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第4回
重要文化財「石井閘門」保全対策検討委員会

平成25年9月25日（水）

国土交通省

東北地方整備局

北上川下流河川事務所
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1.1. 第３回検討委員会での意見と対応について第３回検討委員会での意見と対応について
資料-2  p.1

○東日本大震災前の姿に戻す

・今回の補修工事は災害復旧対応であり、東日本大震災前の姿を取り
戻すこととする。

・但し、石井閘門の建設当時の姿である木扉に関する情報を収集して
おく。

・昭和41年に交換された鋼扉については、設置後47年が経つことから
歴史的特徴を整理しておく。

○構造体を守る補修、意匠上の補修を実施する

・煉瓦は「製作煉瓦」とし、現在石井閘門で用いられている煉瓦の大
きさを基本とする。

・門扉、開閉機については、劣化状況、塗装履歴を確認し、補修内容
を精査する。

・石井閘門周辺樹木について状況を把握できる調査を実施する。

■第３回検討委員会における確認・決定事項
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1.1. 第３回検討委員会での意見と対応について第３回検討委員会での意見と対応について
資料-2  p.1

○補修工事の具体的内容の確認

①煉瓦工事

②石工事

③開閉機基礎コンクリート工事

④門扉・開閉機工事

⑤捨石工事

○重要文化財保存活用計画の構成の確認

・文化庁から示されている目次構成は建築物を念頭とされたもの
である。そこで、石井閘門の特性を踏まえた目次構成について
確認を行う。

■第４回検討委員会における協議事項
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2.2. 第３回検討委員会以降に実施した調査結果第３回検討委員会以降に実施した調査結果

2.1 門扉に関する検討結果

(1)木扉を利用している閘門について

名称 牛島閘門 中無田閘門

所在地 富山県・富山市 熊本県熊本市

管理者 富山県（港湾課） 国土交通省熊本河川国道事務所

建設年 復元年 昭和9年 → 平成13年 昭和17年 → 平成20.23年

文化財関連 国登録有形文化財（Ｈ14） 熊本水遺産（Ｈ19）

まとめ

・木製の場合、10年程度で傷みがみられる。
・開閉機については、利用状況を踏まえ電動としている。

・２事例とも治水機能確保するため、木扉の前に鋼扉の門を設置している。

資料-2  p.5～p.6



牛島閘門 中無田閘門

加勢川側門扉 Ｈ25.9撮影 加勢川側門扉 Ｈ20撮影

緑川側門扉 Ｈ25.9撮影

緑川側の門扉前にあるステ
ンレス門扉 Ｈ25.9撮影

加勢川

緑川

いたち川側門扉 Ｈ25.7撮影

富岩運河

いたち川

牛島門扉 Ｈ13撮影

運河側門扉 Ｈ25.7撮影

いたち川側の門扉前にある
水門 Ｈ25.7撮影

位置図
位置図

4
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2.2. 第３回検討委員会以降に実施した調査結果第３回検討委員会以降に実施した調査結果

(2)門扉の展示

資料-2  p.6

名称 小川閘門（水門） 船頭平閘門 横利根閘門

所在地 宮城県大崎市 愛知県愛西市 茨城県稲取市

管理者 大崎市 国土交通省 国土交通省

建設年 復元
年

明治39年→昭和5年 明治35年→平成6年 大正10年→平成6年

文化財関連 － 国重要文化財（Ｈ12） 国重要文化財（Ｈ12）

概要 昭和5年に記念とし
て小学校に移築

Ｈ6年の改修時に移築
し陸上保管・展示

Ｈ6年の改修時に交換した門
扉上部を陸上保管・展示

小川閘門（水門） 船頭平閘門

横利根閘門

名古屋

松島

成田
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2.2. 第３回検討委員会以降に実施した調査結果第３回検討委員会以降に実施した調査結果

