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平成 25 年度 第 1 回 八戸市埋蔵文化財センター 是川縄文館運営協議会 会議録 

（平成 25 年 6 月 26 日） 

 

期日 平成 25 年 6 月 26 日 午後 1 時 30 分～3 時 30 分 

場所 是川縄文館会議室 

委員 岡村道雄 石川宏之 高田和徳 福田友之 島守正典 山下治子 山内 均 

八戸市 伊藤教育長 佐藤教育部長 小林館長 前田副館長 宇部 GL  村木 GL 

        山野下主幹 小久保主査 杉山主査 市川主事 

 

案件 (1)平成 24 年度事業報告について 

   (2)平成 25 年度事業計画について 

   (3)その他 

 

＜質疑応答等 1 平成 24 年度事業報告について＞ 

岡村委員長 ： 平成 24 年度事業報告について何か質問・ご意見等はございませんか。 

石川委員 ： 2 ページ目の世界文化遺産登録へ向けた取り組みの一環として、推薦書を

提出したということですけれども、具体的な内容について、どのような内容だ

ったのかということと、今後順調に進めるにあたり、どういった手続きが行な

われるのかの概要を教えていただければありがたい。 

事務局 ： 世界遺産登録に向けた取り組みにつきましては、専門家委員からなる専門家

委員会に出席しまして、その動向をお伺いし質問が出たら回答してきた。推薦

書案につきましては、修正依頼があったら検討して修正するという作業を、年

間を通じて行なってきたところです。 

スケジュールにつきましては、今年度 7 月に推薦書案を文化庁へ提出する予

定で、文化庁がその後、推薦書案が出たものの中から各暫定リスト選定して、

ICOMOS の審議にかけてもらう運びになっている。推薦する世界遺産の暫定リ

ストの物件が決まったら、来年度現地調査する予定になっております。縄文遺

跡群も推薦が決まれば、平成 26 年度に実際に ICOMOS が八戸に来て現地調査

をおこなうことになります。現地調査の後は、世界遺産委員会で、平成 27 年

度に採択される予定になっています。最短で平成 27 年の登録というスケジュ

ールで進めているところです。 

石川委員： 平泉の場合は、一つ登録を外すことで審査認定を受けたということです。今

回の富士山の場合は、静岡県の三保の松原が外れるのかなと思ったら、逆転し

てそのまま登録されましたね。多分あれはロビー活動をうまくやったのでしょ

うね。ああいう風な形で 45 キロ離れている地点の静岡市の三保の松原も含め

て登録になりました。今度のここの場合というのは、北海道と北東北というこ

とで、すごい広域にわたっています。日本の世界遺産では前例がないことなの

で全てが登録になるのかどうかというところに関心があります。 
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そういった意味では暫定リストの中で 27 年度に向けて、審査が進められる

