富津市文化財保護審議会による富津第二海堡の現地視察から考える
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１，はじめに
平成 26 年（2014）10 月28 日(火)に富津市文化財保護審議会による東京湾海堡のうちの富津第二海堡の現地視察
がおこなわれた。筆者も委員の一人として参加した。その折に感じた富津第二海堡の保存・活用について考察する。
なお、本稿は、江戸川大学博物館学芸員資格取得養成課程年報 Vol.6（2014 年度）に掲載したものを改編した。
２，富津第二海堡とは
２－１ 海堡とは
「海堡（かいほう）
」は、海中の人工島に作られた砲台のことである。慣用読みで「かいほ」と言われている
が、正しくは「かいほう」である。
「堡」は「砦」を意味する。
「海堡」という言葉を使い始めたのは明治に入ってからで、それまでは、陸上、海上を問わず砲台は「台場」
と呼称されていた。また、
「海堡」と呼ばれる砲台は東京湾にしか存在していない。
２－２ 東京湾海堡
嘉永6 年6 月3 日(1853.7.8)のペリー来航直後7 月25 日(1953.8.29)に、
韮山代官江川太郎左衛門英龍
（1801
～1855）は千葉県の富津岬の先に海堡を建造する必要性を説く意見書を提出１していることに始まるといえる。
大砲の射程などからその必要性は認識されたが、海中台場建設には巨額な建設費と長い歳月がかかることか
ら早急に実現可能な品川台場を先に建設した。
明治政府になり、首都防衛のために東京湾の海防計画に取り組んで、明治 13 年(1880)に観音崎第一砲台、
第二砲台の建設に着工。翌明治 14 年(1881)に千葉県富津岬の先端で水深５m の所に最初の海堡建設が開始され
た。第一海堡である。
そして、大正にかけて千葉県富津岬沖から神奈川県横須賀市側に 3 ヵ所の人工島が造成された。完成後は兵
舎や砲台が建設され、自然島である猿島とあわせて東京湾口に円弧状に存在する防衛ラインの一環として運用
された。
その後、第二海堡と第三海堡は 1923 年 9 月 1 日の関東大震
災により被災し、その年の内に廃止・除籍されたものの、第一
海堡はその後も使用され、第二次世界大戦に第二海堡もあわせ
て東京湾要塞の一部として運用されたが、現在は第一・二海堡
とともに一般の立ち入りが禁止され、海上保安庁によって灯台
が設置されている。しかし、第二海堡には一般財団法人海上災
害防止センターの消防演習場がある２。そこでは、海洋汚染や
海上災害の防止に関する訓練がおこなわれている。
東京湾海堡の設計・施工の体験は、その後の海洋港湾工事に
大きな教訓として残され、数々の有益な示唆を与えた。東京湾
海堡は、今日、全国の港湾で行われている人工島建設の先駆と
して大きな意義を示していたのである。

東京湾海堡
（東京湾口航路事務所HP画像から作成）

２－２－１ 第一海堡
明治 14 年（1881）8 月起工、明治 23 年（1890）12 月完成。富津岬の沖合いすぐの水深 1.2m から4.6m の所
に位置し面積は約 23,000m²。東京湾要塞の海堡として最初に運用が開始された。当初富津海堡と呼ばれていた
が、後に第一海堡となる。