(4)鋼扉の特徴について

資料-2  p.8

昭和41年に石井閘門に設置された鋼扉の特徴

◇門扉 鋼鉄のスキンプレートで溶接による組立
→当時、普及した技術であり、現在でも利用されている技術

◇開閉機 手動ドラムロープガイドアーム型・手巻ドラムロープ回転ねじり型
→当時、電動モーター、シリンダー方式など様々な駆動方法が普及していた
が、あえて手動方式としている。これは、閘門の利用頻度を踏まえ、コ
スト縮減を図ったものと考えられる。

◇操作員１名でも操作可能
→閘頭部では、左岸側の開閉機のみで両門を稼働させることが可能。
→閘尾部では、管理橋を設置し、門扉が開いたあとでも移動可能としている。
→操作員１名でも操作可能であり、コスト縮減を図ったものと考えられる。

閘頭部左岸にある開閉器の
ハンドルを動かすことで、
対岸に移動しなくても左右
の門扉を操作することがで
きる

管理橋があることに
よって、門扉が開い
ても対岸に移動が、
可能である
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2.2. 第３回検討委員会以降に実施した調査結果第３回検討委員会以降に実施した調査結果

(5)現在の鋼扉・開閉機の劣化状況
資料-2  p.9～p.11

■調査実施項目
①整備と経緯
③閘頭部の塗装劣化の判定
⑤腐食状況調査

②塗装劣化調査
④閘尾部の塗装劣化の判定
⑥板厚計測の結果による耐用年数

○整備と経緯 昭和41年 設置
赤色（門扉・開閉機）

昭和55年 改修（塗装）
赤色（門扉・開閉機）

平成３年 改修（塗装）
青色（門扉）
黄色（開閉機）出典：平成3年撮影(平成3年度石井閘門塗装工事写真から抜粋)
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2.2. 第３回検討委員会以降に実施した調査結果第３回検討委員会以降に実施した調査結果
資料-2  p.9～p.11

【劣化状況まとめ】
・門扉は7年後に更新の時期を迎えると予測。

・塗替え塗装や補修が必要と判断されるが、腐食が進行している部分（腐食代
残存年数が5年程度）の補修・防食により、門扉の更新時期をさらに延ばす
ことは十分可能。

部位 状況 対応

閘

頭

部

歩廊 ・防護柵が変形 ・防護柵の補修と歩廊を支える支柱の補修

・塗装は、門扉と合わせて実施（今回は塗装
しない）

開閉機 ・歯車の歯当たり不良

（片当たり）

・開閉機基礎コンクリートの再設置のため、一
時開 閉機を撤去することから、そこで歯車
類の調整および塗装を実施

閘

尾

部

歩廊 ・防護柵が変形

・防護柵支柱が破損

・防護柵の補修と歩廊を支える支柱の補修

・塗装は、門扉と合わせて実施（今回は塗装
しない）

上部ヒンジ ・左岸門扉のヒンジが破損 ・ヒンジの交換を実施

表 門扉・開閉機の劣化状況とその対応（今回工事を実施するもの）

変形 破損

変形

破損(亀裂)

片当たり
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2.2. 第３回検討委員会以降に実施した調査結果第３回検討委員会以降に実施した調査結果

2.2 周辺樹木の調査結果

石井閘門周辺の樹木について、補修工事遂行に関わる障害や今
後の構造物保護に必要な措置を検討するため、樹木診断（樹勢
確認）、根茎調査（根張状況の確認）を行った。

資料-2  p.12

凡例
枯死・枯死寸前樹木（22，31，32，33，35－５本）
樹勢確認樹木（20，23，24，25，29，30，34－７本）
根張確認樹木（20，29，34－３本）

※環境省・宮城県のレッドリストに記載された重要種は
確認されていない。

用地境界
枯死したサワラ

煉瓦の割れ目に入り込む樹木の根
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2.2. 第３回検討委員会以降に実施した調査結果第３回検討委員会以降に実施した調査結果
資料-2  p.13