ようになれば、ぜひもっと PR をやっていかなければならないと思います。 

逆にいうと、そういったことは市が予算をつけないとできないと思います。

7 年前に文化庁で「ジャパンロード」というフォーラムを八戸市公会堂のとな

りの文化ホールで開催しましたが、ああいうのがもう一度見られたらと思いま

したそんなことを改めて思いました。 

以上が私の要望と意見です。 

委員長 ： 高田委員のところの遺跡も世界遺産の候補ですね。何かご意見はありますか。 

高田委員 ： 岩手県の方にもっと本格的にやってもらいたいとは思っています。うちの

方ではちょうど今年度から県北振興局が本格的に動き出しまして、本庁よりは

振興局の方が動き出して色々なイベントを用意したり、遺跡を理解してもらう

ための事業を計画していただいたりして、ようやく県も動き出したという感じ

ですね。 

この間もうちの博物館に知事が来て、県北の振興に関する会議をやりました。

その時も事務局では動き始めているのですが、はっきりいって鈍いのは県教委

です。県教委では平泉を抱えているし、それから実は釜石も別の世界遺産を担

当しているそうです。そういう三つ巴のような形がありますが、できる分につ

いては順次やっているつもりです。 

高田委員  ： 収蔵品のことなのですけども、収蔵スペースはまだまだ余裕があるでし

ょうか。 

事務局 ： ここの開館当初、根城の八戸市博物館と遺物の集約と内訳を決めまして、こ

ちらでは、平成 10 年以降の発掘調査で出たものを収蔵しております。それ以

前の昭和 50 年代から平成 9 年までの遺物は、根城の八戸市博物館の考古収蔵

庫に納めております。 

高田委員  ：ここの場合は人員も多くきちっとした体制になっていますから心配ないと

思いますが、他のほうは遺物がどこにあるのか分からなくなったとか、図面が

分からないとか、結構あちらこちらであるそうです。ものがどんどん増えてい

きますので、絶えずチェックしていかないといけません。 

委員長 ： 資料の管理、これは本当に重要なことです。実際、無くなってしまって、報

告書をもう一回作ろうとしたら図面がないといった話は結構ありますね。そこ

まで中々手が回らない、どうしても日々の仕事に追われてしまうというのが施

設の実態ですよね。是非、遺漏ないようにお願いしたいと思います。 

島守委員  ： 今日ご報告いただいた議事進行についてお伺いします。私は一回目の会

議を欠席してしまったので全体が見えておりません。この運営協議会の会則は

あるのでしょうか。 

事務局 ： はい。 

島守委員  ： 前回欠席してしまったのでそれを頂戴したと思います。 

それと、私は一委員ですけれどもメディアですから、文化財センターの管理・
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運営というのは分かりませんが、私がお手伝い、あるいは意見を言えるのは、

この館の運営についてだと考えています。八戸を訪ねる人に向けて、「もっと凄

いところがあるよ」と是川の文化や遺跡を大きく波及させていく、その部分の

運営についてのお手伝いができると思っております。 

委員長 ： 是非もっと情報発信をお願いしたいですね。先ほど私もあいさつで言いまし

たが、「どうも是川に新しい博物館ができたらしい」というところまでは認知さ

れているけれども、きちんと説明しないと「新しい博物館ができた」というと

ころまでは伝わっていないようです。「是川遺跡が世界遺産の候補になっていて、

是川遺跡のこと縄文のことを発信する場所があるらしいのだけれど、そこから

先の具体的な情報はない」といった状態のようです。 

島守委員  ： 当社の「じょうもん発見！是川縄文館」という番組で協力いただいてい

るのですが。 

委員長 ： できれば、世界遺産候補を見るツアーなどもっと色々な媒体や手段で発信し

てほしいですね。正直に言うと、入館者数 33,000 人で甘んじているようでは

駄目ですね。 

島守委員  ： 作ったきりではなくて、これからどんどん DVD を作って、こちらが著

作権を取ったらまた別ですけれど、実費で欲しい人にはあげるということもあ

っていいのではないかと考えています。 

石川委員  ： 役所でそれが問題ならばそう言ってほしいです。DVD は非常にいい PR

になると思います。とても馴染みやすい番組だと思います。八戸ケーブルテレ

ビの女性がインタビューして、こちらの若い学芸員の人たちが分かりやすく説

明していて、その呼吸もぴったり合っていますしね。1 年間で 24 回放映しまし

たけれど、あれだけでは勿体ない。どんどん PR しましょう。 

山下委員  ： 「じょうもん発見！是川縄文館」という番組は、どういった内容のもの

なのでしょうか。 

石川委員  ： パソコンで流してほしいですね。 反響はどういうものだったのでしょ

うか。 

 

事務局 ： リピート放送もしていただいたので、行きつけのお店などや友だちには「テ

レビに出ていたね」と言われたことがありました。 

石川委員  ： 一番理想的なのは、ホームページ上でクリックすると番組が見られるよ

うにするとか、先ほど話しがあったようにショップなどで DVD を発売すると

かでしょうか。 

あらゆるメディアを通じて PR できたらいいですね。 

事務局 ： ホームページ上にその番組を挿入するというのはできるのでしょうか。 

島守委員  ： 流しましょうよ。番組を流すのに煩わしいことは何もないですよ。 

石川委員  ： 非常にわかりやすい番組で、構成や編集が上手いなと思っています。そ

れを見た人がここに来て実物を見れば「本当だ」という感動も生まれます。や
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はり事前の情報が一番効果的だと思います。 

