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平成 23年度 

八戸市文化財審議委員の会議 会議録 
 

日 時  平成 23年 5月 19 日（木） 

場 所  市庁本館 3階  議会第 2委員会室 

出席委員  8 名 上野委員長、七崎委員、上田委員、本田委員、春日委員、一戸委員、三浦委員、

高橋委員 

事 務 局  社会教育課長、村木ＧＬ、田中ＧＬ、小保内主幹、渡主幹、盛田主査 

博物館小笠原副参事、縄文館宇部ＧＬ、大野ＧＬ 

 

○事務局（社会教育課） 

 本日はご多忙の中、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。 

委員の皆様には忌憚のないご意見・ご指導のほどよろしくお願いいたします。 

 会議の進行は、委員長にお願いいたします。 

 

●委員長 

  新年度の会議となります。今年もよろしくお願いいたします。 

それではこれから平成 23 年度の各文化関係の事業について事務局よりご説明いただきます。質

疑応答は説明が終わり次第まとめて受け付けいたします。 

 

○事務局（社会教育課） 

  それでは、今年度の文化財関係事業計画について、社会教育課、博物館、是川縄文館の順でご説

明いたします。 

  まず、社会教育課関係についてご説明いたします。資料の１ページ目をお開き下さい。 

文化事業として、先人周知事業では先人資料の取材に関する情報収集や、先人パネル製作にあた

り 4人の委員の方に助言をいただき、先人資料収集ワーキング会議を年２回開催する予定です。昨

年度はパネルを 8枚製作しました。浅水礼次郎・又次郎・成吉郎氏を 1枚にしました。それから石

橋藏五郎、丸山董、音喜多富寿、名久井十九三、原信子、岩淵謙一、亀徳しづ、の 10 名で 8 枚で

す。そして製作しましたパネルは 5月 20日から 6月 12日まで公会堂ロビーにて展示する予定とな

っております。また今年度は新たに 5名のパネルを作成する予定です。今のところ候補といたしま

して、人類学者石田収蔵、学術関係で小出義雄、政治関係で藤井達也などを予定しております。ま

た今年度は今まで製作しました先人パネルをホームページで紹介したいとも考えております。 

  文化財保護事業に関しましてまず、天然記念物蕪島ウミネコ繁殖地保護事業は、国の天然記念物

である蕪島ウミネコ繁殖地を適切に保護・管理するため「ウミネコ繁殖地蕪島を守る会」に委託し

ております。 

史跡等の表示は、歴史的由緒ある地名・場所への標柱説明板等の設置を行っております。今年度

は二十三日町の標柱を設置する予定でございます。 

指定文化財管理事業補助は、国の重要文化財である是川清水寺観音堂に設置されている防災設備

について所有者が行う総合保守点検に係る経費の一部を補助するものです。 
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文化財保護管理経費は、全国史跡整備市町村協議会の負担金、南郷区の一里塚史跡公園の清掃委

