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３章 基本方針
(1)

全体構想
ア

前文


韮山反射炉は、幕末期に築造された大砲製造工場の跡として、近代製鉄技術
の伝播を物語る貴重な物証である。そして、その中心を担った金属溶解炉で
ある反射炉本体は、稼働を終えたのち約 150 年が経過した今もなお、地域住
民の理解・協力の下に適切な維持・修復を重ねながら往時の姿をとどめ、歴
史の証拠として見る者すべての心に深く刻まれる。私たちは、先人たちによ
り守り継がれてきた反射炉本体と関連施設跡の歴史的変遷を十分理解・尊重
した上で、さらなる調査・研究を通じて必要な保存の措置を講じ、この貴重
な資産を確実に後世に継承していかなければならない。



韮山反射炉が持つ本質的な価値は、現存する反射炉本体、周囲の地下遺構、
河川から成る大砲製造に関わる産業システムに深く関連している。来訪者が
この産業システムを容易に理解・体感できるよう、視覚化や関連施設とのネ
ットワーク化などによる解決・改善の方法を示し、実行する。



稼働当時に水田地帯であった周辺環境は、その後の土地利用形態の変容によ
り、農地が断片的に残る景観に徐々に変化してきた。しかし、三方を丘陵に
囲まれ南西側に平坦地が開けているという変わらぬ立地環境から、来訪者が
より強く往時を想い描くことができるよう、現在の景観の維持・改善を行う。



韮山反射炉は、地域住民の身近な文化的シンボルとして、また、郷土の偉人
である江川英龍の功績を物語る遺跡として、さらに、伊豆地域の貴重な観光
交流資源としての役割を果たしてきた。今後は、地域資源・情報発信拠点と
して効果的に公開活用していくことにより、世界の宝として、また、地域の
文化的シンボルとして維持・発展を図っていく。

イ

あるべき将来像
将来にわたり、訪れる誰もが「幕末期における近代製鉄技術導入への挑戦を物語
る空間」であることを実感できることが重要であるとの観点から、４つの視点から
成る韮山反射炉のあるべき将来像を定義する。
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守る：シンボルである反射炉本体とその関連施設の保存強化
現存する反射炉本体は、近代製鉄技術の伝播を物語る貴重な物証であるとと
もに、韮山反射炉が辿った変遷・展開を象徴するシンボルとしての役割を果た
している。したがって、その材料・構造の保存強化はあるべき将来像の実現に
向けて必要不可欠である。先人から引き継いだこの反射炉本体を確実に後世に
継承していくために、後年の修復において耐震性の確保を目的として壁体の外
面に設置された鉄骨トラスを含め、構造体としての維持を図ることとする。そ
のためには、真実性の観点から築造当時の煉瓦の保存を最優先する修復方法の
調査研究を実施し、その結果を修復に反映させることとする。
また、稼働当時に存在した反射炉本体周辺の施設等については、文献・資料
調査及び発掘調査の実施を通じ、遺構の確認・保存を行うこととする。

伝える：大砲製造に関わる産業システムの視覚化による来訪者等への理解増進
近代製鉄技術の伝播を理解するためには、現存する反射炉本体に加え、地下
遺構として残る関連施設及び動力源となる水を供給した河川部分が一体となっ
て機能した大砲製造に関わる産業システムの理解が不可欠である。
今後は、その産業システムに関する来訪者等の理解増進を図ることを目的と
して、反射炉本体を中心として機能した構成・構造を視覚的に認識できるよう
にするために、遺構表示施設の設置や樹木伐採等により周辺環境の状況を改善
し、ガイダンスセンターなどと相互に補完し合うような説明・情報提供を行う。

高める：大砲製造工場としての姿を想い描き理解できる景観の維持・改善
将来にわたり、来訪者等が稼働当時の景観を想い描き、現在地に大砲製造の
場が築造された意義を深く認識できるようにすることが大切である。
そのために、複数の視点場から、大砲製造工場として機能した反射炉本体と
その他の関連施設及び隣接する河川の立地環境等が容易に理解できるような説
明・情報提供を行うとともに、地域住民の理解・協力の下に良好な景観を維持
し、必要な修景を行うこととする。

活かす：地域のシンボル・拠点としての持続可能な公開活用
世界文化遺産の構成資産として登録されて以降、韮山反射炉は今まで以上に
注目を集める存在となった。しかし、今後ともこのような状況を継続していく
ためには、地域社会全体がその本質的価値や世界文化遺産としての顕著な普遍
的価値を理解し、その意義・重みを深く認識することが重要である。その上で、
地域の歴史的・文化的シンボルとしてのみならず、地域の振興及び情報発信の
拠点としても、持続可能な公開活用の施策を進めることとする。
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(2)

方針
あるべき将来像を目指した方策を講ずるにあたっての方針を次のとおり設定する。
ア

調査研究の推進：
『守る』
(ｱ)

文献・資料調査
これまでと同様に重要文化財「韮山代官江川家関係資料」をはじめとする文献・
資料調査を継続して行い、大砲製造に関わる産業システムの稼働状況及び築造か
ら運営・操業・廃止・保存に至るまでの記録を明らかにする。

(ｲ)

発掘調査
現地に残る遺構等の状況を発掘調査によって明確化し、反射炉本体と一体化し
た大砲製造に関わる産業システムの確認・解明を目指す。調査は、遺構の保存の
観点から最小限の規模で行い、修復・公開活用の施策に効果的に反映させること
ができるようにする。

(ｳ)

反射炉本体修復に関する調査
定期的かつ永続的な修復が必要となる反射炉本体について、その修復工法の選
択に必要な調査・実験を計画的に行う。
また、煙突部外壁煉瓦の維持・修復において有効となる可能性がある漆喰塗に
ついて、将来的な修理工事における採用可能性を判断するために必要な調査・実
験を計画的に行う。

(ｴ) 来訪者調査
①来訪者の資産への影響の程度、②駐車場・便益施設の充足度、③資産の理解
度及び江川邸をはじめとする市内他施設への周遊性等を確認するための調査を行
い、来訪者管理戦略を定める上での資料とする。
なお、来訪者管理戦略については、調査結果の分析等を踏まえた上で平成 30
（2018）年度以降に作成する。
(ｵ)

モニタリング
経年の変化を把握するために作成したモニタリング・カルテに基づきモニタリ
ングを行い、年次ごとの結果をまとめた年次報告書を作成する。

イ

建造物・遺跡の材料・材質・構造の保全・強化・安定化：
『守る』
各要素について、モニタリングを通じ確実な保全・修復の措置を行う。
(ｱ)

修復・補強措置の実施
モニタリングによって明確となった材料の劣化、構造の不安定化の状況に応じ、
専門家等の知見及び必要な調査研究の成果等に基づく十分な検討を踏まえ、必要
な修復の措置を行う。

ウ

構成資産・エリアにおける大砲製造に関わる産業システムの明示・説明：
『伝える』
大砲製造に関わる産業システムの理解増進を図るため、資産及びその周辺におい
て適切な動線を定めた上で、システム全体及び個々の要素のつながり・役割につい
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て説明を行い、江川邸への誘導も行う。
(ｱ)

解説板の設置・更新
明治日本の産業革命遺産の概要及び同遺産における韮山反射炉の位置付け並び
に大砲製造に関わる産業システムを示す解説板を新たに設置する。表記は多言語
とする。
地下遺構を含む構成要素の解説板は、各構成要素が果たした機能・役割等をよ
り的確に伝えるために統一的な意匠・形態のものを設置し、系統的な情報提供に
努める。老朽化した解説板は更新を図る。表記は可能な限り英語表記を導入する。

(ｲ) 遺構表示等の設置
史跡指定地内と河川部分から成る大砲製造に関わる産業システムの全体像の理
解増進を図るために、既存の平面表示を改善する。文献・資料調査及び発掘調査
によって新たに明らかとなった地下遺構等の構成要素は、調査研究の成果を駆使
し、地表面に表示等を行う。
また、遺構表示等の設置に伴い、必要に応じた園路整備を行う。
(ｳ)

江川邸への誘導
大砲製造に関わる産業システムの理解増進を図るため、来訪者を江川邸に誘導
する。

(ｴ)

その他
解説板・遺構表示等を補完する位置付けとして、パンフレットの内容、現地ガ
イドによる説明、ガイダンスセンター・江川邸での展示・解説等との連動性の向
上を図る。
また、稼働停止以降に史跡指定地内に設置された池等の人工構造物及び樹木等
については、適切な改善の措置を行う。

エ

景観の観点からの修景：
『高める』
(ｱ)

緩衝地帯も対象とした景観の維持・改善
緩衝地帯内のアクセスルート沿いを中心として周辺景観の維持・向上・改善を
行い、民有地における適切な景観形成の誘導を図る。

(ｲ)

動線と視点場の確保
大砲製造に関わる産業システム及び韮山反射炉の立地条件を把握できるような
動線・視点場を確保する。視点場ではモニタリングにより展望景観の変化を把握
し、修景等の対応を講ずる。

(ｳ)

条例等に基づく適切な景観形成誘導
市景観計画・市屋外広告物条例等に基づき、適切な景観形成の誘導を図る。
また、必要に応じて関係計画・条例等の見直しを行う。

オ 文化的資源・情報発信の拠点としての公開活用：『活かす』
(ｱ)

地域住民の理解増進と参画
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調査研究成果等に関するシンポジウム、発掘調査・修復の公開及び説明会の実
施等を通じて地域住民の保全意識の醸成を図り、行政と協働することにより地域
住民が主体的に情報発信活動に参画できるよう支援する。
(ｲ)

学びの場としての機会・機能の充実
現地のみならずガイダンスセンターの利用も視野に入れ、大砲製造の工程を体
感できる体験型の学習機会を提供するなど、学びの場としての機会・機能の充実
を図る。

(ｳ)

市内観光の情報発信拠点としての公開活用
ガイダンスセンターとの一体的な運用の下に、市内に所在する豊富な文化・観
光施設の情報発信拠点として公開活用し、滞在型観光に向けた取組を行う。

(ｴ)

関係者の能力開発（キャパシティビルディング）
日常の管理保全を担う市・現地ガイド・地域コミュニティ等の全ての関係者に
ついて、研修等を通じ管理保全能力の向上を図る。

カ

事業の推進
(ｱ)

管理保全体制の維持・強化
明治日本の産業革命遺産の全体に係る統一的な体制の下に共通の方針に基づく
管理保全を行うとともに、庁内関係部局による横断的な連絡体制の維持・強化を
図る。

(ｲ)

事業の管理・運営
事業の進捗については、市世界遺産課が国・県・市関係部局との連携の上で管
理・運営を行う。
また、事業を効率的かつ効果的に推進するため、継続的に事業の評価・見直し
を行い、最適化に向けた改善を行う。
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４章 調査研究
本章においては、３章において設定した「あるべき将来像」を目指すための方針のア
に掲げた「調査研究の推進」に関する具体的な内容・手法・手順を示す。
(1)

文献・資料調査
ア

公益財団法人江川文庫所蔵資料群の調査研究
平成 25（2013）年度から実施している、公益財団法人江川文庫が所蔵するおよそ
10 万点にのぼる江川家伝来の資料群（古文書・古写真・古絵図等）の中から「反射
炉御取建中日記」をはじめとした韮山反射炉に関係する資料を抽出して翻刻・調査
研究を行う作業を、継続して実施する。
また、その結果を基に、大砲製造に関わる産業システムの稼働状況、築造から運
営・操業・廃止・保存に至るまでの記録類に関する調査研究を行う。
翻刻・調査研究の実施にあたっては、これまでと同様に伊豆の国市史跡等整備調
査委員会世界遺産部会6による指導の下に計画的に進める。
調査研究成果については調査報告書を刊行して広く周知を図り、今後の修復・公
開活用事業に反映させる。

写真 13 「反射炉御取建中日記」の表紙（公益財団法人江川文庫蔵）

写真 14 「反射炉御取建中日記」の本文（公益財団法人江川文庫蔵）
6

伊豆の国市史跡等整備調査委員会の下に専門部会として設置された組織。韮山反射炉に関する資料群に
関する専門的な調査研究・検討等を行う。
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イ

その他の関連資料の調査研究
公益財団法人江川文庫所蔵資料群のほか、東京大学史料編纂所所蔵資料及び旧韮
山村・旧韮山町の役場文書等の関連資料についても、上記アと同様の手順により調
査研究を進める。

(2)

発掘調査
反射炉本体及び周辺地区における古絵図との照合、大砲製造に関わる産業システム
の確認・解明、さらには産業システム全体に対する理解を増進するために、地下の遺
構・遺物の情報収集を目的として発掘調査を実施する。
調査の検討・実施にあたっては、伊豆の国市史跡等整備調査委員会韮山反射炉整備
部会を母体とし、さらに産業考古学・冶金技術等の専門家の参画も得て構成する調査
指導委員会を設置する。
調査では、文献・資料調査において確認された反射炉及び周辺地区の所見について、
地下遺構の内容確認・残存状況の検証を行う。具体的には、文久３（1863）年「反射
炉小屋場御用地麁絵図」
（本計画の 10 ページ図５参照）に記載された反射炉本体と周
辺施設群の構造・配置を現地において三次元的に把握するとともに、後世の災害・改
変によって影響を受けている部分を確認する。特に、以下の項目に関する調査を優先
的に考慮し、調査実施計画を策定する。
①

各施設の位置関係及び軸方向等の全体構造の確認

②

大砲製造に関わる産業システムにおいて重要な機能を担った「本錐台小屋」
・
「仮
錐台小屋」の周辺遺構及びそれらの残存状況の確認

調査にあたっては、来訪者に対する安全確保のために調査箇所を限定して計画的に
実施することとし、現地説明会等を通じて積極的な情報発信を行う。
なお、調査によって得られた情報を基に遺構表示等の設置を行うこととするが、設
置にあたって地下遺構への影響範囲の確認等が必要となった場合には、逐次追加調査
を実施することとする。
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図 20 古絵図における関連諸施設の配置と過去に実施した発掘調査の区域との照合図
(3)

反射炉本体修復に関する調査
ア 煙突部外壁煉瓦
モニタリングを通じて、構成要素の部位ごとに劣化状況の進行等を把握する。
また、古写真からは築造時に煉瓦を保護するために漆喰塗が施されていたことが
判明していることから、次回以降における反射炉本体の修復時に漆喰塗を採用でき
るか否かを判断するために、試供体を作成するなどして必要な実証実験を計画的に
行う。
なお、実証実験は可能な限り来訪者が見学できる環境で実施し、実験経過につい
ても現地説明会等を通じて積極的な情報発信を行う。
イ 煙突部内壁煉瓦
平成 27（2015）年度から実施している温湿度計測調査の結果を踏まえ、寒暖・湿
度変化等が与える影響を分析し、修復に反映させる。
ウ その他
石積み部・補強鉄骨部・天蓋部について、モニタリングを通じて劣化状況の進行
等を把握する。
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(4)

来訪者に関する調査
来訪者を対象として次の調査を行い、その特性・傾向等を分析し、今後の公開活用
事業に反映させる。
ア

来訪者の資産への影響の程度
来訪者による落書き及び地表面の損傷等、資産への悪影響を調査し確認する。

イ

駐車場・便益施設の充足度
来訪車両数の調査、来訪者に対する聞き取り又は書面によるアンケート調査を行
い、駐車場・トイレ・誘導サイン・芝生広場等の施設・設備の利便性及び取り組む
べき事項等を確認する。

ウ

資産の理解度及び江川邸をはじめとする市内他施設への周遊性
来訪者に対する聞き取り又は書面によるアンケート調査を行い、資産の理解度及
び立ち寄り先、日帰り・宿泊の別など市内他施設への周遊性を確認する。

(5)

モニタリング・カルテ及び年次報告書の構成とその運用
モニタリング・カルテは韮山反射炉の現時点における情報を網羅的・体系的に集約
したものであり、将来にわたり定期的に状況をモニタリングしていく上での起点とな
るものである。
また、材料の摩耗、構造の緩み・孕みなど、劣化・風化又は後代の改変の状況を把
握し、適切な処方を行う上での判断材料となるものでもある。
市では、平成28（2016）年12月までに、反射炉（連双２基４炉）
・地下遺構・石碑・
河川（延長144ｍ）・緩衝地帯をモニタリングの対象として、それぞれ調査台帳及び部
位・視点場ごとに図面等を記載した個票を作成した。上記の調査台帳・個票から成る
モニタリング・カルテに基づきモニタリングを実施し、負の影響が確認又は予見され
た場合には、速やかに原因の除去又は影響を軽減させるための対策を実施する。
年次報告書は、モニタリング・カルテに基づき実施したモニタリングの結果等を１
年ごとにまとめたものであり、毎年度韮山地区管理保全協議会において確認・合意し
た後に、明治日本の産業革命遺産保全委員会に報告する。
なお、年次報告書については、本計画108ページに掲載した付属資料10を参照された
い。
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調査台帳
構成資産(区分)名称
韮山反射炉（史跡指定地）
構成要素
調査日時
2016年●月●日
天候
職●● 氏名●●●●
調査者
調査起点
番号

調査項目

1
（１）
（２）
（３）
（４）
（５）
２
（１）
（２）
（３）
３
（１）
（２）
（３）
（４）
４
（１）
（２）
（３）
（４）
（５）
５
（１）
（２）
（３）
６
（１）
（２）
（３）
（４）
７
（１）
（２）
（３）
（４）
（５）
８
（１）
（２）
（３）
９
（１）
（２）
（３）
（４）
７
（１）
（２）
（３）
（４）
（５）
８
（１）
（２）
（３）
９
（１）
（２）
（３）
（４）

北炉A煙突部
東面
西面
南面
北面
天蓋部
北炉A炉体部
東面
西面
北面
北炉A炉体内部
ロストル
炉床
岬
地下遺構
北炉B煙突部
東面
西面
南面
北面
天蓋部
北炉B炉体部
東面
西面
南面
北炉B炉体内部
ロストル
炉床
岬
地下遺構
南炉A煙突部
東面
西面
南面
北面
天蓋部
南炉A炉体部
西面
南面
北面
南炉A炉体内部
ロストル
炉床
岬
地下遺構
南炉B煙突部
東面
西面
南面
北面
天蓋部
南炉B炉体部
東面
南面
北面
南炉B炉体内部
ロストル
炉床
岬
地下遺構

