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令和２年６月１９日

「舞鶴鎮守府島嶼施設」日本遺産構成文化財への追加認定について
このたび、平成 28 年に認定を受けた日本遺産「鎮守府

横須賀・呉・佐世保・舞鶴～日本近代化

の躍動を体感できるまち～」について、舞鶴市の「舞鶴鎮守府島嶼施設」
（蛇島ガソリン庫）が構成
文化財に追加認定されましたのでお知らせします。

（１） 認定内容変更の内訳
・構成文化財の追加

・・・

別紙①（参考：旧軍港市日本遺産活用推進協議会広報資料）

２件（舞鶴市１件、呉市１件）

・構成文化財の名称の一部変更 １件（呉市）
変更認定日：令和２年６月 19 日
（２） 舞鶴市の構成文化財追加物件

１件

・舞鶴鎮守府島嶼施設（まいづるちんじゅふとうしょしせつ）
「蛇島ガソリン庫」
（じゃじまがそりんこ）
（３）「蛇島ガソリン庫」について

・・・別紙②（概要・写真）

大正 11 年に建設された燃料保管施設。島内にはガソリン庫 4 本の他、石積護岸や重機基礎、桟橋等が
残る。遺構の保存状態も良く、軍港を支えたインフラの一端、技術史を具体的に示す貴重な遺産。現在は
財務局が管理する国有地で非公開。
（４）本市日本遺産構成文化財一覧

・・・別紙③（一覧）

本件日本遺産の本市における構成文化財は 27 件となりました。
（５）今後の展開について
市では所有者である財務局の協力を得ながら下記の取組を行い、蛇島の歴史遺産の調査研究、今後の活
用に向けた環境整備、魅力発信の取組をすすめます。
① 旧軍港市日本遺産活用推進協議会と連携した学術調査の実施
② 地域住民等からの「蛇島ガソリン庫」に関する証言の聞き取り
③ 日本遺産 WEEK での蛇島の一般公開
【お問い合わせ先】
文 化 振 興 課 ：☎0773-66-1019 FAX0773-62-9891
E - M a i l ：bunka＠city．ｍaizuru．lg．jp

など

担当：左織・松﨑（内線 1231）

（６）舞鶴市長コメント
舞鶴鎮守府島嶼施設が日本遺産構成文化財に追加認定され、大変喜ばしく思います。
私も調査に同行し、実際に蛇島ガソリン庫を目の当たりにしましたが、当時から時が止まったかのよう
な迫力ある数々の遺構と、時空を超えた異空間に感動しました。蛇島ガソリン庫はまさに、軍港インフラ
や技術史の一端を鮮明に物語る貴重な歴史遺産です。
市としても、今回の追加認定を契機として、所有者の国をはじめ、市民や高等教育機関と協力し、蛇島の
調査研究や、今後の活用に向けた環境整備、魅力の発信に取り組んでいきたいと考えております。
また、旧軍港市日本遺産活用推進協議会（会長：多々見良三舞鶴市長）においても学術研究等の連携をす
すめ、日本遺産の歴史的価値を深めてまいりたいと考えております。
（７）有識者、関係者コメント
●毛利
尾上

聡 氏（舞鶴工業高等専門学校建設システム工学科

准教授）

亮介 氏（同 教授）

付帯施設・設備の一部は撤去されているものの，トンネル構造物を中心とした，少なくとも終戦時の状
況で良く残っている遺構であると考えられます。特に，トンネル内部はコンクリートやれんがに大きな損
傷や劣化が見られず良好な状態で残っています。
これまで本遺構は，学術的な調査や周辺の不発弾の探査，文化財としての保護はされておらず，これを
機とした史跡としての調査，保護の進展が望まれます。
また，今後，本遺構の存在並びに遺構の調査，保護，活用の取り組みからは，舞鶴鎮守府の全体像や土
木・建築技術，戦後の鎮守府施設と地域社会との関係，史跡保護の展開などにおいて，多くの知見を得られ
ると考えられます。
●伊庭

