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日  時：平成２５年２月６日（水） 午後１時３０分～３時３０分 

会  場：是川縄文館会議室 

出席委員：岡村道雄（会長）石川宏之（副会長）高田和徳 福田友之 山下治子 山内 均  

八 戸 市：松山教育長 芝教育部長 小林館長 前田副館長 宇部縄文の里推進ＧＬ 

     村木埋文ＧＬ 磯島主幹 山野下主査 小久保主査 杉山主査 市川主事 

 

会議次第 委嘱状交付 

     教育長挨拶 

     要綱説明 

     会長・副会長選出 

     会長挨拶 

     案件 ・平成 23年度事業報告について 

        ・平成 24年度事業進捗状況について 

        ・平成 25年度事業計画について 

        ・その他 

 

事 務 局：これより会議に入らせてもらいます。進行は会長にお願いします。 

会  長：平成 23年度事業報告、24年度事業進捗状況について説明願います。 

事 務 局：資料にもとづき説明します。 

～説明～ 

会  長：館がどういうコンセプトで何をめざしてやっていくのか、実際今年度こういっ

た実績を積み重ねてきたといった説明でしたが、いかがでしょうか。こちらに

座っているお三方（高田委員・山下委員・山内委員）はそもそも企画、展示委

員会(運営検討委員会)のときからのメンバーですから、それ以降、展示とか見て

おられますか。 

山内委員：今年「縄文のストーンサークル」展を見させて頂きました。非常に良かったで

すね。親切な解説をして頂きながら、非常に楽しんで展覧会をみました。素晴

らしいと思っております。 

会  長：ちなみにストーンサークルの入館はどうでした、あるいは図録の売れ行きは。 

事 務 局：ストーンサークルについては 38 日間の開催期間、入場者数が 3037 人、1 日当

たり 77人、もう少し数が多く入っても良い内容の企画展だと思います。 

会  長：図録を作りましたね、かなり立派な。 

事 務 局：これまで売れた物は、たぶん 30～40冊くらいだと思います。通常 500部程印刷

し、300部弱を関係機関に配布し、縄文保存協会に残りの 100部を卸して販売し

て頂いています。 

会  長：出来るだけハンズオンを取り入れるような展示について、以前の委員会でもだ
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いぶ話はしましたが、その辺は今の展示にどのくらい生かされているのか。 

事 務 局：常設展示は 2 箇所にハンズオン展示があります。縄文の謎にレプリカを触れる

コーナー、復元漆器の製作工程をそのまま触れるような展示を用意しております。

秋季企画展では、小牧野遺跡の礫を借用し、ストーンサークルの石を触るコーナ

ー、それから英国のストーンヘンジと比較した展示を行いましたので、ストーン

ヘンジの石をウレタンに見立て、積み木の様に並べられるコーナーを作り、触れ

るコーナーを 2箇所設けました。 

山下委員：教育普及活動がすごくたくさん色々な方法で行われていて、ボランティアさん

に対しての講座とかも多いので、すごいなと思ったんですが、反響などはいか

がでしょうか。 

事 務 局：基本的にはボランティアの活動というのは、縄文学習館の時代から育成・養成

をしてきた方々を引き続いて行っております。教育普及のメニュー自体も、多少

出入りはございますけども、基本的には縄文学習館時代の規模を少し膨らませた

りしながら、行っています。 

会  長：他の館に比べて手厚く続けてやっておられるけど、その辺は新しい館になって

どのようになって、どう展開していますかということですか。 

山下委員：そうです。また反響とか。新しいその今までとは違うそういう人が入ってくれ

るという、子供たちの何か参加が多くなったとか、そういう変化はありますか。 

事 務 局：常設展示が新しくなりましたので、ボランティアにも養成講座等で学習しても

らい、展示解説の方法について考えてもらっています。教育普及の体験教室でも、

メニューも新しいものを増やして、来館される方が様々な体験の選択肢から選ん

でいただけたらと思っています。年配の方々あるいは市内の小中学生の皆様方な

ど、幅広い年代層に展示解説をする中で、各ボランティアによって解説される力

点が異なるため、二度来られた方にも新鮮な内容だとの反響を頂いています。 

新しいボランティアの登録もあり、新しい館になった事の反響は少なからず見ら

れると思います。体験学習も新しいお客様がみえていますので、館を新設した効

果はあると思います。 

高田委員：実際今何人くらい登録あるのですか、ボランティアの数も縄文学習館の時とど

う変わったのか、わかりましたら。 

事 務 局：今年度、昨年 4月の段階で 50人ほどの方が登録されておりまして、縄文学習館

時代に比べて、ほぼ横ばいの状況になっております。 

石川委員：縄文学習館時代かのそういう活動というのは実際あって、それが今日受け継が

れているという、突然こういう活動が行われているわけではないというのがこの

館の大きな特徴だと思います。そもそもの質問ですが、八戸市埋蔵文化財センタ

ー是川縄文館の目的という 1ページ目の所は、これはある意味この館のミッショ

ンといいますか、使命ですね。中身確認させて頂きますと、来館者が地域の魅力
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を再発見し、誇りある郷土作りにすると供にというのがひとつ、あと埋蔵文化財