調査結果
指摘なし 経過観察

改善予定業況等
改善策の具体的内容又は改善できない理由
番号

影響要因
環境変化
自然災害
観光圧力
その他

反射炉（連双２基４炉）
曇
2016年●月●日

影響要因
要是正

特記事項

(番号で記入)

個
区分
調査日時
調査者 職
箇所

部位２
全体

大規模

小規模

1個分

孕

緩み・孕み
崩れ・落下

緩み・孕み
崩れ・落下

異常なし

部位３
割れ
個 欠け
レンガ
別 風化
その他

反射炉（連双２基４炉）
天気
調査起点

観察結果
時間的規模(前年度比)

破損状況
東面

票

史跡指定地
構成要素
2016年－月－日
氏名

進行中

散発的

北炉A煙突部
部位１
晴
2016年－月－日

備考

変化なし

観察結果
－
－
－
－

図面

改善(予定)年月

1:樹木 ２：昆虫 ３：菌類 ４：経年劣化
５：火災 ６：落雷 ７：風水害 ８：土砂災害 ９：地震 10：津波 11火山災害
12：来訪者等による人為的行為
13：その他

図21 モニタリング・カルテ調査台帳（例）
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図22 モニタリング・カルテ個票（例）

５章 建造物・遺跡の修復

５章 建造物・遺跡の修復
本章においては、３章において設定した「あるべき将来像」を目指すための方針のイ
に掲げた「建造物・遺跡の材料・材質・構造の保全・強化・安定化」に関する具体的な
内容・手法・手順を示す。
(1)

史跡の本質的価値を構成する要素及び世界遺産の顕著な普遍的価値に貢献する構成
要素の修復
ア

反射炉本体
現状における煙突部外壁煉瓦の劣化状況を踏まえ、劣化箇所の修復を優先して行
うための緊急的な措置として、次回の修復を短期（６年以内）に実施・完了する。
工事実施時には、来訪者に対する安全確保の措置を講じた上で可能な限り工事の状
況を公開し、現地説明会等を通じて積極的な情報発信を行う。
また、築造当時の煉瓦の保全方策として有効であると考えられる煙突部外壁煉瓦
への漆喰塗について、次回以降の修復における採用の可能性の検討材料とするため
に、その効果等に関する実証実験を短期において開始する。実証実験は、試供体を
作成するなどして実施する。
なお、次回以降の修復については、煙突部外壁煉瓦に対する漆喰塗の実証実験も
含めた調査・研究成果及び今後の保存修復技術の向上の可能性等を考慮し、
「構造体
としての維持」及び「築造当時の煉瓦の保全」を図るための最善の方策を十分に検
討した上で適切に行うものとする。

(ｱ)

煙突部
ａ 外壁煉瓦
短期における修復においては、劣化の著しい煉瓦について、例えば煉瓦の表
面の劣化部分のみを切除し凹部に成形した新規煉瓦をはめ込むなどの手法によ
り、必要最小限の範囲で煉瓦の差し替えを行う。
差し替える煉瓦の選択基準は、これまでの調査を基に作成した電子カルテデ
ータ及びモニタリングを通じて確認された劣化状況等を精査した上で設定する。
具体的には、元の表面からの劣化等の度合いについて一定の基準を設定し、
その基準を超えて進行している煉瓦を差し替えることとするほか、亀裂が生じ
ている又は隅角部の浸食が著しい煉瓦についても選択基準設定の対象とする。
ｂ 内壁煉瓦
大地震等による煉瓦の崩落を防止するため、短期における修復において、事
前に補強方法の検討及び温湿度調査の結果分析等を行った上で工事を実施する。
ｃ 次回（短期）以降の修復の方向性
構造体としての維持が図られるとともに、漆喰塗による耐久性・可逆性等を
総合的に検証した結果等も踏まえ、極力築造当時の煉瓦の維持が図られる工法
により修復を行う。
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(ｲ)

石積み部
これまでの調査によって表面の風化、薄片の剥離、菌類等の発生が確認されて
いるため、短期における修復において適切な補修及び菌類等の除去を実施する。
補修方法は、表層の剥離が進行している箇所に対する表層強化処理、石材が欠
損している箇所に対する擬石補修等が考えられるが、引き続き精査を行い決定す
る。

イ

地下遺構
昭和63（1988）年度に実施した発掘調査によって側壁及び床面の遺構が確認され
た鋳台跡については、脆弱な木製であり、各部ともに一部分のみ遺存していたこと
から、現状どおり地中にて保存する。
その他、今後の発掘調査において文献・資料により稼働当時存在していたと考え
られる炉体部の覆屋・シャチ台、各種小屋等の地下遺構を確認した場合には、適切
に保存し、地表面に遺構の平面規模の表示施設等を設置する。

ウ 河川部分
モニタリングを通じて破損等が確認された場合には、適切な補修を行う。
また、災害等により大規模な損傷を受けた場合には、護岸の強度を確保した上で、
景観に配慮した材料・材質により復旧を行う。
(2)

史跡の本質的価値を構成する要素及び世界遺産の顕著な普遍的価値に貢献する構成
要素と密接に関係する要素の修復
ア 反射炉本体の補強鉄骨
これまでの調査によって構造上の健全性が確認されているが、部分的に塗装の剥
離及び錆の発生等が見られるため、短期における修復において現状の塗膜を除去し
再塗装を実施する。
イ 反射炉本体の天蓋
概ね健全な状態であるが、部分的に塗装の剥離及び錆の発生が見られるため、短
期における修復において補修する。ただし、煙突内部の温湿度データ観測の調査結
果から、現在の密閉式の天蓋が煙突部内壁煉瓦に悪影響を与えている又は今後与え
得ると判断された場合には、通気を確保できる形式への取替を行う。
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６章 大砲製造に関わる産業システムを視野に入れた構成資産の公開活用
本章においては、３章において設定した「あるべき将来像」を目指すための方針のウ
に掲げた「構成資産・エリアにおける大砲製造に関わる産業システムの明示・説明」に
関する具体的な内容・手法・手順を示す。
(1)

地区区分（ゾーニング）
来訪者の大砲製造に関わる産業システムの理解増進に向けた公開活用をより的確に
進めるために、史跡指定地・世界遺産登録地を対象として以下のとおり地区区分（ゾ
ーニング）を行い、各地区（ゾーン）の概要・特性に応じた公開活用の手法を示す。
なお、本計画対象地全体の地区区分等については、次章（７章）において示す。
ア

地区の概要
名称

反射炉ゾーン
関連施設跡ゾーン

地区の概要・特性
・連双２基４炉の反射炉本体が立地する区域で、全域が史跡
指定地
・大砲製造に関わる関連施設が存在した区域で、全域が史跡
指定地
・関連施設跡ゾーン内に存在した大砲の砲身をくり抜く施設

河川ゾーン

（錐台小屋）の水車に動力となる水を供給した河川の区域
で、全域が準用河川・景観重点整備地区指定地

64

６章 大砲製造に関わる産業システムを視野に入れた構成資産の公開活用

反射炉ゾーン
関連施設跡ゾーン
河川ゾーン

図 23 資産における地区区分（ゾーニング）図
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イ

公開活用の手法
(ｱ)

反射炉ゾーン
煙突・炉体が完全な形で残る貴重な反射炉の遺構であり、維持管理及び修復を
通じて確実に保存する。調査・修復等を実施する場合は、来訪者の確実な安全確
保の措置を講じた上で可能な限り公開とする。
例）
・調査・修復等の実施・公開 など

(ｲ)

関連施設跡ゾーン
来訪者の理解増進のための施設設置を行うとともに、本質的価値にそぐわない
工作物等について積極的な改善を行う。
また、発掘調査を実施する場合は、来訪者の確実な安全確保の措置を講じた上
で可能な限り公開とする。
例）
・石碑・大砲等の展示の継続
・遺構表示等の設置・改善
・解説板の設置・更新
・樹木の伐採
・池の撤去
・発掘調査の公開及び説明会の実施 など

(ｳ)

河川ゾーン
大砲製造に関わる産業システムにおいて果たした役割及び史跡指定地との立地
関係の理解増進を図るための環境の創出、河川部分と史跡指定地との位置関係を
視覚的に認識することが可能である北東部公園への誘導を図るための園路・誘導
標識等の設置を行う。
例）
・解説板の設置
・誘導サインの設置 など

(2)

動線
ア

来訪者の動線
(ｱ)

韮山反射炉までの動線
大部分を占める観光バス・自家用車等での来訪者に対しては、現在と同様に、
スムーズな来訪及び周辺での混雑緩和を目的として市が推奨ルートとして設定し
誘導サインを設置している伊豆中央道江間インターチェンジからの来訪を呼びか
ける。
伊豆箱根鉄道駿豆線伊豆長岡駅から徒歩による来訪者についても、現在と同様
に市が安全性等を考慮して設定し誘導サインを設置している経路を動線とする。
同駅から運行している歴バスのる～らについては、関係機関等との連携により周
知・利便性の向上を図るなど、利用者の増加に向けた取組を行う。
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駐車場については、充足度等に関する継続的な調査を実施する。調査結果の検
証を通じて収容能力が不足している又は今後不足する可能性があると判断された
場合には、以下の措置を講じることとする。
①

自家用車での来訪者に対して、近隣の公共施設の駐車場への駐車を指示す
る。市は、当該駐車場から韮山反射炉までの間において無料シャトルバス
を運行し、送迎を行う。

②

観光バスの運行者に対して、乗客の乗降時以外には近隣の公共施設の駐車
場への駐車を指示する。

(ｲ)

韮山反射炉及び周辺での動線
来訪者の適切な入場管理及び大砲製造に関わる産業システムの効果的な理解増
進を図ることを目的として、来訪者の動線を次のとおり設定する。
①ガイダンスセンター⇒ ②史跡指定地⇒ ③北東部公園⇒ ④南側茶畑展望台

構成資産範囲
来訪者の動線
アクセスルート

駐車場

図 24 動線図
来訪者は、まず①ガイダンスセンターにおいて入場受付を行う。その後、パン
フレット及びセンター内の展示・映像等により、明治日本の産業革命遺産の概要
及び同遺産における韮山反射炉の位置付け、韮山反射炉の歴史・価値等を学ぶ。
次に、②史跡指定地内において大砲製造に関わる産業システムが存在した空間
を体感するとともに、解説板・遺構表示、ガイドの説明等により知識を補完する。
その後、③北東部公園へと進み、大砲製造に関わる産業システムにおいて河川
が果たした役割・機能に関して視覚的に理解を深める。
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さらに、立地環境を視覚的に理解できるとともに、韮山反射炉と富士山という
二つの世界遺産の構成資産を同時に望むことが可能な④南側茶畑展望台に進む。
イ

動線となる園路等
動線となる園路等については、適切な維持管理を行う。遺構表示等の設置に伴い新
たな園路整備を行う場合には、既設の園路との統一性が取れた素材・色彩とする。

(3)

地形・環境の造成
ア 地形造成
稼働当時に存在せず大砲製造に関わる産業システムには関連を持たない池につい
ては、当該地を対象とする発掘調査の実施と併せて撤去する。
その他、修復・公開活用において必要となる発掘調査の実施、遺構表示施設の設
置、樹木の伐採等に伴う最小限の改変を除き、現在の地形を維持するものとする。
イ 給排水施設
給水施設については、既設の水流し場・埋設管を適切な維持管理の下に使用する
ものとし、地下遺構・景観等に及ぼす影響を考慮して新たな設備の設置は行わない
ものとする。
排水施設についても、既設の側溝・集水桝・埋設管を適切な維持管理の下に使用
するものとする。ただし、今後のモニタリングを通じ、既設の施設において十分な
排水機能が確保されず資産への影響が及ぶと判断された場合には、地下遺構・景観
等に及ぼす影響に最大限配慮した場所・工法を十分に検討した上で、必要な排水施
設の設置を行う。

(4)

修景・植栽
稼働していた当時、周辺一帯は水田地帯であり樹木は存在していなかったことを踏ま
え、真実性の観点も考慮し、新規の樹木植栽は原則として行わないものとする。
一方、現状の植栽については、次の方針に基づき維持・整理を行うものとする。
なお、方針に基づき樹木を伐採する場合には、事前に地域住民等に対しその目的・意
義等について十分な説明を行った上で広く理解を得るように努めるものとする。
方針Ⅰ）周辺の人工構造物に対する遮蔽機能又は緑陰としての役割を果たす樹木、
また、来訪者にとってその姿が四季の移り変わりを感じる魅力として定着
している樹木については、今後とも剪定等の実施による適正な維持管理を
行う。ただし、今後の調査研究により地下遺構への影響が及ぶ可能性があ
ると判断された場合には、改めて伐採の必要性について精査した上で必要
な措置を講ずる。
例）
・北側の樹木（北側を通過する市道に対する遮蔽機能、緑陰機能）
・南側から西側に続く樹木（四季を感じる魅力、緑陰機能）
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方針Ⅱ）大砲製造に関わる産業システムにおいて河川が果たした役割について来訪
者の視覚的な理解増進を図るため、北東部公園から反射炉本体を望む場合
に展望の阻害となる樹木については伐採を行う。
例）
・池の北側の樹木
方針Ⅲ）今後の発掘調査における調査対象地内又は付近に該当する可能性がある樹
木については、事前にその樹木が果たす機能・役割等を十分に勘案した上
で、必要に応じて伐採を行う。
例）
・大砲及び大砲復元物周辺の樹木
・池の周囲（北側を除く）の樹木
・河川との境界付近の樹木

図 25 上記(4)において示した樹木の維持・整理の方針を表す図
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(5)

案内・解説施設
上記(2)ア(ｲ)で示した韮山反射炉及び周辺での動線に従い、来訪者の円滑な誘導及
び効果的な理解増進を図るために、既存の展示物及び案内・解説施設の維持・管理・
修繕・更新を行うとともに、必要に応じて新たに設置する。
ア

石碑等
反射鑪碑・反射炉詩碑については今後とも現在地において適切な維持・管理を行
い、劣化・き損等が生じた場合には適切な補修を行う。
また、それぞれの概要等を示す解説板を新たに設置し、可能な限り英語による表
記を導入する。
標柱については当該地を対象とする発掘調査の実施と併せて撤去し、撤去後はガ
イダンスセンター内において展示を行う。

イ

大砲等
今後とも現在地において適切な維持・管理を行い、劣化・き損等が生じた場合に
は適切な補修を行う。
大砲については、概要等を示す解説板を新たに設置する。
大砲復元物については、既存の解説板の表示内容の更新を行う。
いずれの解説板についても、可能な限り英語による表記を導入する。

ウ

誘導サイン
史跡指定地から北東部公園への誘導を図るため、北東部公園の入口付近に誘導サ
インを設置する。
誘導サインは、反射炉本体・ガイダンスセンターを含めた周辺景観との調和を図
るため、ダークブラウン系色を基調とした素材・意匠とする。

エ 解説板
明治日本の産業革命遺産の概要及び同遺産における韮山反射炉の位置付け並びに
大砲製造に関わる産業システムを示す総合解説板を、新たに設置する。板面の表記
は、日本語・英語・中国語・韓国語とする。
地下遺構を含む構成要素の解説板は、各構成要素が果たした機能・役割等をより
的確に伝えるために統一的な意匠・形態のものを設置し、系統的な情報提供に努め
る。老朽化した解説板は、更新を図る。
また、外国人の来訪者の理解増進を図るために、板面のスペース及び必要な情報
量等を精査した上で、可能な限り英語による表記を導入する。
オ

遺構表示等
コンクリート製の枠により位置・大きさを示す平面表示を設置している鋳台跡に
ついては、例えば遺構面との保護層を確保した上で掘り下げる、又は、遺構の状況
写真・推定復元図を枠内に表示するなど、より視覚的な理解を深めるための手法に
より改善を行う。
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また、文献・資料調査及び発掘調査によって新たに明らかとなった遺構について
は、それらの確実な保護を前提とした上で、より効果的な手法による遺構表示施設
を設置する。
基本的には、遺構の規模・配置・機能等を平面表示により示すこととするが、文
献・資料調査における記述・古写真等の分析により規模・構造等が明らかとなった
遺構については、その全体又は一部の構造の復元を視野に入れた研究を行う。
カ その他
南側傾斜面の茶畑に位置する展望台への誘導を促進する。
また、身体的な事情又は滞在時間の都合等により当地に赴くことができない来訪
者への対応として、当地からの眺望をガイダンスセンター内において映像等により
確認できる設備の設置を行う。
(6)

管理施設・便益施設
休憩施設として現在設置しているベンチについては、今後必要に応じ数量・配置場
所の見直しを行う。
トイレについてはガイダンスセンター内に設置されているものを使用することとし、
新たに設置しない。
反射炉本体の東側・南西側の見学スペースは周囲の地表面から概ね 1.2ｍ高い場所に
位置しており、周囲には石垣が設置されている。現在は来訪者の転落防止のための暫
定的な措置として、石垣に沿ってプラスチック製のプランターを設置している。今後
は来訪者の安全かつ快適な見学環境を確保するために、遺構の保存及び景観への影響
等を十分に考慮した上で囲柵等を設置するなど必要な措置を講じる。

(7)

公開活用施設
ガイダンスセンターにおいては、今後の文献・資料調査及び発掘調査の成果を踏ま
えた情報等を、パネル・IT 等を駆使して的確かつ分かりやすく発信する。
また、明治日本の産業革命遺産の 23 の構成資産が産業化の道程をいかに反映してい
るのか、その中に韮山反射炉がどのように位置付くのかについて統一的な情報を発信
するために、現施設の増築等により専用展示スペースを確保し、国が示す共通展示プ
ランによる設備を設置する。
受付において来訪者に配布している日本語版パンフレットについては、小中学生向
けのパンフレットを作成する。外国語版パンフレットについては、内容の充実を図り
更新する。
公益財団法人江川文庫が江川邸内において行う展示・公開については、当該公益財
団法人と十分な連携の下にガイダンスセンターでの展示等との連動性の向上を図ると
ともに、市は、当該公益財団法人に対して必要な支援・協力を行う。
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７章 緩衝地帯の景観の維持・向上・改善のための修景
本章においては、３章において設定した「あるべき将来像」を目指すための方針のエ
に掲げた「景観の観点からの修景」に関する具体的な内容・手法・手順を示す。
なお、緩衝地帯の全域が都市計画法に基づく市街化調整区域、伊豆の国市景観条例に
基づく景観重点整備地区、伊豆の国市屋外広告物条例に基づく第１種特別規制地域に指
定されている。
(1)

