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令和 4 年度第１回三重津海軍所跡保存整備指導委員会議事録 

 

●日時：令和 4年 5月 25 日（水） 14:00～16:40 

●場所：佐野常民と三重津海軍所跡の歴史館 多目的室 

●参加者： 

【委員】 

 有馬会長、渡辺副会長、内田委員、富田委員、中村委員、本多委員 

 ※欠席：安達委員、今津委員 

【助言者】 

 佐賀県文化課文化財保護室（渡部係長） 

 ※欠席：文化庁、内閣官房 

【所有者】 

 筑後川河川事務所（白川管理課長） 

有明海沿岸国道事務所（平野建設専門官、田中調査係長） 

 ※欠席：佐賀県有明海漁業協同組合 

【オブザーバー】 

 筑後川河川事務所諸富出張所（村岡所長） 

 佐賀県佐賀城本丸歴史館（竹下学芸課長） 

 佐賀県文化課（関主事） 

 ※欠席：佐賀国道事務所 

【庁内関係課】 

 南部建設事務所（嘉村所長） 

 歴史・文化課（小林課長、佐々木主任） 

 ※欠席：緑化振興課 

【事務局】 

 宮崎地域振興部長 

 文化財課（木島課長、角副課長、古賀主幹、西田主幹、楠本主査、中野主査、権丈主

任） 

 

1 開会 

●事務局 

それでは定刻になりましたので令和４年度第 1 回三重津海軍所跡保存整備指導委員

会を始めさせていただきます。進行を務めさせていただきます佐賀市地域振興部文化財

課の角と申します。よろしくお願いいたします。お手元の次第に沿って進めさせていた

だきます。なお、机上に当日資料として現地視察用の資料を準備しております。また、

事前に送付いたしました出席者名簿に変更がございましたので、差し替えをお願いいた
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します。 

 

2 あいさつ 

●事務局 

次第 2の挨拶でございます。佐賀市地域振興部長の宮崎よりご挨拶申し上げます。 

●地域振興部長 

皆さん、こんにちは。佐賀市の地域振興部長の宮崎でございます。開会にあたり一言

ご挨拶を申し上げたいと思います。本日はお忙しい中、また夏のようにも暑くなってき

ましたけれども、ご出席いただきましてありがとうございます。まずは、委員の皆様の

おかげをもちまして、この施設が昨年の 9 月 25 日にリニューアルオープンすることが

出来ました。本当にありがとうございました。 

佐賀市ではこの 4月に組織改編がありまして、これまで教育委員会の文化振興課とい

うことところで文化に関する事務所管をしておりましたが、4月からは市長部局の地域

振興部というところに移管をされました。歴史まちづくりやこの施設の整備、世界遺産

に関する事務など一部企画調整部でやっていたものも含め、地域振興部で今回から担当

させていただくことになりました。課としては歴史・文化課、文化財課の二つに分かれ

ておりまして、三重津海軍所跡に関することでいいますと、世界遺産に関することやこ

の施設の所管は歴史・文化課、調査や整備については文化財課が担当することになって

おります。今後この 2課で連携を図りながら様々な事業を進めてまいりますので、皆様

方には引き続きご協力をよろしくお願いいたします。 

三重津海軍所跡の整備に関しては、ガイダンス施設の整備が終わったということで、

今年度から現地整備に取りかかることになっております。平成 30 年度にガイダンス施

設の整備と一体のものとして、現地整備の基本設計を行っておりましたが、それ以降に

行った発掘調査ですとか、地下水のモニタリングの成果を反映するということと、史跡

地の追加指定ということも予定に入っておりますので、今年度その基本設計の見直しを

行うということとしております。 

本日の委員会でございますが、まず現地視察をしていただいてから、報告事項、協議

事項がございます。少し時間が長くなりますけれども、最後までどうぞよろしくお願い

いたします。 

 

3 出席者紹介 

●事務局 

続きまして次第 3の出席者紹介に移ります。本日ご出席の皆さんの紹介は、お手元に

準備しております委員会出席者名簿でかえさせていただきます。なお、本日は安達委員、

今津委員、文化庁、内閣官房、佐賀県有明漁協協同組合、佐賀国道事務所、佐賀市水産

振興課が欠席となっております。 
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4 会長あいさつ 

●事務局 

次第 4の会長挨拶でございます。有馬会長からご挨拶をいただきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

●会長 

ようやく対面で会議ができるようになってきました。三重津海軍所跡の整備は、他に

例を見ないそういう大変なものだったのではないかと思います。ガイダンス施設ができ

て、なんとなく終わったような気になっていましたがそうではない。屋内屋外の一体整

備という前提でずっと議論してきた屋外展示をこれから形にしていかないといけませ

ん。 

 

5 議事【現地視察】 

●事務局 

それでは、次第 5の議事に入りたいと思います。ここからは委員会設置要綱第 6 条第

1 項の規定により、有馬会長に進行をお願いしたいと思います。有馬会長、よろしくお

願いいたします。 

●会長 

それでは議事に入りますが、その前に、本日の会議は公開といたしたいと思います。

それでは、現地視察と報告事項が 2 点。協議事項が 2 点ということです。随時進めてま

いります。最初の現地視察をお願いしたいと思います。 

●事務局 

それでは早速、現地視察を行いたいと思います。手元に資料としてお配りしておりま

すＡ3の 5枚綴りの資料をお持ちいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

≪現地視察≫ 

堤防視点場～修覆場地区（河川敷駐車場、荒籠付近河川護岸、ドライドック・金属加

工施設平面表示箇所）～稽古場地区～船屋地区（入江、ビオトープ）～史跡追加指定

地 

 