センターとして埋蔵文化財の積極的な公開活用、適切な保存管理に勤め、埋蔵文

化財保護の重要性を伝える、その中で改めて理解したい。ここは埋蔵文化財セン

ターということで、博物館ではないのですよね。 

会  長：高田委員の質問にある定期的な来館者ニーズとか反応は、どう受け止めていま

すか。 

事 務 局：現在ご意見箱という形で常に設置しておりまして、感想や苦情等を把握し、苦

情等にはすぐに対応するようにしています。ただ、例えばアンケート形式の様に

どこから来たのか等、項目を立てておりませんので今後はそういった視点でアン

ケートをとることを考えています。 

会  長：何かご意見あったら入れてくださいという目安箱のような感じで置いてあると。

事 務 局：はい。もう少しデータがとれるようなアンケートをすべきと考えています。 

会  長：それにはだいぶ意見が入ってますか。 

事 務 局：はい。毎日入っていますので、回収して回覧をしております、館内で情報共有

しています。 

会  長：御所野縄文博物館では年報に主要な意見を書いています。それを見ていくと、

これこそ本当の来館者のニーズなんだな、本当の感想なんだなというのがよくで

ています。 

高田委員：是川縄文館は、初年度ということもあると思うのですが、すごい精力的にやっ

ています。講座関係とか、ボランティア養成講座とか、体験とか、これをずっと

やっていると、しょっちゅうここでなにかをやっているという感じになっていっ

て、その割には人数もいるという、結構来ているという、それは講座を聞いてい

る人達が、例えばボランティアの人達が半分くらいいるとか、全く外部の講座ご

とに違う人達が来ているのかどうか、そういう分析をしないとなかなかですね、

特に最初はオープンしてすぐだからと張り切ってどんどん人を集めてやるので

すが、何か（参加者が）同じ人だけで空回りしているというか、うちの場合も結

構あったのです。だから是非今お話にあったような、例えば講座があったら講座

ごとにアンケートをとるとか、意見を聞くといったことをして集約しておくと、

外部からかなり遠くからでも来るような講座と、地元の人達が来るような講座と、

結構色々な案が出でくるので、そういう風なものを段々と整理なさったほうが、

確かにどうしても精力的にやりたくなってしまうのだけど、その辺を整理してい

ってもう少し効果的なものを計画した方が良いと思います。講座関係のどういっ

た人達が来ているかどうか、もし何かありましたら、お聞きしたかったのですが、

まったくボランティアの人達が大半ですか、そうでもないですか？ 

事 務 局：半分はボランティアの場合が多々あります。ただ考古学講座につきましてはボ

ランティアよりも一般の方が多い状況と思います。 
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会  長：逆に言うとボランティア養成講座というのは、だいたい 20何人というのが固定