託等の経費です。 

史跡長七谷地貝塚清掃事業は、国指定史跡長七谷地貝塚の適切な管理を目的に刈払い清掃を実施

するものです。また昭和 56 年に南宗寺より寄贈されました大慈大悲開迷霊之碑の用地の刈払い清

掃委託も含まれております。 

  名勝種差海岸保護事業は、保存管理計画および運用指針に基づき、連絡協議会の開催、名勝種差

海岸内のパトロール、松の除間伐、外来植物の駆除を実施するものです。 

  史跡丹後平古墳群環境整備事業は、国史跡丹後平古墳群の適切な管理を目的に刈払い清掃を実施

するものです。 

  史跡根城跡土地取得事業は、土地取得事業及び根城跡を取り巻く環境の変化を踏まえ、保存管理

検討会議を開催し、新たな保存管理計画を作成するものです。昨年、根城史跡の追加指定がありま

したが、それにともなう用地買収を一部今年度行う予定です。 

  無形民俗文化財保護事業は、八戸騎馬打毬会及び民俗芸能団体の後継者養成事業に係る一部補助、

及び八戸三社大祭山車祭り行事保存会運営のための補助を行うものです。 

  民俗芸能の夕べ開催事業は、市内に残る民俗芸能の公開を行い、民俗芸能保存保持団体の活性化

と市民の啓蒙を図る目的で開催しております。今年度は平成 24年 1月 22日に白銀沖揚音頭保存会、

中居林大神楽、湊柳町虎舞、南郷区の中野神楽の 4団体を予定しております。 

  郷土芸能ビデオライブラリー事業は、郷土芸能の映像をデジタル保存し、閲覧可能な記録媒体と

して整備するものです。今年度は、おがみ神社法霊神楽保存会、白銀四頭権現神楽を予定し、保存

編・伝承編の DVD を作成し、そのダイジェスト版を市内の小中学校に配布する予定にもなってお

ります。先週の土日、おがみ神社の法霊神楽祭の撮影に早速行ってまいりました。 

  その他、3月 11日の東日本大震災で被害を受けた蕪島のフェンス、丹後平古墳の擁壁の復旧を行

う予定です。 

  以上が社会教育課文化財関係の事業計画です。次に博物館関係をお願いします。 

 

○事務局（博物館） 

  博物館の事業計画をご説明いたします。 

  博物館特別展開催事業は、年 2回特別展を開催しております。夏の開催は 7月 9日から 8月 21

日までを予定しております。特別展「昭和の暮らし」は、昨年度博物館でリニュアルしたものです。

民俗展示室に昭和 30年～40年代の一室を復元し、それを記念して昭和の暮らし展をやっておりま

す。当時の生活用品を通してその時代を生きた人々の生活文化とその変化を紹介する、ということ

で開催予定です。講演会は 8月 6日、「戦後の生活文化と流行」という題で、講師に野嵜弘氏（NPO

法人ぶらり青梅宿理事長）をお招きしお話していただきます。秋季の予定の特別展は「災害と八戸」

というタイトルで３年前から企画をしておりました。しかし偶然にも 3 月 11 日に震災に見舞われ

たため、今回は中止することになりました。来年度の秋に開催することで調整中です。今は代替企

画を検討中で、確定はしていませんが 11月上旬から 12月中旬の期間で開催する予定です。 

  その他の事業としては、史跡根城の広場の史跡環境整備事業です。根城の広場が平成 6年にオー

プンし、それ以降平成 16 年度から復元整備された施設の再整備事業を実施しております。今年度

は鍛冶工房壁板の改修工事、本丸の外周木柵の改修工事を予定しております。 以上です。 
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○事務局（是川縄文館） 