節子 氏（舞鶴観光ガイドボランティア「けやきの会」会長）

蛇島に上陸調査した際には、海軍のガソリン庫がそのままの姿で残されていることに驚きました。
残された遺構が、ガイドとしてこれまで紹介してきた蛇島に関するたくさんの逸話を物語っているよう
で、想像が膨らむばかりです。これを機会に知られざる蛇島へ多くの皆さんをガイドとして案内してみた
いと期待しています。

【お問い合わせ先】
文 化 振 興 課 ：☎0773-66-1019 FAX0773-62-9891
E - M a i l ：bunka＠city．ｍaizuru．lg．jp

担当：左織・松﨑（内線 1231）
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旧軍港四市シンボルマーク

令和２年（2020 年）６月 19 日
報道関係者

各位
旧軍港市日本遺産活用推進協議会
会長 多々見 良三

旧軍港四市の「日本遺産」構成文化財の追加・名称変更について
旧軍港四市（横須賀市・呉市・佐世保市・舞鶴市）では、平成 28 年度に共同で認定を
受けた「日本遺産」について、認定ストーリーを構成する文化財の追加をはじめとする
認定内容変更申請を文化庁に対して行い、この度、文化庁における審査を経て認められま
したので、お知らせいたします。

１ 認定内容変更の内訳
（１）構成文化財の追加
・呉市
…
・舞鶴市 …

２件
亀ヶ首発射場跡を追加
舞鶴鎮守府島嶼施設を追加

（２）構成文化財の名称変更
１件
・呉市
… 「海上自衛隊呉地方総監部第一庁舎（旧呉鎮守府庁舎）、
地区内のれんが建物群及び旧地下作戦室（旧呉鎮守府司令部
地下壕）」を「海上自衛隊呉地方総監部第一庁舎（旧呉鎮守府
庁舎）、地区内のれんが建物群及び呉鎮守府地下施設群」に
変更する。
※認定ストーリーへの位置付け
第一庁舎は呉鎮守府を代表するれんが建物。総監部内にはその他にも
明治から大正期にかけて建てられたれんが建造物や地下施設が残り、呉に
鎮守府が置かれていた歴史を物語る。
２

変更認定日

令和２年６月 19 日

３

【参考】旧軍港四市の「日本遺産」概要
（１）認定ストーリー名称
「鎮守府 横須賀・呉・佐世保・舞鶴～日本近代化の躍動を体感できるまち～」
（２）認定自治体
横須賀市、呉市、佐世保市、舞鶴市
（３）認定年月日
平成 28 年４月 25 日

【お問い合わせ先】
呉市文化スポーツ部文化振興課
舞鶴市市民文化環境部文化振興課
旧軍港市日本遺産活用推進協議会事務局

電話 0823－25－3463
電話 0773－66－1019
電話 03－5510－3260

別紙②

「舞鶴鎮守府島嶼施設」（蛇島ガソリン庫）について
【概

要】

蛇島ガソリン庫は舞鶴湾の中央、佐波賀集落の沖合に浮かぶ蛇島（じゃじま）に所在
する。
大正 11 年に舞鶴海軍軍需部の燃料保管施設が設置され、終戦時にはガソリン庫とし
て利用されていたことが確認できる。島内を東西方向に貫通する第１～第４ガソリン庫
（トンネル）や桟橋、石積護岸、電動機重機の基礎など、当時の遺構が良好に現存して
いる。
軍港整備やその機能拡大に伴い、沿岸や島嶼部には「蛇島ガソリン庫」をはじめ、弾
薬庫や燃料保管施設、実験場等の各種施設が整備され、技術発展を支えた。
「蛇島ガソリン庫」は軍港を支えたインフラの一端、技術史を具体的に示す貴重な遺
産である。
蛇島は湾内の海上交通の要衝で、中世には若狭武田氏配下の逸見氏が山城を築いたと
伝えられており、島内には「蛇島城跡」の遺構が現在も残る。戦国時代の著名な連歌師
で、明智光秀や細川幽斎らとも交流のあった里村紹巴が旅の途中で蛇島城に滞在したこ
とでも知られている。
また戦前、蛇島には海軍が海水浴場を開いており、士官やその家族らが利用できたと
いう逸話も伝わる。
【所在地】
舞鶴市字佐波賀小字蛇島地内
【蛇島ガソリン庫主要遺構】（現存する主なもの）
施設