2.3 竣工碑の風化防止対策について

・（独）国立文化財機構 東京文化財研究所 保存修復センターよ
り風化防止に対する指導を仰いだ。

【指導内容】

・この結果を踏まえ、竣工碑を含む石材関連では風化防止対策を
実施しないこととしたい。

・なお、今回の工事では水替えを実施しないため、竣工碑の精密
情報の収集は実施しない。

◇竣工碑はその場所にはめ込んである状態に価値があり、取り外しての
風化防止対策が望ましくない。また、風化防止剤を塗布しても効果は
一時的で定期的に塗布を繰り返す必要がある。

◇風化防止対策ができないとなれば、将来的にレプリカをつくることが
可能なように三次元レーザースキャナー等の精密情報を収集すること
や文字が見えなくなるかなどのモニタリングを実施していくことが望
まれる。



竣工碑の文字部分（上部）竣工碑の文字部分（下部）

◇竣工碑の水位変動（震災前・震災後）

上部

下部
【凡例】
水位変動の幅
赤 震災後
青 震災前

震災前は、上部は空中
にあったが、震災後は
潮位により水中部に没
することとなった

2.2. 第３回検討委員会以降に実施した調査結果第３回検討委員会以降に実施した調査結果
資料-2  p.13

11
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3.3. 補修方法と工程補修方法と工程
資料-2  p.14～p.16

3.1 補修箇所、項目
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3.3. 補修方法と工程補修方法と工程
資料-2  p.14～p.16



3.3. 補修方法と工程補修方法と工程
資料-2  p.17

3.2 煉瓦補修 (1)製作煉瓦

・前回検討委員会で製作煉瓦を補修に利用することとした。

・そこで、木村委員長、長谷川委員の指導のもと、テストピース
作成、製作ライン確認を行い、製作煉瓦の仕様は、以下の通り
に決定した。

長辺(長手) 短辺(小口)

高さ(厚さ)

◇大きさ ： 長辺（長手）221mm×短辺（小口）112mm
×高さ（厚さ）58mm

◇金型製作寸法
： 長辺（長手）243mm×短辺（小口）123mm

→切断寸法 64mm

◇色合い ： 三河土＋添加物（酸化鉄 3％）

◇刻印 ： ５個に１個の割合で設置

刻印写真

金型から出てくる状況

←剥離石井閘門煉瓦

石井閘門煉瓦とテストピース色見

14
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3.3. 補修方法と工程補修方法と工程
資料-2  p.19

(2)各部位の補修方法

煉瓦部分の補修方法については以下の通り(写真は主な補修箇所)。

①欠損部補修、取り外し、再設置、 ②ひび割れ補修(モルタル充填等)

製作煉瓦置き換え

③欠損部補修(取り外し、再設置、製作煉瓦置き換え)
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3.3. 補修方法と工程補修方法と工程
資料-2  p.19

①煉瓦取外し、再設置

・煉瓦取外し箇所、範囲を確認し、上段から取り外していく。

・断面欠損、破損等が確認される場合は製作煉瓦に置き換える。

・剥離、欠損のない「取り外し煉瓦」については再利用する。

・再設置にあたっては、目地厚は一定となるよう設置する。

一般的な割付方法

煉瓦壁体再設置の例(目地厚一定)

補修においては、
既存の積み方（イギ
リス十字積等）を踏
襲し積み直すが、目
地厚を一定とするた
め、端部において煉
瓦の大きさを調整す
る必要が発生する可
能性がある。
この場合、基本的

にaとするが端部調
整煉瓦寸法が極端に
小さくなる場合、cで
対応する。

出典：建築修復学双書 近代建築解体新書

修復の計画と技術

a, 端部に半端な煉瓦を入れる

Ｂ, 目地の幅を調整する

Ｃ, 全部の煉瓦を切断調整し
て割り込む
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3.3. 補修方法と工程補修方法と工程