 それでは是川縄文館の今年度の事業をご説明いたします。 

  まずは埋蔵文化財の発掘調査事業です。管理経費事業は、発掘調査に関する管理的経費というこ

とで、市民向けへの埋蔵文化財ニュース「掘り dayはちのへ」（今回 14号）の刊行が主な事業です。

もう一つは毎年開催しております一般市民向けの遺跡報告会を 11月を目処に開催予定です。 

発掘調査についてです。補助事業・受託事業とありますが、市内遺跡発掘調査事業は国の補助を

得て個人住宅などを建てる際に発掘調査が必要な場合実施しております。今年度は林ノ前（尻内）、

田面木、あとその他の遺跡でいくつか現在も調査を進めております。受託事業は庁内の関係課から

の委託による埋蔵文化財発掘調査です。一つは公共の下水道事業で新井田地区の重地・石橋遺跡の

発掘調査、もう１件は学校耐震工事に伴う発掘調査で、明治中学校、大館中学校、田面木小学校の

3件を予定しております。 

引き続き、埋蔵文化財発掘調査以外の事業をご説明いたします。 

まず一つは、継続しております風張 1遺跡出土品保存活用事業です。これは今年最後ですが重要

文化財指定品の保存処理ということで予定しております。 

  是川縄文の里整備事業です。継続しております是川縄文の里整備事業では、是川遺跡の史跡指定

地での草刈り、世界遺産登録の推薦書案の提出を目指して、今年度から縄文遺跡群世界遺産登録推

進会議およびＰＲ用のパンフレット等の負担を新たにすることになっています。連絡通路について

は、7月 10日開館予定の是川縄文館と縄文学習館（現在の博物館分館）との連絡通路の新設工事を

予定しています。 

新規事業としまして、是川縄文館運営経費です。これは昨年までは是川縄文館建設事業費でした。

建設事業は平成 22年度中に終える予定でしたが、3月 11日の東日本大震災により外構工事、駐車

場工事、展示施設工事が延びていまして、6月頃までには終える予定で進めております。7月 10日

オープンは変わらず準備を進めております。その運営に係る経費ということで、受付・事務補助な

どの非常勤主事・臨時職員の雇用などが入ります。通年縄文学習館で行っておりました考古学講座

や、新たに共同研究を実施する経費も盛り込んでおります。埋蔵文化財センターとして、全国公立

埋蔵文化財連絡協議会に係る経費も入っております。現在行っております分館にある縄文学習館の

展示改修は開館までに終える予定です。 

  次の新規事業としまして是川縄文館特別展経費です。当初、開館記念特別展「縄文至宝展」を開

館する 7月 10日から 8月にかけて行う予定でしたが、余震が続いている状況と道路事情がよくな

い点から、秋に変更します。当初は秋に予定した企画展「八戸の埋蔵文化財展」を開館日当日に合

わせ、市内の遺跡から出土したものを中心に各時代の出土品を展示する予定です。期間は 7 月 10

日開館日から 9月 25日までの予定です。以上です。 

 

●委員長 

 以上ご説明いただきました。各項目について皆さんからご質問などありましたらお願いします。 

●委員 

 先人周知事業についてです。はっちの活用はお考えですか？はっちにも小さいものは飾ってあり

ますが、集客・周知の効果について考えてみてはどうですか？ 
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○事務局（社会教育課） 

 その点については、はっちと空き状況などを相談して進めてまいりたいと思っております。 

●委員 

 いずれ冊子等になるのですか？ 

○事務局（社会教育課） 

  パネルを PDF にまとめて印刷出来るようにするとか、ホームページで公開し自由に印刷できる

ようにするなど内部で検討中です。おそらく冊子を作るまでには至らないのかと思いますが、自由

に皆さんに見ていただけるように検討していきたいと思います。 

●委員 

  １ページの欄外に蕪島のフェンスの修理とありますが、蕪島の周辺で、他になにか気が付かれた

ことはありませんか？津波で出てきたものだとか。 

  おそらく気が付かれているとは思いますが、昭和 8年 3月 3日の三陸大津波での波の高さを刻ん

だ石が現れています。蕪島神社で作られている本にも書かれていましたが、場所としては今までわ

からなかったものです。日付も入り津波と刻まれた岩が今見えています。これを見られて、今回の

津波の高さと三陸大津波での高さと、二つ並べてなにかを作る必要があるかもしれません。ちょう

ど八戸小唄の石碑の下に見えています。今日も確認してきましたら出ていました。 

○事務局（社会教育課） 

  写真だとか、記録保存などして、今回の津波についてはまた考えていきましょう。 

●委員 

  財政のほうにもお話下さったと思いますが、史跡の説明板がもう少し増えないでしょうか？教育

委員会だけではなく、街づくりの方面でもいいので、説明板をもっと増やして欲しいです。街歩き

をやっているとポイントを説明できなくて厳しくて、八戸は説明板が少なく感じます。 

○事務局（社会教育課） 

  今年は二十三町に設置予定です。標柱は中心街に 20 本以上はあって、整備しておりますが、説

明板となると値段がかなり上がってしまいます。 

●委員 

  それに関連して、文化財マップも整備されていませんよね。ずいぶん前のものを使いまわしてい

る感じを受けます。はっちにも大きいものを飾って見てもらいたいが、基になる印刷物が無いので

す。八戸市の文化財という立派な本がありますが、インターネットにはあるのに本自体が出回って

いません。 

○事務局（社会教育課） 

  これは 7、8 年前に出したもので、南郷区の文化財が入っていない、合掌土偶もまだ重要文化財

になっているだとか、新たに指定した文化財も入っていないので、我々も改訂版などを考えていま

す。ちょうど 8年前なので、10年に一度は新しいものを作れるよう財政と相談し前向きに検討して

いきます。教育費の全体の予算も含めて準備を進めていきたいと思っています。 

●委員 

  地域の有志でお金を集めるなどの方法はどうでしょうか？ 

○事務局（社会教育課） 

  三浦文学顕彰会さんとか文化協会さんが事務局になり活動なさっていますが。 
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●委員 

