25年４月30日 

歴史資料 蒸気車雛形 江戸 公益財団法人鍋島報效会 平成17年３月30日 

〃 蒸気船雛形(外輪船) 江戸 公益財団法人鍋島報效会 平成17年３月30日 

〃 蒸気船雛形(スクリュー船) 江戸 公益財団法人鍋島報效会 平成17年３月30日 

〃 鍋島直正肖像写真 ６枚 江戸 公益財団法人鍋島報效会 令和２年４月30日 

種 別 名 称 時 代 所有者等 指定等年 

工芸技術 名尾紙  名尾紙保存会 令和２年４月30日 
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県重要有形民俗文化財 

 

県重要無形民俗文化財 

 

県史跡、県名勝、県天然記念物 

種 別 名 称 時 代 所有者等 指定等年 

 大堂神社奉納北前型弁才船模型 明治 佐賀県立博物館 平成10年５月11日 

 佐賀県内農耕生活用具五一二点 江戸～昭和 佐賀県 昭和52年３月11日 

種 別 名 称 時 代 所有者等 指定等年 

 三重の獅子舞  諸富町無形文化財保存会 昭和39年５月23日 

 市川の天衝舞浮立  市川の天衝舞浮立保存会 昭和40年７月23日 

種 別 名 称 時 代 所有者等 指定等年 

史跡 船塚 古墳 国(佐賀市教育委員会) 昭和28年11月３日 

〃 大願寺廃寺跡 奈良 五社明神社(佐賀市教育委員会) 昭和33年１月23日 

〃 関行丸古墳 古墳 個人 昭和47年３月29日 

〃 小隈山古墳 古墳 個人 平成９年５月９日 

〃 佐賀城跡 江戸 佐賀市 平成13年２月28日 

天然記念物 佐嘉城阯の楠(群) 江戸 佐賀市他 昭和28年11月３日 

〃 与賀神社の楠 室町 与賀神社 昭和40年７月23日 

〃 新北神社のビャクシン １株  新北神社 令和２年４月30日 
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佐賀市指定文化財 一覧表 

市重要文化財 

種 別 名 称 時 代 所有者等 指定等年 

建造物 神野のお茶屋 江戸 佐賀市 昭和42年２月11日 

〃 武家屋敷の門(中の小路) 江戸 佐賀地方検察庁 昭和46年２月11日 

〃 
佐賀(龍造寺)八幡宮石造肥前
鳥居 

江戸 龍造寺八幡神社 昭和47年２月11日 

〃 
御位牌所 附木造阿弥陀如来坐
像・御位牌(202 霊分) 

明治 高伝寺 昭和49年２月11日 

〃 鐘楼 江戸 真覚寺 昭和50年２月11日 

〃 勝宿神社本殿 江戸 勝宿神社 昭和52年２月11日 

〃 武家屋敷の門(水ヶ江) 江戸 佐賀市 昭和54年３月１日 

〃 肥前鳥居 江戸 新北神社 昭和54年６月30日 

〃 肥前鳥居 中世末～江戸 若宮神社 昭和54年６月30日 

〃 
伊勢神社の石造肥前鳥居及び
肥前狛犬像 

江戸 伊勢神社 昭和57年３月１日 

〃 武家屋敷の門(八幡小路) 江戸 佐賀市 昭和58年３月１日 

〃 與止日女神社三ノ鳥居 江戸 與止日女神社 昭和58年10月17日 

〃 久留間六地蔵 室町 蔵福寺 昭和62年７月25日 

〃 旧古賀銀行及び旧古賀家 明治 佐賀市 平成７年３月22日 

〃 旧牛島家 江戸 佐賀市 平成７年10月23日 

〃 旧福田家住宅 大正 佐賀市 平成10年５月26日 

〃 神代勝利公の墓(石造宝篋印塔)  室町 宗源院墓地 平成10年５月27日 

〃 旧三省銀行(付属棟含む) 明治 佐賀市 平成11年５月25日 

〃 旧佐賀城本丸御座間・堪忍所 江戸 佐賀県 平成13年２月20日 

〃 
旧嬉野家の武家屋敷の門(薬医
門一棟) 