5 議事【報告事項（1）】 

●会長 

報告事項に移らせていただきます。報告事項（1）の地下水モニタリング状況について

事務局から説明お願いします。 

●事務局 

それでは、三重津海軍所跡の地下水モニタリングの状況について報告させていただき

ます。資料 1 をご覧ください。地下水のモニタリングですけれども、これは三重津海軍



4 

所跡の遺構の保全状況を把握して、その結果を現地整備の排水計画に反映させることで、

将来にわたる地下遺構の保存をより適切なものにすることを目的に実施しているもの

です。 

地下水のモニタリングを行うための観測孔は、ドライドックの中央付近と河川敷駐車

場付近の 2か所に設置し、地下水の水位と水質の観測を行っております。今年度で観測

を開始してから 2年を経過しております。 

観測の結果については、5 ページの A3 のグラフをご覧いただきたいと思います。ま

ず、中段に地下水位と書いているところがございます。地下水に関しましては、年間を

通じた地下水位は平均約 2.6 メートルになります。夏場の雨が多い時期は標高 3 メート

ル程まで水位が上昇し、逆に冬の渇水期には 2.3 メートル程まで下降するということが

観測の結果わかりました。この水位に関しましては、冬場の渇水時に遺構の 1段目の上

部付近が、完全に浸水しきれない状況でして、今回の整備では地下水の水位をより高い

位置で保つ排水計画が必要かと考えます。 

グラフの上から 2 番目の ORP と書いたところをご覧いただきたいと思います。この

ORP というのは酸化還元電位のことでして、地下水モニタリングを開始した当初は-200

ｍV 程で安定しておりました。ただ、令和 2 年 11 月から令和 3 年 5 月の間この ORP の

値が 600ｍV 程まで急上昇いたしました。5月以降は値が下降に転じ-200ｍV 程で再度安

定していたのですけども、令和 4 年の 1 月から 3 月までの間に 500ｍV 程まで値が再上

昇する現象がみられました。ただし、今の最新の観測結果では、この値は下降傾向に転

じているという報告を観測業者から受けています。酸化還元電位の数値の変動要因はま

だつかめていません。今津委員と相談をしながら、いろんな方面からその要因を探って

いきたいと考えています。 

地下水モニタリングの状況について、今年の 2 月に今津委員とリモートで打合せを行

いました。その時、今津委員から「酸化還元電位の値については、一時的に数字が悪化

したからといって、慌てないほうがよい。酸化還元電位の値については、機器の調子を

含めて変化の要因を探りながら、監視を続けていく。基本的には、周辺の雨水を木組み

遺構付近に集めて、常に地下水位を下げないようにするのがよいと考えている。」とい

うコメントをいただいております。報告は以上になります。 

●会長 

ありがとうございます。ただいまの報告について何か質問はございますか。 

木組遺構の上部まで地下水位が及んでいないことが時々あるというのは少し心配で

すね。 

●事務局 

すぐに影響が出るというような事ではないと思いますが、このままの状況を続けてい

くのは余りよいことではないと考えています。今後の現地整備の中で、地下水を木組遺

構上部が被るぐらいまで高い位置で保てるような設計ができればというふうに考えま
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す。 

●委員 

地下水を木組遺構の方に誘導するというのは、屋外展示基本設計説明書の 45 ページ

にある雨水排水計画のことですか。 

●事務局 

基本設計説明書の 46 ページにあるような水平排水層をドライドックの付近に設けて、

そこに水が集まってくるような設計ができればと思っています。 

●事務局 

補足ですけども、既に、遺構の頭部が酸化状態によって幾分か劣化が進行していると

いうのは発掘調査で確認をしておりましたので、以前から水位の問題はどうにかしない

といけないという話がありました。 

排水計画で水位を確保する方法と、それから地面を少し透水性の高い素材を使って加

工することで検討しています。以前、酸性雨の話も出たことがあったと思いますが、酸

性雨であっても水はたくさんあったほうがよいのではないかという今津委員のご指摘

もありますので、地表面の加工と地下水の流れを寄せるという両面から排水計画を考え

ていきたいと考えています。 

●会長 

これは三重津のこととは直接関係ないのですけど、以前、九州大学の糸島キャンパス

の整備に係ったことがあります。そこは非常に水が細い土地で川もない場所で、地下水

には塩水が入ってくる。雨水排水計画では、早い段階から何本かモニタリング用の井戸

を掘って地下水の動きを観測し、最終的には透水性の高い舗装を施し地下浸透させるこ

とにしました。 

同様に、透水性の高い舗装をしないと、三重津の木組遺構も乾湿を繰り返しよくない

と思います。 

 

5 議事【報告事項（2）】 

●会長 

それでは、報告事項（2）へ進みます。史跡の追加指定についてです。事務局から説

明をお願いします。 

●事務局 

資料 2をご覧ください。先程現場でも確認していただきました。 

追加指定地は今の指定地の北東に位置しておりまして、有明海沿岸道路早津江橋梁の

真下にあります。この部分は三重津海軍所跡が設置される以前から佐賀藩が所有する和

船の管理運用を行う御船屋があったところで、発掘調査では掘立柱建物や溝等の船屋に

関連する可能性が高い遺構が検出されております。 

追加指定に関する経緯について説明させていただきます。三重津海軍所跡の史跡指定
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に関する取り組みとしましては、平成 21 年に明治日本の産業革命遺産の構成資産入り