島守委員  ： 館長、DVD を作りましょう。役所の方はどうでしょうか 

事務局 ： よろしいと思います。 

島守委員  ： DVD が売れるのかどうかという費用対効果については、運営の方で検

討していただきましょう。 

石川委員  ： 儲けようということではなくて、ボランティア団体の活動資金にすると

か、そういうことですよね。 

山下委員  ： 別の質問ですがよろしいでしょうか。 

「地域連携」の中にある「八戸工業高等専門学校エンジニアリングデザイン」

とか「八戸北高等学校スーパーサイエンスハイスクール」との連携は、具体的

にはどういったものなのでしょうか。例えば、高専や高校の方々から依頼があ

ったのでしょうか。何時間くらいやったのですか。 

事務局 ： 高専さんの場合は先方から依頼がありました。まずモニタリングや打ち合わ

せをしまして、こちらでは土器など素材の提供をしました。それから報告関係

一式の講義をさせていただきまして、24 年度は「土器づくりの地域性について」

として、高専さんがお持ちになっている機材を使って土器の堆土分析をおこな

いまして、同じ時期の海と山の遺跡から出土した土器に何か違いがあるのかを

分析をしました。その結果を「エンジニアリングデザイン発表会」で報告をお

こないました。「エンジニアリングデザイン」というのは、高専さんで各分野の

方と共同研究をおこない、自分たちの幅をもたせたいという一環でやっており

ます。こちらは高専さんではかなり好評を得ている分野だそうです。今回で 2

年目になりますが、今後も協力させていただいてお互いにうまく貢献できたな

と考えております。 

委員長 ： 結果は出たのですか。 

事務局 ： 結果は「海のものでも山のものでも基本的には変わりがない」という結果が

得られました。そういう意味では成果はあったと思います。私たちだけではや

りたくてもなかなかできません。機器の扱いの知識がありませんし、業者にお

金を払って頼むようなことを、生徒さんが自ら考えて分析をして、結果を出し

ていますので、お互いにメリットはあるということです。 

委員長 ： はい。なかなかよい取り組みですね。 

他にも色々なことが考えられますね。「考古学上の科学的分析」などというと

非常に専門的な感じがしますが、実際には学校教育の 1 つに取り込めるような

分野が結構あるはずです。実際、土器に触って拓本を取るなんて、なかなかで

きることではありません。そういったレベルも含めて、何かもっと開放できる

分野があるような気がします。 

この事業報告書に「体験コーナー」とか「体験教室」と書いてありますね。

具体的に「体験」とは何ですか。 

事務局 ： 「体験コーナー」では、縄文土器づくりや縄文土偶づくり、勾玉づくり、火
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起こしの体験などの、主に粘土を使った体験などを通して市民の皆様がたに「縄

