
　針尾送信所は、旧日本海軍によって大正 7（1918）
年～ 11（1922）年にかけて建てられた送信施設で
す。日露戦争を契機として無線連絡体制の強化が
必要となり、総工費 155 万円（現在の約 250 億
円）、無線塔 1 基当たり 30 万円（現在の約 50 億円） 
を費やして建設されました。
　敷地内にある 3 基の無線塔は、いずれも鉄筋コ
ンクリート造で高さ約 136m、基底部の直径は約
12m の煙突のような構造となっています。
　太平洋戦争の開戦を告げた「ニイタカヤマノボレ
1208」を送信した施設としても有名ですが、そのこ
とに関する資料はなく、送信したかどうかは不明です。

　1 辺 300m の正三角形に配置された無線塔の中央
には、電信室と呼ばれる鉄筋コンクリート造の通信
施設も建設されました。半地下式一部２階建てで、
床面積約 380 坪と広大な建物です。
　近年の調査によって、本施設が建設された歴史的
背景とともに、土木技術や無線技術の面からも高く
評価され、日本の技術発展を象徴する近代化遺産と
して、平成 25 年 3 月、国重要文化財（建造物）に指
定されました。
　また、平成 28 年には日本遺産（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
～）の構成文化財の一つとして認定されました。

大正時代、旧日本海軍が巨額の費用を掛けて建設した針尾送信所。
遠くからでも一目で分かるこの巨大な建造物は、ことし建設 100 年を迎えます。
今回の特集では、日本の技術発展の象徴であり、国の重要文化財にも指定されて
いる針尾送信所の歴史を振り返るとともに、建設 100 年を記念したイベント「針
尾送信所建設 100 年記念祭」の内容などをお知らせします。
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日本の技術発展を象徴する近代化遺産

針尾送信所今昔
写真は建築時の電信室（左）と現在の電信室（右）です。建築
時は 2 階建ての 1 階部分まで地上にありましたが、戦争が
激しくなると、被害を防ぐために 1 階の前面は埋め立てら
れました。現在、地上に見えているのは 2 階部分です。

無線塔基礎部分の配筋作業風景 現在の無線塔を上空から撮影

針尾送信所の
撮影スポットガイド

針尾送信所の見学
下記時間に見学することができますが、施設の案内（ガイド）は新型コロナウイルス感染症の
感染拡大防止のため一時中止しています。また、団体（20 人以上）での見学は
事前の電話連絡が必要ですので、見学日の 20 日前までに、針尾無線塔保存会（☎
58-2718）へ連絡をお願いします。（見学時間）9 時～ 12 時、13 時～ 16 時

特集

針尾送信所
建設100年
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　今回のイベントでは、針尾送信所に関するク
イズなどを交えながら、昭和歌謡ヒットパレー
ドを演奏します。
　ことし、針尾送信所の建設から 100 年がた
ちますが歴史的価値など、詳細を知っている人
が少なくなっています。
　今回を機に、針尾送信所が私たち佐世保市民
にとって大切な場所であることを多くの人に
知っていただき、今後、佐世保がさまざまな歴
史と文化を学べる場所になればと思います。

ザ・メモリーズ代表
松尾 昌典 さん

開催日程 イベント名 場所

11 月 12 日（土）
、13 日（日）

ワークショップ
「無線を体験しよう！」 針尾送信所

11 月 19 日（土） 郷土史体験講座 針尾送信所
（バスツアー）

11 月 19 日（土） 平和教育講演会 針尾送信所

針尾送信所建設 100 年記念祭では、
オリジナルデザインのマスクをはじ
め、タオル、エコバッグ、クリアファ
イル、トレーディングカードなどさま
ざまなグッズを数量限定で配布します

（無料）。

針尾送信所建設 100 年記念シンポジウム 昭和歌謡ヒットパレード in 針尾 

その他のイベント 

S
サンディ　トリップ
andyTrip によるオープニング演奏の他、文化庁調査官を招いた記念講演や NHK

関係者などによるドラマ「17 才の帝国」撮影秘話座談会、佐世保工業高校の生徒に
よる針尾送信所ジオラマ製作の発表など、盛りだくさんの内容を予定しています。
日程　11 月 3 日（木・祝）13 時～ 16 時 40 分　場所　市民文化ホール

針尾送信所 3 号塔周辺で昭和歌謡の演奏を行います。歴史を感じる無線塔を眺めながら
聴く昭和のヒットパレード。さまざまな思い出がよみがえりそうです。
日程　11 月 12 日（土）、26 日（土）　場所　針尾送信所

国重要文化財である針尾送信所をより身近に感じ、私たちが住む佐世保に貴重な
建造物があることに誇りを持ってほしい、そんな思いを込めて開催します。11
月 3日（木・祝）～ 12月 18日（日）の期間、さまざまなイベントを行いますので、
どうぞご参加ください。詳細は市ホームページなどでお知らせします。
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ジオラマ展示

100 年記念祭
オリジナルグッズの配布

SASEBO つなぐフォトコンテスト

ナイトタイムフィールドミュージアム
（無線塔ライトアップ）

「人」「まち」「世代」をアートで " つなぐ " を
コンセプトとした写真展です。
日程　11 月 20 日（日）～ 12 月 18 日（日）
場所　針尾送信所、JR 佐世保駅構内

「港まち佐世保の景色」「佐世保に住む人々」をテーマとした
フォトコンテストを実施します。入選作品は「SASEBO ART 
CONNECT FESTIVAL」期間中に針尾送信所に展示します。また、
展示作品に選ばれた人の中から抽選で 10 人に「佐世保のよかも
ん詰め合わせ」をプレゼントします。
締切　10 月 26 日（水）
※応募方法など、詳しくは専用ページをご覧ください。

1/300 の針尾送信所のジオラマを展示します。
日程　11 月 3 日（木・祝）から
場所　市民文化ホール（11 月 3 日だけ）、以

降は針尾送信所電信室内

日程　11 月 18 日（金）、19 日（土）、 
20 日（日）、25 日（金）、26 日 

（土）、27 日（日）、12 月 2 日 
（金）、3 日（土）、9 日（金）、
10 日（ 土 ）、16 日（ 金 ）、17
日（土）の日没～ 20 時まで（予
定）、全 12 日間開催

場所　針尾送信所

無線塔のライトアップやナイトマルシェなどを開催します。

　毎年春（4、5 月）と秋（10、11 月）に行って
いる「海辺のコンサート」を、今回は 11 月だけ
針尾送信所で開催します。
　歴史的建造物である針尾送信所は多くの人が
ご存じですが、実際に近くまで行ったことがあ
る人や、その歴史的背景を知っている人は特に
若い方に少ないのではないかと思います。
　今回のイベントではぜひ多くの人に足を運ん
でいただき、針尾送信所が新しい憩いの場とな
るように「出張 海辺のコンサート」で最大の協
力をしたいと思います。

佐世保
海辺のコンサート

実行委員長
前田 和隆 さん

「佐世保 海辺のコンサート」の様子
（新港町岸壁エリア）

ザ・メモリーズの皆さん

海辺のコンサート in 針尾
針尾送信所 3 号塔周辺でジャズの演奏を行います。佐世保を代表する近代化遺産と佐世保
らしいジャズの音色を両方同時に満喫できるすてきなイベントです。
日程　11 月 6 日（日）、13 日（日）、20 日（日）、27 日（日）　場所　針尾送信所

特集に関する問い合わせ　文化財課　☎ 24-1111

無線塔のライトアップ
（イメージ）

関係者に話を
伺いました

関係者に話を
伺いました

広報させぼ動画版「みてみゅー」