を目指す動きの中で始まっておりまして、当初はこの追加指定地も含めた形での史跡指

定を目指しておりました。ただ、この部分については既に有明海沿岸道路の建設が計画

されておりまして、ルート変更も難しい状況にありましたため、関係機関と協議を行い

まして、一旦、追加指定地部分を史跡の範囲から除外した形で史跡の指定を行い、道路

建設工事が完了した後に追加で史跡指定を行うことで合意しております。 

令和 4 年度に大野島 IC-諸富 IC が開通予定であることから、平成 4 年度中に史跡の

追加指定に向けて協議を進めているところです。説明については、以上になります。 

●会長 

ありがとうございます。ただいまの説明について、質問はあるでしょうか。 

ないようでしたら、協議事項に入ります。 

 

5 議事【協議事項（1）】 

●会長 

協議事項の（1）、屋外展示追加基本設計の進め方についてです。まず、事務局から説

明をお願いします。 

●事務局 

屋外展示追加基本設計の進め方について説明いたします。資料 3-1、資料 3-2 をご覧

ください。3-1 は A4 の 1 枚紙の資料、3-2 は平成 30 年度に行いました屋外展示基本設

計の説明書になります。委員にはフラットファイルに綴じたものをお渡ししております。 

まずは、資料 3-2 の平成 30 年度の基本設計の内容について説明したいと思います。 

4 ページ目の 2-1 をご覧ください。基本設計の基本的な考え方についてです。三重津

海軍所跡の整備は、ガイダンス施設で行います屋内展示と現地で行います屋外展示とを

包括的に整備し、相乗効果を生み出す一体展示という考え方で整備を進めることとして

います。4～7 ページにかけまして、屋内屋外それぞれ展示のストーリーとゾーニング

を載せております。 

次に、8ページをご覧ください。屋外展示の基本動線を示しております。今回現地で

も確認いただきましたとおり、南側の河川敷駐車場部分はこの基本設計の段階では未調

査であったため多目的広場として仮設定させていただいておりました。それに加えて、

北側にある追加指定地も整備に含めることになりますので、今回の基本設計の中で動線

をどういうふうに引くかということも検討する必要があろうかと思っているところで

す。 

11 ページをご覧ください。2-3 として、遺構表現と、解説説明について設定している

ところでございます。平成 30 年の基本設計のときは、ドライドックや洋式船の表現方

法を中心に御議論いただきました。遺構表示は舗装による平面表示、解説施設は、周辺

の景観と調和したシンプルなものとするということで設計を進めさせていただいてお
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ります。 