規模

備考

第１ガソリン庫

約 65m×約 3.6m,

側壁コンクリート造、アーチ

第２ガソリン庫

高さ約 3.5m

部煉瓦造＊・モルタル仕上げ

約 70m×約 3.6m

側壁コンクリート造、

高さ約 3.5m

アーチ部煉瓦造

第３ガソリン庫

年代

大正 11 年

第４ガソリン庫
石垣護岸

大正 11 年ほか

―

石積

桟橋

大正 11 年

―

石積

電動機重機基礎

―

―

コンクリート造

＊推定

4-27 舞鶴鎮守府島嶼施設
27-a 蛇島ガソリン庫

「蛇島ガソリン庫」位置図

「蛇島ガソリン庫」主な施設配置図

「舞鶴鎮守府島嶼施設」蛇島ガソリン庫

（1）蛇島全景（北西から）

（2）石積護岸と桟橋

（3）電動機重機基礎

（4）第１ガソリン庫

（5）第２ガソリン庫

（6）第３ガソリン庫

（7）第３ガソリン庫内部

（8）第４ガソリン庫内部

別紙③
舞鶴市の構成文化財一覧表

番号

文化財の名称

指定等の

日本遺産ストーリーの中の位置づけ

状況

文化財の
所在地

明治 35 年(1902)から大正 7 年(1917)にか
けて、海岸近くに建てられた 2 階建てれん

舞鶴赤れんがパーク等

が造倉庫群である。特に赤れんが博物館に

(舞鶴旧鎮守府倉庫施設
魚形水雷庫、予備艦兵器
4-1

庫、弾丸庫並小銃庫、雑器
庫並預兵器庫、第三水雷

国重文
及び
未指定

庫、

活用している旧魚形水雷庫は、当時の最先
端技術を取り入れた国内最古級の鉄骨れん

京都府

が造建造物（鉄骨は米国カーネギー社製）

舞鶴市

である。また、第三水雷庫は大正 7 年建築
の舞鶴鎮守府最大の倉庫であり、蒸気機関

揮発油庫)

車が直接貨物車両を引いて入ることができ
た。
明治 35 年(1902)に需品庫として建てられ
た 3 連棟の 2 階建れんが造倉庫である。倉

ぐんじゅぶ

旧舞鶴鎮守府軍需部倉庫

4-2

(舞鶴旧鎮守府倉庫施設需

国重文

品庫）

庫の前には長さ約 150m の石とれんがを敷

京都府

いた物品運搬通路がある。大正期に電機庫

舞鶴市

や水雷庫に用途変更され、三棟を貫いて鉄
道の引込線が敷設された。

4-3

海上自衛隊舞鶴補給所

舞鶴鎮守府の開庁に合わせ、明治 34 年(19

№2、№3、№4、№17 倉庫

01 年)に建築された 2 棟の被服庫は、舞鶴

いりょうこ

(旧舞鶴鎮守府衣糧庫

未指定

ひ ふ く こ

4-4

鎮守府最古のれんが倉庫であり、隣の第三

被服庫、第三被服庫、軍需

被服庫は大正 10 年(1921)に建築された最

部第一需品庫)

新のれんが倉庫である。

海上自衛隊舞鶴地方総監部

舞鶴鎮守府歴代司令長官の官舎として明治

会議所

34 年に建築された。一部洋館造りの木造平

（旧舞鶴鎮守府司令長官官

未指定

舎）

わ よ う せっちゅう

屋建て和洋 折 衷 様式である。初代司令長官
の東郷平八郎海軍中将も 2 年間過ごした。

京都府
舞鶴市

京都府
舞鶴市

現在、月 1 回公開されている。
ジャパンマリンユナイテッ

ぞうせんしょう

明治 30 年(1897)から造 船 廠 用地の開削工

ド㈱舞鶴事業所施設

事がはじまり、同 36 年には主要なれんが造

(旧舞鶴鎮守府海軍工廠)