第二次世界大戦後に日本を占領下に置いた連合国軍により要塞無力化のために、中央部が爆破処理された。
土砂の堆積と関東大震災による隆起のため、富津洲と地続きになっていたことがある。現在は、陸続きの面
影があるものの潮流の影響で途切れてしまっている。海上保安庁によって灯台が設置されている。なお財務省
の所管であり、無断での立ち入りはできない。
２－２－２ 第二海堡
明治 22 年（1889）8 月起工、大正 3 年（1914）6 月完成。第一海堡と共に富津市に属する。浦賀水道と内湾
の北側境界に位置し面積は約 41,000m²。建設当時の大砲の有効射程距離が約 3.0 ㎞だったことから 2.6 ㎞横須
賀寄りの水深は 8m から 12m の所に建設となった。大正 12 年（1923）9 月 1 日の関東大震災により被災、その
年の内に廃止・除籍されたが、その後海軍が使用し、第二次世界大戦中は対空砲が設置されるほか、敵潜水艦
の東京湾への侵攻を防ぐ防潜網が設置された。敗戦にともない第一海堡同様、施設を爆破処理される。戦後は
灯台が設置され、さらに昭和 52 年（1977）からは海上災害防止センターの消防演習場として利用されている。
以前は神奈川県側からの渡し舟で釣り人が渡航していたが、安全上の理由から平成17 年（2005）6 月末に立
ち入りが禁止された。
現在は第一海堡とともに海上保安庁によって灯台が設置されている。
浦賀水道航路および中ノ瀬航路に接し、
将来直下型の大地震が起きた際に劣化した護岸が崩壊し、流出する土砂が航路の海底に堆積して大型船舶の往
来を妨げる危険があることから、平成 18 年（2006）度から護岸整備工事が行われている。今後も灯台と消防演
習場として存続される予定である。
２－２－３ 第三海堡
明 25 年（1892）8 月起工、大正 10 年（1921）完成。横須賀市観音崎沖に建設され、面積は約 34,000m²。三
つの海堡の中で最も深い、水深約 39m の位置に造成されたため難工事となり、完成までに 30 年を要している。
しかし完成から 2 年後関東大震災により崩壊し 4.8m も沈下し、
全体の三分の一が水没してしまったために復旧
は困難と判断されて廃止・除籍された。
第三海堡跡は浦賀水道航路に隣接し、半ば暗礁化してしまった。そのため海難事故の原因となることが多発
した。そこで、航路として安全な水深を確保するため、平成 12 年（2000）12 月から撤去工事が進められ、平
成 19 年（2007）8 月に完了した。撤去された構造物は第三海堡跡南西 2,000m の海域に投棄され魚礁などに再
利用され、
一部は陸揚げして調査され、
当時の土木工事の水準を超えた人工島造成技術が分析報告されている。
３，富津市文化財保護審議会による富津第二海堡の現地視察がおこなわれるまで
富津第二海堡は、
『千葉県埋蔵文化財分布地図』に「周知の埋蔵文化財包蔵地」として登載されている。ここで
の工事等現状を変更する場合には、文化財保護法に基づき諸手続を取らなければならない３。手続きを経ずに工事
をおこなっていたことが明らかになってから富津市文化財審議会が現地視察をするまでの経緯を富津市文化財審議
会での配付資料をもとに整理・確認する。
平成 22 年 6 月 平成19 年 12 月 1 日から開始していた、東京湾口航路事務所による護岸工事の実態が明らかとな
る。千葉県教育委員会文化財課に報告。
7 月 22 日 第 2 回富津市文化財審議会で対応を協議。
8 月11 日 富文審第3 号で富津市文化財審議会会長 椙山林継から国土交通省関東地方整備局東京湾口航路事務
所長あてに「第二海堡についての要望書」を提出４。
8 月 30 日 文化財保護法第 94 条第 1 項に則り、湾口総第57 号で東京湾口航路事務所長澤木進から千葉県教育委
員会教育長あてに「埋蔵文化財の発掘の通知」が提出された。
10 月 20 日 教文第 17 号の 537 で千葉県教育委員会教育長から東京湾口航路事務所長澤木進あてに「周知の埋蔵
文化財包蔵地における土木工事等について」が通知された５。
平成 26 年 8 月 25 日 東京湾口航路事務所副所長野口孝俊から、
『富津市第二海堡跡調査報告書』がほぼ完成し、
千葉県教育委員会文化財課と東京湾口航路事務所とで校正中であるとの報告を受ける。
10 月 28 日 富津市文化財保護審議会によるは、この富津第二海堡の護岸工事に関して意見書を出した経緯もあること
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から、第二海堡の現状把握を目的としての現地視察を、東京湾口航路事務所の全面的な協力を得ておこ
なった。
以上である。

４，保存の現状－10 年前と比較して－
平成 22 年(2010)8 月 30 日日付で富津市文化財審議会からの要望書に対して、千葉県教育委員会文化財課と協議
しながら工事を進めるとの回答があった。そこに添付された「平成 21 年度～平成 39 年度第二海堡護岸復旧工事施
工計画書」
には、
「第二海堡の外周護岸を波浪による浸食から防止するとともに、
地震時に護岸が崩壊して暗礁化し、
航行船舶の障害にならないようにするために、護岸の復旧をおこなうものです。
」と工事目的が明確にされている。
筆者は、まだ上陸が禁止されていなかった平成 15 年（2004）6 月5 日（土）に、東京湾口航路事務所の全面的
な協力のもと東京湾海堡ファンクラブの一員として第二海堡を訪れたことがある。そのころは、上部の陥没やコン
クリートの塊や崩れた煉瓦づくりの居住区などが露出しており、灯台の南側の瓦礫の岩場に少しだけ砂が堆積して
出来た部分があったりしてアサリがとれたりしていた。その海岸を釣り場として利用する一般の釣り客が釣り糸を
垂れていた。
次の画像は、東京湾口航路事務所のホームページに掲載されている整備前と平成 25 年（2013）の第二海堡の航空
写真である。ちなみに写真の上が千葉県風雨津市方面で下が横須賀方面である。