地区区分（ゾーニング）
緩衝地帯の景観の維持・向上・改善のための修景をより的確に進めるために、地区
区分（ゾーニング）を行い、各地区（ゾーン）の概要・特性に応じた手法を示す。
名称

ア

アプローチ
ゾーン

地区の概要・特性
資産へのアプローチとなる区域。道路・駐車場として利用している。
資産に隣接し、大砲製造に関わる産業システムの理解増進に向けて

イ

資産一体活用

資産と一体となった活用を行う区域。東側は、河川と史跡指定地の

ゾーン

立地環境の視覚的な理解増進を図るため、公園として開放してい
る。西側は、ガイダンスセンター・芝生広場として利用している。

ウ

エ

資産関連施設跡
ゾーン

文献・資料において関連施設の存在が示されており、大砲製造に関
わる産業システムと関連する可能性がある区域。現在は、民間商業
施設用地として利用されている。

その他

緩衝地帯の内、上記３地区を除く区域。西側・南側を稼働当時と同

ゾーン

じく山林が囲み、平地部は宅地・農地として利用されている。

資産範囲
アプローチゾーン
資産一体活用ゾーン
資産関連施設跡ゾーン
その他ゾーン

図 26 緩衝地帯における地区区分（ゾーニング）図
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(2)

景観の維持・向上・改善のための修景に向けた取組
ア アプローチゾーン
平成 25（2013）年度から平成 28（2016）年度にかけて景観及び資産への眺望に対
して最大限配慮した上で道路・駐車場の改良・設置を実施しており、従来に比べ大
幅に改善されている。
今後とも、来訪者の動線上に位置することを踏まえ、現在の良好な景観及び資産
への眺望を維持する。
さらに、地域住民等との連携の下に民有地における開発を制御し、沿道において
資産と調和する建築物・工作物の新築・増築・改築、樹木の植栽等を誘導するなど
の修景に向けた取組を行う。
イ 資産一体活用ゾーン
平成 27（2015）年度から平成 28（2016）年度にかけて、東側では公園整備を、西
側ではガイダンスセンター建設及び芝生広場整備を実施し、従来の景観は大幅に改
善された。
今後とも、来訪者の動線上に位置し資産と一体的な活用を図る施設であることに
加え、緑豊かなオープンスペースとして来訪者・地域住民等に潤い・やすらぎを与
える重要な景観要素であることも踏まえ、適切な維持・管理の下に現在の良好な景
観を維持する。
ウ 資産関連施設跡ゾーン
大砲製造に関わる産業システムと関連する施設が存在した区域である可能性があ
ることから、現在の土地利用の改変を行う場合には必要な学術的調査を行う。
現在は民間商業施設が立地しているため、その外観・屋外広告物等について所有
者との十分な対話を通じて良好な景観形成に向けた合意形成を図りつつ、適正な設
置・維持・改善に向けて誘導するなど、修景に向けた取組を行う。
エ その他ゾーン
世界遺産の顕著な普遍的価値に貢献する構成要素に対して物理的又は景観上の負
の影響が想起し得る範囲であることから、景観行政を所管する市都市計画課との緊
密な連携の下に、関係法令等に基づき無秩序な開発等を抑制するとともに、景観の
維持・向上・改善のための修景に向けた取組を行う。
道路・河川については、良好な景観形成の視点に基づく適切な維持管理及び必要
な修繕を行う。
山林については、適切な行政指導等により現在の良好な土地利用による景観の維
持を図る。
その他の宅地・農地等については、所有者・地域住民等との連携の下に、資産・
周辺環境と調和する建築物・工作物の新築・増築・改築、樹木の植栽等を誘導する
など、景観の保全・維持・改善を行う。
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また、区域内の案内看板・屋外広告物等については、所有者・管理者との十分な
対話を通じて良好な景観形成の目的・意義に関する理解増進・合意形成を図りつつ、
基準に基づく適正な設置・維持・改善に向けて誘導する。
オ その他
区域内の案内看板・屋外広告物等については、所有者・設置者との十分な対話を
通じて良好な景観形成の目的・意義に関する理解増進・合意形成を図りつつ、基準
に基づく適正な設置・維持・改善に向けて誘導するなど、修景に向けた取組を行う。
また、緩衝地帯の範囲外ではあるが、江川邸との間の車両用道路及び坦庵公思索
の道については、既存の誘導サインの適切な維持管理を行う。さらに、地域住民・
関係団体等との協働により、清掃活動の実施及びベンチの設置等をはじめとする利
用者の利便性・快適性の向上に向けた取組を推進する。
(3)

取組の推進体制
地域住民・関係団体等による美化・修景活動等の促進・支援を行う。
また、行政・地域住民・事業者・関係団体等の全ての関係者により、その意義・重
要性が十分に理解された上で主体的かつ効果的に活動が進められるよう、関係者間に
おける意見交換等を通じて合意形成を図るための連絡調整体制を構築する。
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８章 文化的資源・情報発信の拠点としての公開活用
本章においては、３章において設定した「あるべき将来像」を目指すための方針のオ
に掲げた「文化的資源・情報発信の拠点としての公開活用」に関する具体的な内容・手
法・手順を示す。
(1)

ガイダンスセンターの公開活用方法
ガイダンスセンターにおいては、展示・映像による知の提供に加え、室内のスペー
ス及び前面の芝生広場も効果的に利用し、来訪者の理解増進を図るとともに最新の研
究成果を広く発信していくものとする。
また、体験型の学習機会の提供及びイベントの開催等を通じ、リピーターの獲得及
び地域住民の繰り返しの来訪を促進する。
さらには、市内に所在する豊富な文化・観光施設の情報発信拠点としての機能・役
割を促進する。
ア

体験型学習の実施
キーホルダー制作を通じて鋳造工程を学ぶ鋳物づくり教室等、体験型学習を通じ
て興味・関心を高め知識を学ぶ機会を提供する。

イ

韮山反射炉を対象としたコンテストの実施及びその入賞作品の展示
韮山反射炉を対象とした写真・絵画等の各種コンテストの開催及びその入賞作品
の展示等を通じ、広く関心を高めるきっかけとする。

ウ

韮山反射炉講座の開催
韮山反射炉の歴史・価値等に関する最新の調査研究成果等について広く発信して
理解増進を図るために、韮山反射炉講座を開催する。
開催にあたっては、ニーズの調査・分析を通じて年齢層毎にテーマ・内容を設定
するなどターゲットを絞り、休日・夜間・連続での設定とするなど、より効果的な
企画運営を行う。

エ 企画展の開催
来訪者の幅広いニーズに対応してさらなる理解増進を図るため、また、小中学生
の学習の成果を広く発信する機会とするため、スペースを有効に活用して企画展を
開催する。
オ

市内他施設への周遊を促進するためのチラシ・マップなどの配布
市内での周遊を促進するため、市内の他の文化・観光施設のチラシ及び関連施設
を巡るマップなどを配布する。

カ

芝生広場における各種イベントの開催
地域住民が憩いの場としてより親しみを持ち、また、幅広い年齢層及びリピータ
ーの来訪意欲喚起を目的として、四季折々の花の展示会及びラジオ体操等の各種イ
ベントを開催する。イベントにおいては、韮山反射炉の理解増進を図るための工夫
を盛り込むよう努めるものとする。

75

８章 文化的資源・情報発信の拠点としての公開活用

「韮山反射炉の日条例7」に関する取組

キ

条例の周知・目的実現に向けて、上記アからカまでの取組を「韮山反射炉の日」
と定めた７月８日及びその前後の期間において集中的に実施する。
ク

市内他施設とのセット券の販売
来訪者の江川邸への誘導を図るため、韮山反射炉・江川邸の共通入場券の販売を
継続する。
また、その他市内の歴史文化・観光施設への誘導を図るため、関係団体との調整
を行い、利用者の利便性が高いセット券を販売する。

ケ

夜間開館日の設定
毎年５月中旬から６月中旬にかけて実施するライトアップ期間中に夜間開館日を
設け、市内宿泊客等の見学機会の拡大を図る。

(2)

地域コミュニティの参画の方法
文化的資源・情報発信の拠点として将来にわたり確実に公開活用していくためには、
地域コミュニティの果たす役割が必要不可欠である。したがって、修復・公開活用に
関する地域住民の意識醸成及び積極的な参画を図り、能力開発（キャパシティビルデ
ィング）を進めるために、次の取組を行う。
ア

市広報紙・ホームページなど各種媒体による積極的な情報提供
今後の修復・公開活用に向けた取組及び最新の調査研究成果に関する情報等につ
いて、市広報紙・ホームページなどをはじめとする各種媒体により、積極的な情報
提供を行う。
また、季節の見どころ及びイベント情報等の積極的な情報提供により、地域住民
の継続的な興味・関心の喚起に努め、来訪を促進する。
ホームページについては、閲覧者の要請に的確に応えるために内容の迅速な更新
及びさらなる充実を図る。

イ

管理保全に関する協議会等の積極的な公開
管理保全に関する取組の十分な周知を図り、資産の理解促進・価値保全を確実な
ものとするため、韮山地区管理保全協議会における会議内容等について積極的に公
開する。

ウ シンポジウム・講座・オペラ公演等の開催
歴史・価値・保全等に関する理解増進を図るために、修復・公開活用に向けた取
組及び最新の調査研究成果等に関するシンポジウム・講座、築造を指揮した江川英
龍を題材としたオペラ公演等を民間団体との協働により開催する。

7

韮山反射炉について、市民、事業者及び関係団体等がその価値を深く理解した上で保全に向けた取組に
参画するとともに適切な活用により地域の振興を図るため、７月８日を「韮山反射炉の日」として制定
した条例（平成 28 年７月１日付け公布伊豆の国市条例第 26 号）
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エ 発掘調査・修復工事等に関する事前説明会・現地公開
発掘調査・修復工事等を実施する場合には、興味・関心・理解の増進を目的とし
て、事前にその目的・必要性に関する十分な説明を行い、必要な安全確保の措置を
講じた上で公開する。
オ 協働に向けた各種団体の育成・支援
地域コミュニティと行政の協働による保全活動の取組を促進するため、価値の普
及、ガイド及び環境保全活動に関わる団体等に対し、情報及び活動の場の提供等を
通じて育成・支援を行う。
カ 各種団体による連絡調整体制（ネットワーク）の構築
各種団体による活動がより効果的なものとなるよう、関係者間においてそれぞれ
の活動に関する十分な情報を共有し、文化的資源・情報発信拠点としての公開活用
に向けた意見交換を通じて合意形成を図るための連絡調整体制を構築する。
キ 学校教育との連携による取組の推進
学校教育との連携により、次世代の保全の担い手である子どもたちが地域学習の
教材として学び、その成果として現地でのガイドの実施又はパンフレットの配布等
により直接来訪者に伝えることができるような機会を創出する。
ク 管理運営業務の積極的な地元団体への委託
地域住民自らが保全の担い手であることを認識する機会を創出するため、資産・
北東部公園・ガイダンスセンター・芝生広場・駐車場等の管理運営業務について、
積極的に地元団体に委託する。
(3) 公開活用にあたっての来訪者管理手法
本質的な価値を構成する要素及び世界遺産の顕著な普遍的価値に貢献する要素に対
する物理的な影響（被害）を未然に防止するために、地域住民等と協働の取組及び管
理保全に関わる人材育成等を行い、現在の管理保全体制の維持・強化を図る。
また、来訪者に関する調査結果の分析等を踏まえ、平成 30（2018）年度以降に来訪
者管理戦略を策定し、戦略に基づく来訪者管理を行う。
来訪者管理戦略は、来訪者の資産への影響の程度のみならず、駐車場・便益施設の
充足度、資産の理解度及び江川邸をはじめとする市内他施設への周遊性等に関する指
標をも含むものであり、必要に応じそれぞれの事項について適切な対策・改善を行う。
(4)

その他
着地型観光の推進に向けた取組の促進及び市内宿泊客の見学機会の拡大等を図るた
め、ライトアップを実施する。実施にあたっては、桜の開花期間中及び毎年５月中旬
から６月中旬にかけて韮山反射炉南側の河川において開催されるホタル鑑賞イベント
実施時期に合わせるなど、効果的な時期を選定する。
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９章 事業の実施
本章においては、３章において設定した「あるべき将来像」を目指すための方針のカ
に掲げた「事業の推進」について、本計画を確実かつ円滑に実施する観点から、事業の
具体的な実施スケジュール及び実施項目の優先順位並びにその実施に必要な推進体制に
ついて示す。
(1)

事業の実施スケジュール及び実施項目の優先順位
本計画は、平成 29（2017）年度を初年度として、概ね平成 48（2036）年度を目標最
終年度とする 20 か年計画とする。
計画期間は短期（６年以内）・中期（概ね６年間）・長期（概ね８年間）に区切り、
それぞれの時期区分及び事業実施の考え方を次のとおりとする。
なお、韮山反射炉の修復・公開活用において最優先すべき実施項目を反射炉本体修
復と設定し、短期に実施・完了する。
また、反射炉本体修復に次いで優先すべき実施項目を大砲製造に関わる産業システ
ムの視覚化に向けた施設設置と設定し、その実現に向けて必要な文献・資料調査及び
発掘調査、案内・解説施設の設置等を短期から段階的に進め、中期までに完了する。
・短期（６ 年 以 内）
：反射炉本体修復の実施・完了、大砲製造に関わる産業システ
ムの視覚化に向けた施設設置に必要な事業の実施、その他直
ちに着手が必要な事業の実施期間
・中期（概ね６年間）
：大砲製造に関わる産業システムの視覚化に向けた施設設置に
必要な事業の実施・完了、その他短期から継続的な実施が必
要な事業の実施期間
・長期（概ね８年間）
：短期・中期から継続的な実施が必要な事業の実施期間
上記のとおり設定した時期区分及び事業実施の考え方の下に、あるべき将来像の実
現に向けた取組を確実に推進するために、事業実施の優先度・効率性等を総合的に勘
案し、各期間における事業実施スケジュールを次のとおり、短期・中期における年次
毎の事業実施スケジュールを表 14 のとおり設定する。
ア 短期計画（平成 29（2017）年度～平成 34（2022）年度）
反射炉本体の修復に向けた調査・分析・設計・工事等を完了する。
また、大砲製造に関わる産業システムの視覚化に向けた施設設置に必要な文献・
資料調査及び発掘調査を段階的に実施する。
その他、直ちに着手が必要な事業を実施する。
・文献・資料調査（～中期）
・発掘調査（～中期）
・次回以降の反射炉本体修復に関する調査（～中期）
・来訪者調査（～長期）
・反射炉本体修復
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・反射炉本体修復後のメンテナンス・モニタリング（～長期）
・解説板の修繕・新設
・樹木の伐採、池の撤去（～中期）
イ 中期計画（平成 35（2023）年度～平成 40（2028）年度）
大砲製造に関わる産業システムの視覚化に向けた施設設置について、必要な文
献・資料調査及び発掘調査の実施、案内・解説施設の設置等を段階的に実施し、完
了する。
その他、短期から継続的な実施が必要な事業を実施する。
・文献・資料調査（短期から継続）
・発掘調査（短期から継続）
・次回以降の反射炉本体修復に関する調査（短期から継続）
・来訪者調査（短期から継続、～長期）
・反射炉本体修復後のメンテナンス・モニタリング（短期から継続、～長期）
・遺構表示等の設置
・樹木の伐採、池の撤去（短期から継続）
ウ 長期計画（平成 41（2029）年度～平成 48（2036）年度）
短期・中期から継続的な実施が必要な事業を実施する。
また、中期までの事業の進捗状況の確認・分析により、本期間に繰り延べて実施
することが適当又は新規に実施が必要と判断した事業を行うこととする。
・来訪者調査（短期・中期から継続）
・反射炉本体修復後のメンテナンス・モニタリング（短期・中期から継続）
エ その他
上記のほか、次の事業については全計画期間を通じて実施することとする。
・構成要素のモニタリング
・緩衝地帯のモニタリング・修景・保全
・ガイダンスセンターの公開活用
・地域コミュニティの参画
・人材育成・能力開発
・専門部会の運営
(2)

事業の実施スケジュールの見直し
各計画期間の完了時期が近づいた段階において、期間中における事業の進捗状況の
確認・分析を綿密に行う。その上で、次期に繰り延べることが適当である事業項目及
びその期間についての精査を行い、次期以降の事業内容・工程について必要な見直し
を行うこととする。見直しにおいては、状況に応じて事業の実施年次を繰り上げるこ
ともある。
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方向性・手法の検討・決定
煉瓦カルテ作成・修復データ入力
外壁煉瓦差替基準設定
基本設計
実施設計
工事実施
報告書刊行
修復後のメンテナンス・モニタリング
次回工事実施に向けた具体的な検討
次回工事実施

既存解説板修繕
総合・石碑・大砲等解説板新設
基本設計・実施設計
設置実施
報告書刊行（※③）
樹木の伐採の検討・実施（※④）
池の撤去の実施（※⑤）

(1)反射炉本体
修復

(1)解説板修繕
(2)解説板新設
(3)遺構表示等
設置

地域コミュニティの参画

人材育成・能力開発

専門部会の運営

8

9
(H23～)

(H28～)

(H27～)

(H27～)

(H23～)

(H28～)

(H25～)

(～H29.7)

～H28

以前
H29

●

H30

●

H31

●

●

○

H36

○

○

●

H35

●

○

H33

6 年後
H34

●

H32

短期
H37

H38

中期

長期
概ね 20 年後

●

(時期未定)

