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( 概要版 )



序

　本市では、平成 21 年 1 月にユネスコの世界遺産暫定リストに掲載されました「宗

像・沖ノ島と関連遺産群」の世界遺産本登録に向け、福岡県、福津市と共同で学術

会議やシンポジウム、市民協働事業などを進めているところです。

　このような取り組みの中、平成 20 年度に発掘調査を行いました田熊石畑遺跡より、

北部九州でも屈指の有力者集団の墓域が見つかり、大変注目をされました。市では

宗像海人族のルーツともいえるこの遺跡の重要性を十分認識するとともに、官民学

等関係者の皆様の大変なお力添えをいただき、遺跡の全面を保存する運びとなりま

した。

　平成 22 年 2 月 22 日には市民はもとより国民の財産としての価値が認められ、異

例の早さで国史跡の指定を受けるとともに、公有地化までを終えております。

　平成 22 年度には、市民協働による史跡の整備活用を進めるべく、国史跡田熊石畑

遺跡の整備の指針となる基本計画を策定し、本書刊行の運びとなりました。この計

画をもとに、子どもたちの笑顔があふれ、誰もが楽しめる新しい時代の史跡整備を

目指し、鋭意取り組んでまいります。

　最後になりましたが、本計画の策定にあたり、市民ワークショップにご参加され

貴重なご意見をいただきました東郷地区コミュニティ運営協議会をはじめとする市

内の各種団体の皆様、並びにご審議をいただきました宗像市史跡保存整備審議会の

皆様に心から感謝いたします。

平成 23 年 3 月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宗像市教育委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育長　城月　カヨ子　
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　1.計画策定の背景

 　1)田熊石畑遺跡とは

・遺跡は、釣川左岸の支流である八並川と松本川に挟まれた、標高12mほどの河成段丘

上に立地しています。平成20年4月より、民間の開発事業に先駆けて発掘調査が行わ

れ、当初予想されなかった弥生時代中期前半（紀元前2世紀頃）の墓域が見つかりま

した。当時の宝器である武器形青銅器が、わずか6基の木棺墓から計15点も出土し、

北部九州屈指の有力者集団の存在が明らかになりました。また、環濠や竪穴住居、貯

蔵穴など同時代の集落遺跡も見つかり、宗像海人族のルーツともいえる重要な遺跡で

す。

・古墳時代の掘立柱建物（高床倉庫）群も注目されており、宗像君一族とのかかわりが

推定されています。

 　2)国史跡の指定を受けるまで

・遺跡の重要性を受け、平成20年12月に

は遺跡を救おうと市民有志が立ちあが

り「田熊石畑遺跡の保存を求める会」

を結成し署名運動が行われ、あわせて

九州考古学会からも全面保存の要望書

が市へ提出されました。

・市では関係部局や地権者と度重なる協

議を経て遺跡全面の保存を決定すると

ともに、平成21年7月には文化庁へ史跡

指定についての意見具申を行ない、平

成22年2月22日付けで「国史跡田熊石畑

遺跡」が誕生しました。

指定理由は

玄界灘沿岸の東側に所在する弥生時代の集落遺跡。発掘調査により木棺墓

が確認され、調査した 6基すべての木棺墓から青銅製武器が検出された。

北部九州における弥生時代の集落や墓制の在り方を知る上で極めて重要で

ある。

副葬品の装身具 発掘調査の様子

田熊石畑遺跡全景
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（出典：概報 田熊石畑遺跡）
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 　3)基本構想

・世界遺産登録活動や郷土文化学習交流施設など同時進行していた文化遺産関連事業計

画との連携を図りながら、市民協働の視点による保存活用などを盛り込み、平成21
年5月に策定しています。

　2.基本計画

 　1)計画の目的と範囲

・この計画は、基本構想の方向性を具体化するために、史跡と周辺環境などの諸条件を

分析し、事業推進への道筋を示すものです。

・所在地：福岡県宗像市田熊二丁目9番37外
・指定面積：31,590.37㎡
・計画範囲：33,603.38㎡（史跡北側の道路を挟んだ市有地を含む）

 　2)田熊石畑遺跡を取り巻く環境

・遺跡の近隣には東郷登リ立遺跡や久原遺跡、東郷高塚古墳など弥生時代から古墳時代

にかけての重要な遺跡が集中しており、宗像地域の中心的集落圏といえます。

・弥生時代前期から中期にかけては、マツやススキなどが育成する開けた場所であった

ことが推定されています。このほか、コナラ・シイ・カシ・サクラ・イネの存在が確

認されています。

・現在の史跡は商業地域と第1種住居地域であり、商店、住宅、水田等に囲まれ、JR東

郷駅から徒歩で約20分、遺跡北側は県道（福間・宗像・玄海線）に面し、交通の利

便性は高いといえます。

図 2　熊石畑遺跡全景



宗像郷土館 外観
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 　3)田熊石畑遺跡と周辺地域の特性と評価