されていますけれど、ボランティアの人達に対するガイダンスと考えていいの

ですか、ですよね。 

事 務 局：もうボランティアをやられている方々も、更に知識を吸収して何回も受講され

る方もいます。 

石川委員：今後そういう期待があると、目的使命に対してどのくらいどういう風に達成し

たのか報告を、来年度以降、受けると、それに対して私達が意見等を言いやす

い。 

会  長：ボランティアの方々が解説する意味というのは、たぶん自分の言葉で置き換え

て、自分の関心か何かを含めて、聞きに来てこられた方の目線で語れるという

一番これはいいと思うのです。そうした時に自主的に出来るだけ解説活動を、

その人達が自主的に考えられるような、そういう情報提供とか動機付けとかそ

ういうことをしてもらいたいと思います。そうしないとどうしても私達が話す

ことを、ただ押し付けてるというか、そうなりがちです。平城宮のボランティ

アの人達は自分たちでガイドブックを作るのです、そうすると私達が関心を持

っている研究レベルと全然違う、むしろ研究の抜けている所を、聞きに来た人

達が知りたい事をちゃんと答えています。ああいうのをみて、解説というのは

一つの独立した事柄なんだと思ったことがあります。 

石川委員：埋蔵文化財センターと博物館、場合によっては登録博物館という位置付けが別

なものなのか、埋蔵文化財センターが登録博物館になりうるのか、その施設セ

ンターの比重のおき方というのが色々あると思いますが具体的にどうなってい

ますか。 

事 務 局：八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館ということで、登録博物館ではありませ

ん。館を作る時の財源的なものもありまして、文科省からの埋蔵文化財保存活用

の補助金を受けて色々整備してきた経緯もあります。館の実際的な活動の教育の

部分は博物館的な情報の出し方と大きな違いはありません。さらに埋蔵文化財、

市内の発掘調査の機能をここに集約させているということにこの施設の大きな特

色がございます。 

石川委員：イメージとしては埋蔵文化財センターとして、まずはそういった文化財という

ものを保存管理、調査研究していくというのがメインで、教育とか展示が付随

して従なのか、それとも最近の博物館のように展示教育活動がメインででてき

ているのか、その辺の主従がよくわからないと、こちらから何か変な質問をし

ているのではと心配でお聞きしました。 

会  長：確かにその通りで、私は大雑把にいうと併設施設だという感じがします。それ

をどういうバランスでやるかという事業費と人員に対する問題で決まってくる

のかなという感じです。その辺の整理は仰るとおり、もうちょっと整理しどこ
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までやるのかということは整理された方が良いのかなと私も思います。 

高田委員：うちは登録博物館にしていますけれど、博物館法にのっとった数をクリアして

いるのだけれど別に問題はないです。 

石川委員：博物館ということであるならば文科省の博物館の望ましい基準というのがでて

いて、中期計画とかここまで本当にやるのかどうか。 

会  長：それに縛られたくないので、博物館法にのっからないというのもありますね。 

石川委員：そういう選択枝があります。 

山下委員：ここの施設の場合、活用とか文化財保護の啓発、普及ということの為にやって

いくというのは自然かなと。要望として、土器作り講座、布を編む講座と、す

ごくストレートすぎるので、逆に「掘りＤａｙ」というのはすごく良いネーミ

ングですので、こういう感じで講座の名前があるとすごくメリハリがあって楽

しくて良いと思います。 

会  長：「掘りＤａｙはちのへ」というのは良いですよね。昔からそう思います。 

山下委員：ミュージアムショップとカフェの活動について、（実績では 23年度と 24年度で）

合掌土偶の色々な物が増えているとか、その辺を聞きたいです。 

会  長：利用状況とか評判とか、どうですか、なかなかミュージアムショップやカフェ

の維持は難しいと以前の委員会の時からそういう話はありましたが、実際世の

中の状況を見ると厳しいですよね、そういう点からみてどうですか 

事 務 局：昨年度は 90万円程の黒字だったのですが、その理由としまして、そこで働く方、

従事している方は縄文保存協会の方なので、ボランティアで運営してもらってい

るとういうことで、人件費がかかっていないので黒字になっていますが、実際に

は厳しいです。 

会  長：実際には売れていますか。 

事 務 局：お菓子等は特によく売れてます。あとはボランティアが作った合掌土偶のレプ

リカが非常によく売れてます。今年（昨年３月）の北海道開拓記念館、11月に滋

賀県へ合掌土偶を貸し出しした際に関連グッズを置かせて頂き、そこではかなり

人気がありました。 

会  長：何とかやっていけそうですか。 

事 務 局：現状では何とか。あとは人件費を今後どう考えていくかと。商品は結構売れて

おりますお蔭様で。 

会  長：ここで出しているお菓子は市内でも買えるという話を当初聞いたけれど。 

事 務 局：はい。買えます。 

会  長：そちらも大丈夫なのか、そこまで連携しながらやっているとだいぶ違うと思う

のです。 

山下委員：基本的にそれは作っている業者さんがいて、それは委託販売してるわけですよ   

ね、ショップでの委託販売。 
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高田委員：仕入れて預かって手数料を頂く形ですよね。 