江戸 佐賀市 平成27年６月15日 

〃 香椎神社肥前鳥居 江戸 香椎神社 平成14年１月21日 

絵画 絹本淡彩金立神社縁起図 江戸 金立神社 昭和47年２月11日 

〃 絹本着彩与賀神社縁起図 江戸 与賀神社 昭和53年３月１日 

〃 涅槃図 明治 東光寺 昭和57年４月１日 

〃 (高伝寺所蔵)大涅槃像 江戸 高伝寺 昭和59年３月26日 

〃 實相院絵図二幅 室町 實相院 平成９年５月23日 

彫刻 
石造十六羅漢像並びに石造釈
迦三尊像付石造駒形標柱 

江戸 岩松軒 昭和48年２月11日 

〃 木造鍋島忠直坐像 江戸 高伝寺 昭和48年２月11日 

〃 石造十一面観世音菩薩立像 安土桃山 個人 昭和49年２月11日 

〃 銅造地蔵菩薩立像 鎌倉 西峰院地蔵寺 昭和49年２月11日 

〃 一木七仏薬師如来立像 室町 東光寺 昭和57年４月１日 
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種 別 名 称 時 代 所有者等 指定等年 

彫刻 木造阿弥陀如来立像 鎌倉 光専寺 昭和57年４月１日 

〃 木造不動明王坐像 江戸 宝光院 昭和57年４月１日 

〃 木造阿弥陀如来坐像 室町 土師公民館 昭和57年４月１日 

〃 木造金剛力士像(仁王像) 江戸 實相院 平成６年２月27日 

〃 春日山高城寺仏像五躯 南北朝 高城寺 平成８年３月５日 

〃 實相院彫刻十二躯 平安～江戸 實相院 平成９年５月23日 

〃 神變社仏像 江戸 神變社 平成９年５月23日 

〃 大串社(櫛田神社)の肥前狛犬 江戸 大串社 平成10年11月26日 

〃 木造湛然梁重坐像 江戸 通天寺 平成13年９月11日 

工芸品 石造六地蔵 室町 個人 昭和49年２月11日 

〃 (本庄神社)石燈籠 江戸 本庄神社 昭和50年２月11日 

〃 石造六地蔵 安土桃山 東善寺 昭和50年２月11日 

〃 石造六地蔵六観音像 室町 坪の上天満宮 昭和52年２月11日 

〃 (太田神社)肥前狛犬 江戸 太田神社 昭和57年４月１日 

〃 大黒天坐像 江戸 宝光院 昭和57年４月１日 

〃 道祖神「なんじゃもんじゃさん」 江戸 安龍寺 昭和57年４月１日 

〃 銅造弁財天坐像 江戸 安龍寺 昭和57年４月１日 

〃 一石五輪塔 室町 多聞院 昭和57年４月１日 

〃 六地蔵 室町 多聞院 昭和57年４月１日 

〃 天女絵柄半鐘 江戸 東光寺 昭和57年４月１日 

〃 (四天社)石造四天王像立像四躯、

石造宝篋印塔一基・石塔残欠一個 
室町 池上地区 平成９年５月23日 

美術工芸 木彫毘沙門天立像 室町 本行寺 昭和43年２月11日 

〃 鬼丸聖堂の聖像三体と天縦殿の額 江戸 公益財団法人鍋島報效会 昭和45年２月11日 

〃 不動明王立像 鎌倉 清心院 昭和46年２月11日 

書跡・典籍 島義勇の旅日記 江戸 個人 昭和47年２月11日 

〃 大興寺所蔵大般若経 南北朝 大興寺 昭和57年３月１日 

〃 副島種臣の書 明治 願正寺 平成５年３月31日 

古文書 長尾山年譜 江戸 長尾山福満寺 昭和43年２月11日 

〃 末代念仏授手印 南北朝 大覚寺 昭和45年２月11日 

〃 有田家文書九〇通 
安土桃山 

・江戸 
個人 昭和49年２月11日 

〃 上林家文書一〇五六通 江戸 個人 昭和59年３月26日 

考古資料 佐熊遺跡出土(鐸形土製品) 弥生 佐賀市 昭和62年７月25日 
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市重要無形文化財 

 

市重要有形民俗文化財 

 

市重要無形民俗文化財 

種 別 名 称 時 代 所有者等 指定等年 

考古資料 
本村籠遺跡310 号土壙墓出土
遺物(青磁椀二個、土師器小皿
四個、刀子一口) 