イギリスではブループレートと言って、誰が生まれた家だとか、沢山飾ってあります。 

●委員長 

  いくつか建てたことはあるのですが、見えなくなっていたり剥げたりしています。新たに追加に

なった登録文化財もあるし、来年あたりにも進めていきましょう。 

●委員 

  金浜には津波の説明板はあるのでしょうか？ 

●委員長 

  「海嘯の碑」には、「地震、津波、それ逃げろ」と書いてあります。あの辺の人はこの道路より下

に家を建てないことにしていたのですが、防波堤が出来て安心しきって建てたのです。 

●委員 

  館花公園にあるようなものですか？ 

●委員長 

  そうです。私らが湊中学校に勤めているときは、新湊は全部砂浜でした。人知というものは自然

に比べればいくら頑張っても及ばないということです。 

  それでは次、２ページへ入ります。 

 

●委員 

  博物館の特別展についてお願いしたいことがあります。 

東京大学の図書館には「自然真営道」が入っています。これは個人では借りられず、市博物館の

企画でないと借りられないものです。八戸の人が八戸で書いたものなのに、八戸にはまだ一回も来

たことはありません。そろそろ企画してもらえませんか？ 

ぜひ本場の八戸で開催してもらいたいので、ご検討下さい。 

○事務局（博物館） 

  歴史の学芸員がいないと進めない、学芸員を採用・育成しなければならない状況です。 

●委員 

歴史の専門家が居なくてもやれると思います。安藤昌益資料館には歴史の専門家は誰も居ません

し、展示のプロも居ません。 

○事務局（博物館） 

  最近の個人・団体のお客様は、学芸員を呼び解説を求めます。１点１点説明を求めるお客様もい

ます。お客様もそれなりの知識で来ます。 

●委員 

  博物館に歴史関係の学芸員が居ないのですか？ 

○事務局（博物館） 

  古文書が読めないので、理解する際には困ります。 

●委員 

  古文書はみな解読されているので、その問題はないと思います。博物館でないと借りられない資

料なので、10年ぐらいと言わずもう少し早く考えてもらいたいです。 

●委員長 
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このような意見も出ているということで皆さんで話し合ってみてください。 

○事務局（博物館） 

  3年先をみて考えないと準備もありますので、すぐにやれるという訳ではありません。 

 

●委員長 

  3ページの埋蔵関係はございませんか？ 

連絡通路というのはどこをどう通っているのですか？ 

○事務局（是川縄文館） 

  建設中の是川縄文館から脇の歩道を若干歩いて学習館にまっすぐ進む連絡通路で、直線的に結ぶ

というものです。 

●委員 

  是川トンネルのことがこの前新聞に出ていましたが、どの辺を通りそうですか？ 

○事務局（是川縄文館） 

  今、ちょうど県の埋蔵文化財調査センターで発掘調査しています。是川縄文館の駐車場側にある

沢の一番突き当りの奥の山側が遺跡になっており、調査中です。 

●委員 

  遺跡にかかるのはそこだけですか？ 

○事務局（是川縄文館） 

  トンネル周辺ではそこだけです。 

 