さらに、筆者撮影の平成 15 年 6 月 5 日と平成 26 年 10 月 28 日の写真で、整備前と今の変化を見てみる。
平成15 年6 月5 日の写真

平成26 年10 月28 日の写真

陸者に対する注意事項の看板

立ち入り禁止看板
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上

崩落した護岸の様子沖には浦賀水道航路を行く船

横須賀方面先端の護岸工事

横須賀川の崩落した護岸の様子磯遊びの人が見える

横須賀方面先端の護岸工事

上の写真右部の磯で採れたアサリ

横須賀方面先端の護岸工事の崖の部分

灯台付近から砲塔部分の風景

砲塔付近から灯台にかけて設置されたソーラーパネル
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砲塔下部の南側、構造部分崩落が見られた

中央砲塔と富津市側の先端部護岸

砲塔下部の南側、コンクリート構造部分の崩落が見られた

中央砲塔

海上災害防止センターと富津市側の先端部護岸

海上から見る横須賀川護岸

以上、10 年前の様子は、崩落した部分が多く、人々がそこにひとときの憩いを見つけて楽しんでいたことがわか
り、人工物に自然の力が融合しているかのようでもあった。現在は、まだ未完成ではあるが、自然の力による崩落
を防ぐべく、堅牢な護岸が作られ、様々な施設も付け加えられ、第二海堡の東京湾内航路と海上安全の拠点として
の新しい役割に向けての整備が進んでいた。
５，第二海堡保存の方向性
文化財保護法第一条では、文化財保護法の目的を「文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もって国民の文化
的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献すること」と規定しており、保存と活用は文化財保護の重要な柱
と位置づけている。これまでは、文化財の保護の面のみが意識されてきたが、昨今の方向としては保護していくだ
けでなく活用していくことの重要性が増してきて、文化財の保護活用とが一体となって取り組まれるようになって
4

きている。
先の視察までの経緯で述べたとおり、最初こそ周知の埋蔵文化財包蔵地という認識のなかった国土交通省関東地
方整備局東京湾口航路事務所は、富津市文化財保護審議会からの要望書以後、千葉県教育委員会、富津市教育委員会と

の協議により、工事を進めてきた。それは、第二海堡の現状をこれ以上変化させないで留めておくことを念頭にお
こなわれ、護岸の設置や崩壊した煉瓦構造物やコンクリート塊の撤去整備であった。ここで特徴的なことは、第二
海堡の周囲海面－5 メートルの水深部分に設置した護岸の部材である鉄板等以外の土や土台にした礫は、第二海堡
の崩壊した瓦礫など再現不可能なものを再利用した点である。本来の場所とは別の用途でのリサイクルであるが、
当初材をそこに残すこととなったことは興味深い成果である。危険箇所を取り除くか改修し、極力現状を保って残
していくという意思が感じられる。
以上が、現行の保存事業であるが、これからの第二海堡はどうあるべきなのだろうか。
第二海堡は、第一海堡や猿島、富津岬の台場群、三浦半島の台場群などと一体の東京湾口台場要塞群としての文
化財として重要であることから考えると、建造物であり、文化財包蔵地となった要塞で、戦争遺跡でもある。
文化財保護法の第一条目的にある「文化財を保存し、且つ、その活用を図り、……」にあるように、文化財指定
をも考えて、文化財として今後いかに活用していくかが課題であろう。そのためには、歴史的な評価の確定と根本
的な構造内部の調査による危険箇所の特定と補修をどうするかということから始める必要がある。所有者である国
土交通省の予算化がなされないと難しい所もあるだろうが、文化財指定以後の保護活用計画に向けての千葉県や富
津市との連絡協議を定期的に維持開催していくことが重要である。
６，おわりに
筆者は、富津第一海堡が真近に見える富津市の出身である。かつては干潮時に歩いてわたれたこともあり、関心
は、富津第二海堡よりも第一海堡のほうが強く、立ち入り禁止となっているゆえにどうにかして自由な立ち入りが
出来ないものかと思うことが度々であった。
今に至るまで、第一海堡や第二海堡は立ち入り禁止のまま、文化庁による公的な評価が定まらず、危険の除去作
業や保護や活用が進まないままである。
今回、第二海堡に 10 年ぶりに上陸し、新しい設備の増設や保護のための護岸や改修工事による変貌を確認して、
これからの活用の可能性について考えさせられた。
貴重な文化財･文化遺産が時の移ろいとともに自然の力により朽ち果てていく。それも一つのあり方であろうが、
我々が考えうる対策を講じていかに残していくかが文化であり、知恵である。
これからは、関係者がいかに知恵を働かせるかが保護・活用に大きな力となるだろう。公的な評価と所有者、関
係自治体の一体となった活動を期待したい。
最後になったが、千葉県教育委員会文化財課、富津市教育委員会生涯学習課、東京湾口航路事務所副所長野口孝
俊氏の協力に心より感謝申し上げる。
〔注〕
１．国立情報学研究所により、
『維新史料綱要』
（東京大学史料編纂所）のデータベース化がなされた。内容は、幕末維
新史研究の最も基本的な文献の一つである『維新史料綱要』から，網文(歴史上の重要事件を短く表現した文)の全
文、年月日等を収録したデータベース。
『大日本維新史料稿本』(マイクロフィルム市販)の索引としても利用可能
である。以下にその内容を記す。
年月日