事 務 局：委託販売です。 

会  長：手数料はどのくらいですか。 

事 務 局：2割です。 

事 務 局：それで人件費がかからないで委託販売というのは。 

会  長：赤字にならない。 

山下委員：黒字になるような気がします。 

事 務 局：それで人件費が払えるくらいの収入までいってくれればいいなと考えています。 

会  長：90万が委託費。 

事 務 局：売り上げから引いて残ったのが 90万。 

会  長：人件費がほとんどだせるようではないと。 

高田委員：今そこにいる方は全くのボランティアですか？交通費とか別途？ 

事 務 局：ボランティアということなので、ボランティア保険には加入させていただいて、

何か事故があった場合に保障できるようにしています。 

石川委員：要望でよろしいでしょうか？八戸テレビの「じょうもん発見！是川縄文館」と

いう１０分ほどの番組を DVDにまとめて販売したり、館内のスクリーン映像と

は別コーナーで、八戸テレビとタイアップして映像を大きなスクリーンで見れ

るようにして、全面に活用できるようにしたらいいと思います。 

会  長：事業がいっぱいあって大変でしょうから、整理が必要かと思います。私はホー

ムページのアクセス数がどのような内容で、どのように受けとめられているの

か気になります。 

事 務 局：各種講座、行事の案内、それが終わった時のレポートを主に掲載しています。

オーソドックスなホームページで、発掘の情報も合わせてご覧いただけるように

しています。現在、特にホームページから意見をいただく仕組みはないのですが、

博物館施設のホームページとしては比較的アクセス数が多いほうだと認識してい

ます。来館者と相関関係があまりホームページにありませんので、固定して見て

いただくファンの方がいらっしゃるんだと思い、更新回数をなるべく頻繁にする

よう努めているところです。全て業者に委託せず、職員が更新できるような仕組

みで運用しています。 

石川委員：ホームページで「じょうもん発見！是川縄文館」をクリックすると見られるよ

うに YouTube などの動画サイトにリンクして見れるようにするといいのではな

いか。高校生などの若い世代はネットで調べ物をすることが多い。内容が面白

いと思えば来たいと思うのではないか。ホームページはボーダレスで情報が行

き交うので著作権などの問題をクリアし、活用の可能性を考えてはどうか。 

事 務 局：八戸テレビの番組については、本日お見えになっていない島守さんがいれば、

この場で決まる話かもしれませんが。島守さんのお申し出で、番組を構成してや
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っていて、その後の利用についても、我々の自由に使っていいと言われています。

販売は別問題ですが、ここで上映するのはできるかなという形で作っているもの

です。 

石川委員：ここで見られるということは大切かと思います。 

福田委員：八戸市の埋蔵文化財に対する取組みには、以前より敬意を払ってきております

が、市として博物館のような機能を持たせた施設をやっているわけですが、業

務内容というか、大変だろうなと。職員が十分に配置されているということか

もしれませんが、発掘をやりながら、博物館活動をされているわけですよね。

ある人が市内の遺跡を掘りながら、発掘が終わった段階ではそれを報告書をま

とめるわけですよね。それと一緒に博物館活動をやっているということですか。 

事 務 局：縄文館では埋蔵文化財対応と、教育普及といった業務と、学芸員を分けていま

す。３回企画展と特別展をやっているのですが、そのうちの「掘り dayはちのへ」

という企画展に関しては発掘を担当する埋蔵グループが担当して行っています。 

福田委員：確かにそうしなければ出来ないと思う。至れり尽くせりですごいですね。市の

段階でここまでやるのは、非常にご苦労があるのだろうなと。発掘と教育普及、

一般業務の配分が難しいと思います。県立郷土館では、私は考古学の専門で入

ったわけですが、発掘調査をやっているとどうしても教育普及活動が出来ない

と。どうしても掘った遺跡のことに集中してしまうものですから。教育普及活

動のメニューを見ていきますと、ボランティアの養成講座など本当によくやら

れているなと感じます。ここは月曜休館ですよね？ 

事 務 局：そうです。勤務体制も月曜休みです。 

福田委員：職員の方が全体にバランスを取りながらやっておられると思うのですが、この

ペースでやっていたら、ちょっと津軽弁でいうと、「はばけてしまう」のではな

いかと思います。無理があって余らせてしまう（業務をこなせなくなってしま

う）ということです。 

会    長：非常にあたたかいご意見をいただきました。 

福田委員：こういうことをやっているのは県内ではここだけでしょう。別におべっかを使

っているわけではなく、本当に良くやっていると思う。それで希望なんですが、

八戸ならではのことをやっていただきたい。私は三内丸山の活動でいつも思う

のですが、どうしてトチの実に関わることをしないのか、研究されている方が

いないということがあるのかと思います。三内丸山はクリ文化、是川はトチ文

化と思います。もちろん一王寺ではクリなんでしょうが。それからトチに関わ

るようなもの、例えば海岸に面していて昔から塩取りが盛んなので、そういっ

たものをやってはどうか。 

会  長：海水を徐々に煮詰めて塩にするのは縄文からやっている。 

福田委員：岡村さんは仙台のほうでやられていると思いますが。トチの文化について不明
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なことが多いが、八戸ならではのものを何かやってはどうか。 