4-5

5-a 舞鶴館(本館)
5-b 第二倉庫(造兵機械場)
5-c 機械工場(鍛造工場)
5-d 複写室(第五材料倉庫)
5-e､f 第三陸機工場

こうしょう

の工場建物などが完成して海軍 工 廠 とな
未指定

せんきょ

った。さらに中核をなす船台、船渠も建設
され、第一船渠が明治 37 年（1904）に、第
二船渠が大正 3 年（1914）に完成した。第
二船渠は最新技術のコンクリート造とし、
1

京都府
舞鶴市

（第一、第二製缶場）

一部石材が用いられ、当時の四海軍工廠の

5-g 第 4 修理工場(現図場)

うちで最大級だった。

5-h 第二機械工場(外業工場)

舞鶴工廠は、主に駆逐艦や水雷艇などの小

5-i 第 1 機械工場

型艦艇建造と水中兵器製造を特色とする工

(機械工場及び組立工場)

廠として発達した。大正 9 年に世界最高速

5-j 第 2 電気工場(発電場)

40.7 ノットを記録した駆逐艦島風はここ

く ち く かん

すいらい てい

せんきょ

5-k 2 号ドック(第一船渠)

で建造された。

5-l 3 号ドック(第二船渠)

舞鶴鎮守府を中心に東側と西側に市街地が
海上自衛隊舞鶴警備隊
4-6

正門

造成されたが、境界にはそれぞれ東門と西
未指定

(旧舞鶴鎮守府西門)

門が設けられ、一般市民の立ち入りが制限
された。西門は現在、海上自衛隊舞鶴警備

京都府
舞鶴市

隊の正門として移築保存されている。

4-7a

海上自衛隊舞鶴地方総監部

旧海軍機関学校大講堂は昭和 8 年に建築さ

大講堂及び海軍記念館収蔵

れたもので、現在は一部を初代司令長官・

資料

未指定

（旧海軍機関学校大講堂及

する貴重な資料を展示する海軍記念館とし

び鎮守府関係資料）

て公開されている。

4-7

第一庁舎及び第四術科学校

-b､

校舎

-c

（旧海軍機関学校庁舎及び

京都府
舞鶴市

旧海軍機関学校の校舎群は、海軍建築局長

海上自衛隊舞鶴地方総監部

真島健三郎が大正 10 年のワシントン軍縮
未指定

会議によって建造できなくなった艦船用鉄

京都府

骨材を利用し、現代の超高層建築の耐震設

舞鶴市

計の基礎である動的解析理論に基づき、世

生徒館）

界で初めて設計建築した建物である。

きたすい

市道北吸・桃山線 北吸ト
4-8

東郷平八郎をはじめ、旧鎮守府や海軍に関

国登録

ンネル
ずいどう

明治 37 年(1904)に官営舞鶴線の敷設と併
せ、海軍施設への物資等運搬のために建設
ずい どう

したれんが造の隧道。廃線となった後、現

京都府
舞鶴市

在は自転車道として親しまれている。

(旧軍港引込線北吸隧道）

配水地は明治 34 年（1901）の建設で容量は
2,400 ㎥。深さ 5.6ｍの石張りコンクリート

4-9

旧北吸浄水場配水池施設

造りで 5 列の煉瓦造導水壁が交互に並ぶ様

(舞鶴旧鎮守府水道施設)