嘉永６年 7 月25 日(1853)

綱文

勘定奉行川路聖謨「左衛門尉」
・韮山「伊豆」代官江川太郎左衛門「英竜・勘定吟味役格」等、
旗山「相模国三浦郡」
・十石崎「同上」
・富津「上総国周淮郡」間海堡築造の議に対へ、事歳月
を要するを以て、寧ろ江戸近海の施設を急にするの可なるを論ず。

簡略綱文

勘定奉行川路聖謨「左衛門尉」
・韮山「伊豆」代官江川太郎左衛門「英竜・勘

国立情報学研究所 HP：https://dbr.nii.ac.jp/infolib/meta_pub/G0000037ISHIN 2015･02･24 閲覧
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２．一般財団法人海上災害防止センター（Maritime Disaster Prevention Center）は、海洋汚染等及び海上災害の防
止に関する法律（昭和45 年法律第 136 号）第42 条の 13 第1 項に基づいて、海上保安庁長官の指定する指定海上
防災機関である。東京湾にある第二海堡に消防演習場を有する。
３．文化財保護法（以下「法」という）第 93 条第１項のいう「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲内で建築・土木工事
等をおこなう場合には、同法に基づいた手続きが必要となる。しかし、実際の工事を伴わない不動産取引等の場合
には法第 93 条第１項の届出をおこなう必要はない。
○埋蔵文化財包蔵地に該当する場合の手続き
１ 事前協議
建築・土木工事等を予定している敷地の全部、または一部が埋蔵文化財包蔵地の範囲内に入る場合には法
第 93 条第１項に基づく届出が必要。この届出は、事業に着手する 60 日前までに都道府県教育委員会教育
長宛におこなうことが義務づけられている。
市教育委員会では予定している建築・土木工事等の計画を聴き、今後の対応について協議する。
２ 届出
法第 93 条第１項に基づき届出書を着手の 60 日前までに都道府県教育委員会教育長宛の届出を市教育委
員会に提出する。これには、１、土木工事等をしようとする土地及びその付近の地図、２、当該土木工事等
の概要を示す書類及び図面、を添付する。
届出者は、原則として土地所有者、工事主体者、施工責任者のいずれか。
３ 指示
届出に対して、都道府県教育委員会教育長名で法第 93 条第２項に基づく指示がだされる。
建築・土木工事等が埋蔵文化財に影響を与えると判断される場合には、建築・土木工事等の実施の前に発
掘調査をおこなうように指示が出される。この指示が出された場合には、建築・土木工事等を予定している
敷地の試掘調査を行い、埋蔵文化財（遺跡）の現状を記録する。
４ 試掘調査
試掘調査は実施までにはおよそ１週間程度の準備期間が必要。
この他に法第 93 条に基づいて市の判断で試掘調査をおこなう場合があります。
試掘調査の方法
試掘調査は敷地内の全体を対象に試掘溝（トレンチ）を掘り、遺物の分布状況や遺構の有無・種類等を
確認し、遺跡の現状を記録する。
試掘調査費用・期間
試掘調査にかかる費用については事業者に協力を求める場合がある。期間については、敷地の面積や
状況にもるが、概ね１週間程度。
試掘調査の結果
試掘調査の結果、遺跡の存在が確認され、予定されている建築・土木工事等が遺跡に影響を与える恐れ
がある場合には、敷地内の遺跡保護のために事業者と市教育委員会は協議をおこなう。
試掘調査の結果、敷地内に遺跡の存在が確認されなかった場合には、建築・土木工事等の計画を進めて
支障ない。
５ 協議
試掘調査により遺跡の存在が確認された後、事業者と市教育委員会は建築・土木工事等の計画変更等に
より当該遺跡の「現状保存」が可能かどうか協議する。