会  長：地域が知りたいこと、是川だからそれに関して知りたいことということと、私

たちが勉強してわかっていることに相当ずれがある。もっとこの館に求められ

る切り口はいっぱいあると思う。狭い考古学に押し込めているような気がする。

今のトチもそうだし、塩もそうだし、わきにはサケいっぱいくるのだから、サ

ケと遺跡との関係、サケと八戸市のずっと今までの関係を追うなど。サケはメ

ジャーフードで、考古学的には証明しにくいとは思うが、現代的な意味もある

食材です。そういった広がりから、もっと文化レベルで地域の宝、歴史にしっ

かり示唆をおいたような館の役割として、一つのテーマ性をもって伝えていっ

てほしい。 

事 務 局：補足ですが、トチの実やドングリを食べる教室は２３年度、２４年度やってま

す。塩とサケに関しては未着手です。今後検討していきます。 

高田委員：トチは難しい。 

福田委員：食べて腹壊したらそれも困りますから、それもあるんでしょう。 

会  長：ここでそういうトチを、植えられていますね。トチの育成も難しい。環境が。 

福田委員：山形とか新潟とか福島に行くとトチ餅とかずいぶん作って売っています。こち

らの方に行くと何もないですね。 

会  長：あまりトチ餅は作ってないのではないですか。 

事 務 局：この地域では、そういう物で伝えられているものはありません。２４年度の、

１１ページの土曜日体験教室という一項目の中に、年間通していろいろなメニュ

ーが入っています。その中に１０月にはトチの実を食べる教室、１１月にはドン

グリを食べる教室を毎年やっています。ボランティアが熱心に研究し、割合うま

く加工もできて食べられています。 

福田委員：おそらく県内ではほかでどこでもやってないでしょうから PR などはもう少し工

夫が必要です。 

会  長：ほかでやってなくてしかもここのかなり中心になる事柄っていうのがまだ転が

っている。 

高田委員：盛岡の県庁前の大きな通りに、大きなトチの木があります。実がばたばたと落

ちて、うちのボランティアがいて県庁職員が行って、それ集めてもってきて、

トチを実際に加工してボランティアがやってます。結構うまく作って自分たち

でも食べたりしてます。 

会  長：トチの話が出てきましたけど、この地域における植物利用の歴史を縄文からず

っと積み重ねてきたものがあって、そこがこの遺跡の売りでもあるんですよね。

あるいは縄文文化を現代文化にしっかり位置付けるものでも重要だと思うんで

すよ。みんなに何やってみたいというような動機付けをして、私たちの頭で考

えてるような枠組みをあてはめるのではないような展開を期待したいですね。 
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福田委員：たとえばどこに行ってもですね、体験コーナーではヒスイの玉、全国どこもほ

とんど似てきてます。同じものやってるから八戸は八戸らしさを考えてやって

いただければありがたいなっていう感じがします。 

会  長：玉は一定の時間でできて、しかも安くできて人気一番なんですよ。そういう実

態はありますね。 

石川委員：是川遺跡、是川縄文館はすばらしいポテンシャルを持っている。それをどうい

う風に、学習プログラム化して広報的につなげていく仕組みを、今後この館だ

けでなくてやっていくかが課題です。ここで何かをしたら午後は種差海岸で地

引網ツアーやったりとか、一泊二日でも暮らせるプログラムとか作って行くと

か、そういう仕組みがいいのかなと思います。教育委員会と、観光課などで連

携し、組織として関わっていくことも必要かと。 

山下委員：ボランティアさんの組織が大きく４つあると考えていいんでしょうか、１９～

２０ページに。保存協会は前からあるので、愛護会も前からあるので、今こち

らを拠点として活動されているのが縄文是川ボランティアさん達ということで

すよね。是川縄文隊という人たちが５人、２４年にできたということですが。 

事 務 局：私たちの活動や館を支えてくれている団体ということで、縄文保存協会、是川

文化財愛護会、縄文是川ボランティア、是川縄文隊という４つの団体がございま

して、日常的に縄文館の中に勤めていただいて、ガイドですとか体験学習などの

指導などをお願いしているのが４の縄文是川ボランティアの方々になります。そ

のほかの団体については、イベントなどを主催していただいたり、地域振興のた

めに地元の特産品を館の敷地をかりて販売するということでご支援をいただいて

いるのが是川縄文隊です。是川文化財愛護会については、縄文学習館にあります

竪穴住居の修復修理とか縄文の畑の管理等も行っていただいております。特に是

川縄文隊は今年度発足した地元の方々が、ぜひ自分たちの地域の PR をしたい、

ひいては縄文館への集客も行いたいとのことで、手を上げていただいて、PR す

るにも地元の特産品を売るなどを通して縄文館の中へ誘導させようというお話が

ありました。野菜販売など昨年２回行っております。 

高田委員：（野菜販売は）博物館の中ですか。 

事 務 局：駐車場です。 

山下委員：観光客を施設に連れてきたり、地域の PRとのことなので、ほかのどこかに行っ

てお話ししてきたり、自発的にやりたいということですか。 

事 務 局：地元の方々なので、是川のことについて尋ねてくれたら自分たちが一番詳しい

ということで、野菜の販売などを通じて PRしています。 

石川委員：是川の場所の、一番の問題点は立地で、是川縄文館にどう行けばいいんだろう、

アクセスの問題が出てくる。そういう意味ではいろんなバスの路線が走ってい

て、交通関係の八戸市の中心街でも観光客がわかりづらいというのがあって、
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ここまでどういう風にうまく誘導できるのかというところを、市のバスとか南