(時期未定)

(～次回工事)

●

●

●

12 年後
H39
H40

平成 29 年度までの調査成果に関する調査報告書を平成 30 年度から３か年（分冊）で、平成 30 年度から平成 35 年度までの調査成果に関する調査報告書を平成 36 年度にそれぞれ刊行
各調査年度の概要はそれぞれ翌年度に刊行する市文化財年報により報告し、調査最終年度の翌年度に調査報告書を刊行
調査報告書及び遺構表示等の整備報告書は統合形式により刊行
短期での実施は池の北側の樹木、中期での実施は発掘調査実施に合わせ伐採が必要な樹木
地下遺構に影響が及ぶ可能性があることから、池の付近（本錐台小屋跡と想定される箇所）における発掘調査（１期調査）に合わせ実施

ガイダンスセンターの公開活用

7

※①
※②
※③
※④
※⑤

緩衝地帯のモニタリング・修景

6

(4)環境阻害
要因除去

構成要素のモニタリング

の
観
点
か
／ ら
の
景 修
観 景

示
・
説
明

構
造
の
保
全
・
強
化
・
安
定
化

5

産
業
シ
ス
テ
ム
の
明

構
造
物
・
遺
跡
の
材
料
・
材
質
・

(4)来訪者調査

(3)次回以降の
反射炉本体
修復に関す
る調査

4

3

2

1

調
査
研
究

調査
調査報告書刊行（※①）
文献・資料調査の結果等を踏まえた検討
１期調査実施（遺構調査）
１期調査概要報告・報告書刊行（※②）
１期調査の結果を踏まえた検討
２期調査実施（整備データ収集）
２期調査報告書刊行（※③）
手法の検討・決定
準備（試験体製作等）
漆喰
実験
塗布・経過観察・分析・再実験
調査報告書刊行
来訪者に関する調査

策定
実施・進捗管理
進捗状況の分析等及び計画の見直し

個別事業

(1)文献・資料
調査
(2)発掘調査

韮山反射炉の保存・整
備・活用に関する計画

事業

表 14 事業実施スケジュール
９章 事業の実施

図 27 中期完了時（平成 40 年度末）の整備イメージ図

※ デザインなどはあくまでもイメージである。
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(3)

事業の推進体制
ア 推進体制
本計画において定める事業実施計画は韮山反射炉の管理保全と不可分一体のもの
であることから、韮山反射炉管理保全計画において定めた管理保全体制と同様の枠
組みの下に、より緊密な地域住民等との連携・協働体制により推進するものとする。
市は、韮山反射炉の管理保全における意思決定等を行う韮山地区管理保全協議会
の確認・指導及び地域住民等との緊密な連携・協働の下に、本計画において定める
事業実施計画を推進する。
庁内においては、世界遺産課による総合的な事業の進捗管理・調整の下に、文化
財課（文化財保護法所管）
、建設課（河川法所管）、都市計画課（景観法所管）等の
関係課間における緊密な連携とともに必要な人員の確保を図る。
また、稼働資産を含む産業遺産に関する有識者会議、伊豆の国市文化財保護審議
会、伊豆の国市史跡等整備調査委員会及び同委員会専門部会等の専門機関並びに内
閣官房、文化庁及び静岡県等の関係機関による幅広い見地からの指導・助言を十分
に受け、適切に反映させながら取組を進める。
以上の体制により、各種事業を円滑かつ確実に推進するとともに、事業の進捗状
況の把握及びフォローアップを適切に実施する。
なお、緩衝地帯の修景・保全の取り組みについては、関係者間における意見交換・
合意形成を図るための連絡調整体制を新たに構築し推進する。
稼働資産を含む産業遺産に関する有識者会議
指導・助言
指導・助言

明治日本の産業革命遺産保全委員会
報告

確認・要請
韮山地区管理保全協議会

確認・指導

報告

伊豆の国市
（事業主体）

指導・助言
文化庁・内閣官房
静岡県・静岡県教育委員会

参画

地域住民等
連携・協働

指導・助言
伊豆の国市文化財保護審議会
伊豆の国市史跡等整備調査委員会・同専門部会
国内外の有識者・専門家 等

図 28 計画の推進体制
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イ 人材育成・能力開発
事業の円滑かつ確実な実施にあたっては、事業担当者のみならず、日常の管理保
全・公開活用等に関わる全ての関係者が韮山反射炉の本質的価値を認識し、本計画
において定義するあるべき将来像及び事業の目的等を十分に共有し理解することが
必要である。そのために、整備の実施・運営に関する専門家等による講義及び先進
事例の調査研究等、必要な研修を企画・実施する。
来訪者に対して説明を行う現地ガイドについては、ガイド能力の向上及び高齢化
が課題となっていることから、専門知識の伝達・教育機会を設けるとともに、地域・
学校等における普及啓発活動に努め、ガイド活動への参画及びサポートする人々の
輪を広げる取組を行う。
また、管理保全・公開活用等に関する検討・実施状況の公開による透明性の確保
が関係者・来訪者の保全意識の高揚にもつながることから、広く情報公開を推進す
るものとする。
(4)

その他
伊豆の国市は、本計画において定める事業について、各種補助制度を十分活用しつ
つ、確実に実施することとしている。そのために、観覧料収入を保全に要する経費に
充てるための基金として積み立てるなど、財源確保に係る措置を講じている。
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１ 修復・公開活用計画の標準構成（抜粋）

修復・公開活用計画の標準構成
修復・公開活用計画の策定にあたっては、別添資料１～３を踏まえ、以下の諸点に留意すること
が必要である。
 各構成資産の所有者又は関係地方公共団体が定める「修復・公開活用計画」は、第３９回世
界遺産委員会が決議した８つの勧告（別添資料３／本資料の１１ページ）のうち、勧告 a)・b)に
示された各構成資産の「保全措置の計画及び実施計画」(conservation work programme
and implementation programme)の母体となるものであることに留意すること。
 世界遺産委員会の８つの勧告（別添資料３）に係る各々の作業の内容・行程、及びそれらの相
互の関係を十分に念頭に置くこと（別添資料１）。
別添資料１では、性質が共通する勧告 a)と勧告 b)、関連性が強い勧告 c)と勧告 f)をそれぞれ
ひとつにまとめ、各々の作業の内容・行程等を６つの帯に整理している。
 別添資料１に示す６つの作業の内容・行程の中心は、中央に明示されている「修復・公開活用
計画の策定」であることに十分留意すること。
 勧告 a)～h)に係る作業の内容・行程は、「全体構想（ヴィジョン）」をはじめ、ア．調査研究の推
進、イ．構造物・遺跡の材料・材質・構造の保全・強化・安定化、ウ．構成資産・エリアにおける
産業システムの明示、エ．景観の観点からの修景、オ．文化的資源・情報発信の拠点としての
活用、カ．事業の実施の計６つの基本方針に基づき、具体的な手法を示した修復・公開活用
計画の各章節のうち該当箇所へと適切に反映させ、相互の調整を行うことが必要であること。
 各々の修復・公開活用計画は、史跡等の整備基本計画と同等の性質を持つものであること。
 近世の城下町など、産業の操業に直接関わる構成資産ではなく、近代における産業革命の背
景を説明するうえで不可欠の構成資産については、本標準構成を参考としつつ、各章節の項
目を当該構成資産の性質に即して適切に読み替えていくことが必要であること。

１．計画策定の経緯と目的
（１） 計画策定の経緯
 計画策定の背景・経緯を記述する。
 世界遺産委員会決議の勧告に基づくものであることを明記する。
（２） 計画の目的
 計画の目的を記述する。
 計画の対象範囲を明示する。対象範囲は、周辺環境の修景等の事業を考慮して世界遺
産の緩衝地帯の全域を基本とし、場合によってはアクセスルート等の設置の観点から緩衝
地帯の外側の区域について含めることを検討する。
 管理保全計画(CMP)の目的との区分について記述する。
（３） 委員会の設置
 計画策定のために設置した専門委員会・委員名簿、審議経過等の概要を記述する。
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（４） 計画の構成

 本「修復・公開活用計画の標準構成」の７ページに掲載した「修復・公開活用計画の構成・
展開」（標準図）を参考として、当該構成資産の計画の構成・展開を図示し、各章節の概要
を各々３行程度にまとめて記述する。

２．構成資産・エリアの概要及び現状・課題
以下の側面から、各構成資産・エリアの現状・課題を整理する。
（１） 顕著な普遍的価値(OUV)に貢献する構成要素1及びそれ以外の史跡等の構成要素
 ①２３の構成資産（８エリア）から成る資産全体の顕著な普遍的価値(OUV)、②その中での
当該資産の位置付け、③顕著な普遍的価値(OUV)に貢献する構成要素

1

の３点を整理

する。①は世界遺産登録時に世界遺産委員会が採択した「顕著な普遍的価値の言明」を
基本とする。
 構成資産・エリアの全体及び顕著な普遍的価値(OUV)に貢献する構成要素に係る現状・
課題を整理する。
 ①史跡等としての価値、②史跡等の価値を構成する要素の２点を整理する。①は史跡等
の指定及び追加指定時に文化審議会（平成１２年以前においては文化財保護審議会）が
答申した説明文を基本とする。
 史跡等の構成要素の概要及び現状・課題を整理する。
 世界遺産委員会決議 (39COM 8B.14) に付された勧告（別添資料）及びイコモス評価書
(WHC-15/39.COM/INF.8B1)の「フル・ヒストリー」を視野に入れ、当該史跡等が辿った変
遷・発展の経緯について、詳しい説明を行う。
（２） 構成資産・エリアの公開活用のための諸条件の把握
 構成資産・エリアの公開活用等の現状、地域住民等の公開活用に対する要望のほか、文
化・教育、都市計画、建設土木、公園、農林水産、観光等の行政に関連する諸条件を把
握し、当該構成資産に関する課題を整理する。
 当該構成資産の周辺地域も含めた来訪者の動態・数量等を把握し、現状・課題を整理す
る2。
（３） 広域関連事業と構成資産の修復・公開活用事業との関係
 構成資産・エリアの修復・公開活用と関連性を持つ諸事業の内容について把握し、課題を
整理する。

３．基本方針
基本方針は、以下のとおり、（１）実現すべき将来像を示した「全体構想（ヴィジョン）」、（２）それ
を具体的な方向性として示した複数の「方針」の２つの部分から成る。
（１） 全体構想（ヴィジョン）
当該構成資産・エリアのあるべき将来像、望ましい修復・公開活用の在り方とは何かについて、
1 構成要素；２０１４年１１月５日付けでイコモスに提出した「追加情報」(Additional Information)では、各構成資産に含まれる

構成要素(Elements)は“属性”(Attributes)と同義であると整理されている。
2 来訪者数の把握調査が実施中である場合には、途中経過・成果を踏まえた内容とすることが適当である。
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要点を A4 用紙１～２ページ程度（１，６００～３，２００字）にまとめる。
全体構想（ヴィジョン）の実現に向けて、３‐（２）において基本方針を定め、４以下の各節にお
いて修復・公開活用の手法を具体化することとなる。
全体構想（ヴィジョン）において、一群の産業遺産のひとつである当該構成資産の将来像（目
指すべき実現可能な目標）を如何に描き出し、課題解決のための手法を如何に実現性高く示
すかは、今後、当該構成資産の修復・公開活用の事業を確実に進め、改善策を講じていくうえ
での重要な出発点となることに十分留意されたい3。
（２） 方針
管理保全計画(CMP)に示した保全管理の基本方針及び『産業遺産を継承する場所・構造
物・地域及び景観の保全に関するイコモス‐TICCIH 共同原則』（２０１０年）に示された事項に
基づき、次の方向性に沿って構成資産の修復・公開活用の方針を定める。
顕著な普遍的価値(OUV)の観点から、２３の構成資産全体のストーリーにおける当該構成資
産の位置付けを明確化しつつ、（１）調査研究(Survey)→（２）構造物(Structure)→（３）構成
資産(Component Part)・エリア(Area)→（４）景観(Landscape)の４点にしたがって、構成資産
に固有の修復・公開活用の方針を明示する。
ア． 調査研究(Survey)の推進
 信頼性の高い修復・公開活用を目指すために、精度の高い調査研究を計画的に実施す
るうえでの方向性を明示する。
 構成資産がもつ世界遺産としての顕著な普遍的価値（及び史跡等としての歴史上の価
値）を明確化するために、発掘調査・関連歴史資料調査の方向性を明示する。
 構成資産が地域社会（コミュニティ）において物理的・精神的に果たしてきた役割を明確
化するために、関連歴史資料及び聞き取り等の調査の方向性を明示する。
 その他、修復・公開活用に必要な調査（測量調査・地盤調査、景観（土地利用形態の変
遷）に関する調査等）の方向性を明示する。
 勧告 c）との調整を図り、構成資産とその周辺の関連資産等を視野に入れた来訪者の
数・動態に関する調査の方向性を明示する。
 勧告 e）との調整を図り、モニタリング・カルテ（調査台帳・個票）及び年次報告書の作成と
その運用の方向性を明示する。
イ． 建造物(Buildings)・遺跡(Historical and Archaeological remains/objects)の材料・材
質・構造の保全・強化・安定化
 操業中及び操業停止後に当該構造物・遺跡が地域社会（コミュニティ）において果たして
きた物理的・精神的な役割を十分踏まえつつ、以下の２点について方向性を示す。
 劣化・崩壊した又はその可能性のある部材について、材料・材質の安定的な修復
（保全・強化）の方向性を示す。
 不安定化し又はその可能性のある構造について、修復（強化・安定化）の方向性を
3 全体構想(ヴィジョン)には、世界遺産「明治日本の産業革命遺産」の２３の構成資産のひとつであることを念頭に置き、その全

体の価値（顕著な普遍的価値(OUV)）に貢献するためには、当該構成資産に関してどのような将来像を目標とし、その実現の
ためにどのような修復・公開活用の手法を導き出すべきなのかについて、簡潔に記述する必要がある。
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明示する。
 構成資産内・エリア内に残された機械類・関連文書史料等については、土地に付着して
いるものも、そうでないものも含め、立地・性質に応じた適切な修復の方向性を明示す
る。
ウ． 構成資産(Component Part)・エリア(Area)における固有の産業システムの明示・説明
 各構成資産・エリアに固有の産業システムの観点から、構成要素の相互のつながりを十
分考慮した修復・公開活用の方向性を明示する。
 操業を停止している場合には、往時の産業活動の全体の流れと、その中における各構
成要素の位置付け・役割に注目し、構成資産(Component Part/Site)・エリア(Area)に
おける当該産業システムの全体像が来訪者にも理解できるような公開活用の方向性を明
示する。
 勧告 g)との調整を図り、構成資産のみならず、周辺地域に所在する関連資産との一体的
な活用をも視野に入れたインタープリテーション（展示）の方向性を明示する。
エ． 景観(Landscape)の観点からの修景
 構成資産の顕著な普遍的価値(OUV)に資する（化石化した／活動的な）景観4とは如何
にあるべきなのかについて明示する。
 構成資産内の顕著な普遍的価値(OUV)に貢献する構成要素のみならず、その他の構
成要素をも含め、（化石化した／活動的な）景観の改善の観点から修景等の方向性を明
示する。
 構成資産に直近の区域を対象とする環境の維持・向上・改善をはじめ、広く緩衝地帯を
対象として景観の維持・向上・改善の観点から行う修景等の方向性を明示する。
 勧告 d)、e)との調整を図り、周辺地域から構成資産に対する展望及び構成資産から周
辺地域に対する展望の観点から行うモニタリング・カルテの作成及びその運用の方向性、
周辺地域に所在する関連資産との一体的な修景の方向性を明示する。
オ． 文化的資源・情報発信の拠点としての公開活用
 構成資産を地域における文化的資源の一部として位置付け、一連のネットワークの下に
相互に結び付け、情報発信の拠点としての活用の方向性を明示する。
 地域社会（コミュニティ）の参画の方向性を明示する。
 勧告 c)との調整を図り、来訪者数の上限設定の可能性・必要性及び来訪者管理の方向
性を明示する｡
 勧告 f)との調整を図り、関係者の能力開発（キャパシティビルディング）の方向性を明示
する。
カ． 事業の推進
 上記のア～オの基本方針の全体をどのように実施していくのかについて方向性を明示
する。
 勧告 c)、d)、e)、f)、g)との調整を図り、以下の観点について各々の方向性を明示する。
 事業進捗の各段階において必要とされる管理・運営の方向性を明示する。

4 ここにいう「景観」とは、主として往時の産業景観及び現時点におけるその化石景観の双方を指す。
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 事業の推進体制、関係部局・関係者間の役割分担・連携の方向性を明示する。
 事業の進捗状況のフォローアップの方向性を明示する。

４．調査研究(Survey)
修復・公開活用計画の策定及び事業の実施に必要な調査研究の内容・手法・手順を明示す
る。
 発掘調査研究
 特に発掘調査計画は、最小限の範囲で必要な情報を得ることができるよう配慮する。
 遺跡に関する調査と並行して、関連文書史料等の動産に関する調査にも配慮する。
 文献史料調査研究

 その他の調査研究（地域社会（コミュニティ）における構成資産の役割等に関する調査、
測量調査・地盤調査、景観（土地利用形態の変遷）に関する調査、構成資産とその周辺
の関連資産等を視野に入れた来訪者の数・動態に関する調査等）

 モニタリング
 作成したモニタリング・カルテ（調査台帳・個票）及び年次報告書の構成とその運用の
手法を明示する。
 モニタリングにより把握した構成要素等の劣化・風化又は後代の改変の状況に基づ
き、下記５～８を適切に実行するための手法を明示する。