鎌倉 佐賀市 平成２年５月30日 

〃 
大願寺ニ本松遺跡出土(八花
鏡・青銅製鉈尾) 

奈良 佐賀市 平成３年５月29日 

〃 上和泉遺跡出土瓦塔 奈良・平安 佐賀市 平成16年３月23日 

〃 
尼寺一本松遺跡甕棺墓出土遺
物(一括) 

弥生 佐賀市 平成29年３月13日 

歴史資料 多久安輝の墓誌 江戸 龍雲寺 昭和62年３月25日 

〃 木造了意和尚像 江戸 静元寺 平成５年３月31日 

〃 木原隆忠の墓誌 明治 大覚寺 平成５年３月31日 

〃 赤松小学校の校務日誌 明治～昭和 佐賀市教育委員会 平成７年10月23日 

〃 石長寺中興記碑 江戸 石長寺 平成31年１月７日 

〃 江里天満宮石造多宝塔 鎌倉 江里桜自治会 平成31年１月７日 

種 別 名 称 時 代 所有者等 指定等年 

 ガラス工芸技術(宙吹き等)  個人 平成５年３月31日 

種 別 名 称 時 代 所有者等 指定等年 

 掘江神社神像群 鎌倉 掘江神社 昭和42年２月11日 

 石造えびす坐像 江戸 西ノ宮社 昭和44年２月11日 

 
木彫彩色婦人坐像(観世音胎内
仏一躯) 

江戸 慈音寺 昭和44年２月11日 

 旧城下町の道標 江戸 個人 昭和46年２月11日 

 有蓋類形板碑(鳥獣供養塔) 桃山 杉神社 昭和49年８月22日 

 六尊六地蔵塔 室町 詰瀬地区 昭和49年８月22日 

 木造河童像 江戸 宗眼寺 昭和52年２月11日 

 虫供養塔 江戸 個人 昭和55年３月１日 

 鳥類供養塔 江戸 地元管理 昭和63年５月14日 

 石造恵比須半跏像 江戸 相応下自治会 平成７年10月23日 

種 別 名 称 時 代 所有者等 指定等年 

 小松の浮立  小松浮立保存会 昭和42年２月11日 

 浮立玄蕃一流  掘江神社 昭和43年２月11日 

 海童神社奉納浮立  海童神社奉納浮立保存会 昭和56年12月15日 
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市史跡、名勝、天然記念物 