●委員長 

  3ページで他にございませんか？ 

なければ次に入ります。では、その他について。 

○事務局（社会教育課） 

  はい。3月 11日の地震被害についてご説明したいと思います。 

  まず、史跡根城は、鍛冶工房の屋根の茅が若干落下したこと、土砂の流入、石置き屋根の石が 1

個落下したことです。 

  それから丹後平古墳に関してですが、これは地震と 4月 7日の余震により、コンクリート擁壁か

らコンクリート片が落下していました。一番高いところで 3メートルぐらいあり崩れ落ちないか心

配だったので、業者を呼び聞いてみたところ、崩れ落ちることはないということでひと安心しまし

た。コンクリート擁壁には繋ぎ目があり、そこがひび割れて落下してくるような状態で、見た目は

結構崩れています。擁壁の繋ぎ目部分をシリコンで目締めすると見た目は大丈夫そうなので、その

ような作業を今後考えていきます。そこは通学路でしたので、現在は崩れたところにバリケードを

設置し、安全確保をしている状況です。 

  種差海岸につきましては、岩礁と砂浜へのごみの漂着、芝生地及び海浜植物の冠水、クロマツの

倒木、砂浜浸食、漁港施設関係の破損、観光施設の損壊、道路洗掘、電柱や NTT の柱の損傷など

があります。文化財関係としては、砂浜の浸食等があります。このまま自然にまかせて良いのか、

ひどいところを手直ししたほうが良いのか、今後検討していきたいと考えております。 

  蕪島ウミネコ繁殖地に関しては、フェンス倒壊がありました。このフェンスはウミネコを保護す
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るためのものです。先日、文化庁の調査官をお呼びし、種差・蕪島を見てもらいました。蕪島のフ

ェンスについては、現在応急処置はしていますが、きちんと補修するにあたり、今までのフェンス

が猫や動物の侵入をきちんと防いでいたのかどうかも問題になりました。文化庁からは、「直す際は

フェンスの形などをもっと考えたほうがいい、現在フェンスが緑色だが、周りの自然に合う色も考

えたほうが良い」など、いろいろ指導を受けました。そのことに関しては今後文化庁と相談しなが

ら復旧していきたいと思っています。復旧はウミネコがいる 8月いっぱいまでは無理なので、9月

以降に工事を行いたいと思っております。 

  登録文化財に関しては、旭商会などかなり心配でしたので、被害にあってからすぐに見に行きま

した。天井の一部が落下しただけということで、その程度で済んでよかったと思っていました。河

内屋は入り口の下のタイルが亀裂を起こして少し壊れたこと、更上閣は壁に亀裂が少し入ったり、

ガラス戸の桟が破損したり、とのことでした。新むつ旅館は内壁に亀裂が入っている程度で、地震

の揺れで壁の粉が少し落ちた程度でした。八戸酒造は、土壁のひびや、一部だけ大きく破損してい

る部分がありました。あとは土蔵などに少しひび割れが入っていました。登録文化財に関してはそ

れ程大きな被害が無かったので所有者が修理する予定となっております。 

県重宝の新羅神社は、拝殿のガラス戸が 1枚壊れたこと、軒の支輪（参拝するところの軒先）の

木片が一部落下し、今後どう直すかを検討中です。 

県史跡の八戸南部家墓所は、家族墓の灯籠が 1基倒れた状態です。灯籠ですので 3つぐらい分断

して倒れた状態です。石自体は壊れていないので、起こして落ちないようモルタルで接着して立て

直すことを所有者が修理する予定です。以上が今回の震災の被害状況です。 

●委員長 

  はい。被害状況で一番大きいものは蕪島ですね。 

○事務局（社会教育課） 

  すぐに応急処置はとったのですが、本格的には 9月以降ということで、文化庁と相談しながらフ

ェンスの形や色を考えて直していこうと思っています。 

●委員長 

  今までのフェンスは下から猫が入ってしまうということですか？ 

○事務局（社会教育課） 

  前に作ったのは特注のフェンスで、まっすぐではなく返しの付く形でした。ただ、それが本当に

役立ったのか？向きが逆ではないのか？もう少し強固なものにしたほうが良いのではないか？など

と言われています。強固といっても、ステンレスにするとべらぼうに高くなってしまいます。色は

こげ茶系がいいとか、一部こげ茶色にするかなど考えていました。上もそのうち腐食してくるでし

ょうから、国からの補助もありますし新しくしようと思っています。 

●委員 

  南部家墓所は五輪塔ですが、何度か倒れていますよね、きちんと止めているのですか？殿様の墓

は倒れなかったのですか？ 

○事務局（社会教育課） 

  殿様のほうは大丈夫でした。 

●委員 

紙・古文書類で津波により水を被ったとか、地震で無くなってしまったとか、そういった話は届
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いていますか？  