５．建造物(Buildings)・遺跡(Historical and Archaeological remains/objects)の修復
（１） 構成資産内の顕著な普遍的価値(OUV)に貢献する構成要素の修復
ア． 建造物(Buildings)の修復
 歴史的建造物（建築物その他の工作物）、石垣・庭園等の工作物の修復の手法を明示
する。
 清掃・浄化（クリーニング）
 劣化した材料・材質の被覆（コーティング）
 強化措置（保存科学的措置）
 部分的な取り換え、移設・保管
 解体修理（全解体修理・部分解体修理等）
 不安定化した構造の強化（耐震・浮動沈下対策）
 木造の歴史的建造物の防災の手法を明示する。
イ． 遺跡(Historical and Archaeological remains/objects)の修復
 地上に遺構が表出しているものと地下に埋蔵されているものに区分し、それぞれ修復の
手法を明示する。
 遺跡が存在する地形の安定化・崩壊防止の手法を明示する。
（２） 構成資産内のその他の史跡の構成要素の修復
 ア・イの区分は（１）と同様。
（３） 機械類・関連文書史料等の修復
 構成要素である建築物内に設置されている機械類、構成資産内において収蔵保管され
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ている関連文書史料等の修復の手法を明示する。

６．構成資産・エリアに固有の産業システムを視野に入れた構成資産の公開活用
構成資産(Component Part)・エリア(Area)における固有の産業システムの明示・説明を目的
として、以下の諸点から公開活用の手法を明示する。
（１） 地区区分（ゾーニング）
 構成資産・エリアに固有の産業システムの全体と構成要素の公開活用の両側面を考慮
して適切な地区区分（ゾーニング）を行い、各地区（ゾーン）の特性に応じた公開活用の
手法を明示する。
 各地区及び全体について、望ましい来訪者管理の手法を明示する。可能であるなら
ば、望ましい来訪者数を設定する。
 地区区分（ゾーニング）に基づく効果的なインタープリテーション（展示）の手法を明示
する。この点は以下の（２）～（７）とも関連しており、適宜、各項目において言及しても
よい。
（２） 動線
 構成資産・エリアに固有の産業システムの全体像を念頭に置き、見学者動線・管理用動
線等の手法を明示する。
 動線となる園路等の表面仕上げの材料・材質についても明示する。
（３） 地形・環境の造成
 最小限必要とされる地形造成を基本としつつ、給排水の手法等を明示する。
 以下の２点の下に、遺跡の規模・形態・性質、機能・空間構造・生産機構等が適切に伝
わるよう遺構の明示・補強等に用いるべき材料・工法等を明示する。
 構成資産・エリアに固有の産業システムにおける各構成要素のつながりが理解できる
ような物理的な明示・補強の手法
 構成資産・エリアに固有の産業システムにおける各構成要素のつながりが理解できる
ような説明（情報提供）の手法
 構成資産の全体・地区（ゾーン）の地形・性質を考慮し、必要に応じて舗装の手法を明示
する。
（４） 修景・植栽
 構成資産内の顕著な普遍的価値(OUV)に貢献する構成要素のみならず、その他の構
成要素をも含め、（化石化した／活動的な）景観の維持・向上・改善の手法を明示する。
 植栽の機能に配慮しつつ、適切な樹種・数量・緑量による修景の手法を明示する。
（５） 案内・解説施設
 ２３の構成資産から成る資産の全体及び当該構成資産に関する情報提供の手法を明示
する。
 提供すべき情報の質と量により、サインの位置・意匠・形態・内容等を明示する。
（６） 管理施設・便益施設
 来訪者が快適に見学できるよう必要最小限の休憩施設・便所・ベンチ・照明等の位置、
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施設の意匠・構造等を明示する。
（７） 公開活用施設
 （必要に応じ）屋内展示・体験学習等を通じて、２３の構成資産から成る資産の全体及び
当該構成資産に対する理解を促す施設の規模・形態・外観・位置等を明示する。
 構成要素である建築物内に設置されている機械類、構成資産内において収蔵保管され
ている関連文書史料等の適正な活用の手法を明示する。

７．緩衝地帯の景観の維持・向上・改善のための修景
 構成資産の緩衝地帯を対象として、景観等の観点から維持・向上・改善のための修景の
手法を明示する。
 緩衝地帯の内外に存在し、構成資産と関連する文化財等を視野に入れ、構成資産を中
核に据えた文化的資源の全体に係る総合的な公開活用の手法を明示する。

８．文化的資源・情報発信の拠点としての公開活用
 構成資産とその周辺に設置するガイダンス施設（ヴィジターセンター）等の諸施設を地域
における文化的資源の一部として位置付け、それらをネットワークの下に相互に結び付
け、情報発信の拠点として公開活用するための方法を明示する。
 来訪者のアクセス手法及び駐車場の確保など、アプローチの方法を明示する。
 修復・公開活用の事業への地域社会（コミュニティ）の参画の方法を明示する。
 可能であれば来訪者数の上限設定を行い、来訪者管理の方法を明示する5｡

 世界遺産と史跡の保存活用に関与する地域の人々、関係諸団体等の能力開発（キャパ
シティビルディング）の方法を明示する。

９．事業の実施
（１） 事業の実施スケジュール
 事業項目の内容・実施期間・実施行程等を明示する。その場合、以下の３点に大別し、
相互の関係が分かるようバーチャート等を用いて事業の実施スケジュールを明示する6。
 直ちに着手できる事業項目
 短期において計画的に実施すべき事業項目
 中長期的に実現を目指すべき事業項目
 パース等により、完成予想図を明示する方法もわかりやすい。
（２） 事業の推進体制
 事業の各段階に必要とされる構成資産・エリアの管理・運営の手法を明示する。
 事業の推進体制の具体像、関係部局・関係者間の役割分担・連携の手法、関係者の能
力開発（キャパシティビルディング）の手法を明示する。

5 来訪者の上限設定に係る来訪者数調査は平成２８～３０年度の３ヶ年で実施する予定であることから、平成２９年度に策定完了

予定の修復・公開活用計画では具体的な来訪者の上限数及び来訪者管理の方法を明示することはできない。
6 「９．事業の実施」の章において短期・中長期の実施事業項目を示し、その内容・実施期間・実施スケジュール等を示すことは、

当該史跡等における修復・公開活用事業のうち、どの事業項目の優先度が高いのかを示すことに他ならない。それは、勧告 b)
が求めた「優先順位」と同義である。

91

付属資料

 事業の進捗状況のフォローアップの方法を明示する。フォローアップの対象となる事業の
中には、モニタリングの年次報告書に含めた出版物、Web サイト、シンポジウム等の企画、
能力向上のための企画等のインタープリテーションに関する項目を含む。
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修復・公開活用計画の構成・展開（標準図）
１．計画策定の経緯と目的

２．構成資産・エリアの概要及び現状・課
題

３．基本方針
（１） 全体構想（ヴィジョン）

（２） 方針
ア． 調査研究(Survey)の推進

４．調査研究(Survey)

イ． 構造物(Buildings)・遺跡(Historical

５．構造物(Buildings)・遺跡(Historical
and Archaeological remains /
objects) の修復

and Archaeological remains /
object) の材料・材質・構造の保全・
強化・安定化
ウ． 構成資産(Component Part)・エリア

６．構成資産・エリアに固有の産業シス
テムを視野に入れた構成資産の公開
活用

(Area)に固有の産業システムの明
示・説明
エ． 景観(Landscape)の観点からの修景

７．緩衝地帯の景観の維持・向上・改善
のための修景

オ． 文化的資源・情報発信の拠点として

８．文化的資源・情報発信の拠点として
の公開活用

の公開活用

カ． 事業の推進

９．事業の実施
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２ 韮山反射炉修復・公開活用計画（抄録）

世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」の構成資産 ３‐1
韮山反射炉修復・公開活用計画（抄録）
伊豆の国市は、第３９回世界遺産委員会の決議（39COM 8B.14）に付議された勧告 b)により策
定が求められた「保全措置の計画及び実施計画」の母体となるものとして、平成２８～２９年度に修
復・公開活用計画を策定した。その抄録は次のとおりである。

図１ エリア３ 韮山の位置図

図２ 計画の対象範囲図

１． 全体構想（ヴィジョン）
伊豆の国市は、シンボルである反射炉本体の保存強化をはじめ、守る・伝える・高める・活かすの４つの視点から成
る「幕末期における近代製鉄技術導入への挑戦を物語る空間」の実現に向けて、必要な修復・公開活用を進める。

韮山反射炉は、明治日本の産業革命遺産の顕著な普遍的価値を反映する３つの段階のうち、
第一段階（１８５０年代から１８６０年代前半にかけての幕末期で、製鉄や造船の試行錯誤期）に
該当する構成資産であり、製鉄・製鋼分野における試行錯誤の過程を表す証拠である。韮山反
射炉が辿った変遷・展開は、幕末期の操業期間を中心としつつ、起点を江川英龍が築造に向け
て研究を始めた天保１３年（１８４２）頃に、終点を操業停止後から現在まで国・静岡県及び地域住
民等との連携の下に伊豆の国市が適切な維持・修復により守り継いできたことを踏まえ現在に設
定している。
将来にわたり訪れる誰もが「幕末期における近代製鉄技術導入への挑戦を物語る空間」である
ことを実感できることが重要であることから、伊豆の国市では、次の４つの視点から成る韮山反射
炉の「あるべき将来像」の実現に向けて、必要な修復・公開活用を確実に進めるものとする。
 守 る：シンボルである反射炉本体とその関連施設の保存強化
現存する反射炉本体は、近代製鉄技術の伝播を物語る貴重な物証であるとともに、韮
山反射炉が辿った変遷・展開を象徴するシンボルとしての役割を果たしていることから、そ
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の材料・構造の保存強化はあるべき将来像の実現に向けて必要不可欠である。伊豆の国
市は、反射炉本体を確実に後世に継承していくために、後年の修復において耐震性の確
保を目的として壁体の外面に設置された鉄骨トラスを含め、構造体としての維持を図る。
そのためには、真実性の観点から築造当時の煉瓦の保存を最優先する修復方法の調査
研究を実施し、その結果を修復に反映させる。
また、稼働当時に存在した反射炉本体周辺の施設等については、文献・資料調査及び
発掘調査の実施を通じ、遺構の確認・保存を行う。
 伝える：大砲製造に関わる産業システムの視覚化による来訪者等への理解増進
現存する反射炉本体に加え、地下遺構として残る関連施設及び動力源となる水を供給
した河川部分（図４を参照）が一体となって機能した大砲製造に関わる産業システムの理
解増進を図るために、伊豆の国市は、現地において本体の意匠・構造を視覚的に認識で
きるようにするために樹木伐採等により周辺環境の状況を改善し、ガイダンスセンター（図
５を参照）・江川邸7と反射炉とが相互に補完し合うような説明・情報提供を行う。
 高める：大砲製造工場としての姿を想い描き理解できる景観の維持・改善
稼働当時の景観を想い描き、現在地に築造された意義を深く認識できるようにするため
に、伊豆の国市は、複数の視点場からその立地環境等が理解できるような説明・情報提
供を行うとともに、地域住民の理解・協力の下に良好な景観を維持し、必要な修景を行う。
 活かす：地域のシンボル・拠点としての持続可能な公開活用
世界文化遺産の構成資産として登録されて以降、韮山反射炉は今まで以上に注目を集
める存在となった。しかし、今後ともこのような状況を継続していくためには、地域社会全体
が世界文化遺産としての顕著な普遍的価値を理解し、その意義・重みを深く認識すること
が重要である。その上で、伊豆の国市は、地域の歴史的・文化的シンボルとしてのみなら
ず、地域の振興や情報発信の拠点としても、持続可能な公開活用の施策を進める。

２． 方針
上記の「あるべき将来像」の実現に向けた方策を講ずるにあたっての方針を、次のとおり設定
する。
（１） 調査研究の推進
伊豆の国市は、大砲製造に関わる産業システムの確認・解明等を目的とする文献・資料調査
及び発掘調査、来訪者の影響の程度等を確認するための来訪者調査、経年変化を把握する
ためのモニタリングを実施する。
また、定期的かつ永続的な修復が必要となる反射炉本体について、その修復工法の選択に
必要な調査・実験を計画的に行う。
（２） 建造物・遺跡の材料・材質・構造の保全・強化・安定化
モニタリングによって明確となった材料の劣化、構造の不安定化の状況に応じ、伊豆の国市
は、専門家等の知見及び必要な調査研究の成果等に基づく十分な検討を踏まえ、必要な修復
を行う。
7

江川邸； 韮山反射炉の築造を指揮した江川英龍をはじめ代々江戸幕府の韮山代官職を務めた江川家の屋敷
であり、韮山反射炉に関する理解を深める上で重要な施設である。韮山反射炉から直線距離で北に約１．７ｋｍ
の場所に位置する。
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（３） 構成資産・エリアにおける大砲製造に関わる産業システムの明示・説明
大砲製造に関わる産業システムの理解増進を図るため、伊豆の国市は、構成資産及びその
周辺において適切な動線を定めた上で、システム全体及び個々の要素のつながり・役割につ
いて説明を行い、江川邸への誘導も行う。
地下遺構を含む構成要素の解
説板は、各構成要素が果たした機
能・役割等をより的確に伝えるため
に統一的な意匠・形態のものを設
置し、系統的な情報提供に努める。
老朽化した解説板は更新を図る。
また、既存の平面表示施設を改
善するとともに、各種調査によって
新たに明らかとなった地下遺構等
の構成要素は、調査研究の成果を
駆使し、地表面に表示等を行う。
来訪者が反射炉とガイダンスセン
ターでの展示・解説等との相互の

図３ 古絵図における関連諸施設の配置と過去に実施した発掘調査
の区域との照合図

つながりを深く理解できるようにするために、解説板及び遺構表示施設等による情報提供を補
完し、現地ガイドによる説明を充実させる。
（４） 景観の観点からの修景
伊豆の国市は、緩衝地帯内のアクセスルート（図５を参照）沿いを中心として周辺景観の維
持・向上・改善を行い、民有地における適切な景観形成の誘導を図る。
また、反射炉の立地及び大砲製造に関わる産業システムの全体像を把握できるような視点場
を設定する。視点場では、モニタリングにより展望景観の変化を把握し、修景等の対策を講ず
る。
（５） 文化的資源・情報発信の拠点としての公開活用
伊豆の国市は、シンポジウムの開催、発掘調査・修復の公開及び説明会の実施等を通じて地
域住民の保全意識の醸成を図り、行政と協働することにより地域住民が主体的に情報発信活
動に参画できるよう支援する。
また、ガイダンスセンターと一体的に学びの場としての機会・機能の充実を図る。市内に所
在する豊富な文化・観光施設の情報発信拠点の一つとして公開活用し、滞在型観光にも資
するよう努める。
日常の管理保全を担う市、現地ガイド等の全ての関係者について、研修会等を通じ管理保
全能力の向上を図る。
（６） 事業の推進
伊豆の国市は、明治日本の産業革命遺産の全体に係る統一的な体制の下に共通の方針に
基づく管理保全を行い、市の関係部局間での十分な連携の下に事業の推進を図る。
また、事業を効率的かつ効果的に推進するため、継続的に事業の評価・見直しを行い、最適
化に向けた改善を行う。
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３． 方法
（１） 調査研究
ア．文献・資料調査
現在、伊豆の国市が進めている韮山反射炉に関係する資料群（古文書・古写真・古絵図
等）の調査研究を継続して実施する。調査研究成果については、調査報告書を刊行して広く
周知を図り、今後における修復・公開活用の事業に反映させる。
イ．発掘調査
古絵図との照合、大砲製造に関わる産業システムの確認・解明、さらには産業システム全体
に対する理解を増進するために、伊豆の国市は地下の遺構・遺物の情報収集を目的として
発掘調査を実施する。その場合、大砲製造工程において大砲の砲身をくり抜くという重要な
役割を担った「本錐台小屋」・「仮錐台小屋」の周辺遺構及びそれらの残存状況の確認を優
先的に行う。
ウ．反射炉本体修復に関する調査
伊豆の国市は、モニタリングを通じて構成要素の部位ごとに劣化状況の進行等を把握す
る。
また、古写真からは築造時に煙突部外壁煉瓦を保護するために漆喰塗りが施されていたこ
とが判明していることから、将来における反射炉本体の修復時に漆喰塗りを採用できるか否か
を判断するために、試供体を作成するなどして必要な実証実験を行う。
エ．来訪者に関する調査
伊豆の国市は、来訪者の構成資産への影響の程度、駐車場（図５を参照）・便益施設の充
足度、構成資産の理解度、江川邸をはじめとする市内の他施設への周遊性に関する調査等
を実施する。
オ．モニタリング
伊豆の国市は、現時点における情報を網羅的・体系的に集約したモニタリング・カルテによ
り、構成資産及び緩衝地帯の状況を定期的に把握する。
モニタリング結果は毎年度、年次報告書として取りまとめ、韮山地区管理保全協議会にお
いて確認・合意した後に、明治日本の産業革命遺産保全委員会に報告する。
（２） 建造物・遺跡の修復
ア．構成資産内の顕著な普遍的価値に貢献する構成要素の修復
ａ．反射炉本体
伊豆の国市では、現状における煙突部外壁煉瓦の劣化状況を踏まえ、劣化箇所の修復
を優先して行うための緊急的な措置として、次回の修復を６年以内に実施・完了する。
上記の緊急的に実施する修復では、煙突部外壁のうち劣化が著しい箇所については、例
えば煉瓦の表面の劣化部分のみを切除し、凹部に成形した新規材料を嵌め込むなどの手
法により、必要最小限の範囲で材料の差し替えを行う。内壁煉瓦及び石積み部については、
これまでに行われた調査結果の分析等を行った上で必要な修復等を行う。
次回以降の修復については、煙突部外壁煉瓦に対する漆喰塗の実証実験も含めた調
査・研究成果及び今後の保存修復技術の向上の可能性等を考慮し、「構造体としての維
持」及び「築造当時の煉瓦の保全」を図るための最善の方策を十分に検討した上で、適切
な修復を行う。
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ｂ．地下遺構
昭和６３年度に伊豆の国市（当時は韮山町）が実施した発掘調査によって側壁及び床面
の遺構が確認された鋳台の遺構は、脆弱な木製であり、各部ともに一部分のみ遺存してい
たことから、現状どおり地中にて保存する。
その他、今後の発掘調査において、文献・資料により稼働当時存在していたと考えられる
施設の地下遺構を確認した場合には、適切に保存し地表面に遺構の平面規模の表示施設
等を設置する。
ｃ．河川部分
モニタリングを通じて破損等が確認された場合には、河川管理者である伊豆の国市が適
切な補修を行う。
また、災害等により大規模な損傷を受けた場合には、同様に伊豆の国市が護岸の強度を
確保した上で景観に配慮した材料・材質により復旧を行う。
イ．構成資産内の顕著な普遍的価値に貢献する構成要素と密接に関係する要素の修復
反射炉本体外壁の補強鉄骨及び煙突頂部の天蓋については、これまでの調査によって構
造上の健全性が確認されている。しかし、部分的な塗装の剥離及び錆の発生等が見られるた
め、伊豆の国市は６年以内に必要な修復を実施する。
（３） 大砲製造に関わる産業システムを視野に入れた構成資産の公開活用
以下のア～キまでの項目は、基本的に伊豆の国市が実施する。
ア．地区区分（ゾーニング）
大砲製造に関わる産業システムの理解増進に向けた公開活用をより的確に進めるために、
地区区分（ゾーニング）を行い（図４）、各地区（ゾーン）の概要・特性に応じた公開活用の手法
を示す（表１）。