種 別 名 称 時 代 所有者等 指定等年 

 松枝神社奉納浮立  松枝神社奉納浮立保存会 昭和56年12月15日 

 太田の浮立  諸富町無形文化財保存会 昭和63年３月１日 

 東与賀銭太鼓  東与賀銭太鼓を育てる会 平成19年９月26日 

 快万浮立  快万浮立保存会 平成19年９月27日 

 高木八幡ねじり浮立  高木八幡ねじり浮立保存会 平成20年11月12日 

種 別 名 称 時 代 所有者等 指定等年 

史跡 築地反射炉跡 江戸 公益財団法人鍋島報效会 昭和42年２月11日 

〃 葉隠発祥の地  佐賀市 昭和42年２月11日 

〃 鍋島直茂誕生地 室町 公益財団法人鍋島報效会 昭和42年２月11日 

〃 高伝寺墓所  高伝寺 昭和42年２月11日 

〃 龍造寺隆信誕生地 室町 佐賀市 昭和43年２月11日 

〃 万部塔と六地蔵 室町・江戸 公益財団法人鍋島報效会 昭和43年２月11日 

〃 金立神社上宮  金立神社 昭和48年２月11日 

〃 初代肥前国忠吉の墓地 江戸 真覚寺 昭和48年２月11日 

〃 鍋島家発祥の地 御館の森  蛎久天満宮 昭和56年３月１日 

〃 導善寺前方後円墳 古墳 池上地区 昭和58年10月17日 

〃 燈堂 室町 佐賀市 昭和60年２月25日 

〃 此荷大明神 室町 個人 昭和60年２月25日 

〃 高麗人の墓碑・逆修碑 江戸 佐賀市 昭和60年12月12日 

〃 華蔵庵跡 江戸 通天寺 昭和62年７月25日 

〃 肥前国分寺跡 奈良 宗龍寺 平成２年５月30日 

〃 乱斗山古墳群 古墳 松尾学園 平成５年３月31日 

〃 大野代官所跡 江戸 大野地区 平成14年６月24日 

天然記念物 国相寺の楠 室町 国相寺 昭和44年２月11日 

〃 牛島神社の楠 平安 牛島神社 昭和53年３月１日 

〃 大小野の石楠花 江戸 個人 昭和54年３月１日 

〃 楠木ＮＯ．1 古墳 新北神社 昭和54年６月30日 

〃 楠木ＮＯ．２ 江戸 新北神社 昭和54年６月30日 

〃 えの木ＮＯ．1 江戸 個人 昭和54年６月30日 

〃 大堂神社楠ＮＯ．1 平安 大堂神社 昭和54年６月30日 

〃 大堂神社楠ＮＯ．２ 江戸 大堂神社 昭和54年６月30日 

〃 高伝寺の梅 江戸 高伝寺 昭和55年３月１日 

〃 日枝神社の楠 鎌倉 日枝神社 昭和58年３月１日 
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国の登録有形文化財 一覧表 

 

 

22世紀に残す佐賀県遺産 指定一覧表 

 

種 別 名 称 時 代 所有者等 指定等年 

天然記念物 浄円寺のイチョウ 江戸 浄円寺 平成７年３月22日 

種 別 名 称 時 代 所有者等 指定等年 

建造物 徴古館 昭和 公益財団法人鍋島報效会 平成９年12月３日 

〃 野中烏犀圓 江戸 個人 平成12年３月２日 

〃 与賀神社本殿・弊殿・拝殿 江戸 与賀神社 平成26年５月21日 

〃 旧百﨑家住宅主屋 明治 個人 平成29年５月２日 

〃 大隈重信記念館一棟 昭和 佐賀市 平成29年６月28日 

〃 願正寺本堂 江戸 願正寺 令和３年10月14日 

〃 願正寺貴賓室 江戸 願正寺 令和３年10月14日 

〃 願正寺大広間 昭和 願正寺 令和３年10月14日 

〃 願正寺大玄関 昭和 願正寺 令和３年10月14日 

〃 願正寺鐘楼 江戸 願正寺 令和３年10月14日 

〃 願正寺山門 大正 願正寺 令和３年10月14日 

〃 旧枝梅酒造店舗兼主屋 江戸 佐賀市 令和３年10月14日 

種 別 名 称 時 代 所有者等 指定等年 

 野中烏犀圓 江戸 個人 平成17年度 

 旧馬場家住宅 江戸 個人 平成17年度 

 山口亮一旧宅 江戸 佐賀市 平成18年度 

 佐賀市歴史民俗館 旧久富家住宅 大正 佐賀市 平成20年度 

 東与賀の干潟を望むシチメン
ソウ群生地 

 シチメンソウを育てる会 平成21年度 

 佐賀市歴史民俗館 旧福田家 大正 佐賀市 平成22年度 

 佐賀市歴史民俗館 旧古賀銀行 明治 佐賀市 平成22年度 

 佐賀市歴史民俗館 旧古賀家 明治 佐賀市 平成22年度 

 佐賀市歴史民俗館 旧三省銀行 明治 佐賀市 平成22年度 

 佐賀市歴史民俗館 旧牛島家 江戸 佐賀市 平成22年度 

 佐賀市歴史民俗館 旧森永家住宅 明治 佐賀市 平成24年度 

 旧百﨑家住宅 明治 個人 令和２年度 

 徴古館 昭和 公益財団法人鍋島報效会 令和３年度 



資料 11 

 

佐賀市都市景観重要建築物等 指定一覧表 

 

 

佐賀市景観重要建造物 指定一覧表 

 