文時代のものづくり」について、実地で体験して学んでいただいております。 

委員長  ： ただ「体験コーナー」といっても具体的にイメージできないですね。どう

いう体験ができるものなのか見えている人はいないのではないですか。どうい

うアナウンスをしているのですか？ 

事務局 ： こちらのチラシを直接配布することと、昨年は八戸ケーブルテレビの「じょ

うもん発見！是川縄文館」の番組の中で、24 回のうちの 3 回ないし 4 回にわた

って体験学習について紹介していただきました。また、Be-FM の私設ガイドや

八戸市内の各メディアにも掲載をしていただきながら周知を図ってございます。 

委員長 ： よろしいですか。何かありませんか。 

福田委員  ： 「夏休み縄文体験コーナー」についてですが、八戸は海に面しています

が、海での釣りを想定した、例えば釣り針とか銛とかヤスを作るということは、

今までにやったことはありますか。 

事務局 ： それについては体験教室というものの中で実施しております。「年報」の 10

ページ目の下段に「土曜日体験教室」というものがございます。8 月を除いた

月に一回、様々なメニューでもって体験を図るというものでして、その中で鹿

の角を使った釣り針での「釣り針教室」をおこないました。 

福田委員  ： 今、縄文時代の釣り針の話が出ましたが、これは青森県でやっていると

聞いたことがないんですけれど、風張遺跡は縄文時代に海水から塩を取ったと

いう遺跡です。塩を取る体験授業を何年か前にやったと記憶していますが、い

かがでしたか。 

事務局 ： 夏の縄文まつりのときに合わせてやっていましたが、やはり作業が大変だと

いうことで、最近は実施していないです。 

委員長 ： 海水で作った塩の味は抜群に良いですよね。 

福田委員  ： 地域の特色を出した体験学習は、縄文時代の追体験ができるものにする

等をあらためて考えるといいのではないかなと思っておりました。以上です。 

山下委員  ： 火起こしと土器作り、同じようなメニューがありますね。例えば、これ

に参加した子どもさんや大人の方で上手くなった方は指導者にまわるとか、も

う少しレベルアップしたことができるとか、あるいは、土器作り体験だけに特

化していくプログラムだとか、そういうものがあったらいいなと思います。 

島守委員  ： 体験学習というのは、土器を作ったりすることによって、何千年前の縄

文時代はこういう生活をしていたんだなと感じることができるところがいいと

思います。 

館長から聞きましたが、縄文人は自然に抵抗しないそうですね。弥生式にな

ると自然に手を加えていきますが、縄文時代は自然を受け入れていたのですね。

私はそこが素晴らしいことだと思っています。体験学習はのんびりできるもの

だと思っています。 

委員長 ： 一つのことに対して継続して来てもらえるようになればいいのですが、なか
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なか難しいですね。体験学習というのは何かの団体などで来て、ちょっと体験

するだけに留まっています。それを継続して何回も来て、色々な体験ができる

ようになれば、先ほどおっしゃったような指導者になる方もいらっしゃるでし

ょうし、人の循環もできていくと思います。 

島守委員  ： その体験学習の指導というのは、確かボランティアの方達がやっている

のですよね。そういった方がベテランなのではないですか。 

事務局 ： 体験学習の指導は基本的にはボランティアの方にお願いしています。メニュ

ーは色々なレベルのものを用意していて、例えば幼稚園児が粘土で作るような

ものから小学校高学年で採用していただけるようなメニューも用意しています。

段々とレベルアップしていけるようにはなっています。 

石川委員 :  こういったものというのは、ホームページなどで概要を見ることはできるの

でしょうか。例えば、小学校の先生など訪れるかもしれない方たちが、事前に

体験プログラムがわかるような仕組みはありますか。 

事務局 ： ホームページで体験メニューと掛かる時間、それと料金が掲載されています。 

石川委員  ： 前回も話しに出ていたと思いますが、体験学習や展示でアンケートは実

施し始めましたか。 

一番に懸念しているのは、一回体験してみて、「こんなものか」と思って来な

くなってしまうというパターンが一番怖いのであって、やはり「また来たいな」

と思えるような体験メニューを増やしたり、または対象者を変えたり、そうい

う改善が「継続」という意味では重要だと思います。そのための手段としては

アンケートが重要ですよね。前回、「今後はアンケートを取ってください」とい

うお話しをしたと思います。 

事務局 ： 前回の会議の際に「参加される方が偏っているのではないか」というご意見

をいただきまして、それを把握するために考古学講座ではアンケートを実施し

ました。内容や難易度などについてご意見をいただいています。初回という方

もいらっしゃいますが、リピーターで 2 回目、3 回目という方や毎回参加して

いる方もかなりいらっしゃいますので、定着はしていっていると思います。だ

んだんと傾向が分かってきましたので、もう少しアンケートを繰り返して新規

の方を獲得して、アンケートの結果をそのまま受け入れる訳ではありませんが

その要望も集約して、より是川縄文館らしい講座に変化していければというこ

とで、アンケートは 2 回実施いたしました。 

委員長 ： 私から申し上げる話しではないのかもしれませんが、アンケート結果の集計

がなされて意見が分かってきたことを踏まえまして、次の会議では、活動の評

価をする会議にしたいと考えています。 
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＜質疑応答２ 平成 25 年度事業計画について＞ 