○事務局（社会教育課） 

 特にないです。 

●委員長 

よろしいですか？案外被害は少なくて済んだようです。地震の次の日に蕪島の方へ行ってみまし

たが、修羅場でした。はたしてウミネコが下の方に巣を作れるのかと思いました。 

●委員 

種差では、波をかぶった部分の植物も結構復旧してきています。松原の中でも潮をかぶっても福

寿草が咲いていたりしています。最近入ったものが死んで、昔からあるものが復旧しているような

状態です。 

○事務局（社会教育課） 

海浜植物は強いのでしょうね。 

●委員 

海浜だけなく、山手の高山植物も今まで長い間、何度も被っています。砂浜についても、津波で

失われた分は海流が変わらなければ何十年かで元に戻ると思います。むしろ世増ダムの影響で砂の

供給が少なくなり痩せてきていることのほうが問題です。 

●委員長 

  まずは被害が少なくて済んだということで、その他事務局からお願いします。 

 

○事務局（社会教育課） 

  はい。2つご報告申し上げます。 

○○さんから「○○に高さ 33cmの仏像があるが、津要仏だと思うので見て頂けないか」と依頼

があり、4月 20日に委員長と一緒に見に行きました。その時点では、津要仏ではないように思われ

ました。その後、機会があったので弘前大学の先生に写真をお見せし、コメントをいただきました。

「製作年代は江戸時代の終わり頃だろう、津要さんの仏像ではない」とのことでしたので、昨日、

○○さんに結果をお伝えしました。 

  もう一つは八戸城角御殿表門についてです。こちらは一昨年の文化財審議委員の会議で先生方に

ご意見をいただいたものです。本八戸駅通りのところに都市計画道路が通るということで、そのル

ートが八戸城角御殿の表門にひっかかっていた件です。その後、県へ意見を出しまして、ギリギリ

門を避ける設計になっております。ほぼこれで決まりということです。以上です。 

●委員長 

  一件目は仏像でした。津要さんが作ったものではないか？ということでした。津要さんはどこで

生まれたかは不明ですが、柳町で育った方です。私は仏像は全然わからないのですが、他の津要仏

とは顔が全然違いました。顔以外はよく見ませんでしたが、○○さんはひだがかなり似ていると言

われていました。実際○○にある津要仏と比べても違うようでした。ただし、素人が違うとも言え

ないので、弘前大学の先生から見てもらいました。だいたい 200年ぐらい差があるのでしょうか。 

それからもう一件は角御殿でしたが、道路にかからなくなったということでした。 

 

●委員長 
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  用意した案件はこれで終わります。その他、これを機会に皆さんからありませんか？ 

●委員 

  新聞によく出ているのですが、この前の地震の北か南でマグニチュード 8の余震が起こると予想

されています。いろいろ修復も結構ですが、絶えずそのことを考えて行動されたほうがよろしいか

と思います。この前の地震より北が震源ですともっと高い津波が青森県を襲う可能性があります。 

●委員長 

  市川方面がそうなめ、とは波の影響なのですか？ 

●委員 

湊・白銀があまり被害がなかったのは蕪島が邪魔をしたからです。波が南の方からきてまっすぐ

三沢方面に向かったためです。 

●委員長 

  そのほかなにかありませんか？ 

●委員 

  2月 1日の文化財の消防設備点検は冬場に行いますが、清水寺のポンプは訓練で使ったことはあ

るのですか？  

●委員長 

  起動させているのは一度見たことがあります。ポンプ室には暖房が入っているはずです。 

○事務局（社会教育課） 

  消防法で決められていますので、放水試験は年に一回は必ず行っているはずです。消防設備の点

検ということで補助金を差し上げ、業者さんが放水試験を行っています。どの程度まで水を出して

いるかは不明ですが、必ずポンプの動作確認は行っています。 

●委員長 

ほかにありませんか。 

●委員 

  ありません。 

●委員長 

では、今年一年間よろしくお願いします。 

○事務局（社会教育課） 

  本日はお忙しいところありがとうございました。皆さんから貴重なご意見をいただきましたので、

今後も文化財、行政一貫して、いろいろ一生懸命頑張っていきたいと思います。今後ともご指導の

ほどよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。 