種 別 名 称 時 代 所有者等 指定等年 

 野中烏犀圓 江戸 個人 平成14年度 

 願正寺 江戸 願正寺 平成14年度 

 佐嘉神社、松原神社のクスノキ群 江戸 佐嘉神社、松原神社 平成14年度 

 竹下邸 明治 個人 平成15年度 

 山下邸 明治 個人 平成15年度 

 竹下邸 明治 個人 平成16年度 

 本行寺 江戸 本行寺 平成16年度 

 高伝寺 明治 高伝寺 平成17年度 

 伊勢神社 江戸 伊勢神社 平成18年度 

 大坪邸 江戸 個人 平成18年度 

 大覚寺 江戸 大覚寺 平成19年度 

 護国神社境内の楠と石造物群 明治 護国神社 平成19年度 

 牛嶋天満宮 江戸 牛嶋天満宮 平成20年度 

 藪内写真館 明治 個人 平成20年度 

 龍造寺八幡宮 江戸・明治 龍造寺八幡宮 平成21年度 

 北島邸 明治 個人 平成21年度 

 与賀神社 江戸 与賀神社 平成22年度 

 三浦邸 明治 個人 平成22年度 

 松野邸 明治 個人 平成23年度 

 江口邸 江戸 個人 平成23年度 

 蛎久天満宮 江戸 蛎久天満宮 平成23年度 

 古賀邸 明治 個人 平成23年度 

 千鳥屋原田邸 明治 個人 平成23年度 

 横尾邸 大正 個人 平成23年度 

 九州電力株式会社川上川第二発電所 大正 九州電力株式会社 平成23年度 

 新北神社 江戸 新北神社 平成23年度 

種 別 名 称 時 代 所有者等 指定等年 

 平安山龍泰禅寺 大正 平安山龍泰禅寺 平成24年度 

 與止日女神社 江戸 與止日女神社 平成24年度 

 南里邸 江戸 個人 平成25年度 
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参考資料 順不同 

佐賀市史 上巻 佐賀市役所(昭和20年1月5日)／復刻 佐賀市(昭和48年2月19日) 

佐賀市史 下巻 佐賀市役所(昭和27年10月1日)／復刻 佐賀市(昭和48年2月19日) 

佐賀市史 1 巻 佐賀市(昭和52年7月29日) 

佐賀市史 2 巻 佐賀市(昭和52年7月29日) 

佐賀市史 3 巻 佐賀市(昭和53年9月30日) 

佐賀市史 4 巻 佐賀市(昭和54年4月28日) 

佐賀市史 5 巻 佐賀市(昭和56年2月21日) 

富士町史 下巻 富士町(平成12年3月31日) 

川副町誌 川副町(昭和54年2月28日) 

久保田町史 久保田町(昭和46年10月1日) 

久保田町史 下巻 久保田町(平成14年3月31日) 

東与賀町史 東与賀町(昭和57年11月3日) 

諸富町史 諸富町(昭和59年3月30日) 

市報さが〈縮刷版Ⅰ〉 佐賀市(平成元年4月1日) 

城下町佐賀の環境遺産Ⅰ 佐賀市教育委員会(平成3年1月31日) 

城下町佐賀の環境遺産Ⅱ 佐賀市教育委員会(平成3年3月31日) 

城下町佐賀の環境遺産Ⅲ 佐賀市教育委員会(平成7年1月31日) 

佐賀市の文化遺産(指定文化財要覧) 佐賀市教育委員会(平成15年3月) 

佐賀県の文化財 佐賀県教育委員会(昭和61年3月) 

最新版 佐賀県の文化財 佐賀県教育委員会(平成6年3月31日) 

佐賀市重要産業遺跡関係報告書第1集(平成24年3月30日)～第6集(平成26年3月31日) 佐賀市教育委員会 

佐賀県近世史料 第一編第五巻 佐賀県立図書館(平成9年3月18日) 

佐賀県近世史料 第一編第六巻 佐賀県立図書館(平成10年3月20日) 

佐賀県近世史料 第一編第七巻 佐賀県立図書館(平成11年3月27日) 

佐賀県近世史料 第一編第八巻 佐賀県立図書館(平成12年3月20日) 

佐賀県近世史料 第一編第九巻 佐賀県立図書館(平成13年3月20日) 

佐賀県近世史料 第一編第十巻 佐賀県立図書館(平成14年3月20日) 

郷土0971 神埼郡図 佐賀県立図書館 

肥前路を行く－江戸時代の佐賀の道－ 佐賀県立博物館(平成18年10月27日) 

佐賀県の地名 平凡社(昭和55年3月10日) 

角川日本地名大辞典 41 佐賀県 角川春樹 株式会社 角川書店(昭和57年3月8日) 

佐賀県大百科辞典 佐賀新聞社(昭和58年8月1日) 

佐賀藩の総合研究－藩制の成立と構造－ 藤野保 編 株式会社吉川弘文館(昭和58年1月10日 第2版) 