24 ページをご覧ください。2-4 の造成についてです。現地視察で、追加指定地に行く

手前の船屋地区内にビオトープ状の窪地があるというふうに説明させていただきまし

た。この窪地については、そのまま残すと海軍所稼働期もこのような地形だったのかと

誤解を招く恐れがありますので、平地に戻すかたちで盛土造成を行いたいと考えており

ます。それ以外は基本的に盛土造成を行わない方針です。 

28 ページをご覧ください。舗装と縁石について説明しております。特に舗装につい

ては、地下遺構の保全状況を良好に保つということを主眼といたしまして、雨水が浸透

しやすい透水性の高い素材にしたいと考えています。 

34 ページをご覧ください。便益施設・遊技施設についてです。便益施設・遊技施設に

ついては、現在の施設は全て撤去して、適切な位置に新設で配置を検討したいと考えて

います。設置する施設は、河川敷ということもございますので、構造的に河川法に準拠

したものといたしまして、現在 2か所ありますトイレについては、この歴史館のトイレ

を利用するということを考えまして、1か所に集約するかたちで設置したいと考えてい

るところです。36 ページのほうに、どの場所に、どういったものを配置するかお示しさ

せていただいております。 

次に、43 ページをご覧ください。先ほど質問にもありました雨水排水計画になりま

す。木製遺構が検出されている船屋地区と修覆場地区については、遺構を将来にわたっ

て良好に保つため、地下水をできるだけ高く保つ排水計画を行うこととしています。45

ページに計画平面図を載せております。46 ページをご覧ください。木製遺構が検出さ

れているあたり水平排水層のようなものを設けて、地表面の透水性が高い舗装と合わせ、

雨水の地下浸透の促進、木組遺構周辺に集めることができればと思っているところです。

今後、地下水位のモニタリングデータの解析を行う予定しておりますので、その結果を

踏まえて排水計画に反映できればというふうに考えているところです。 

47 ページをご覧ください。植栽の計画でございます。48 ページのほうに、基本的な

考え方を示しておりますけれども、新たな樹木の植栽は行わずに、舗装を行う範囲以外

は芝生を植えて公園としての緑化率を確保することとしております。 

52 ページをご覧ください。給水施設については、現状で不具合がなく、園路や遺構表

現等と干渉しない部分については、現状の給水設備を活用していきたいと考えています。 

56 ページをご覧ください。電気設備になります。全体で照度の確保を図りたいと考

えておりまして、また少ない照明灯で遺跡全体の照度確保を図るために、照明灯は背の

高いタイプで考えております。背が低いタイプにいたしますと、高潮等で公園が水に浸

かった時漏電する可能性も考えられますので、背の高いタイプのほうがいいのではない

かというふうに考えているところです。参考として、59 ページに背の高いタイプの写

真を 3 例ほど載せております。以上が、平成 30 年の屋外展示基本設計の内容となりま

す。 
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資料 3-1 をご覧いただきたいと思います。 

今年度行う追加基本設計の進め方につきましては、平成 30 年度に行いました基本設

計の内容を基礎として、追加指定地や河川敷の駐車場跡の整備内容の検討、地下水モニ

タリングデータ解析結果に基づく雨水排水計画の再検討と地表面の舗装の仕上げ方、あ

と基本導線の検討という内容で進めていけばというふうに思っているところです。 

その他といたしまして、今日現地視察の時にご覧いただきました河川敷の護岸の在り

方、その部分についての議論をしていければというふうに考えているところです。説明

は以上になります。 

●会長 

ただいまの件について、なにかご質問があるでしょうか。 

●委員 

この基本設計を行ったときは、まだ河川敷駐車場跡の発掘調査は行っていなかったと

思うのですけど、調査をした結果、検出した遺構の所属する時期が海軍所稼働期とずれ

ていますよね。海軍所稼働期より前の時代のものだろうと。そうなったときに、史跡整

備全体の時期設定というのはどういうふうになるのかなと思いました。他の箇所は海軍

所稼働期の説明をしていたと思う。それだったら駐車場のところは、あまり表現は出来

ないのかなと思いました。 

●事務局 

河川敷駐車場跡の南端部で検出した建物に関しては、確かに海軍所稼働期よりも一段

階古い遺構というふうに思っております。ただ、河川護岸については海軍所稼働期も検

出された位置にあったと考えておりますので、川岸位置の表現は検討が必要かと考えて

おります。 

ご意見のあった部分で時期設定をどうするかという点ですが、海軍所稼働期の時期設

定で整備をするというのが基本です。もちろん屋外展示と屋内展示を一体整備をすると

いうコンセプトですので、そこは揺るがないかなというふうに思いますけれども、今ご

指摘のあった河川護岸ラインと追加指定の部分、それらを一体的に整備する際どういう

ふうに整合をとるかというのは今後検討が必要かというふうに思います。少なくとも河

川護岸については、現在の護岸から随分を奥まったところにラインが引けそうだという

事実がございますので、ラインが引ける場所の検討も含め、調整をする必要があるかと

思います。時期設定については、やはり海軍所稼働期ということで整備をしたいという

ふうに思います。 

●会長 

今の話を聞いたら史跡整備というのは非常に難しい。今ある空間をどういう空間とし

て整備するのかということがある。遺跡を現状保存する場合は、埋め戻して「公金を使

い公有化した結果が芝生広場かよ」という整備が全国各地で見られるわけですね。ただ、

それがだめといっているのではない。それでいいのか？という議論はやっぱり出てくる
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と思う。そのことをちゃんと考えておく必要があると思います。このことには、多分正

解はない。時々、東京文化財研究所等のレポート類を見ていると、どういうやり方がい

いのか相当議論になっている。文化遺産は普遍的なものですから、あまり国側だけで考

えてはいけないけど、多分いろいろ議論があるのだろうと思う。 

今回の佐賀市の組織改革もそうで、活用面からのプレッシャーがすごく出てくるはず。

どういう対応をとるか、今後発生するであろうことなので議論して考えておく必要があ

るのでないのかなと思う。下世話なことを聞きますが、整備後にあそこはお弁当を食べ

たりしてもいいのですか。 

●事務局 

扱いは公園ですので、火器は駄目でしょうけど、お弁当を食べる分は全然問題ないと

思います。 

●会長 

そうすると日陰が足りない。そういう話はどこかで出ると思う。どちらがよいという

わけではないが、やっぱり考えておく必要がある。あと、歴史館と現地を結ぶ動線の途

中で道路を横切るのは気になる。交通量が多いわけではないので、逆に油断してしまう

ところもあって、道路を横断することについてはリスク管理を念頭に置いておく必要が

ある。他に何か質問ありますか。 

●委員 

今日、改めて現地を見渡してみると、両サイド橋があって、最初に現地を見たときよ

り、すごく狭くなったというイメージでいます。今までは橋が史跡の片側にしかなかっ

たので、両方に縦に横切る大きな線が見えてしまうと、人間の視覚というのはどうして

も狭くみえてしまう。両サイドの橋は消したいなと思っていた。消したら、多分広々と

した感覚になれると思う。それぐらい新しく出来た橋は、史跡を見る人の視界に影響を

与えていると思う。実際に無くすことはできないので、映像的に消す仕掛けとかを今後

考えてもいいかなと思っている。歴史館から見て橋の存在がすごく大きいという第一印

象だった。 

また、歩いていて、公園内に小高い丘というか、子どもたちが登って史跡と周囲の風

景を見渡せるような場所を設けてはどうかと感じた。 

それから、今後はナビゲーションまでしてくれるような電気自動車のようなもののサ

ービスとかがあれば、史跡の価値を体感していただけると思う。歩かなくてよいのだけ

ど、実際そこでナビゲーションしてくれるというような新しいサービスがここだと実験

的にできるのではないかという印象を受けた。 

最後に、映像を含め、AR とか MR の導入についてこれまで議論してきた。今後は具体

的に、実践的にするための議論が必要になると思う。何年後に完成でしたでしょうか。 
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●事務局 