「現状保存」の方法としては、試掘調査の結果に基づき、遺構のない部分で事業をおこなうほか、掘削が
遺跡の確認された深さまで及ばない場合がこれにあたる。
計画変更等による遺跡の「現状保存」が困難な場合には、次善の策として「記録保存」のための発掘調
査をおこなう。そのために事業者と市教育委員会は調査期間、調査組織の設立等について協議する。発掘
調査は報告書の刊行までを意味する。
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発掘調査費用の負担について
発掘調査にかかる費用は原則として事業者に負担。立ち会いの際に重要な遺構や大量の遺物が発見され
発掘調査が必要になった場合も同様。調査費用は現地調査に要する諸経費、報告書作成に要する経費等。
発掘調査の期間について
発掘調査にかかる期間は、１、敷地の面積、２、建築・土木工事等の規模、３、試掘調査の結果から考
えられる遺跡の規模、４、遺跡の種類（集落、環濠など）
、５、遺跡の時期（旧石器、縄文、弥生など）
等を考慮し、協議をおこなった上で取り決める。調査組織の設立 事業者が発掘調査の手段を用意できな
い場合には、市教育委員会との協議により調査組織を設立する。 市教育委員会は、調査組織に対して調
査期間中、必要な指導をおこなう。
６ 発掘調査
発掘調査の届出の提出
事業者と調査主体者の間で契約が成立した段階で、法第 92 条第１項の発掘調査の届出を調査主体者か
ら都道府県教育委員会教育長宛におこなう。この届出は「調査のための発掘」をする場合に、発掘の着手
の 30 日前までにおこなうことが義務づけられている。この届出を怠ると法第 203 条第２号による処罰の
対象になる。
発掘調査の実施
発掘調査は現地での調査とそれを整理して調査の結果を報告書にまとめ、それが刊行された時点で終了
したことになる。発掘調査された遺跡は、報告書が刊行されることにより「記録保存」され、初めて「保
存と活用」が可能となる。
出土品の帰属・保管について
発掘調査により出土した土器・石器等の出土品は、遺失物法の適用を受けることになる。調査による出
土品は、調査主体者から所轄の警察署長に埋蔵物発見届を提出することにより、現物の差し出しとして取
り扱われる。
また、出土品は調査主体者が都道府県教育委員会に保管証を提出して保管する｡
届出を受けた警察署長は公告の手続きをとり、所有者が判明しないときは法第 105 条第１項により所
有権は都道府県に帰属する。都道府県は文化財の所有権を都道府県文化財保護条例により、発見された土
地を管轄する区市町村に帰属させることができる。
４．要望書の内容は、富津第二海堡は、
『千葉県埋蔵文化財分布地図（４）機密･夷隅･安房地区(改訂版)』(平成 12 年3
月千葉県教育委員会発行)に「周知の埋蔵文化財包蔵地」として搭載されているため工事等現状を変更する場合には、
文化財保護法に基づき市･県教育委員会への通知･協議のないまま工事実施に至ったことへの遺憾の意の表明と、第
二海堡の歴史・土木建築遺産としての調査究明の重要性を述べ、次の 4 点の情報の提示を要望した。
①すでに実施した工事の内容の報告(図面･写真を含む)。②現時点で残存する遺構の詳細。③最終的な工事の完成
予想図。④海堡の歴史的遺産としての価値に対する考え。
５. 周知の埋蔵文化財包蔵地である第二海堡での土木工事等については、文化財保護法に基づき第二海堡の構造や歴史
等を記録するための調査を実施すること。千葉県教育委員会および富津市教育委員会との事前の協議で工事を実施す
ること、貴重な遺構等が発見された場合は保存について協議することが通知された。
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