続佐賀藩の総合研究－藩政改革と明治維新－ 藤野保 編 株式会社吉川弘文館(昭和62年2月25日) 

御城下絵図に見る佐賀のまち 財団法人鍋島報效会(平成21年9月21日) 

佐賀城下町みて歩き 福岡博 佐賀市(昭和57年11月1日) 

佐賀城下長崎街道ひとり案内 福岡博 佐賀市(昭和59年3月1日) 

目で見る佐賀百年史 明治・大正・昭和秘蔵写真集 佐賀新聞社(昭和59年10月3日) 

佐賀城下法令資料集 公益財団法人鍋島報效会(平成26年3月) 

川副今昔物語 編集 川副地区地域文化活用事業実行委員会  発行 佐賀市教育委員会川副出張所教育課(平成23年3月31日) 
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激動昭和の諸富町(写真アルバム) 諸富花いちもんめの会(令和2年3月吉日) 

明治銅版画 佐賀縣獨案内(復刻版)青潮社(昭和58年) ／原本 中谷與助編 佐賀縣獨案内(一名商工便覧)龍泉堂(明治32年) 

幕末佐賀藩の科学技術 上 長崎警備強化と反射炉の構築 岩田書院(平成28年2月) 

幕末佐賀藩の科学技術 下 洋学摂取と科学技術の発展 岩田書院(平成28年2月) 

川副町いいものめぐり旅 川副町観光事業実行委員会 

記憶に残そう！明治からの歩み中川副 博愛の里中川副まちづくり協議会歴史・伝統部会 

■気候 

佐賀の天気 山崎道夫 編 佐賀新聞社(昭和52年6月15日 第2 版) 

■恵比須 

佐賀のエビス 佐賀市教育委員会(昭和53年12月10日) 

肥前路を行く 佐賀県立博物館(平成18年10月27日) 

佐賀市の恵比須台帳 恵比須ＤＥまちづくりネットワーク(平成21年3月) 

■橋 

佐賀市の川と橋 佐賀市建設部河川課 第2版(平成16年10月20日) 

■農業 

佐賀県農業史 佐賀県(昭和42年5月) 

■菓子文化 

肥前の菓子 株式会社村岡総本舗(平成11年2月19日) 

南蛮から来た食文化 江後迪子 弦書房(平成16年10月15日) 

佐賀の甘味読本 佐賀市(平成17年3月1日) 

肥前の菓子 シュガーロード 長崎街道を行く 村岡安廣 佐賀新聞社(平成18年3月3日) 

「鶴屋文書」にみる江戸時代の佐賀の菓子 鶴屋菓子舗(平成18年10月1日) 

九州国立博物館 Ｗｅｂオリジナルサイト 知識の散歩道 路地 

連載：異国由来の名菓たち－九州の菓子を訪ねて 第三回 橋爪伸子 

■伝統工芸 

佐賀錦解説書 佐賀錦振興協議会(平成19年11月) 

季刊 ふでばこ 11 號 株式会社白鳳堂(平成19年6月5日) 

ＦＵＫＵＯＫＡ ＳＴＹＬＥ Vol.26【特集】洋学の九州 

福博総合印刷株式会社(1999年9月21日) 

■寺院 

佐賀県神社誌要 佐賀県神職会(大正15年11月5 日)／復刻 小宮博康 洋学堂書店(平成7年6月30日) 

■祭事 

芙蓉 芙蓉校百周年記念事業実行委員会(昭和49年4月29日) 

市川のまつり－天衝舞浮立－ 執筆者 矢俣九洲男 編集兼発行者 市川天衝舞浮立保存会(昭和53年9月15日) 

天衝舞い浮立の成立～佐賀大学・教育研究部内特別経費による報告書 抜刷 金子信二 

佐賀民俗学 第4 号 編集兼発行者 佐賀民俗学会(昭和55年11月1日) 「田楽」奉納の白鬚社の「丸祭」 古川文士 

祭礼行事・佐賀県 編集 高橋秀雄・佛坂勝男 株式会社東京桜楓社(平成3年9月25日) 

日本祭り文化事典 編集 社団法人全日本郷土芸能協会 東京書籍株式会社(平成18年7月13日) 

江戸時代人づくり風土記 ㊶ ふるさとの人と知恵 佐賀 社団法人農山漁村文化協会(1995年2月25日) 