②ひび割れ補修

・ひび割れ補修は、モルタルを充填することで対応するが、表面煉瓦と
の色合い調整のため、着色樹脂による対応、塗料による対応も検討
する。

・なお、色合い調整方法については、試験施工結果（現地視察確認）に
より判断する。

試験施工状況

資料-2  p.21～p.23

モルタル モルタル＋着色樹脂 モルタル＋着色

施工後 施工後 施工後

施工前
施工前 施工前



・残存煉瓦については、部分的に切断せず、「1個」単位で対象
となる範囲の煉瓦を取り外す。

・再設置の際は、目地厚は一定となるよう設置する。

18

3.3. 補修方法と工程補修方法と工程

③欠損部補修

資料-2  p.21

煉瓦最下端まで
煉瓦単位で取外す

煉瓦取外し範囲
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3.3. 補修方法と工程補修方法と工程

④使用目地

資料-2  p.21

・目地モルタルはセメントモルタルとする。
・河川構造物として煉瓦組積造に対する基準がないため、建築基準法施行令
(組積造)配合に基づき、セメントと砂の容積比は 1:3 とする。

表 蛍光X線解析装置によるコンクリート成分解析結果※

・石井閘門の目地は石灰や漆喰ではなく、セメントモルタルであることが把握できる。
・石井閘門の目地は現在一般的に用いられているモルタルと同一であると評価できる。
※東北学院大学工学部環境建設工学科武田 三弘教授による左岸閘尾部剥離採取目地解析



3.3. 補修方法と工程補修方法と工程
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石の補修項目については以下の通り（写真は主な対象箇所）。

①笠石取外し再設置 ②欠損部、ひび割れ補修 ③笠石段差調整

④閘柱隅石補修 ⑤階段取外し、再設置

煉瓦取外し、再設置

上部笠石(右岸閘頭部) (左岸閘尾部)
(左岸閘室、閘尾境界部)

(右岸閘尾部)

欠損 欠損

(左岸階段) (右岸階段)

資料-2  p.24～36

3.3 石材補修 (1)各部位補修方法



3.3. 補修方法と工程補修方法と工程
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①笠石取外し、再設置

・閘頭部は、端部から中央に向かって取り外し、既設ダボを活かして中央
部から再設置する。ダボ破損の場合、同様の石材ダボを製作し対応を図
る。

・部分的取外し部は、既設ダボを切断し、新設ダボを笠石下面に設置して
再設置する(新設ダボには2013と刻んだアルミ製リングを取り付ける)。

資料-2  p.24～28

笠石を取り外す範囲
笠石を取り外さない
範囲

ステンレス製ダボ例

アルミ製リング例



3.3. 補修方法と工程補修方法と工程

22

②欠損部ひび割れ補修

・欠損範囲が小さい石は、合致するように整形した「代替石」を接着する。

・大きく欠損している石は、安全性を考慮し一式「代替石」に置き換える。

・ひび割れ状況を目視確認し、「貫通ひび割れ」の場合、母材を切断し、

代替石を接着する。

・残存母材、代替石がある程度の厚さを確保するよう切断する。

代替石には「2013」と刻む。

資料-2  p.29



3.3. 補修方法と工程補修方法と工程

③笠石段差調整

・対象笠石下部の開閉機基礎コンクリートを取壊す。
・閘室部調整笠石は、隣接閘尾部笠石との段差によりダボで従来とおり接
続できないため、閘室井内石との間にモルタルを敷設して閘室井内石と
固定させる。

・閘尾部笠石は、下部空隙部に間詰石(安山岩)を設置し固定させる。
(新規に入れる間詰石には「2013」と刻み補修実施年を明記する)。

23

開閉機基礎コンクリート

段差調整後の笠石
イメージ

隣接閘尾部笠石

段差

笠石下部モルタル敷設

間詰石(安山岩)