部バスとか、案内するような中心街であれば「はっち」とかで連携しながら、

そこ行けばワンストップで全部わかるというここに来やすくするというような

仕組みが、世界遺産になった場合、問題点が浮上してくると思います。その点

については今のうちから準備しておく必要があるのかなと思います。 

会  長：次に来年度の事業概要について説明お願いします。 

事 務 局：平成２５年度の事業計画について概要を説明いたします。常設展示につきまし

ては最新研究報告のコーナーの展示更新を予定しております。 

企画展示ですが、春季企画展は「堀り dayはちのへ」、これは平成２４年度の発

掘調査成果を展示いたします。夏季特別展としましては７月２０日から９月２

日にかけて仮題ですが「亀ヶ岡文化とその周辺－関東の安行文化」を予定して

おります。秋季企画展は１０月から１１月にかけて縄文時代の津軽半島の遺跡

に焦点をあてた展示を考えております。 

教育普及につきましては項目だけを挙げております。基本的には平成２３年、

２４年と同様のメニュー・ボリュームということでご承知いただきたいと思い

ます。ボランティア養成講座、考古学講座、特別展考古学講座、縄文の布を編

む講座、縄文土器作り講座、以下同じようなものです。 

埋蔵文化財調査につきましては、まだ件数が明らかになっておりませんけれど

も、個人住宅ですとか、市営の住宅、電力鉄塔の建設に伴うような発掘調査が

予定されております。是川遺跡の整備ということでは史跡内の測量を予定して

おりますし、史跡内の草刈、それから施設案内標識の設置、世界文化遺産の登

録についても引き続き事務を継続してまいります。資料収蔵の中で文化財指定

品の修復は是川の木製品で、修復事業の二年目ということになります。調査研

究については東京大学との共同研究最終年の年になります。広報情報発信につ

いては、「広報はちのへ」に「いのるん通信」というタイトルで記事を連載する

予定になっております。 

会  長：連載は何回ですか。 

事 務 局：６回です。それから新たに、八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館の英語版ホ

ームページの作成と、これまで是川縄文館のパンフレットはあったんですが是川

遺跡を含めたパンフレットも日本語版・英語版を作成したいと考えております。

図録等の刊行予定としては、企画展図録、掘り day はちのへ第 16 号、研究紀要

3号の刊行物を出していきたいと考えております。 

山下委員：教育普及事業ですが、ネーミングと内容がはっきり分かるような、たとえばこ

れは子ども対象なんだとか、上級者対象なんだというメリハリが分かると、参

加する人もいいと思います。例えば「キッズ○○○」とか。特に「縄文是川ボ

ランティアによる体験学習の指導」というのは、これは講座名なのか分かりま
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せんが、これこそかっこいい名前を付けてあげたら、やる気満々になるかもし