委員長 ： 事業計画について、何かご意見などはございますか。 

高田委員  ： 「調査研究」のところに「東京大学との共同研究」がございますが、ど

ういう形で共同研究が計画されたのかを伺いたいです。それはこちらの博物館

側で始めたということなのでしょうか。それから、3 年ということは、今年度

で終わりということですね。その後、この共同研究の成果はどういう形で出し

ていく予定でしょうか。 

事務局 ： まず、東京大学でこの八戸地域を中心としたフィールド調査の計画がありま

した。是非八戸で研究をおこないたいので、八戸の人たちにも協力してほしい

という依頼がありました。 

それならば、文化研究というものを共同に掲げて、目的を同じにして一緒に

地域の調査をやりましょうということで共同研究が始まりました。 

今年 3 年目にあたりまして、成果としましては、来年度、平成 26 年秋に企

画展としまして、フィールド調査した成果や八戸湾を中心とした環境変遷をテ

ーマとした企画展を、東京大学と共同でおこなう予定になっております。 

その他の成果としましては、年一回冬に、東京大学の先生がいらっしゃって、

考古学講座をやっていただいております。こちらの講演では、その年々の成果

を盛り込んでいただいております。そのほか、年一回「研究紀要」を出してお

りますが、そちらにも研究成果を盛り込んだ論文を執筆していただいておりま

す。 

委員長 ： 博物館で経費を出しているとかそういうことではないのですか。 

事務局 ： 予算措置をしておりますが、大学でも研究費を持っているということでした

ので、お互いに出し合うという形になっております。今年は先生方の旅費を出

しておりますが、今のところ研究費はまだ出しておりません。 

島守委員  ： 少しお聞きしたいのですが。事業にはお金がかかりますね。人にしろア

ウトソーシングにしろお金がかかります。民間レベルではその収入源をどこか

らもってくるのかを必ず考えます。博物館の場合であれば教育委員会の事業活

動ですから、大方は市の予算から出ていますよね。他から収入源を求めるとい

うことはあるのですか、全くないのですか。 

全て市の教育委員会の予算で運営するというのは甘くはないでしょうか。税

金を使えばいいのだという考えになりかねません。事業を組むためにはその事

業費のことも考慮して、来訪者を寄せるときに、ここは有料でいただこうとか、

そういうこともあっていいと思います。 

委員長 ： 独立行政法人化はそのようなことを念頭に入れた行政改革ですね。この次の

会議ではそういったテーマも含めて評価を含めた議論したいと思います。 

本来、この博物館にはどういう使命があるのか等をしっかりと議論して、共

通理解を持つ必要があるのではないでしょうか。行政はそういうことも求めら

れているのですね。おっしゃることはまさにその通りだと思います。外国の場
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合は企業がずいぶん寄付をするそうですね。これからはそういうことが求めら