左岸笠石段差調整方法 右岸笠石段差調整方法

資料-2  p.30～p.31

開閉機基礎コンクリート
隣接閘尾部
笠石 調整後の笠石

イメージ

段差

笠石下部モルタル敷設

間詰石(安山岩)



3.3. 補修方法と工程補修方法と工程

④閘柱隅石補修-1(小規模欠損部：右岸閘頭部、右岸閘尾部)

・欠損部分の小さな隅石は、現地で欠損部接着面を整形後欠損部
断面を現地計測し、代替石寸法を把握、工場で製作する。

・製作代替石を欠損部切断面に接着剤、背面および側面残存母材

には、ステンレス棒も用い取り付ける。

24

(現状)

欠損部代替石接着欠損部代替石接着

(補修後イメージ)

閘柱隅石欠損部補修平面模式図

代替石には「2013」と刻む

資料-2  p.32、p.34



3.3. 補修方法と工程補修方法と工程

・上部欠損隅石は、“前に迫り出しているため、そのまま笠石を取り外すと
ズレ落ちる可能性”がある。そこで、同様の構造である閘頭部（右岸）の
笠石を取り外す時に隅石の取り付け状態を確認し、閘尾部の補修において
笠石を取り外してもズレ落ちないかを判断し補修方法を決定する。補修方
法は、笠石を取り外してもズリ落ちないと判断された場合、笠石を撤去し
隅石を再設置することを考える。（詳細は笠石撤去後に判断）なお、笠石が取り
外せない場合は、上部欠損部に代替石等（代替石が設置できない場合はモ
ルタル充填の可能性もある）を充填し固定する。

・戸溝上部欠損は、現地で欠損部接着面を整形後、欠損部断面を現地計測し
代替石寸法を把握、工場で製作し新たに接着する。

25

④閘柱隅石補修-2(大規模欠損、変状部：左岸閘尾部)

上部 ↑
欠損隅石

戸溝上部
欠損→

左岸閘尾部閘柱隅石現状

欠損部凝石材充填

代替石接着

左岸閘尾部閘柱隅石補修方法

資料-2  p.32～p.33



3.3. 補修方法と工程補修方法と工程

⑤階段取外し、再設置

・両岸背面側への傾斜と閘頭部とに生じた不同沈下による空隙

の不安定な状態を解消する。

・傾斜および不安定化の要因となる空隙部が生じている石(表面)

を取外し、空隙部および段差を解消する。

26

笠石再設置

調整後1段目調整後1段目

調整後2段目 調整後2段目

段差調整箇所

段差調整は代替石(安山岩)に

より行い、代替石と在来石と
の間に調整モルタルを敷設する。

笠石再設置

左岸階段補修方法 右岸階段補修方法

資料-2  p.35

笠石再設置

調整後1段目 調整後1段目

破損部隔壁石取外し代替石再設置

段差調整箇所

段差調整は代替石(安山岩)に
より行い、代替石と在来石と
の間に調整モルタルを敷設する。

代替石は、

２～３分割で設置

代替石は、

２～３分割で設置



3.3. 補修方法と工程補修方法と工程

(2)新規石材(代替石)

・東日本地域で、黒色火薬等で切り出されている安山岩を使用す
る。(ダイナマイトで切り出された石材には、細かい亀裂が入
り、強度、安全性の観点から望ましくないと評価した)。