・遺跡は周囲より高まりを持った河成段丘上にあり、このイメージを尊重するととも

に、水運に使われたと思われる松本川の水辺改修も視野に入れます。

・遺跡は北部九州の弥生時代前期末から中期前半の集落や墓制のあり方や弥生時代中期

後半に存在した「クニ」の成立以前の社会を知る上で、きわめて重要な遺跡です。

・遺跡から出土した武器形青銅器や朝鮮半島・山陰・瀬戸内系の土器は、海を介しての

交流の結果と考えられ、宗像海人族のルーツともいえる遺跡です。

・遺跡周辺の低山地に生息している小動物や鳥類・昆虫などの生態に配慮した整備をす

ることで身近な自然学習の空間ともなります。

・市内には宗像大社やさつき松原、道の駅などの豊富な歴史・観光資源を有し、これら

と一体的な活用や見学ルートの案内施設が必要とされます。

 　4)基本理念と方針

・史跡整備の柱となる基本理念と、この理念を具体化するための基本方針を以下のとお

り掲げます。

・遺跡は昭和8年（1933）宗像高等女学

校教諭であった田中幸夫氏により発

見され、宗像地域初の発掘調査が行

われた記念すべき場所です。また、

昭和13年（1938）から10年ほど、地

方の歴史資料館の先鞭をつけた「宗

像郷土館」がありましたが、戦後は

荒廃し廃館という結果になりまし

た。ここは文化財保護とは何かを考

える場でもあります。

「本史跡を宗像市の文化財保護を象徴するものとして位置付け、確実に次世代へ

継承するとともに、多様な市民活動や学びの場、憩いと緑の空間として魅力を高

め、地域づくりに寄与する保存活用とする」

基本理念

①史跡の保存方針

ア．史跡の確実な保存管理を行う。

イ．本市の文化財保護の象徴とする。

②史跡の活用方針

ア．市民協働による手づくり史跡整備を進める。

イ．弥生の歴史空間を再現し、学びの場とする。

ウ．地域づくりに寄与し、憩いと緑の空間とする。

エ．宗像遺産ネットワークに位置付け、公開は最新の情報技術で対応する。

オ．世界遺産の構成資産としてアピールする。

基本方針



体験学習（火おこし）

ワークショップ風景

（平成 22 年 11 月）

国史跡 田熊石畑遺跡整備ワークショップ
　　　　　　　　　　　　第 3回開催の報告

終始、東郷地区の活性化を
取り上げていただきました。

3回とも最小数でしたが、宗像の
アイデンティティーを高める提案
をしていただきました。

具体的な整備図
まで提案してい
ただきました。

弥生の里の運営
組織形態まで提
案していただき
ました。

隣接する川や景観など幅広い
観点で検討していただきました。

（平成 22 年 11 月）

国史跡 田熊石畑遺跡整備ワークショップ
　　　　　　　　　　　　第 2回開催の報告

訪問学習の様子。児童のするどい
質問に学芸員の白木さんもビックリ。

気分転換に整備事例の人気投票を
してもらいました。

31,000

1,700

（平成 22 年 10 月）

国史跡 田熊石畑遺跡整備ワークショップ
　　　　　　　　　　　　第 1回開催の報告

田熊石畑遺跡全景    約 31,000 ㎡　（航空写真）

15 点の武器形青銅器

装  身  具

ワークショップ

　　　　　の会報
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 　5)整備基本計画

・整備の時代設定は弥生時代の歴史空間を再現することを基本とします。

・地域史にとって古墳時代の掘立柱建物（高床倉庫）など古墳時代の遺構も重要である

ため、平面表示や解説板等で十分説明し、体験学習として期間を定めた掘立柱建物再

現の方法を工夫します。

・活用の主体は市民であり、大人から子どもまでが歴史を学び体験する場であるととも

に憩いや地域づくりの場としての活用形態を十分に配慮したものとします。