子は大迫力がある。大正 15 年建築の上屋は

9-a 旧北吸浄水場
第一配水池
9-b

同

国重文

鉄骨れんが造で、入口上部にロマネスク風

京都府

デザインの煉瓦アーチを施す。

舞鶴市

第二配水池

約６㎞離れた桂貯水池から北吸浄水場に
自然勾配で送られてきた水は、ろ過されて
２基の配水地に貯水されたのち、艦艇や各
施設に送られた。

2

舞鶴鎮守府開庁に向け、艦艇用の水を大量
に確保するために明治 33 年（1900）に完成
した。堰堤は当時の最新技術であった石張

かつら ち ょ す い ち

410a

舞鶴市水道施設 桂 貯水池
（舞鶴旧鎮守府水道施設

国重文

かつらしゅすい えんてい

桂 取水堰堤）

コンクリート造りで、高さ 12.4ｍ、天端幅

京都府

2.2ｍ、堰堤延長 51.5ｍ、貯水量 8,000 ㎥

舞鶴市

の貯水池である。水門銘板には舞鶴出身の
きごう

せい とく

海 軍 次 官 伊 藤 雋 吉 の 揮毫 に よ る 「 清徳
れいちょう

霊 長 」の文字が刻まれている。

大正 10 年(1921)、第 2 期拡張工事によって
410b

舞鶴市水道施設岸谷貯水池
（舞鶴旧鎮守府水道施設 岸

岸谷川下流に岸谷川を横断する延長 143
国重文

ｍ、高さ 30ｍ、容量 21 万㎥の重力式アー
スダム岸谷川下流貯水池堰堤や放水路等が

谷川下流取水堰堤）

京都府
舞鶴市

築造された。

4-11

艦船名を名付けた市街地
｢新舞鶴市街図｣

大正 6 年には「新舞鶴市街図」発行され、
未指定

版が重ねられた。地図からは当時のまちの
活気や発展の様子を伺うことができる。

京都府
舞鶴市

舞鶴市の市街地は、鎮守府開庁の翌明治 35
4-12

艦船名を名付けた市街地の
景観

年に完成。碁盤目状の街路には戦艦、駆逐
未指定

艦など３３隻の名が付けられ現在に至る。
艦船名の街路とその両側に並ぶ建物は市民

京都府
舞鶴市

の誇りである。
新造成された鎮守府周辺の海岸や河川に
は、埋立て土砂の崩壊防止や艦艇、船舶の
4-13

鎮守府周辺の石積護岸

未指定

接岸のため総延長 10 数㎞にわたり石積護
岸が築かれた。石積みは、年代、場所、用

京都府
舞鶴市

途により様々な表情を見せている。
明治 35 年、日露両国間に緊張が高まるな
か、政府は福知山～新舞鶴を結ぶ約 40km の

JR 舞鶴線隧道・橋梁施設
4-14

（官設舞鶴線隧道・橋梁施
設）

未指定

区間に官設鉄道の敷設を決定。突貫工事に

京都府

よって 2 年後に完成し、運営は民間の阪鶴

舞鶴市

鉄道に委託された。区間にはれんが造の隧
道や橋梁が今も現役で使用されている。

3

鎮守府のまちの発展に伴い、北陸方面や山
陰方面と結ぶ鉄道敷設の機運が高まり、国

ＪＲ小浜線施設

鉄小浜線が大正 11 年に完成した。

4-

松尾寺駅

15a

（旧国鉄小浜線松尾寺停車

未指定

また、小浜線の松尾寺駅は、当時の姿を残
す唯一の木造平屋建て駅舎として貴重であ

場）

京都府
舞鶴市

る。隧道には新しいコンクリート造の技術
が導入されている。
山陰方面と結ぶ鉄道敷設の機運が高まり、
国鉄峰山線が大正 13 年に完成した。舞鶴
線、小浜線と合わせて東西南北の鉄道が完

京都丹後鉄道宮舞線隧道・
4-

橋梁施設

16a

由良川橋梁

成し、舞鶴は近畿北部一の都市となった。
未指定

なかでも、京都北部最大の河川である由良
川河口部に架かる由良川橋梁は長さ約 550

(旧国鉄峰山線由良川橋梁)

京都府
舞鶴市

ｍ、水面からわずか 3ｍの高さであり、壮観
である。峰山線の橋梁の橋脚や隧道はコン
クリート・石造である。
旧岡田橋は、明治 21 年(1888)に京都宮津間
車道開さく工事によって由良川支流の岡田