・入手可能な安山岩の色合いについては、男鹿石が最も近い。次
に小松石が近い。

・現地視察時に、男鹿石・小松石と石井閘門の笠石とを対比させ
た結果を踏まえ代替石を決定したい。

27男鹿石 小松石

資料-2  p.36

産地

秋田県

男鹿地域

産地

神奈川県

真鶴地域



3.3. 補修方法と工程補修方法と工程

3.4 開閉機基礎コンクリート①左岸閘頭部

・背面側への傾斜が著しい範囲を取壊し、再打設する。

・取壊し時は、下部煉瓦組積造範囲が不明のため、構造体を傷め
ないよう、背面側から慎重に行う。

・再打設は、取壊し時、煉瓦組積造ではなく、土が露頭した場合
は、十分に転圧を行ってから実施する。

28

大きな開口↓

ピット蓋 ピット蓋 ピット蓋

↑ピット内壁

取壊し範囲
背面側

前面側

左岸閘頭部開閉機基礎コンクリート取壊し、再設置範囲

資料-2  p.36～p.37



3.3. 補修方法と工程補修方法と工程

②閘尾部

29

・取壊し時は、下部煉瓦組積造構造体を傷めないよう、背面側から慎重に
行う。

・再打設は、背面側、煉瓦組積造がない部分は十分に転圧を行ってから行
う。

・笠石との隙間に板を挟みコンクリートを打設、硬化後板を外しその隙間
をモルタルで充填する(コンクリートと笠石を一体化させない)。

・旧開閉機支柱ベースは、再打設時、同位置に戻す。

旧開閉機支柱ベース

左岸閘尾部開閉機基礎コンクリート取壊し、再設置要領

資料-2  p.37～p.38

空隙部をモルタル1:3で充填する。
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3.3. 補修方法と工程補修方法と工程

3.5 門扉・開閉機補修

資料-2  p.40

門扉・開閉機の補修方法については以下の通り。

①閘頭部開閉機の補修

②閘頭部歩廊防護柵の補修 ③閘頭部歩廊支柱の補修

整備（歯当たり調整）

ブレーキの部品取替え

塗替塗装（現状の黄色）

変形部の補修

破断部の溶接・接合
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3.3. 補修方法と工程補修方法と工程

3.5 門扉・開閉機補修

資料-2  p.42

④閘尾部門扉の補修 ⑤閘頭部歩廊防護柵の補修

⑥閘尾部歩廊支柱の補修

破断部の状況軸受金物の製作

変形部の補修

支柱変形の状況固定ボルトの脱落 支柱破断の状況

一時撤去・場外搬出し、工場持込により支柱製作、既設歩廊への取付、据付復旧



3.3. 補修方法と工程補修方法と工程
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3.6 捨石工

・旧北上川側の河床洗掘防止対策として捨石工を実施する。

・閘頭部端部側には袋詰根固めを敷設し、捨石が直接木板等石井
閘門閘頭端部にあたらないようにする。

捨石工施工範囲（平面図）

旧
北
上
川

資料-2  p.43～p.44

捨石工施工範囲（断面図）

袋詰根固めの例

旧北上川側 石井閘門側



3.3. 補修方法と工程補修方法と工程
資料-2  p.45～p.46
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3.7 仮設足場

・単管足場は施工条件が厳しいことから、工事工程全体に与える
影響が大きいと判断し、水上（浮き）足場を選定。

浮き足場設置事例
（浮き足場での作業状況：左、浮き足場壁面養生例：右）
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3.3. 補修方法と工程補修方法と工程

3.8 補修工程

資料-2  p.47

準備工

開閉機取外し

仮設足場設置 天端部煉瓦
ひび割れ補修

笠石取外し 笠石ひび割れ補修 開閉機基礎コン
取壊し

煉瓦取外し再設置
煉瓦欠損部補修

閘柱隅石補修 笠石段差調整

閘尾部開閉機
基礎コン再打設階段解体再設置

閘頭部開閉機
基礎コン再打設

笠石再設置

仮設足場撤去

捨石工 開閉機再設置

後片付け
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3.3. 補修方法と工程補修方法と工程
資料-2  p.49