れないなと思います。 

石川委員：この間の三陸ジオパークという地域学習会ということで、ここのボランティア

の方々もかなり参加していただいて、最後にここを訪れて、東京や山陰などか

ら来ていただいた方も素晴らしいと驚かれていました。私もグループにいくつ

か分かれてボランティアの解説を受けました。いろいろな方が熱心に勉強され、

切磋琢磨されていると思いますが、人それぞれ教え方・伝え方の上手さ・不得

意さという、スキルについては個人差が出てくると思います。そういうのを高

められるような、単なる知識を得ているとかボランティアを増やすとかではな

くて、将来お金をもらってでも「この人に聞きたいな」っていうプロというか、

いわゆる教育普及的な養成講座ではなくて、海外からの人達が来たときに対応

できて満足できるようなスペシャリストみたいなのを養成できるような仕組み

ができるといいのでは。 

会  長：「いのるん通信」は何を 6回やるのですか。 

事 務 局：市の広報で講座等の予定は出していますが、その後を伝えていないため館で行

っている講座の感想などを、体験者や参加者のコメントを含めた記事として掲載

をするものです。 

会  長：是非楽しい記事を。どうも考古というのは固くてつまらない印象がある。 

山下委員：「いのるん」の立体はありますか。 

事 務 局：試しに粘土で 1点は作ってみたのですが、特にぬいぐるみなどはありません。 

山下委員：最近、ゆるキャラサミット、ああいうところに博物館の着ぐるみみたいなもの

が現れ始めたということで、人と自然の博物館は随分前から「ひとはく博士」

という着ぐるみがいるけれど、この前 20周年をしたら隣の町のキャラとか、そ

の隣の町のキャラとか、その隣の明石天文館のシゴセンジャーとか、それが来

るとすごく子供達が喜ぶし、握手したり、賑やかになっていい。是非「いのる

ん」も何か出来たら。顔だけでも作って、体は他に何か着るとして。そうする

とイメージが変わっていいと思います。 

石川委員：ゆるキャラで効果的なのは子供達。それに連れられてお父さんが来たらこんな

素晴らしい物があったんだという風に、それじゃ今度誰か東京から知人来たら

ここをとか、色々なきっかけ作りにゆるキャラは子供から親を連れてくるなど

効果的かと思います。 

会  長：共同研究は 3 年目ということで、成果がどんな風にまとめられて、その成果が

この遺跡の保存活用等にどういう風に繋がっていくのかということで、ぜひ注

目したいと思っています。今、世界遺産もそうですが、自然とどううまく付き

合うか、そういった縄文文化の本質というか、世界に誇れる価値ではないかと

いうあたりで、だいぶ考え方が固まっててきたと思う。その中で是川遺跡とい
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うのは、例えば植生と植物利用というのが一番良く語れる遺跡なので、是非そ

の辺をこの遺跡としても、しっかり理論武装するというか、分かりやすく進め

ていけるような一つの研究テーマになっていると思うので大変期待しています。

そういったものをしっかりまた展示に反映し、語る時の大きな素材になるよう

な、そんな循環が欲しい。このごろ全国的にも縄文の史跡からの情報発信が少

ない。こんなことを調査して研究したらこんなことがわかったと、地域の人達

にも伝えたくて仕方ないというこういうエネルギーが感じられなくなっている。

そこにもう一回調査研究の立て直しがあるような気がします。 

石川委員：縄文時代のひとの暮らしというのはサスティナブル、持続可能な生活というも

のが実は改めて見直されると。ある意味では未来志向的メッセージですね。 

会  長：まさにサスティナビリティ、今のこれだけ刹那的な生活と（縄文の生活が）比

べられている。縄文時代は一箇所に千年もしくは二千年も同じ所に住んでいる、

これほど安定した文化は（ほかには）ないわけで、地域の特性を生かして積み

重ねていく文化であるし技である。そのことをもう一回思いだす必要あると思

う。 

石川委員：サスティナビリティがある縄文は、ここから情報発信する重要なメッセージ。 

会  長：ヨーロッパ行っても縄文文化が 1 万年間続くというと信じられない。ちゃんと

時代区分をしてないのではないかとこう言うわけです。いやそうではないんだ、

これはずっと千年も一つの所で定住しているんですと、定住しているけれど農

業はやっていないんじゃないかという話です。農業をしなくてよい豊かだから

それで持続したんだと、そこには精神的な仕掛けがしっかりソフトとしてあっ

たから、それが持続したんだとそういう構造で説明していくのだと思います。

それは、この地域の祖先に対する敬意をもって現代に生かしていかなければな

らないと思います。 

会  長：最後にその他について何かありましたら説明お願いします。 

事 務 局：この運営協議会は定期的に事業の評価なり見直しをして、それを具体的に事業

計画とか運営計画などに反映する目的もあります。その仕組み作りをどう考えて

いったら良いのか、委員の方の御意見をお聞きしたい。今現在、八戸市教育委員

会は全体として事業点検評価を行っており、議会に報告しています。それととも

に、館独自の、館の理念を達成していくための事業点検が必要なものかどうか。

これは前の運営検討委員会で、独自の評価を考えていくことが提言されている、

これを受けての話です。具体的な仕組み作りや、何が必要なのかと周囲のほかの

事例等を含めて、何か御意見あれば聞かせて頂きたいと思います。補足資料に例

えばとしてお示しした点検評価項目例をあげましたが、項目や、それを数値化し

ていくことについて、どれだけ実効性があるのかを含めて色々教えて頂きたい。 

石川委員：まず館の特性、強み、規模、設置条件によって、それぞれ特徴があるというこ
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とです。自己評価自己点検というのは一回されて、レーダーチャートなどは活