4-17

旧岡田橋

府有形

川に架けられた石造単アーチ橋である。鎮
守府の建設に必要な物資の陸路運搬にあた

京都府
舞鶴市

って大きな役割を果たした。
日露戦争を危惧し海岸防備を強化した海軍
の軍港施設を守るため、陸軍築城部は明治
30 年～35 年にかけて舞鶴湾周辺 6 か所の
4-18

旧舞鶴要塞及び関連施設

未指定

山頂に砲台を築いた。現在の日星高等学校
敷地に砲兵大隊が、西隣に要塞司令部が置

京都府
舞鶴市

かれていた。現在の高校正門は当時のもの
で往時を偲ばせている。
明治 30 年（1897）、京都の山田宗三郎が由
良川河口の西神崎に京都竹村丹後製窯所を
興し、登り窯で舞鶴軍港建設に必要なれん
れんが

りん よう

がを製造した。大正末期には窯を稼働効率

神崎煉瓦ホフマン式輪窯及
4-19

び湊十二社手洗所
(旧京都竹村丹後製所窯所
煉瓦窯)

国登録

の高いホフマン式輪窯(長径 45ｍ、短径 9

京都府

ｍ)に改造した。現在、全国で４基のホフマ

舞鶴市

ン窯が残っているが、大小 12 本もの煙突を
有する窯は他に例がなく貴重である。隣接
する湊十二社の境内に明治 36 年に奉納さ
れた美しいれんが造手洗所がある。
4

北吸官舎は、鎮守府に所属する海軍将校の
官舎として明治 33 年から 35 年(1902)にか
けて甲号(153 ㎡)、乙(137 ㎡)、丙(113 ㎡)、
4-20

きたすい

旧海軍北吸官舎群

未指定

丁号(73 ㎡)の 4 種類、計 65 棟が建てられ

京都府

た。旧市長公舎は 11 棟あった乙号官舎のな

舞鶴市

かで現存する唯一の建物である。基礎や土
間などにれんがやコンクリートが使用され
ており、海軍の先進性がうかがえる。
飯野寅吉は、福岡県出身で鎮守府開庁に伴
い飯野海運などを設立し、近代舞鶴の産業・
4-21

旧飯野寅吉邸

未指定

経済の発展に寄与した人物である。
邸宅は大正年間に建築されたもので、舞鶴

京都府
舞鶴市

を代表する近代和風建築である。
「海軍割烹術参考書」は、明治 41 年(1908)、
舞鶴海兵団がそれまでの教材等を収集して
編集・発行した和・洋食のテキストであり、

かっぽうじゅつ

4-22

「海軍割 烹 術 参考書」及

未指定

び「海軍厨業管理教科書」

「海軍厨業管理教科書」には、甘煮（肉じ
ゃが）の調理方法が掲載されているなど、

京都府
舞鶴市

海軍が洋食文化の伝播に役割を果たしてい
たことがうかがわれる。
4-23

海軍防備隊、警備隊砲台群

未指定

4-24

共楽公園（海軍墓地）

未指定

軍港防衛のために建設された砲台群。

舞鶴鎮守府関連記念碑群

未指定

舞鶴市

鎮守府開庁からほどなく海軍等の戦没者の

京都府

埋葬地として整備された。

舞鶴市

舞鶴鎮守府の建設から終戦までの間に鎮守
4-25

京都府

府のまちならではの記念碑や慰霊碑が建立
された。

京都府
舞鶴市

舞鶴鎮守府の開設に先立って寺院を利用し
4-26

舞鶴鎮守府周辺寺社群

未指定

た「臨時海軍建築部支所」及び「舞鶴水雷

京都府

団」の設置や、鎮守府開設を契機に神社の

舞鶴市

合祀や鎮守山と号する寺院が建立された。

追
加

舞鶴鎮守府の拡張・技術革新に伴い、新た
4-27

舞鶴鎮守府島嶼施設

未指定

に島嶼などに石積み護岸や桟橋が造成さ
れ、燃料を保管する施設等が築造された。

5

京都府
舞鶴市