3.9 文化財補修としての施工監理

煉瓦工事 ・写真・スケッチ・テープメジャーによる記録を基本とする。

・煉瓦積上部の笠石を取り外し後、煉瓦の積み方（並び方）がどのような

形であるか三次元レーザースキャナーを適宜実施（工事との調整必要）。

石工事 ・写真・スケッチ・テープメジャーによる記録を基本とする。

・取り外した笠石について写真・スケッチ・テープメジャーによる記録を

を実施。なお、ダボ穴の位置や大きさ等についても把握。

・母材と代替石との接着において利用するピン等の大きさと接着方法を

記録。

開閉機基礎

コンクリート工事

・写真・スケッチ・テープメジャーによる記録を基本とする。

・解体中に既存のコンクリート厚の記録を残すとともに、コンクリート撤去

後の下部の状況がどのようになっているかを記録する。

門扉・開閉機工事 ・写真・スケッチ・テープメジャーによる記録を基本とする。

全体 ・工事終了後、施設全体を三次元レーザースキャナーを行い記録を残す 。

方針 ・工事記録と解体によって現れた施設の記録を残す
・文化財である既存施設を痛めない
・必要に応じて文化財建造物修理主任技術者の指導を得る



(1)煉瓦
取外しにより「刻印」が確認された煉瓦は、石巻市や宮城県の
文化財担当部署等へ引き渡す等の対応を図る。

(2)石
石材は、破損している部分を補修することから、処理する部材
は発生しないと想定されるが、発生した場合は埋設保管する。

(3)開閉機等の交換部品
交換部品（ヒンジ）がある場合は、交換された部品を保管する。

(4)埋設保管
煉瓦、石ともに、屋内保管しないものについては、発生総量が
把握できた段階で、石井閘門近傍に埋設保管する。この場合、埋
設位置図、写真等を残す。

3.3. 補修方法と工程補修方法と工程
資料-2  p.49

3.10 現地発生材の処理について

36



4.4. 重要文化財保存活用計画について重要文化財保存活用計画について 資料-2  p.50

37

文化庁が示す基本的な目次構成

第1章 計画の概要

第2章 保存管理計画

(1)保存管理の現状
(2)保護の方針
(3)管理計画
(4)修理計画

第3章 環境保全計画

(1)環境保全の現状と課題
(2)環境保全の基本方針
(3)区域の区分と保全方針
(4)建造物の区分と保護の方針
(5)防災上の課題と対策

第4章 防災計画

(1)防火・防犯対策
(2)耐震対策
(3)耐風対策
(4)その他の災害対策

第5章 活用計画

(1)公開その他の活用の基本方針
(2)公開計画
(3)活用基本計画
(4)実施に向けての課題

第6章 保護に係る諸手続

昨年の調査結果などを整理

文化庁項目と同様

文化庁項目と同様

防火、防犯、耐風等を明記
するものがなく章全体を削
除。なお、耐震等必要項目
があれば、第３章の防災上
の課題で明記する。

建造物の区分と保護の方針
を削除
→石井閘門以外にその他
施設が無いことから削除

土木構造物であることを踏
まえ修理を補修と名称変更

文化庁項目と同様

石井閘門の特性を踏まえた目次構成

第1章 計画の概要

第2章 保存管理計画

(1)保存管理の現状
(2)保護の方針
(3)管理計画
(4)補修計画

第3章 環境保全計画

(1)環境保全の現状と課題
(2)環境保全の基本方針
(3)区域の区分と保全方針

(4)防災上の課題と対策

第4章 活用計画

(1)公開その他の活用の基本方針
(2)公開計画
(3)活用基本計画
(4)実施に向けての課題

第5章 保護に係る諸手続

資料編



5.5. 今後の予定今後の予定
資料-2  p.51
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第４回検討委員会（９月２５日）
①補修工事の具体的内容の確認
②重要文化財保存活用計画の構成確認

第５回委員会（２月下旬～３月上旬）
①工事終了状況の視察
②重要文化財保存活用計画の検討・承認

工事の視察
11月～12月の間を予定

図面・数量

◇補修工事の実施

必要に応じて検討委員会の開催