4 年後です。技術的な側面を踏まえて、議論させてください。 

○有馬会長 

ありがとうございます。他に何かご意見あるでしょうか。 

●委員 

今ご説明いただいたことについて、幾つか確認したいものがあります。 

まず動線です。説明書の 8ページ。主動線と副動線について、主動線というのが、で

きればこういう流れで見てもらいたいというものとして理解してよいのか？ 

恐らくは、船屋地区や稽古場地区まで歩くモチベーションはなかなか湧かないと思う。

やっぱりドライドックが一つの目玉になるというのは否定しようがない。主動線と副動

線というより、幾つかの動線をパッケージ化して、全部を見たい人はこの動線、集中型

の動線はこれ、というような動線設定がよいのではないか。 

来訪者のニーズ、あるいは関心、あるいは滞在できる時間に応じて、動線パターンを

設定するという考え方もできるのではないか。 

それと、ベンチや四阿等の休憩施設について、あれだけオープンなところだと今日み

たいな暑い日は、熱中症を起こして倒れてしまう来訪者も出る可能性もあるので、景観

を崩さない程度にもう少し増やしたほうがよいのではないかと感じた。それで、設置す

る設備は統一感のあるデザインやカラーにして、来訪者にコンセプトを感じさせるよう

なものになるといいかなと思いました。 

あと、現地でも少しお話ししたのですが、海軍所稼働期の河川護岸ラインが復元でき

るのであればよいと思う。別に何かをつくるというわけではなく、イメージで海軍所稼

働期はここが川岸だったとわかるものがあると随分と違うと思う。 

追加指定地のところで川岸の土羽の一部が崩れているとのことでしたが、このような

自然災害による文化財への影響が全国各地で非常に多発しています。鹿児島でも世界遺

産構成資産である寺山炭窯跡が土石流で半壊しました。今度はそういった災害対策も念

頭に置く必要があるように思います。 

●会長 

全体の統一感を保って空間をどうデザインするか、それが結局必要になってくると思

う。それは三重津海軍所跡をどう見せるかということと密接に関わる。 

例えば、中村委員が言われたカートとかを導入することも検討してよいと思う。2人

乗りぐらいのナビゲーション付きカート。車が自動で動いて、自動で元に戻ってくるよ

うなものを考えて、料金をとれば交通渋滞はおこらないと思う。そういうことやると、

みんなここしか見てないけど、もっと全体的に見に行くと違うイメージが沸きますとい

うガイドの仕方ができるように思う。バーチャルだったら橋を消すことも可能だと思う。

そういったことを、テクノロジーも含めてバラバラにやると統一感のないものとなるの

で、全体的に組み込んでどうデザインするのかということが必要になる。お金の話もあ
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るけど、今一番安く使えるのは多分大学の先生。提携するとそれなりに打開できる方法

もあるかもしれない。今、そういうことを研究している人材が増えていると思う。少し、

そういう整備、新しい観点を打ち出せると思うので検討してみる価値があるのではない

だろうか。 

●委員 

あくまで公園ということですけども、今の名称は佐野記念公園ですが、この公園の名

称は今後も変わらないのでしょうか。そうであれば、屋内展示では改修前は佐野常民記

念館だったものが、改修後も 2 階の佐野ゾーンとして同居しています。この屋外展示の

ほうも、佐野記念公園として引き継がなければいけない条件があるのかどうか、三重津

のことだけでよいのか、その辺の前提を教えていただきたい。 

●事務局 

基本的には、都市公園としての機能は引き継がざるを得ないかなというふうに思って

おります。また、公園の名称の件ですけれども、変えることも検討したいと思っていま

す。 

●委員 

設計内容から進めて、公園の名称は最後でいいのかもしれない。今、佐野記念公園と

いう歴史上の人物の名を冠した公園でありつつも、自然観察ゾーンがあったりする。東

与賀の渡り鳥とは違うひばりとか芦原に多く見られるオオヨシキリとかが生息してい

る。そういうところも強みとして、歴史プラスアルファの力を生み出していけると楽し

くなると感じたところです。 

●会長 

私も歩きながら同じようなことを感じた。鳥は呼んでこようと思ってもちょっと難し

い。あれはやっぱりここの大きな資産なのではないかと思う。 

ほかにいかがでしょうか。この空間というのが、やっぱり大事だと思う。屋内展示は

非常に予算をかけて厳密に考証して整備しました。たいへん迫力のあるものが出来たと

思いますけど、やっぱりあれは部屋の中にあるもの。これがどういう空間の中にあった

のかっていうことを外に出て想像していただくというか、体感していただくというのは、

非常に重要になってくると思う。 

●委員 

整備スケジュールを確認したい。資料 4では今年度に追加基本設計を行うことになっ

ていますけど、これは、どこのことでしょうか。追加指定するところの話ですか。 

●事務局 

平成 30 年度行った基本設計がございますが、それに追加指定地を含め、もう一回、

平成 30 年度の基本設計を見直すということです。 

●委員 

わかりました。それで、来年度は実施設計、再来年度には整備工事ということだと思
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う。 