ｶﾞｲﾀﾞﾝｽｾﾝﾀｰ

凡 例
反射炉ゾーン

芝生広場
駐車場

関連施設跡ゾーン
河川ゾーン

図４ 地区区分（ゾーニング）図
図４ ゾーニング図
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地区名称

地区の概要・特性

反射炉

反射炉本体が

ゾーン

立地する区域

関連施設跡
ゾーン

大砲製造に関わる
関連施設が存在した
区域
大砲の砲身をくり抜く
施設（錐台小屋）の水
車に動力となる水を供
給した区域

河川
ゾーン

公開活用の手法
ほぼ完全な姿が残る貴重な反射炉の遺構であり、維持管理及び修
復を通じて確実に保存する。
調査・修復等を行う場合は可能な限り公開する。
例） 調査・修復等の実施・公開 など
来訪者の理解増進のため施設設置を行うとともに、顕著な普遍的価
値に貢献する構成要素としてそぐわない工作物等について積極的
な改善を行う。
発掘調査を実施する場合は可能な限り公開する。
例） 遺構表示等の設置・樹木の伐採・池の撤去 など
大砲製造に関わる産業システムにおいて果たした役割の理解増進
を図るための環境の創出、河川部分と世界遺産登録地（史跡指定
地）との位置関係を視覚的に認識することが可能である北東部公園
への誘導を図るための園路・誘導標識の設置を行う。
例） 解説板・誘導サインの設置 など
表１ 各ゾーンの概要・特性、公開活用の手法

イ．動線
来訪者の適切な入場管理及び大砲製造に関わる産業システムの効果的な理解増進を図る
ことを目的として、構成資産及びその周辺における動線を次のとおり設定する（図５）。
① ガイダンスセンター ⇒ ② 構成資産の区域 ⇒ ③ 北東部公園 ⇒ ④ 南側茶畑
展望台

図５ 動線図

ウ．地形・環境の造成
稼働当時に存在せず大砲製造に関わる産業システムには関連を持たない東辺に立地する
池については、発掘調査の実施と併せて撤去する。その他、修復・公開活用において必要と
なる発掘調査の実施及び遺構表示施設の設置等に伴う最小限の改変を除き、現在の地形を
維持する。
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給排水施設については、原則として適切な維持管理の下に既存の施設を使用するものとす
る。
エ．修景・植栽
新規の樹木植栽は原則として行わない。
現在、周囲の人工構造物に対する遮蔽機能及び緑陰等の役割を果たしている樹木につい
ては、今後とも適正な維持管理を行う。一方、北東部公園から反射炉本体を望む場合に展望
の妨げとなるなど、史跡指定地と河川部分の一体性を阻害するような樹木は伐採する。
オ．案内・解説施設
動線に従い来訪者を円滑に誘導し、理解増進を効果的に図るために、既存の案内・解説施
設及び展示物の維持・管理・修繕・更新を行う。また、明治日本の産業革命遺産の概要及び
同遺産における構成資産の位置付けなどを示す解説施設を新たに設置する。
さらに、文献・資料調査及び発掘調査によって新たに明らかとなった遺構については、それ
らの確実な保護を前提とした上で、より効果的な手法による遺構表示施設を設置する。
カ．管理施設・便益施設
既存のベンチについては、今後必要に応じ数量・配置場所の見直しを行う。トイレはガイダ
ンスセンター内に設置されているものを使用することとし、新たに設置しない。
周囲の地表面から約１．２m 高い場所に位置する反射炉本体付近の見学スペースについて
は、来訪者の安全かつ快適な見学環境を確保するために必要な囲柵等を設置する。
キ．公開活用施設
ガイダンスセンターにおいて、明治日本の産業革命遺産の２３の構成資産が産業化の道程
をいかに反映しているのか、その中に韮山反射炉がどのように位置付くのかについて統一的
な情報を発信するために、現施設の増築等により専用展示スペースを確保し、国が示す共通
展示プランによる設備を設置する。また、今後の文献・資料調査及び発掘調査の成果を踏ま
えた情報を、パネル・IT 等を駆使して的確かつ分かりやすく発信する。
（４） 緩衝地帯の景観の維持・向上・改善のための修景
伊豆の国市では、構成資産へのアプローチとなる道路(図５のアクセスルート)及び駐車場から
の良好な景観及び構成資産への眺望を維持するとともに、地域住民との連携の下に構成資産
及び周辺景観と調和する建築物・工作物の新築・増築・改築、樹木の植栽等を誘導するなどの
修景を行う。
構成資産に隣接するガイダンスセンター、芝生広場、北東部公園は来訪者の動線上に位置
することから、現在の良好な景観を維持する。
河川を挟んで構成資産の南東の対岸に位置する民間商業施設及びその敷地については、
外観及び屋外広告物等について所有者との十分な対話を通じて良好な景観形成に向けた合
意形成を図りつつ、適正な設置・維持・改善に向けて誘導する。
その他の緩衝地帯の範囲については、無秩序な開発を抑制し、構成資産及び周辺環境と調
和する建築物・工作物の新築・増築・改築、樹木の植栽等を誘導するなど、景観の保全・維持・
改善を行う。案内看板・屋外広告物等については、所有者・管理者との十分な対話を通じて良
好な景観形成の目的・意義に関する理解増進・合意形成を図りつつ、基準に基づく適正な設
置・維持・改善に向けて誘導する。
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（５） 文化的資源・情報発信の拠点としての公開活用
ア．ガイダンスセンターの公開活用方法
展示・映像による知の提供に加え、室内のスペース及び前面の芝生広場を効果的に利用し、
来訪者の理解増進を図るとともに最新の研究成果を広く発信する。
また、体験型の学習機会の提供及びイベントの開催等を通じ、リピーターの獲得とともに、
地域住民の繰り返しの来訪を促進する。
さらには、市内に所在する豊富な文化・観光施設の情報発信拠点としての機能・役割を促
進する。
イ．地域コミュニティの参画の方法
修復・整備活用に関する地域住民の意識醸成及び積極的な参画を図り、能力開発（キャパ
シティビルディング）を進めるために、各種媒体による積極的な情報提供、シンポジウム・現地
説明会等の開催、各種団体の育成・支援、学校教育との連携による鋳造体験教室等を行う。

４． 事業の実施
（１） 実施事業項目の優先順位
上記１から３において述べたあるべき将来像及びその実現に向けた方針・方法に基づく事業
の実施スケジュールと実施項目の優先順位は、以下のとおりである。
伊豆の国市は、平成２９年度を初年度として概ね平成４８年度を目標最終年度とする２０ヶ年
を事業実施期間として定める。
事業実施期間を短期（６年以内）・中期（概ね６年間）・長期（概ね８年間）に区切り、それぞれ
の時期区分及び事業実施の考え方並びに具体的な事業の実施スケジュールを次のとおりとす
る（表２）。
なお、韮山反射炉の修復・公開活用において最優先すべき実施項目を反射炉本体修復と設
定し、短期（６年以内）に実施・完了する。
また、反射炉本体修復に次いで優先すべき実施項目を大砲製造に関わる産業システムの視
覚化に向けた施設設置と設定し、その実現に向けて必要な文献・資料調査及び発掘調査、案
内・解説施設の設置等を短期（６年以内）から段階的に進め、中期（１２年以内）までに完了す
る。
 短期（６年以内）：反射炉本体修復の実施・完了、大砲製造に関わる産業システムの視覚化
に向けた施設設置に必要な事業の実施、その他直ちに着手が必要な事
業の実施期間
 中期（概ね６年間）：大砲製造に関わる産業システムの視覚化に向けた施設設置に必要な
事業の実施・完了、その他短期から継続的な実施が必要な事業の実施
期間
 長期（概ね８年間）：短期・中期から継続的な実施が必要な事業の実施期間

101

付属資料

区分

事業

短期

中期

長期

（平成２９～３４年）

（平成３５～４０年）

（平成４１～４８年）

文献・資料調査
発掘調査
調査研究

反射炉本体修復に関する調査
来訪者に関する調査
モニタリング
反射炉本体修復

建造物・遺跡の修復
反射炉本体補強鉄骨・天蓋修復
池の撤去
大砲製造に関わる産業
システムの明示・説明

樹木の伐採
案内・解説施設の修繕・新設等
遺構表示施設設置

景観の観点からの修景

景観の維持・改善

文化的資源・情報発信
の拠点としての公開活
用

ガイダンスセンターの公開活用
地域コミュニティの参画
表２ 事業実施スケジュール

（２） 実施スケジュールの見直し
伊豆の国市は、各計画期間の完了時期が近づいた段階において、期間中における事業の進
捗状況の確認・分析を綿密に行う。その上で、次期に繰り延べることが適当である事業項目及
びその期間についての精査を行い、次期以降の事業内容・工程について必要な見直しを行う
こととする。
（３） 事業の推進体制
本計画において定める事業実施スケジュールは、韮山反射炉の管理保全と不可分一体のも
のであることから、世界遺産登録推薦書の一部である韮山反射炉管理保全計画において定め
た管理保全体制と同様の枠組みの下に、より緊密な地域住民等との連携・協働体制により推進
する（図６）。
稼働資産を含む産業遺産に関する有識者会議
指導・助言
指導・助言

明治日本の産業革命遺産保全委員会
報告

確認・要請
韮山地区管理保全協議会

確認・指導

伊豆の国市
（事業主体）

指導・助言
文化庁・内閣官房
静岡県・静岡県教育委員会

報告

参画

地域住民等
連携・協働

指導・助言
伊豆の国市文化財保護審議会
伊豆の国市史跡等整備調査委員会・同専門部会
国内外の有識者・専門家 等

図６ 計画の推進体制
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（４） その他
伊豆の国市では、構成資産の修復等に関しては、世界文化遺産登録後の平成２８年度から
の２ヶ年において各種補助制度を活用しつつ必要な財源※を確保し対応してきており、今後と
もこれまでと同様に関係機関と連携を図りつつ、財源の確保に努め、事業を確実に実施したい
と考えている。
※平成２８年度（決算）は約 485 百万円（ガイダンスセンター建設に係る経費を含む。）、平成２
９年度（予算）は約 18 百万円（本計画策定に係る経費を含む。）、いずれも維持管理経費は含
まない。

図７ 中期完了時（平成４０年度末）のイメージ図
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３ 第 39 回世界遺産委員会決議（39COM 8B.14）
（出典：ユネスコ世界遺産委員会ホームページ）

The World Heritage Committee,
1. Having examined Documents WHC-15/39.COM/8B and
WHC-15/39.COM/INF.8B1,
2. Inscribes the Sites of Japan’s Meiji Industrial Revolution: Iron and Steel,
Shipbuilding and Coal Mining, Japan, on the World Heritage List on the basis of
criteria (ii) and (iv);
3. Adopts the following Statement of Outstanding Universal Value:
Brief synthesis
A series of industrial heritage sites, focused mainly on the Kyushu-Yamaguchi
region of south-west of Japan, represent the first successful transfer of
industrialization from the West to a non-Western nation. The rapid
industrialization that Japan achieved from the middle of the 19th century to
the early 20th century was founded on iron and steel, shipbuilding and coal
mining, particularly to meet defence needs. The sites in the series reflect the
three phases of this rapid industrialisation achieved over a short space of just
over fifty years between 1850s and 1910.
The first phase in the pre-Meiji Bakumatsu isolation period, at the end of
Shogun era in the 1850s and early 1860s, was a period of experimentation in
iron making and shipbuilding. Prompted by the need to improve the defences of
the nation and particularly its sea-going defences in response to foreign
threats, industrialisation was developed by local clans through second hand
knowledge, based mostly on Western textbooks, and copying Western
examples, combined with traditional craft skills. Ultimately most were
unsuccessful. Nevertheless this approach marked a substantial move from the
isolationism of the Edo period, and in part prompted the Meiji Restoration.
The second phase from the 1860s accelerated by the new Meiji Era, involved
the importation of Western technology and the expertise to operate it; while
the third and final phase in the late Meiji period (between 1890 to 1910), was
full-blown local industrialization achieved with newly-acquired Japanese
expertise and through the active adaptation of Western technology to best suit
Japanese needs and social traditions, on Japan’s own terms. Western
technology was adapted to local needs and local materials and organised by
local engineers and supervisors.
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The 23 components are in 11 sites within 8 discrete areas. Six of the eight
areas are in the south-west of the country, with one in the central part and
one in the northern part of the central island. Collectively the sites are an
outstanding reflection of the way Japan moved from a clan based society to a
major industrial society with innovative approaches to adapting western
technology in response to local needs and profoundly influenced the wider
development of East Asia.
After 1910, many sites later became fully fledged industrial complexes, some of
which are still in operation or are part of operational sites.
Criterion (ii): The Sites of Japan’s Meiji Industrial Revolution illustrate the
process by which feudal Japan sought technology transfer from Western
Europe and America from the middle of the 19th century and how this
technology was adopted and progressively adapted to satisfy specific
domestic needs and social traditions, thus enabling Japan to become a
world-ranking industrial nation by the early 20th century. The sites collectively
represents an exceptional interchange of industrial ideas, know-how and
equipment, that resulted, within a short space of time, in an unprecedented
emergence of autonomous industrial development in the field of heavy industry
which had profound impact on East Asia.
Criterion (iv): The technological ensemble of key industrial sites of iron and
steel, shipbuilding and coal mining is testimony to Japan’s unique achievement
in world history as the first non-Western country to successfully industrialize.
Viewed as an Asian cultural response to Western industrial values, the
ensemble is an outstanding technological ensemble of industrial sites that
reflected the rapid and distinctive industrialisation of Japan based on local
innovation and adaptation of Western technology.
Integrity
The component sites of the series adequately encompass all the necessary
attributes of Outstanding Universal Value. In terms of the integrity of individual
sites, though the level of intactness of the components is variable, they
demonstrate the necessary attributes to convey Outstanding Universal Value.
The archaeological evidence appears to be extensive and merits detail
recording research and vigilant protection. It contributes significantly to the
integrity of the nominated property. A few of the attributes are vulnerable or
highly vulnerable in terms of their state of conservation. The Hashima Coal
Mine is in a state of deterioration and presents substantial conservation
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challenges. At the Miike Coal Mine and Miike Port some of the physical fabric is
in poor condition. The physical fabric of the Repair shop at the Imperial Steel
Works is in poor condition although temporary measures have been put in
place. In a few sites there are vulnerabilities in terms of the impact of
development, particularly in visual terms. At the Shokasonjuku Academy, the
visual integrity of the setting is impacted by the subsequent development of
the place as a public historic site and experience. However, this development
does not adversely compromise its overall integrity. The visual integrity of the
Takashima Coal Mine is compromised by small scale domestic and commercial
development, while at Shuseikan, the Foreign Engineer’s Residence has been
relocated twice and is now located in the proximity of its original location. The
residence is surrounded by small scale urban development that adversely
impacts on its setting. The setting can only be enhanced if and when the
surrounding buildings are demolished and any further development is controlled
through the legislative process and the implementation of the conservation
management plan.
Authenticity
In terms of the authenticity of individual sites, though some of the
components’ attributes are fragmentary or are archaeological remains, they
are recognisably authentic evidence of the industrial facilities. They possess a
high level of authenticity as a primary source of information, supported by
detailed and documented archaeological reports and surveys and a large
repository of historical sources held in both public and private archives.
Overall the series adequately conveys the way in which feudal Japan sought
technology transfer from Western Europe and America from the middle of the
19th century. And adapted it to satisfy specific domestic needs and social
traditions.
Protection and management requirements
A number of existing legislative protection instruments, both national and
regional, provide a high level of protection for the sites and associated buffer
zones. The relationship between the different types of legislation is provided in
the conservation management plans for each area. The most important of
these instruments are the Law for the Protection of Cultural Properties that is
applied to the non-operational sites, and the Landscape Act that applies to the
privately owned and still operational sites that are protected as Structures of
Landscape Importance. This applies to the four components owned and
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operated by Mitsubishi Heavy Industries Ltd. at Nagasaki Shipyard, and the two
components owned and operated by Nippon Steel & Sumitomo Metal
Corporation at Imperial Steel Works. The Law for the Protection of Cultural
Properties is the primary mechanism for regulating any development and
change of the existing state of a designated place and under this law
permission must be granted by the national government. Similarly, under the
Landscape Act permission must be sought to change any Structure of
Landscape Importance and owners of such structures must conserve and
manage them appropriately. The control of development and actions within the
buffer zones is largely controlled by city landscape ordinances that limit the
height and density of any proposed development. Conservation management
plans for each of the components have been developed that detail how each
component contributes to the Outstanding Universal Value of the series.
“Basic Policies” in the plans provide an overarching consistent conservation
approach though there are variations in the level of detail provided for the
implementation of work in each component.
The Japanese Government has established a new partnership-based
framework for the conservation and management of the property and its
components including the operational sites. This is known as the General
Principles and Strategic Framework for the Conservation and Management of
the Sites of Japan’s Meiji Industrial Revolution: Kyushu-Yamagachi and
Related Areas. Japan’s Cabinet Secretariat has the overall responsibility for
the implementation of the framework. Under this strategic framework a wide
range of stakeholders, including relevant national and local government
agencies and private companies, will develop a close partnership to protect
and manage the property. In addition to these mechanisms, the private
companies Mitsubishi Heavy Industries Ltd., Nippon Steel & Sumitomo Metal
Corporation and Miike Port Logistics Corporation have entered into
agreements with the Cabinet Secretariat to protect, conserve and manage
their relevant components. Attention should be given to monitoring the
effectiveness of the new partnership-based framework, and to putting in place
an on-going capacity building programme for staff. There is also a need to
ensure that appropriate heritage advice is routinely available for privately
owned sites. What is urgently needed is an interpretation strategy to show how
each site or component relates to the overall series, particularly in terms of
the way they reflect the one or more phases of Japan’s industrialisation and
convey their contribution to Outstanding Universal Value.
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4. Recommends that the State Party give consideration to the following:
1. Developing as a priority a detailed conservation work programme for
Hashima Island;
2. Developing a prioritised conservation work programme for the property
and its component sites and an implementation programme;
3. Defining acceptable visitor threshold levels at each component site to
mitigate any potential adverse impacts, commencing with those most
likely to be at risk;
4. Monitoring the effectiveness of the new partnership-based framework
for the conservation and management of the property and its
components on an annual basis;
5. Monitoring the implementation of the conservation management plans,
the issues discussed and the decisions made by the Local
Conservation Councils on an annual basis;
6. Establishing and implementing an on ongoing training programme for all
staff and stakeholders responsible for the day-to-day management of
each component to build capacity and ensure a consistent approach to
the property’s ongoing conservation, management and presentation;
7. Preparing an interpretive strategy for the presentation of the property,
which gives particular emphasis to the way each of the sites
contributes to Outstanding Universal Value and reflects one or more of
the phases of industrialisation; and also allows an understanding of the
full history of each site[1];
8. Submitting all development projects for road construction projects at
Shuseikan and Mietsu Naval Dock and for new anchorage facility at
Miike Port and proposals for the upgrade or development of visitor
facilities to the World Heritage Committee for examination, in
accordance with paragraph 172 of the Operational Guidelines;
5. Requests the State Party to submit a report outlining progress with the above
to the World Heritage Centre, by 1 December 2017, for examination by the
World Heritage Committee at its 42nd session in 2018;
6. Also recommends that the State Party consider inviting ICOMOS to offer
advice on the implementation of the above recommendations.