・遺構の確実な保存を行います。

・バリヤフリーに配慮した整備とします。

・宗像市全体の歴史遺産や観光資源、田熊石畑遺跡の全体像がわかる総合案内板やゾー

ンごとの遺構解説板を設置します。

・来訪者に向けた史跡案内の道標などを整備します。

 　6)活用・運営計画

・市民協働による史跡整備を進めるにあたり、史跡整備に対する多様な市民意見を集約

し、基本計画に反映させるため、市民ワークショップを開催しました。今後も継承

し、市民意見を整備に活かしていきます。

・市民ワークショップの成果や宗像学の実践を前提に、整備基本理念・方針を踏まえた

活用計画を進めます。

・行政と自治会や市民団体が中心となった活用・運営の事務局設立に取り組みます。

・市域の他の施設や団体と連携し、観光ネットワーク化を進めます。
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基基本構想（平成 221 年年 55 月月策定）  

国国史跡田熊石畑遺跡整備基基本計画  

計計画の目的と範囲  

計計画の目目的：基本構想の具体化のため、史跡と周辺環境など諸条件の分析を行い、事業推

進への道筋を示す。 
計計画の範範囲：国史跡範囲 31,590.37㎡（平成 22 年 2 月 22 日）と市有地等。

遺遺跡および周辺の特性と評価  

市街地にある弥生時代の重要遺

跡、文化財保護を考える場。 

遺遺跡周辺環境の概要  

自然・社会環境の概要、自然化学

分析（古環境調査）の結果を概観。 

遺遺跡のの概要  

遺跡概要や田中幸夫と宗像郷土

館などの土地履歴を概観。 

宗宗像市の概要と史跡地の現状  

宗宗像市の概要：位置・歴史概要・関連計画 
史史跡の現状：指定の経緯と理由・公有化の現状 

整整備基本計画  

整整備基本理理念とと方方針  

整整備基本計画の前提 

①時代設定は原則弥生時代とし、古墳時代は再現方法を工夫。

②範囲は史跡地と隣接市有地。③活用主体は市民。 
 

宗像市の概要

史跡の現状

事事業計画  

基基本計画図  

活活用・運営計画  

ワークショップの成果を盛り込

んだ市民協働による活用・運営。 
遺遺構のの保存と整備  
保存を踏まえた整

備手法の検討。 

動動線計画  
史跡への誘導や見

学ルート計画。 

調調査計画  
整備と保存のた

めの調査計画。 

整整備施設の内容  
活用内容から必要と

される施設の概要。 

①イ .本市の

文化財保護の

象徴とする。 

②ア .市民協

働による手づ

くり史跡整備

を進める。 

②イ .弥生の

歴史空間を再

現し、学びの

場とする。 

②ウ .地域づ

くりに寄与

し、憩いと緑

の空間とする。 

②エ .宗像遺産

ネットワークに

位置付け、公開

は最新の情報技

術で対応する。 

②オ .世界遺

産の構成資産

としてアピー

ルする。 

基本計画策定の流れ

①ア .史跡の

確実な保存管

理を行う。

基本理念：「本史跡を宗像市の文化財保護を象徴するものとして位置付け、 確実に次世代へ

　　　　　　　　継承するとともに、 多様な市民活動や学びの場、 憩いと緑の空間として魅力を高

　　　　　　　　め、 地域づくりに寄与する保存活用とする」

基本方針：基本理念を受け、 2 つの①保存方針と 5 つの②活用方針を掲げる。

計33,603.38㎡
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図 3　基本計画平面図

 　基本計画図
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・古代には河川が道
路の役割を担って
いたことなど、水
運について学ぶ場
とする。