それで、改めて屋外展示の以前の基本設計書を見せていただいた。 

排水計画について、45 ページの計画図ではドライドックのあたりがうすく青色で示

されていて、そこの部分では既存の暗渠排水を撤去するというが書いてある。それ以外

の分では、暗渠排水を枝状に設置して川のほうに排水する設計となっている。ドライド

ックのところの水位を上げるということであれば、暗渠で集めてきた水をドライドック

の方に導いてやるというような方法もあるのではないかと思ったがどうか。 

●事務局 

平成 30 年度はこういう排水計画をしておりますけれども、暗渠を使ったドライドッ

ク木組遺構付近への集水ということも考えられるかと思います。今後、実際にどういう

やり方が 1 番よいのかということを、検討していければというふうに思っております。 

●委員 

46 ページの断面図を見ると、水平排水を使って木組遺構に向かって水を集めていく

ような図になっている。イメージは、45 ページの平面図で青く色を付けているところ

に砕石層を設けて、ドックのほうにその砕石層を使って水を集めていくイメージです。

暗渠排水を使って砕石層に水を持ってくると、より広い範囲から水を集めることができ

る。今後、そういうやり方も検討が必要ではないかと思います。 

●基本設計業者 

基本設計の排水の考え方について、説明させていただきます。三重津海軍所跡は河川

区域内ですので、基本的に造成は余りできない。特に、河川断面を狭くするような造成

は出来ないので、水の流れのコントロールが非常に難しいという前提条件があります。

その上で、地下に遺構があるので、地下で水の流れをコントロールするだけの厚みがな

いために、暗渠排水管を用いて、ドライブドック方面に水を集めてくるということが難

しい状況でした。したがって、計画平面図のように薄く青色で着色した範囲に水平排水

層を設けて水を集める計画としています。排水層の勾配を考えると、図示している範囲

が水平排水層を設けることができるおおよその範囲と考えています。 

●委員 

45 ページの図の薄く青色で着色した範囲が、遺構が冠水しているイメージだという

ことになるわけか。 

●基本設計業者 

水を集めるという意味の表記です。 

●委員 

基本的には、平成 30 年のときの設計のときの考え方を踏襲していけるという理解で

よろしいか。 

●基本設計業者 

ドライドック部分に水を集めるという意味合いでは、状況は変わっていない。 
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●委員 

わかりました。 

あと、実際に史跡指定地が降水時期に水に浸かる頻度はどのくらいあるのか。 

●事務局 

ここ最近は浸水したことはないのですが、浸水するのは年に 1回あるかないかという

頻度です。 

●委員 

年に 1回なり水に浸かると表面はかなり汚れると思うし、その対策が大変になってく

ると思う。基本設計説明書の 17 ページには、舗装材の表現としての舗装材の断面につ

いて示してあって、A案がいいだろうというようになっている。例えば、ドライドック

等の電流丸のところの図では、舗装材の下に砕石層があって、色をつかって電流丸シル

エットを表現していくことになっていると思う。それで、木組遺構への水の供給という

意味で舗装材は透水性舗装がよいということになっているが、実際に水に浸かったり、

泥が被ると当然透水性舗装も目詰まりしてくる。道路工事で使用する透水性舗装もそう

だが、どの透水性舗装も目詰まりしたら当然機能は低下していくわけだが、そこら辺に

ついてはどのように考えられているのか。 

●事務局 

舗装材の種類についてなんですが、種類まではまだ決めていない。今後、設計の中で

考えていこうと思っている。透水性が高いものがよいとは思っているが、どの種類の舗

装を使うかというところまではまだ決めていない。 

●委員 

頻度は高くないかもしれないが、水に浸かる場所なので、舗装が劣化するということ

を十分に認識した上で計画してほしい。透水性舗装のほうがよいことは確かだが、効果

は長くはもたないかもしれないということを認識はしておく必要がある。 

それから、現在も公園内に舗装されている部分があるが、水に浸かったとき不陸を生

じたりするのかという心配もある。先程見たかぎりは、そんなにひどくはないようだが、

断面構造は今後舗装しようとしている断面構造と同じものか。現在の舗装は砕石との間

にコンクリートか何かの層を設けて安定的なものにしているのかどうか。今回は透水性

を重視するために砕石だけにしているのか。そうした場合、水につかった時に果たして、

舗装の安定性は確保できるのかということが心配である。 

●事務局 

公園内でアスファルト舗装されているところの下にコンクリートは使われていない。

ここに載せております断面図も一般的なアスファルト舗装の断面図です。 

●委員 

わかりました。それと砂利敷きのところがありましたけど、一段低くなって船の周り

の水面を表現しているようなところ。 
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●事務局 

公園を整備する前に樋管があった部分のことだと思いますが、あれは今回の整備では

撤去する予定です。 

●委員 

その部分の断面までどうなっているのでしょうか。 

●事務局 

一段低くなった箇所の下にはコンクリートが打たれて、その上に、砂利を入れて水面

を表現しています。 

●委員 

少なくともそこの部分はコンクリートを打ってあるので、舗装は安定していると思う。

砕石だけで舗装をして、うまくいっている事例があるのであれば全く問題ないと思う。

水に浸かったときに、舗装がどうなってしまうのか全くわからないので、実績をベース

にして舗装の断面を考えてほしいと思う。 

●会長 

他に何かございますか。 

●委員 

資料では 20 ページ、場所としては船屋地区になりますが、直径 10～30 ㎝程の木杭群

が見付かっているで、それを表現するということだったけれども、イメージが浮かばな

い。ランダムにいろんなものを設定するということでしょうか。 

●事務局 

基本設計説明書 10 ページの全体計画平面図をご覧ください。図に入江の地形と書い

てあるところがありますが、その横の緑の点線で囲っているところあたりが、ビオトー

プ状の窪地があるところになります。そこからは発掘調査で建物の柱の痕が見付かって

いますので、窪地を埋め立て平地にして、柱跡の平面表示をしたいと考えています。 

●委員 

建物があったことを伝えたいということか。 

●事務局 

そうです。 

●委員 

出てきたものをただ表現しただけだと、なかなか訪れた人には伝わらないことがよく

ある。建物であればよくあるのは復元というようなことになるが、ここではそういうこ

とは難しいと思うので、木杭の表現をもって何を伝えたいのか、はっきりと目的意識を

持って考えてほしいと思う。 

それと、窪地はいつの時代からあるのか。窪地に歴史的な意味はないということか。 

●事務局 

現在ある公園の整備にあたり、ビオトープをつくるために窪地にしています。 
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●委員 