[1]

The World Heritage Committee takes note of the statement made by Japan, as
regards the interpretive strategy that allows an understanding of the full history of
each site as referred to in paragraph 4.g), which is contained in the Summary Record
of the session (document WHC-15/39.COM/INF.19).
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４ 第 39 回世界遺産委員会決議（39COM 8B.14）〈仮訳〉
（出典：内閣官房産業遺産の世界遺産登録推進室ホームページ）
世界遺産委員会は、
1.文書WHC-15/39.COM/8B及びWHC-15/39.COM/INF.8B1を審査し、
2.「明治日本の産業革命遺産：製鉄・製鋼、造船、石炭産業」・日本を評価基準の（ⅱ）
及び（ⅳ）に基づき世界遺産一覧表に記載し、
3.以下の顕著な普遍的価値の言明を採択する。
資産の概要
本産業遺産群は、主に日本の南西部に位置する九州・山口地域に分布し、産業化が初
めて西洋から非西洋に波及し成就したことを顕している。19世紀半ばから20世紀の初頭
にかけ、日本は特に防衛面の要請に応えるため、製鉄・製鋼、造船、石炭産業を基盤に
急速な産業化を成し遂げた。シリアルの構成資産は、1850年代から1910年にかけてのわ
ずか50年余りという短期間に達成された急速な産業化の3つの段階を顕している。
第一段階は1850年代から1860年代にかけて、明治に入る前、徳川将軍家の統治が終焉
を迎える幕末、鎖国の中での製鉄及び造船の試行錯誤の挑戦に始まる。国の防衛力、特
に、諸外国の脅威に対抗する海防力を高めるために、藩士たちの産業化への挑戦は、伝
統的な手工業の技で、主に西洋の技術本からの二次的知識と洋式船の模倣より始まった。
この挑戦はほぼ失敗に終わった。しかしながら、この取り組みにより、日本は江戸時代
の鎖国から大きく一歩を踏みだし、明治維新へと向かう。
1860年代からの第二段階においては、西洋の科学技術が導入され、技術の運用のため
に専門家が招かれ、専門知識の習得を行った。その動きは明治新政府の誕生により加速
された。明治の後期（1890年～1910年）にあたる第三段階においては、国内に専門知識
を有した人材が育ち、積極的に導入した西洋の科学技術を、国内需要や社会的伝統に適
合するように現場で改善・改良を加え、日本の流儀で産業化を成就した。地元の技術者
や管理者の監督する中で、国内需要に応じて地元の原材料を活用しつつ、西洋技術の導
入が行われた。
23の構成資産は8県11市に立地している。8県の内6県は、日本の南西部に、1県は本州
の中部、1県は本州の北部に位置する。遺産群は全体として、日本が西洋技術の導入にお
いて国内ニーズに応じて改良を加えた革新的アプローチにより、日本を幕藩体制の社会
より主要な産業社会へと変貌させ、東アジアのさらに広い発展へ大きな影響をあたえた
質的変化の道程を顕著に顕している。
1910年以降、多くの構成資産は、本格的な複合的産業施設に発展をした。現在も、一
部、現役の産業設備として操業しているものもあり、また、現役の産業設備の一部を構
成しているものもある。
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評価基準（ⅱ）：
「明治日本の産業革命遺産」は、19世紀の半ば、封建社会の日本が、欧米からの技術
移転を模索し、西洋技術を移転する過程において、具体的な国内需要や社会的伝統に合
わせて応用と実践を重ね、20世紀初めには世界有数の産業国家に変貌を遂げた道程を顕
している。本遺産群は、産業のアイデア、ノウハウ、設備機器のたぐい希な東西文化の
交流が、極めて短期間のうちに、重工業分野において嘗てない自力の産業発展を遂げる
ことで、東アジアに深大な影響を与えた。
評価基準（ⅳ）：
「明治日本の産業革命遺産」は、製鉄・製鋼、造船、石炭産業など、基幹産業におけ
る技術の集合体として、非西洋諸国において初めて産業化に成功した、世界史上類例の
ない、日本の達成を証言している。西洋の産業の価値観へのアジアの文化的対応として
も、産業遺産群の傑出した技術の集合体であり、西洋技術の国内における改善や応用を
基礎として急速かつ独特の日本の産業化を顕している。
完全性
本遺産群には、顕著な普遍的価値に貢献する必要不可欠な要素が適切に含まれている。
各構成資産における完全性は、構成資産によりばらつきがあるが、何れにおいても顕著
な普遍的価値を証明するのに必要不可欠な要素は遺されている。膨大な量の考古学的証
拠が確認されており、詳細な記録調査及び保全の監督が求められている。これらは、本
推薦資産の完全性に大いに貢献をしている。いくつかの要素は、保全状態の面で脆弱又
は大変脆弱である。端島炭坑は劣化が進み、大きな保全の課題を明示している。三池炭
鉱・三池港では、物的素材の保全状態が悪い。現在は一時的な対策が講じられてはいる
が、官営八幡製鐵所の修繕工場の素材の保全状況は悪い。いくつかの構成資産において
は、開発の影響を受けやすく、特に視覚の完全性を担保する上で、開発行為に脆弱であ
ることが懸念されている。松下村塾においては、隣地における史跡の公開体験の場とし
ての二次的開発により、セッティングのビジュアルの完全性が大いに損なわれている。
しかしながら、この開発は資産全体の完全性を損なうほどの悪影響ではない。高島炭坑
のビジュアルの完全性は、小規模な商業開発により弱められている。旧集成館において
は、旧鹿児島紡績所技師館が二度の移設を経て、現在は元の位置近くに移設されている。
技師館の周辺には小規模の都市開発が行われ、セッティングが損なわれている。セッテ
ィングは、周囲の建物が取り壊され、さらなる開発が、法的手続きと、管理保全計画（Ｃ
ＭＰ）の実施により、規制されることによって、改善することが可能である。
真実性
真実性において、個別の構成資産の中には断片的又は、考古学的遺構も含むが、何れ
にしてもそれらは、産業施設として真実性の高い証拠として認め得るものである。これ
らの構成資産については、一次情報としての真実性の高い史料であることが、詳細に記
録され、文書化された考古学調査や報告書、さらには、公共機関並びに民間が保管する
膨大な史料によって裏付けられている。全体としてみると、本遺産群は、１9世紀の半ば、
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封建社会であった日本が、欧米からの技術移転を模索したこと、また、西洋技術を移転
する過程において、具体的な国内需要や社会的伝統に合わせて応用と実践を重ねた歩み
を証言している。
保全管理に関する要求
本遺産群は、資産範囲及びまたその緩衝地域において、国、県、市において、既存の
多様な法的保護施策により、適切な保護対策が実施され、より高い水準で価値が守られ
ている。各構成資産の管理保全計画（ＣＭＰ）のなかで、異なる法律の関係も示されて
いる。これらの法律の中で最も重要な法律は、非稼働資産に適用される文化財保護法並
びに、景観重要建造物として保護される民間企業所有の資産及び稼動資産の双方に適用
される景観法である。これは長崎造船所において三菱重工業が所有し管理する４つの構
成資産に適用され、また官営八幡製鐵所において新日鐵住金が所有し管理する２つの構
成資産に適用されている。文化財保護法は、文化財指定された場所の開発及び現状変更
を制限するための第一義的な手法であり、この法律の下に所有者は日本国政府から許可
を得なければならない。同様に、景観法の下に、景観重要建造物を変更する場合には許
可が求められ、そのような構造物の所有者はそれらを適切に管理保全しなければならな
い。緩衝地域内での開発及び行為は、主として都市景観条例により制限されており、開
発計画について高さ・密度を制限されている。各構成資産の管理保全計画（ＣＭＰ）の
策定において、それぞれの構成資産が、資産全体の顕著な普遍的価値にどのように貢献
しているのかを詳述するように草稿されてきた。ＣＭＰの基本方針では、包括的で一貫
性のある保全のアプローチが示されているが、個々の構成資産における作業実施の詳細
の水準は様々である。
日本政府は、稼働資産を含むシリアルの資産全体と個別の構成資産の保存管理のため
に、構成要素の管理を連携して行うパートナーシップを基本とした新たな枠組みを確立
した。これは、「明治日本の産業革命遺産における管理保全の一般方針及び戦略的枠組
み」として知られている。日本政府においては、この枠組みは内閣官房の所管であり、
官房は管理体制の実施に最終責任を担っている。日本は、国・地方公共団体、民間企業
を含む幅広い利害関係者が、推薦資産の管理と保護に参加をするため、この戦略的枠組
みの下に、密接なパートナーシップを確立した。これらの仕組みに加え、民間事業者で
ある三菱重工業(株)、新日鐵住金(株)、三池港物流(株)は、当該構成資産の保護、管理
保全において内閣官房と合意をした。関係者はこの新しいパートナーシップ型の枠組み
が、管理体制として有効であるようにモニタリングすること、また管理者が価値保全に
むけての能力を培うためのキャパシティビルディングに向け、継続的計画を準備するこ
となど、特に留意すべきである。また、民間企業が所有する構成資産においては、ヘリ
テージに関する適切な助言が提供される必要がある。最優先で求められることは、各構
成資産並びに構成要素が全体の遺産群にどのように関係しているのか、特に日本の産業
化の道程において、１又は２以上の段階を反映しているか等を示すための適切なインタ
ープリテ―ション戦略を準備することであり、各構成資産がいかに顕著な普遍的価値に
貢献しているのかを展示において明示することである。

111

付属資料

4.締約国が、以下のことを検討するよう勧告する。
a)端島炭鉱の詳細な保全措置に係る計画を優先的に策定すること。
b)推薦資産（の全体）及び構成資産に関する優先順位を付した保全措置の計画及び実施
計画を策定すること。
c)資産に対して危機をもたらす可能性の高い潜在的な負の影響を軽減するため、各構成
資産における受け入れ可能な来訪者数を定めること。
d)推薦資産（の全体）及びその構成資産の管理保全のための新たな協力体制に基づく枠
組みの有効性について、年次ごとにモニタリングを行うこと。
e)管理保全計画の実施状況及び地区別保全協議会での協議事項・決議事項の実施状況に
ついて、1年ごとのモニタリングを行うこと。
f)各構成資産の日々の管理に責任を持つあらゆるスタッフ及び関係者が、能力を培い推
薦資産の日常の保全、管理、理解増進について一貫したアプローチを講じられるよう、
人材育成計画を策定し、実施すること。
g)推薦資産のプレゼンテーションのためのインタープリテーション（展示）戦略を策定
し、各構成資産がいかに顕著な普遍的価値に貢献し、産業化の１または2以上の段階を
反映しているかを特に強調すること。また、各サイトの歴史全体についても理解でき
るインタープリテーション（展示）戦略とすること。1
h)集成館及び三重津海軍所跡における道路建設計画、三池港における新たな係留施設に
関するあらゆる開発計画及び来訪者施設の増設・新設に関する提案について、『世界
遺産条約履行のための作業指針』第172項に従って、審議のため世界遺産委員会に提出
すること。
5.2018年の第42回世界遺産委員会での審議のため、2017年12月1日までに上記に関する進捗
状況の報告を世界遺産センターに提出するよう、締約国に要請する。
6.同時に、締約国がイコモスに対して、上記勧告の実施に係る助言を求めることを検討す
るよう勧告する。

1

世界遺産委員会は、委員会のサマリー・レコードに記載されているとおり、パラ４．ｇで言及されてい
る各サイトの歴史全体について理解できるようにするインタープリテーション(展示)戦略に関し、日本
が発したステートメントに留意する。
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５ 韮山地区管理保全協議会規約
（設置）
第１条

明治日本の産業革命遺産における管理保全の一般方針及び戦略的枠組みについて

（以下「枠組み」という。
）に基づき、明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石
炭産業（以下「遺産群」という。
）の構成資産のうち、韮山地区に所在する構成資産（以
下「韮山反射炉」という。
）が関係者の連携の下に文化財保護法等の関係法令及び韮山反
射炉管理保全計画（以下「保全計画」という。）に則って的確に管理保全されることを目
的として、韮山地区管理保全協議会（以下「協議会」という。）を設置する。
（役割）
第２条 協議会は、枠組みの定めるところにより、次に掲げる役割を担う。
(1)

韮山反射炉について、関係者の間で保全計画及びその実施方法並びにこれらの改善

方策、状況のモニタリング等、情報及び意見の交換並びに意思決定を行う。
(2)

枠組みに定めるフィードバックの仕組みにおける次の事項
ア モニタリング責任者（別表第１の左欄に掲げる伊豆の国市をいう。以下同じ。
）か
ら、少なくとも１年に１回は把握した内容の報告を受ける。また、こうした定期的
な報告以外にも、管理保全が十分に行われておらず遺産価値がリスクにさらされて
いる状況にあることが発見されたときは、モニタリング責任者から速やかに報告を
受ける。
イ

アの報告内容について議論を行い、必要に応じて管理保全の方法の充実について

検討を行う。
ウ

少なくとも１年に１回はモニタリングの状況について明治日本の産業革命遺産保

全委員会（以下「保全委員会」という。
）に報告する。この場合において、的確な保
全のために遺産群全体での対応が必要と認められるときは、新たな対応の検討を保
全委員会に要請する。
エ

必要に応じ、稼働資産を含む産業遺産に関する有識者会議（以下「有識者会議」

という。
）及び文化審議会並びにその委員に対し、リスク回避に関する方法及び管理
保全方法に関する改善策その他の事項について、専門的なアドバイスを求める。
オ

保全委員会が韮山反射炉の管理保全について必要な対応を要請した場合には、そ

の対応について、情報及び意見の交換並びに意思決定を行う。
(3) 有識者会議及び文化審議会のサポートの下に、６年おきに保全計画に基づく管理保
全の取組状況を分析し、問題があると認めた場合は、必要に応じて問題の原因を明確
化し、その対応策について議論した上で修正を行う。
(4) 世界遺産条約履行のための作業指針の規定に基づいて日本国政府が行う定期報告の
プロセスの一環として、必要に応じ有識者会議及び文化審議会のサポートの下に、韮
山反射炉の価値の保全状況を評価し、その結果並びに周辺状況及び保全状況等の変化
について、保全委員会へ報告する。
（組織）
第３条

協議会は、世界遺産の管理保全におけるパートナーシップの確立の理念の下に、

管理保全についての意見交換及び意思決定に参画する必要のある関係省庁、地方公共団
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体及び韮山反射炉の所有者等の関係者に広く開かれた組織とする。
２ 協議会は、別表第１の左欄に掲げる機関等により組織する。
３ 協議会の委員は、同表の右欄に掲げる職にある者をもって充てる。
４ 協議会に会長を置き、伊豆の国市長にある者をもって充てる。
５ 会長は、協議会を総括する。
（会議）
第４条

協議会の会議は、会長が招集し、１年に１回開催するほか、会長が必要と認めた

ときに開催する。
２ 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
３ 協議会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
（幹事会）
第５条 協議会の事務を補助させるため、協議会に幹事会を置く。
２ 幹事会の委員は、別表第２の右欄に掲げる職にある者をもって充てる。
３

幹事会に幹事長を置き、伊豆の国市観光文化部世界遺産課長の職にある者をもって充
てる。

４ 幹事会は、幹事長が招集し、幹事長が必要と認めたときに開催する。
５ 幹事長は、幹事会の会議の議長となり、議事を整理する。
（事務局）
第６条 協議会の事務を処理するため、伊豆の国市観光文化部世界遺産課に事務局を置く。
（その他）
第７条

この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定

める。
附 則
この規約は、平成 25 年２月５日から施行する。
附 則
この規約は、平成 25 年４月 18 日から施行する。
附 則
この規約は、平成 27 年３月３日から施行する。
附 則
この規約は、平成 27 年 12 月 25 日から施行する。
附 則
この規約は、平成 28 年５月 12 日から施行する。
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別表第１（第３条第２項及び第３項関係）
内閣官房