用されていますか。 

事 務 局：まだこれからです。 

石川委員：まず自分たちの今やっていることがどういうことなのか、強み弱みというのを

まず認識するというのは必要で、その強みを伸ばし、弱みに対しては中期長期

で対応していくそういう自己点検、資料があるといいのかと思います。一番懸

念されるのは、数値目標やっているとそれが独り歩きして人事評価に繋がって

しまうのかということです。そういうのではなく、自分達で、強みと弱みをす

るにはどうすればよいか、そのアップであって、その数値を達成する、あるい

は数値の目標も自分たちで設定すればいい。必ず数字が独り歩きしないような

為にも、まず自己点検・自己評価をする。一回自分たちでやってみるというも

もいいかもしれません。 

会  長：今学校の評価はどうなっていますか？ 

山内委員：自己評価してます。親にも子供にも（評価してもらっている）それを基にして、

先生方も当然ですけれど。 

山下委員：資料では回数とかとかが多いので、回数より内容がどこまで達成できたのか、

満足度がどこまでいっているのか、というところが見えない。量だけではない、

内容充実度がどこまでいけるのか。達成の目標はどこなのか、それは回数や数

字で表せるものではないと思います。例えば他の博物館でやっているのは、今

年一年は明るい対応でいきましょう、そういう、今年のテーマは、お客様に愛

されるミュージアムにしようとか。そういうことに対して皆はどこまでいった

のか、次の年はそこが上手くいったから、次の年は内容が充実されるようにな

ったとか、そういうふうに変えていったりもあります、そしたらこんなに細か

くなくてもよい。 

石川委員：目的をミッションとしたら、これを達成するには、どうすればいいのかという

こと。三つか四つの大きい目標をどう評価していくかであって、これほど細か

くなくてもよいのでは。定量的なものだけではなく、定質的な満足度など、五

段階、七段階尺度などで満足度が上がってきているとかでも良いですし、必ず

しも来場者が多いということより、リピーターが増えてきた質的の効果も一つ

の評価になる。そうした意味でも目的ミッションに対して、自分達では何をや

るのか、その目標に対してどういう戦略でやっていくのか。その戦略がある意

味では一つの指標であって、ものさしとして確認できて、来年は少し改善した

らもう少し近づけるのかなと尺度をはかるというか、上手く組めると一番いい

ですけどね。必ず毎年やるというよりは、中期的に達成するものと、長期的に

達成するものと段階があるので、本来は中期・長期計画をたてながら、これと

併せて作っていくというような。 
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会  長：まずは館で自己評価を行い、それに対して私たちが客観化、意見を申し上げる。

そうした方が見直しのきっかけになるので、皆さんにとっていい事だと思いま

す。それから数値化できることはしていくと、経年変化がわかります。 

高田委員：御所野縄文博物館では、館内だけではなく、社会教育課、教育委員会全体の中

で議会報告する必要がある。整理してやっているが、どうしても同じような評

価になっている。同じような事業があって、それに対して数字がでてきて、三

段階 ABC でわけている。こういう訳でちょっと評価がまだ足りない、これは概

ね達成したという形で、それが教育委員会関係で全部一冊にして議会で報告す

る。それが義務付けされている。やってはいるが、本当に意味があるのかとい

う疑問もある。山下さんがおっしゃったように、館としての目標を、スローガ

ンでもいいと思うし、館全体の中でこういうことが足りないから、今年はこう

いうのをやろう、ということが三つぐらいでもいいが、そういう目標を立てそ

れに対して、段階的にどうしようか、最終的にどうするか、あらかじめ館で行

い、それについて評価するのであれば、意味がある気がする。一番、館の具体

的な問題は、館の人達が一番よく分かっていることである。その中で意見を出

し合って、目標を決めて評価する。なかなか外部からの評価はどうしてもやっ

ぱり数字でしか見ない、見れないところもあると思います。 

石川委員：企画展示を行ったとして、それが多いか少ないかではなくて、自分たちはこの

位の入館者数を目標に企画展示を開催し、それに対して、目標値がどれ位達成

されたのか、ということが評価である。多ければいいじゃなくて、その自分た

ちが目標とした数値をクリアしたかどうか。足りなかった場合、その要因は何

なのか、アンケート調査があれば、そこから理由を知る。そうした（自己点検・

評価）があれば、それをフィードバックしていく。改善しながら、その企画、

予算の中、期間、その時また決めた目標値が達成されるのかどうか、そうゆう

風な形の「評価」何のための評価「改善」のための評価、そうゆうしくみで質

的なものを上げていくことだと思います。 

事 務 局：ご意見いただきありがとうございました。今日お話を受けて検討を続け、時間

をかけてやりたいと思います。 

会  長：今後に対する問題点、議論の抽出（を行ってください）。今日はこれで終わらせ

て頂いてよろしいでしょうか。どうもありがとうございました。 

事 務 局：今年度の会議はこれで終了します。来年は 5 月頃開催を予定しています。ひき

続きよろしくお願いします。本日は大変お疲れ様でした。 

 