・水辺の自然学習の
場とする。

・憩いの場とする。

普通車 80 台程度

総合案内板設置

多目的活用広場（約 1,900 ㎡）

・田熊石畑遺跡の全容を学ぶ
場とする。

・宗像地域の特色ある歴史を
学ぶ場とする。

水辺ゾーン
　　　　（約 300 ㎡）

貯蔵穴ゾーン
 　　　　（約 2,200 ㎡）

環濠ゾーン（約 1,600 ㎡）

・環濠の役割や集落の成長

過程を学ぶ場とする。

駐車場（約 2,000 ㎡）

・貯蔵穴の用途や構造に
ついて学ぶ場とする。

・四季を感じる憩いの空
間とする。

・体験広場ゾーンと一体
的な活用の場。

掘立柱建物ゾーン（約 1,300 ㎡）

・古墳時代の重要な遺構が残さ
れていることを知り、掘立柱
建物（倉庫）の歴史的意義や
構造を学ぶ場とする。

・基本は平面標示だが、高床倉
庫づくり体験に活用する。組
み建てた倉庫は一定期間展示
する。

墓域ゾーン（約 200 ㎡）

竪穴住居ゾーン（約 600 ㎡）

・弥生人の暮らしを学ぶ場とする。
・竪穴住居での生活体験の場とす

る。
・各建物は、市民協働により5～10年

毎に建て替え、古代建築技術の継
承の場とする。

・北部九州屈指の有力者集団
が存在した歴史的意義や弥
生時代の墳墓構造を学ぶ場
とする。

粘土採掘坑ゾーン（約 700 ㎡）

・土器から陶磁器にいたるまで焼
物の歴史を学ぶ場とする。

・体験広場ゾーンと一体的な活用
の場とする。

宗像郷土館跡

体験広場ゾーン
　  　　（約 11,500 ㎡）

・火おこしや勾玉・土器・土
笛づくりを体験する場とす
る。

・手づくり史跡整備のための
復元材を加工する場とす
る。

・市民祭りや収穫祭など季節
感あふれる各種イベントの
場とする。

・戦後廃館となった宗像郷土館
の事例から文化財保護を考え
る場とする。

・遺跡の発見者であり、宗像郷
土館建設に奔走した田中幸夫
氏の業績をたどる場とする。

遊歩道（幅 2.0 ～ 3.0ｍ）
（約ℓ=900ｍ）
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田熊石畑遺跡整備の方向性

地区区分
ゾーン分類

ゾーン範囲図 遺構の概要等
遺構の概要等

保　存 整　　備 活　　用 活用イメージ図 案内情報設備

指
定
地
外

史　

跡　

指　

定　

地　

内

そ
の
他

弥
生
時
代

古
墳
時
代

①駐車場ゾーン

　（約 2,000 ㎡）

・駐車場に用いる。 ・全体案内板
・QRコードサービス

・全体解説板（宗
像・田熊石畑遺

　跡の歴史）
・QRコードサービス

・駐車場用地として整備す
る。

　　　　　－

・八並川に面した低湿地。

②多目的活用広場

　ゾーン

　（約 1,900 ㎡）

・遺跡へのプロローグ空間
とする。

・田熊石畑遺跡の全容を学
ぶ場とする。

・宗像地域の特色ある歴史
を学ぶ場とする。

・多目的な活用を想定し、保
護盛土等に配慮する。

・来訪者のため便所・管理棟
を設置する。

・一定厚さの保護盛土
（0.5～1.0ｍ程度）を
行い遺構を保護すると
ともに、周囲より若干
高くなることから河成
段丘であった旧地形を
イメージできるように
する。

・史跡地内に施設整備を
行う場合、保護盛土上
にベタ基礎で荷重を分
散させ、地下への影響
を緩和させる工法を検
討する。

・史跡地内の環境再現で
植物を植える場合、遺
構面に0.2～0.3ｍの保
護盛土を行い、防根
シートを敷設し、その
上に1ｍ程度の客土を
施す。

・一部に中世の柱穴・溝を確
認。

・解説板（環濠と集
落の成長）

・QRコードサービス③環濠ゾーン

　（約 1,600 ㎡）

・環濠の役割や集落の成長
過程を学ぶ場とする。

・環濠や陸橋を平面表示。確
認調査結果を踏まえ、整備
手法を検討する。

・復元直径約60ｍ。
・北と南に陸橋（出入口）。
・環濠内検出の土坑は性格不明

のため要確認調査。

・解説板（水運・水
辺の生き物）

・QRコードサービス④水辺ゾーン

　（約 300 ㎡）

・古代には河川が道路の役
割を担っていたことな
ど、水運について学ぶ場
とする。

・水辺の自然学習の場とす
る。

・憩いの場とする。

・松本川左岸と調和ある整備
とする。

・水辺の生態系育成に適した
整備とする。

・松本川の左岸水辺につながる
谷地形。

・漁撈具（土錘）や半島系土器
が出土し、水運での利用を想
定。

・解説板（貯蔵穴と
集落の成長）

・QRコードサービス⑤貯蔵穴ゾーン

　（約 2,200 ㎡）

・貯蔵穴の用途や構造につ
いて学ぶ場とする。

・草花を植え四季を感じる
憩いの空間とする。

・種類の異なる貯蔵穴を数基
復元し、他は平面表示とす
る。

・遺構表示を草花で行う。

・遺構の大半を占める土坑や貯
蔵穴約170基を検出。

・解説板（胸形君と
高床倉庫群）

・QRコードサービス⑥掘立柱建物

 ゾーン

　（約 1,300 ㎡）

・古墳時代の重要遺構であ
る掘立柱建物（高床倉
庫）の歴史的意義や構造
を学ぶ場とする。

・基本は平面表示だが、年
に数回高床倉庫づくり体
験に活用し、一定期間展
示する。

・平面表示のほか、解説板等
に復元図を示す。

・柱穴は復元体験学習を考慮
し、容易に柱を立てられる
ようソケット状に補強す
る。

・掘立柱建物（高床倉庫）を16
棟確認（建替え含む）。

・平面プランは2間×2間、面積
は7～20㎡程度。
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地区区分
ゾーン分類