わかりました。 

●委員 

今、木杭群という言い方をされているが、そこの建物はいわゆる柱穴ではないという

ことか。判断出来ないという意味か。 

●事務局 

そうではないです。報告書の中でも木杭群と表現されていたのでそれを踏襲したわけ

ですけれども、建物の跡だと想定しています。 

今の公園整備の前に、発掘調査をしているわけですけども、その時代の段階では、建

物の認識はなく、木杭が検出されたというような評価で報告されております。その後の

発掘調査で確実に建物が建つというような調査結果が出ていますので、今回の追加設計

の中で、どういうふうに表現をするのか検討していくということになります。最初の発

掘調査で報告された木杭という表現が残ったままになっているという状況です。どうい

う整理するのかということは遺構をどう評価するかということに関わってくるので、そ

の観点から用語の整理をします。 

●会長 

どこまで表現できるか、建物跡のイメージがだせるかという問題。 

●渡辺副会長 

穴だけが見つかっているのとは違いますから、きちんと整理をお願いします。 

●会長 

考え方の問題だと思います。 

●委員 

その木杭は柱になるのですか。打ち込み式の柱ですか。 

●事務局 

2 種類ございまして、一つは、地下に松杭を 3 本 1セットで打設したもの。おそらく

は、その上に礎石が乗り、礎石が沈下しないようにする礎石の基礎というようなものと

考えている。もう一つは、杉の丸太材をそのまま地面に打ち込んでいるものが検出され

ている。杉丸太材を使った打ち込み式の柱と、礎石の基礎杭、それが同じ建物の構造な

のかどうかというのは明確にできていない。 

●事務局 

調査は 2 段階あって、現在の公園を整備する以前の調査で確認した木杭群の中には、

木柵状の木を並べてシガラミ状にしたものが一部検出されています。それとは別に木杭

群と呼ばれているものもあります。その後、最近の調査で、確実に建物の柱跡が確認さ

れています。 

木杭群という表記は、以前の調査時のものがこういう形で残っておりますので、そこ

は分けて考えていく必要があるかなというふうに思っています。ですので、今説明した
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部分は、最近の調査で、はっきりと建物が建つことが確認されたものにあたります。今

後、この場所でどういうふうに表現していくかということを検討していく必要があると

は思います。 

●委員 

シガラミも検出されていたということは、そこは水面との境界だったという意味です

か。 

●事務局 

水利施設の一部になる可能性はあるかと思いますけど、当時の調査結果ではそこまで

は評価されておりませんので、今後改めてどういうふうに考えるかということも検討し

た上で表現する必要あるかと思います。 

●委員 

表面表記については建物としてまとまるのでしたら、ちゃんと調べて建物として表現

するのが適当だと思いますし、ただ、とにかく杭が検出されているから遺構表示したと

言われても、来訪者への説明はなかなか難しいので、どう説明するか。表現の仕方は考

えないといけない。 

●会長 

ありがとうございます。ほかに何かあるでしょうか。 

●委員 

屋内展示から接続していくというのは一貫した整備のテーマでもあります。映像を使

った体験等、いわばハイスペックな体験型のコンテンツとしても屋内では整備したわけ

ですので、屋外でも今度どうやって端末なり、個人のタブレット等を体験型コンテンツ

として使っていただくかということも考えないといけないと思う。その場合、その通信

設備というのを念頭に入れていたほうがよいかなと思います。屋内は Wi-Fi 環境でよい

と思いますが、Wi-Fi 環境を屋外までつなげていくのか、あるいは 5G、その後の 6G 等、

インフラの部分をどのように整備する戦略を立てていかれるのか、その辺りのお考えを

聞きたいところです。 

●事務局 

屋内でのデジタルコンテンツ、デジタル端末の使い方についてですけども、どういう

やり方が一番よいのかということは、今後の基本設計で考えていきたいというふうに考

えています。そのうえで、使い方に合わせて、どういったものが必要になるのか、検討

できればと思っております。 

●会長 

使い方というか、何をやりたいか、その点を検討してほしい。 

●委員 

ドライドックの東側のところには、遺構の平面表示がある。三連溝状遺構、小型二連

炉について、シート印刷と陶板といった 2 つの例がいま示されている。この点、今年度
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にはもうどうするか決めてしまうという理解でよいのか。 

陶板でやったら金額的にもかなりのものになってくる。また、同じ地盤レベルで設置

すると、当然周りから土が陶板の上に被って、表面を汚すというか、削るということに

なりかねない。通常は平面表示といいながらも、少しだけ上げて表示している場合が多

い。その点を考慮し、メンテナンス性と、あとは金額の面も。シート印刷のほうは安く

なるでしょうけど、どの程度写真の再現性がよいのか。 

次年度が実施設計だとすると、今年度中には確実に意思決定しないといけない。よく

よく、考えておく必要がある。 

 