産業遺産の世界遺産登録推進室内閣参事官

国土交通省

中部地方整備局沼津河川国道事務所副所長

伊豆の国市中区

区長

伊豆の国市観光協会

会長

伊豆の国歴史ガイドの会

会長

静岡県
静岡県教育委員会

文化・観光部文化局富士山世界遺産課長
沼津土木事務所次長
文化財保護課長
市長
市長戦略部政策推進課長
観光文化部観光課長
観光文化部世界遺産課長

伊豆の国市

総務部危機管理課長
総務部地域づくり推進課長
経済環境部農業商工課長
都市整備部都市計画課長
都市整備部建設課長

伊豆の国市教育委員会

教育部文化財課長

別表第２（第５条第２項関係）
内閣官房

産業遺産の世界遺産登録推進室企画官

国土交通省

中部地方整備局沼津河川国道事務所調査第一課員

伊豆の国市中区

区長が指名する者

伊豆の国市観光協会

会長が指名する者

伊豆の国歴史ガイドの会

会長が指名する者

静岡県
静岡県教育委員会

文化・観光部文化局富士山世界遺産課員
沼津土木事務所工事第２課員
文化財保護課員
市長戦略部政策推進課員
観光文化部観光課員
観光文化部世界遺産課長
観光文化部世界遺産課員

伊豆の国市

総務部危機管理課員
総務部地域づくり推進課員
経済環境部農業商工課員
都市整備部都市計画課員
都市整備部建設課員

伊豆の国市教育委員会

教育部文化財課員
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６ 稼働資産を含む産業遺産に関する有識者会議に関する資料
稼働資産を含む産業遺産に関する有識者会議の開催について
平 成 24 年 ６ 月 26 日
内 閣 官房 長 官決 裁
平 成 28 年 11 月 ９ 日
一

部

改

正

１ 趣旨
「稼働中の産業遺産又はこれを含む産業遺産群を世界遺産登録に向けて推薦する場合の
取扱い等について」
（平成 24 年５月 25 日閣議決定）に基づき、稼働中の産業遺産又はこれ
を含む産業遺産群を世界遺産登録に向けて推薦する場合の推薦候補選定等を行うため、稼
働資産を含む産業遺産に関する有識者会議（以下「有識者会議」という。
）を開催する。
２ 構成
（１）有識者会議は、別紙に掲げる者により構成し、まち・ひと・しごと創生担当大臣の
下に開催する。
（２）有識者会議の座長は、互選により決定する。
（３）有識者会議は、必要に応じ、関係者の出席を求めることができる。
３ 任務
（１）稼働中の産業遺産又はこれを含む産業遺産群について、遺産価値及び保全方策の妥
当性の評価を行うこと。
（２）稼働中の産業遺産又はこれを含む産業遺産群について、世界遺産登録への推薦候補
の選定等を行うこと。
（３）その他、稼働中の産業遺産又はこれを含む産業遺産群について、関係機関等に対し
て、保全方策等に関する専門的助言を行うこと。
４ 庶務
有識者会議の庶務は、内閣官房において処理する。
５ その他
前各項に定めるもののほか、有識者会議の運営に関する事項その他必要な事項は、座長
が定める。
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（別紙）
稼働資産を含む産業遺産に関する有識者会議構成員

五十嵐 敬喜

法政大学名誉教授、弁護士

伊東 孝

元日本大学教授、産業考古学会会長

小野寺 英輝

岩手大学理工学部准教授

木曽 功

文化庁参与、千葉科学大学学長

工藤 和美

東洋大学理工学部建築学科教授

工藤 教和

慶應義塾大学名誉教授

後藤 治

工学院大学建築学部教授

佐藤 禎一

国際医療福祉大学大学院教授

島田 精一

株式会社 ISE 最高顧問

下村 満子

ジャーナリスト、元経済同友会副代表幹事

杉山 伸也

慶應義塾大学名誉教授

武田 晴人

東京大学名誉教授

中島 秀人

東京工業大学リベラルアーツ研究教育教授

野原 佐和子

株式会社イプシ・マーケティング研究所代表取締役社長

日枝 久

株式会社フジテレビジョン代表取締役会長

松浦 晃一郎

前ユネスコ事務局長

松尾 宗次

鉄鋼の研究者、史跡原爆ドーム保存技術指導委員会委員

松岡 資明

学習院大学客員教授

宗田 好史

京都府立大学大学院生命環境科学研究科教授

ニール・コソン卿

イングリッシュヘリテージ元総裁（英国）

マイケル・ピアソン ヘリテージマネジメントコンサルタント（オーストラリア）
ディヌ・ブンバル

イコモス・カナダ会長（カナダ）
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７ 「明治日本の産業革命遺産」保全委員会規約
（設置）
第１条 「明治日本の産業革命遺産における管理保全の一般方針及び戦略的枠組み」
（以下
「戦略的枠組み」という。
）に基づき、本遺産群が関係者の連携の下、的確に管理保全さ
れることを目的として、
「明治日本の産業革命遺産」保全委員会（以下「委員会」という。
）
を設置する。
（役割）
第２条 委員会は、戦略的枠組みに定めるとおり、次に掲げる役割を担う。
（１） 管理保全の一般的な方針やモニタリングの最終評価に関する事項など遺産群全体に
わたる事項について、他の関係者の意向にも配慮しながら、情報・意見の交換及び
意思決定を行う。
（２） 「明治日本の産業革命遺産」の顕著な普遍的価値（以下「ＯＵＶ」という。
）を適切
に保全する上で地区別保全協議会が効果的に機能しているかどうか確認し、遺産群
全体のＯＵＶに影響を与えうる問題が生じている場合は担当の地区別保全協議会に
対し必要な措置を講じるよう要請する。
（３） 戦略的枠組みに定めるフィードバックの仕組みにおいて、次に掲げる役割を担う。
① 地区別保全協議会からの報告について、少なくとも 1 年に 1 回はメンバー間で情
報を共有し、管理保全の一般的な方針の見直しの必要性等について議論する。
② 地区別保全協議会から要請があった場合、各構成資産の的確な保全のために、遺産
群全体での新たな対応について検討する。
③ 必要に応じ、稼働資産を含む産業遺産に関する有識者会議（以下「有識者会議」と
いう。
）やその委員に対し、リスク回避の方法や管理保全の方法の改善策、及びその
他の事項について、専門的なアドバイスを求める。
④ 戦略的枠組みの方針に反した管理保全活動が実施されるなど、ＯＵＶを維持する上
で改善が必要と認められる場合は、関係者又は地区別保全協議会に対し必要な措置
を講じるよう要請する。
（４） 有識者会議の技術的助言を得て１０年ごとに戦略的枠組みの実施状況を分析し、必
要に応じ、問題の原因を特定し対応策を関係者間で議論した上で改訂を行う。
（５） 構成資産の価値の保全状況に関する評価結果及び構成資産の周辺状況の変化等に関
する地区別保全協議会からの報告を踏まえ、遺産群全体のＯＵＶの保全状況を評価
した上で、有識者会議の支援を得て定期報告の作成方法についての議論を行う。
（組織）
第３条 委員会は、世界遺産の管理保全におけるパートナーシップの確立という理念の下、
パートナーシップの一助となるよう、管理保全についての意見交換や意思決定に参画す
る必要のある関係省庁、地方公共団体などの関係者が参画する。
２ 委員会は、平成 24 年 5 月 25 日の閣議決定に基づき、内閣官房が事務局となり、保全
手法及び産業を所管する関係省庁及び地方公共団体等により組織する。
３ 委員会の委員は、別表の右欄に掲げる職にある者をもって充てる。
４ 委員会に会長を置き、木曽功委員がこれを務める。
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５ 委員会に副会長を置き、加藤康子委員がこれを務める。
６ 会長は委員会を総括する。
７ 会長に事故があるときは、副会長が会長の職務を代理する。
８

委員会は、インタープリテーションの推進等について、一般財団法人産業遺産国民会
議の助言を受ける。

（会議）
第４条 委員会の会議は、会長が必要と認めたときに招集する。
２ 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
３ 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
（複数の地区別保全協議会の調整に関するワーキンググループ）
第５条

１つのエリアに稼働資産と非稼働資産の地区別保全協議会が存在する釜石、長崎

及び三池エリアについて、複数の構成資産の管理に関わる課題について議論するため、
保全委員会の下に、ワーキンググループを置く。
２

ワーキンググループは、内閣官房が事務局となり、保全手法及び産業を所管する関係
省庁、地方公共団体及び稼働資産の所有企業により組織する。

３ ワーキンググループに座長を置き、内閣官房がこれを務める。
４ 座長はワーキンググループを総括する。
（遺産群全体の保全等に係る実施計画に関するワーキンググループ）
第６条

観光圧力への対応や理解増進活動を含め、遺産群全体の保全に係る実施計画策定

等のため、保全委員会の下に、ワーキンググループを置く。
２

ワーキンググループは、内閣官房が事務局となり、関係省庁及び地方公共団体の関連
部局、民間の関係団体等により組織する。

３ ワーキンググループに座長を置き、内閣官房がこれを務める。
４ 座長はワーキンググループを総括する。
（幹事会）
第７条 保全委員会の事務を補助させるため、保全委員会に幹事会を置くことができる。
（事務局）
第８条

協議会の事務局である内閣官房は、関係省庁、地方公共団体などの関係者と連携

して事務にあたる。
附

則

この規約は、平成２６年６月１１日から施行する。
この規約は、平成２７年１月２０日から施行する。
この規約は、平成２７年６月２９日から施行する。
この規約は、平成２７年７月２９日から施行する。
この規約は、平成２８年１１月１８日から施行する。
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別表
内閣官房

木曽功

稼働資産を含む産業遺産に関する
有識者会議委員

加藤康子 内閣官房参与
産業遺産の世界遺産登録推進室長
文化庁

次長

国土交通省

都市局長
道路局長
海事局長
港湾局長

経済産業省

商務情報政策局長

林野庁

次長

福岡県

知事

佐賀県

知事

長崎県

知事

熊本県

知事

鹿児島県

知事

山口県

知事

岩手県

知事

静岡県

知事

北九州市

市長

大牟田市

市長

中間市

市長

佐賀市

市長

長崎市

市長

荒尾市

市長

宇城市

市長

鹿児島市

市長

萩市

市長

釜石市

市長

伊豆の国市

市長
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８ 伊豆の国市文化財保護条例（抜粋）

第７章 伊豆の国市文化財保護審議会
（設置）
第 44 条 法第 190 条第１項の規定に基づき、伊豆の国市文化財保護審議会（以下「審議会」
という。）を置く。
（組織）
第 45 条 審議会は、委員 10 人以内で組織する。
（委員）
第 46 条 委員は、学識経験のある者のうちから教育委員会が委嘱する。
２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
３ 委員は、再任されることができる。
（解嘱）
第 47 条 教育委員会は、委員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該委員
の委嘱を解くことができる。
(１) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(２) 職務を怠り、又は職務上の義務に違反した場合
(３) 委員としてふさわしくない非行があった場合
（会長及び副会長）
第 48 条 審議会に、会長及び副会長１人を置く。
２ 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
３ 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。
４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職
務を代理する。
（会議）
第 49 条 審議会の会議は、会長が招集する。
２ 審議会の会議の議長は、会長が行う。
３ 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
４ 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決
するところによる。
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９ 伊豆の国市史跡等整備調査委員会設置要綱
（設置）
第１条 伊豆の国市内に所在する国指定史跡等の整備活用に向けた検討及び調査をするた
め、伊豆の国市史跡等整備調査委員会（以下「委員会」という｡)を置く。
（所掌事務）
第２条 委員会は、次に掲げる事項について協議を行うものとする。
(1) 国指定史跡の整備活用に向けた調査に関すること。
(2) 史跡整備計画の策定及びその見直しに関すること。
(3) 史跡の指定に向けた調査研究に関すること。
（組織）
第３条 委員会は、委員４人以内で組織する。
２ 委員は、学識経験のある者のうちから教育委員会が選任し、委嘱する。
３ 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
４ 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
５ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委
員がその職務を代理する。
（専門部会）
第４条 委員会は、特定の事項について専門的な調査研究及び検討をする必要があると認め
るときは、委員会に専門部会を置くことができる。
２ 専門部会は、部会長及び専門委員をもって組織する。
３ 専門委員は、当該特定の事項についての識見を有する者のうちから教育委員会が選任し、
委嘱する。
４ 部会長は、委員会の委員又は専門委員のうちから委員長が指名する。
５ 部会長は、専門部会を総括する。
６ 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会長があらかじめ指名する専
門委員がその職務を代理する。
（委員等の任期）
第５条 委員会の委員の任期は、３年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期
間とする。
２ 委員は、再任されることができる。
３ 専門委員の任期は、当該調査及び審議が終了したときに委嘱を解かれたものとする。
（会議）
第６条 委員会又は専門部会の会議は、委員長又は部会長が必要に応じて招集する。
（意見等の聴取）
第７条 委員会及び専門部会は、必要があると認めるときは、その会議に専門的事項に関し
学識経験のある者その他関係人の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
（委員会の事務処理）
第８条 委員会の事務は、教育部文化財課において処理する。
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（委任）
第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
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10

韮山反射炉等の管理及び観覧料に関する条例
（趣旨）

第１条

この条例は、文化財保護法（昭和25年法律第214号。以下「法」という。）第

109条第１項の規定により史跡に指定された韮山反射炉、案内所、展示施設その他管
理のために設置された施設（以下「反射炉等」という。）の管理及び観覧料に関し必
要な事項を定めるものとする。
（管理）
第２条

反射炉等の管理については、法及び法に基づく命令に定めるもののほか、この

条例の定めるところによる。
（行為の制限）
第３条

反射炉等において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、教育委

員会の許可を受けなければならない。
(１)

土地の形状を変更すること。

(２)

広告物を掲げ、又は宣伝行為をすること。

(３)

車両等を乗り入れ、又は止めておくこと。

(４)

物品の販売、興行及び業としての写真撮影その他営業行為をすること。

(５)

立入禁止区域に立ち入ること。

（行為の禁止）
第４条

反射炉等においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(１)

反射炉等を汚損し、又は損壊すること。

(２)

鳥獣又は魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(３)

植物を採取し、又は損傷すること。

(４)

ごみその他の汚物を捨てること。

(５)

前各号に掲げるもののほか、反射炉等の管理に支障がある行為をすること。

（管理のための制限及び措置）
第５条

教育委員会は、反射炉等の管理のために必要があると認めたときは、反射炉の

観覧に関し必要な制限を設け、又は必要な措置を講ずることができる。
（観覧料）
第６条

反射炉等を観覧しようとする者は、別表に定める観覧料を納付しなければなら

ない。ただし、市民（市内に住所を有する者をいう。）は、この限りでない。
（観覧料の減免）
第７条

市長は、特別の理由があると認めるときは、観覧料を減額し、又は免除するこ

とができる。
（観覧料の不還付）
第８条

既に納付された観覧料は、還付しない。ただし、観覧料を納付した者の責めに

帰することができない理由により観覧することができなくなったときは、その全部又
は一部を還付することができる。
（損害賠償の義務）
第９条

反射炉等の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、速やかにこれを
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原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得な
い事情があると認めるときは、その賠償額を減額し、又は免除することができる。
（委任）
第10条

この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員

会規則で定める。
（罰則）
第11条

第３条の規定による許可を受けないで同条各号に掲げる行為をした者又は第

４条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者は、５万円以下の過料に処する。
附

則

（施行期日）
１

この条例は、平成17年４月１日から施行する。
（経過措置）

２

この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに、合併前の韮山町反
射炉管理条例（昭和37年韮山町条例第20号。以下「合併前の条例」という。）の規定
によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたもの
とみなす。

３

施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の
例による。
附

則（平成27年10月２日条例第30号）

この条例は、平成28年４月１日から施行する。
附

則（平成28年９月８日条例第30号）

この条例は、平成28年12月１日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成29
年４月１日から施行する。
別表（第６条関係）
区分
個人
団体

単位

観覧料

一般

１人１回につき

500円

生徒・児童

１人１回につき

50円

一般

１人１回につき

450円

生徒・児童

１人１回につき

50円

備考
１

この表において「団体」とは、20人以上の集まりをいう。

２

この表において「一般」とは、15歳以上の者であって生徒・児童以外のものを
いう。

３

この表において「生徒・児童」とは、学校教育法（昭和22年法律第26号）第１
条に規定する小学校及び中学校の在学者並びにこれらに準ずる者をいう。
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11 韮山反射炉等の管理及び観覧料に関する条例施行規則
（趣旨）
第１条

この規則は、韮山反射炉等の管理及び観覧料に関する条例（平成17年伊豆の国

市条例第65号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定める。
（観覧時間）
第２条

反射炉等（条例第１条の反射炉等をいう。以下同じ。）の観覧時間は、次の表

のとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、観覧時間を変更
することができるものとする。
区分

観覧時間

４月１日から９月30日まで

午前９時から午後５時まで

10月１日から翌年３月31日まで

午前９時から午後４時30分まで

（観覧できない日）
第３条

反射炉等を観覧できない日は、毎月第３水曜日（この日が国民の祝日に関する

法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日である場合は、その翌日）とする。た
だし、教育委員会が必要があると認めるときは、この日を変更し、又はこの日以外の
日を反射炉等を観覧できない日とすることができるものとする。
（観覧者の義務）
第４条

観覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(１)

反射炉等の施設、設備、備品等を汚損し、又は損傷しないこと。

(２)

指定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。

(３)

他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となるような行為をしないこと。

(４)

前３号に定めるもののほか、反射炉等の管理のため必要な指示に違反する行為

をしないこと。
附

則

（施行期日）
１

この規則は、平成17年４月１日から施行する。
（経過措置）

２

この規則の施行の日の前日までに、合併前の韮山町反射炉管理規則（昭和58年韮山
町規則第２号）の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によ
りなされたものとみなす。
附

則（平成28年９月29日教委規則第７号）

この規則は、平成29年４月１日から施行する。
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12 年次報告書（様式）
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