ゾーン範囲図 遺構の概要等
遺構の概要等

保　存 整　　備 活　　用 活用イメージ図 案内情報設備

史　

跡　

指　

定　

地　

内

そ
の
他

そ
の
他

弥
生
時
代

古
墳
時
代

・全体解説板（弥生
の社会と墳墓）

・QRコードサービス⑧墓域ゾーン

　（約 1,900 ㎡）

・この地に弥生時代の有力
者集団が存在した歴史的
意義や弥生時代の墳墓構
造を学ぶ場とする。

・レプリカで区画墓を再現
し、周囲から見学できる構
造とする。

・武器形青銅器や装身具の出
土状況をレプリカで再現す
る。

・一定厚さの保護盛土
（0.5～1.0ｍ程度）を
行い遺構を保護すると
ともに、周囲より若干
高くなることから河成
段丘であった旧地形を
イメージできるように
する。

・史跡地内に施設整備を
行う場合、保護盛土上
にベタ基礎で荷重を分
散させ、地下への影響
を緩和させる工法を検
討する。

・史跡地内の環境再現で
植物を植える場合、遺
構面に0.2～0.3ｍの保
護盛土を行い、防根
シートを敷設し、その
上に1ｍ程度の客土を
施す。

・9基中6基を調査し、武器形青
銅器15点とヒスイ製などの装
身具が出土。

・北部九州屈指の有力者集団の
存在を証明する 重要遺構。

・解説板（焼物の歴
史）

・QRコードサービス⑨粘土採掘坑

　ゾーン

　（約 700 ㎡）

・土器から陶磁器まで焼物
の歴史を学ぶ場とする。

・体験広場ゾーンと一体的
な活用の場とする。

・平面表示とする。・25×35ｍの範囲で繰り返し採
掘。

・出土遺物は5世紀後半から6世
紀の土師器・須恵器。

・解説板（市民協働
による史跡整

　備の取り組み）
・QRコードサービス

⑩体験広場ゾーン

（約 11,500 ㎡）

・火おこしや勾玉・土器・
土笛づくりを体験する場
とする。

・手づくり史跡整備のため
の復元材加工の場とす
る。

・市民祭りや収穫祭コン
サートなど季節感あふれ
るイベントの場とする。

・便所や倉庫等屋外体験活動
に必要な施設を保護盛土上
で検討する。

・ソバ等の食物栽培コーナー
を設ける。

・弥生時代から中世にかけての
柱穴・土坑が散在。

・解説板（田中幸夫
と宗像郷土館）

・案内版（宗像遺
産・関連施設）

・QRコードサービス

⑪多目的活用広場

　ゾーン

　（約 1,900 ㎡）

・戦後廃館となった宗像郷
土館の事例から、文化財
保護を考える場とする。

・遺跡の発見者であり、宗
像郷土館建設に奔走した
田中幸夫氏の業績をたど
る場とする。

・宗像遺産探訪等の案内を
行う場とする。

・宗像郷土館跡の平面表示方
法を検討する。

・一部に中世の柱穴・溝を確
認。

・解説板（弥生人の
暮らし）

・QRコードサービス⑦竪穴住居ゾーン

　（約 600 ㎡）

・弥生人の暮らしを学ぶ場
とする。

・竪穴住居での生活体験の
場とする。

・5～10年ごとに建て替え、
古代建築技術継承の場と
する。

・竪穴住居を2棟程度復元す
る。

・市民協働で部材の調達、組
み立てを行い整備する。

・円形住居6棟を確認。
・建て替えを考慮すると同時期

に2棟まで復元可。

　　　　　　－
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鳥瞰図

※掘建柱建物は体験施設として、

　市民や中・高校生が組み立てている様子を描いている。



多目的活用広場イメージ

水辺イメージ

主要部分イメージ
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体験施設イメージ

貯蔵穴イメージ
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