5 議事【協議事項（2）】 

●会長 

そろそろ、少し具体的に、どこまでやっていくのかということも考えながら設計を進

めていかないといけない。 

よろしいでしょうか。それでは、協議事項 2の三重津海軍所跡屋外展示整備スケジュ

ールについて事務局から説明お願いします。 

●事務局 

まず、資料 4 をご覧ください。資料 4の上段のほうに、三重津海軍所跡屋外展示整備

の全体スケジュールをお示ししております。今年度、追加基本設計、それで来年度の前

半で実施設計、令和 6年度後半から令和 7 年にかけ整備工事に入ってく予定にしており

ます。参考までに、下段のほうに、同じく文化財課史跡整備係が担当している東名遺跡

の整備スケジュールを示しております。見ておわかりいただけるかと思いますが、三重

津海軍所跡の整備とほぼ同時進行というようなスケジュールになっております。 

資料 5 をご覧ください。資料 5 は今年度の整備スケジュールをお示ししております。

まず、上段の黄色で着色しているところについてですけども、これは史跡追加指定のス

ケジュールとなっております。7月文化庁に意見具申を行いまして、11 月に文化審議会

へ諮問、それから 12 月答申、それで 3 月あるいは 4 月に官報告示というスケジュール

で考えております。 

その下は、今年度に追加基本設計を行いますというふうな内容ですけども、下から 2

番目のところに、モニタリングのデータ解析のことを示させていただいております。現

在、7 月から 9月にかけてデータ解析を行うというスケジュールでおりますけども、今

後、委託業者のほうと打合せを行って行いまして、できるだけ前倒しで行う方向で考え

ているところです。下段に保存整備指導委員会のスケジュールをお示ししております。

5 月のところの①は、今日の委員会のことになります。2 回目を 11 月上旬、3回目を令

和 5年の 1月下旬としてお示ししておりますけれども、2 回目の委員会については、モ

ニタリングデータの解析や設計の進捗にもよるところではございますけれども、できる

だけ前倒しをする形で行いたいと考えているところです。説明は以上になります。 
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●会長 

ありがとうございました。何かご質問ございますか。 

●委員 

令和 7年度までで工期を完了するということですが、報告書はどうされますか。 

●事務局 

整備の報告書は令和 7年度に刊行する予定です。 

●委員 

現在は、この追加指定地のところの整備については白紙だと思いますが、佐賀市のプ

ランというか、何か、あるのでしょうか。それで、今年度中にこの追加基本設計の中で、

追加指定地のところも絵をかいてしまうということですか。 

●事務局 

設計のほうの業者も決まりましたので、どういう表現ができるのか、市のほうで検討

して、委員会に諮らせていただきたいというふうに思っています。 

●委員 

その追加指定地は、全体からいうと史跡の端にあたる箇所でどう扱うか考えてしまう

ところ。それで、今後、業者と一緒に考えられるのでしょうけど、委員会としてはあと

2 回しかないので、11 月に結構具体的な話をしていかないと大変なのかなと思う。その

点は大丈夫でしょうか。内容が詰め切れるのかなという気がしています。1月に開催さ

れる 3回目の委員会が最後になるので。 

●事務局 

確かに、委員会の開催は今回も含め 3回でお示ししている。場合によっては、もう 1

回開催することも検討したいと思っております。 

●委員 

今年度中にできればよいのですが、場合によっては先送りになってもしかたないよう

に思う。佐賀市のほうでしっかりしたプランがあって、具体的に示していただければ安

心なのですがその辺どうですか。 

●事務局 

ご不安になられる部分はあるかと思いますけども、基本的に先ほど説明しましたとお

り、11 月の委員会では、モニタリングのデータ解析の結果を受けて排水計画をどうす

るかとか、あるいは今日ご指摘をいただいた点もございますので、そこを 1 回クリアす

る形で早めに 2回目を開催したいと考えています。 

追加指定の分はもう発掘調査は既に完全に終わっておりますので、新たに発掘調査を

するということもございませんので、まずは、あそこをどう整備するかというプランを

きちんと次回お示しができればというふうに思います。 

●委員 

先走って申し訳ないですけど、佐賀市のほうではここはどんな形で整備されようと思
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っているのでしょうか。 

●事務局 

管理上の問題をどうするかっていうのを、沿岸道路の事務所と打合せをしている途中

ですので、そことどういう折り合いをつけながら整備をするかというのは今後なのです

けども、実際に建物などの遺構が出ておりますのでできるだけ遺構表現をしながら整備

をするというのが基本になるかと思います。ただ、その全面発掘をしているわけではな

いので、その辺をどこまで遺構として表現するか、そこは設計の中で考えていく必要あ

るかと思いますけども、基本的には表示をしながら整備をするということで考えていま

す。 

●委員 

承知をいたしました。堤外地の樹木などについてはどのようにお考えでしょうか。 

●事務局 

今生えている樹木はそのまま残す予定です。ただ樹木の下のほうに竹や笹が生えてい

るのですが、それらは伐採する方向で考えています。 

●事務局 

追加指定用地が 2か所に分かれています。川沿いのほうはあまり整備をするというよ

りも、自然地形をそのまま残す方向で考えたいと思います。 

整備をするとしたら、発掘を十分した堤内地の整備になるかと思います。中心になる

のは、そちらのほうの整備が主になるかと思います。 

●委員 

わかりました。指定地内で唯一木陰があって、わりあい景色にも変化があって、悪く

ない場所だなと思った。 

●会長 

それでは、用意された議題は以上です。ありがとうございました。事務局にお返しし

ます。 

●事務局 

有馬会長、ありがとうございました。今回の会議で頂だいた御意見につきましては、

事務局のほうで整理をいたしまして検討を進めさせていただきたいと思います。 

また、作業を行う際に委員の方々に個別に御相談させていただくこともあるかと思い

ますので、今後ともご協力のほどよろしくお願いいたします。 

なお、次回の会議につきましては、先程もありましたけども改めて日程調整をさせて

いただきたいと思います。 

それでは、本日の会議はこれで終了させていただきます。長時間にわたりありがとう

ございました。 