れるのでしょう。地域活動をしているわけですからね。 

石川委員  ： 先ほど私も評価のお話をしました。今は手当たり次第色々な事業をやる

ということで、手当たり次第に何でもやっていますから、ある意味ではマンパ

ワーが分散しているのではないかと思います。 

そのためにも様々なアンケートを取って、効果的で好評だという部分には予

算を集中して、この事業はあまり人気がなく改善の余地もないという部分は止

めるとか、そういうことを 2～3 年実験的にやってそれを評価して、基幹的な

事業は継続していくとか、この事業はやめるとかメリハリをつけていかないと、

このままではマンパワー不足に陥って飽和状態になってしまうでしょう。場合

によっては是川縄文館も予算が切り詰められるようなことがあって学芸員さん

が徐々に抜けることになると、もう太刀打ちできなくなってしまいます。 

それまでに基礎体力を付けて、魅力のある事業やプログラムを作り、しかも

先ほど言っていたように民間を活用することも考えられるでしょう。「DVD は

無料でない方がいい」と言ったのは、1,000 円でも稼いでボランティア団体の

活動資金の中に回るような、一般会計に入らないで、ここで循環していくよう

なマネージメント力を付けていくやり方をしないと、10 年先に尻すぼみになっ

てしまうことが心配だなと思っております。 

山下委員  ： 関連したことですが、例えば、三重県立博物館が新しくなります。4 月

開館に向けて色々な準備していますが、知事から「自分たちで何千万円か稼ぎ

なさい」と言われて計算をしながら活動していて、職員が企業訪問したり事業

に対して「この金額で協力してもらえますか」といった文書を送ったり具体的

にやっているところもあります。 

それがいいとか悪いとかは別として、行政は市民の税金で成り立っています

し、博物館もそういうところに位置しています。博物館は市民に縄文文化を紹

介する行政サービスとしておこなっているので、それに対して市民の方が満足

していただけるかどうかの部分は事業の柱に入れる考えだと思いますが、そう

いう意味でいくつかの教育普及事業や展覧会事業がありますが、それらはどう

いう役割になっているのかを整理していくと、効果的な事業ができるのではな

いかなと思います。 

それから、前回の会議でも教育普及の部分で「たくさんプログラムがあるけ

れど大丈夫なのか」という話しがありましたね。今年度の事業計画も「ボラン

ティア養成講座」というのがたくさんあって、かなり力を入れているようです

が、今年度は「中学生・高校生ボランティア養成講座」があります。これはど

ういう位置付けで事業化されたのかと、中高生のボランティア養成講座はどう

してなのか。例えば中高生のための考古学クラブとか、考古がもっと好きにな

る人を集めてよりマニアックなことを話せるとか、昆虫などもそうらしいです

ね。 
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例えば、昆虫少年は小学生の頃には大勢いるけれども、中学生になると少な

くなって、高校生では「変わった人」という見方になってしまい、「興味がある

ときには芽が潰れて昆虫少年はどこにもいなくなる」という話を聞いたことが

あります。考古学が好きな子ども達にもそれがあてはまると思います。そのた

めに博物館は何をすればいいのか考えてみてはどうかと思うのです。広域から

考古学少年がやって来て話し合いをして、高めあって大学院まで行ったという

人がいてもよろしいのではないかと思います。そういう位置づけで中高生ボラ

ンティア養成講座なのか、違うのか。 

そういったことで、ここに色々な講座がありますが、もう少し意味合いによ

る整理区分や分類をするといいのではないでしょうか。「日曜日縄文体験コーナ

ー」は日曜日に開催するのだとは分かりますが、少し魅力的なネーミングだっ

たらいいなと思います。 

委員長 ： そうですね。さっきの福田さんの話と通ずるものがありますね。どうした

らもっと楽しんでもらえるか、知ってもらえるか、そのためにどう宣伝して

いくのか、色々とテーマの設定が必要ですね。 

山下委員  ： だから、「ボランティア」という言葉はあまり使わなくなってきている

のだと思います。 

島守委員  ： 魅力ある事業だと民間企業が「仲間に入れてくれ」とか「少し協賛金

を出してもいいよ」という風になりますよ。 

委員長 ： 私達の立場としては、そのためのセールスをしないのですよ。例えば寄付

金集めや協賛をお願いするとか具体的な場所を回るとか、そういうことをし

ていません。それはより広めようと言う一つの理論ですよね。 

島守委員  ： いや、ここの方々にやりなさいという訳ではありません。ただ、例え

ば観光コンベンションセンターなどをどんどん使って宣伝するといいと思い

ます。「是川縄文館を様々なところでＰＲしてください」といった具合に。 

事務局 ： 「中学生・高校生のボランティア」について少しだけお話しておきます。 

こちらは縄文学習館の時からこの名前でやっていました。是川縄文館とな

ってからは今年度が初めてになります。小学生は大勢やって来るのですが、

中学生や高校生になるとなかなかここへは足が向かないようです。そういっ

たことから、中学生や高校生が是川縄文館に来る仕掛けがほしいと思って、

この「中学生・高生ボランティア講座」を再開しました。基本的にはおっし

ゃられたように、遺跡や遺物などの考古学が好きなあるいは興味がある子ど

も達が来て、ここでワイワイやって、更に知識や技術などを深める機会にな

ればいいなと思って企画しています。 

また、おっしゃっていたように、実際に考古学を学ぶため、あるいは文化

財について学ぶために大学へ進学した子や大学院で勉強を続けている子もい

ます。将来、学芸員になるような、そういう分野に興味を持って知識を深め

てくれる子が出てくるといいなというのが一番大きな目当てだと思っていま
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す。 

委員長 ： その講座に参加する人は多いですか。 

事務局 ： 今募集をかけているところなのですが。 

縄文学習館の時も多くはなかったです。実は中学生の応募はほとんどなく

て、高校生だけで講座をやってきました。 

委員長 ： 縄文学習館の時は開催すれば必ず何人かが参加したのですか。 

事務局 ： 本当に数名です。 

委員長 ： なるほど。 

確かに中高生に参加してもらうのは難しいですよね。直接呼びかけるとか

学校へ行ってお願いしたりしてもなかなか来ないですよ。 

石川委員  ： 是川縄文館と市美術館が一緒に協議会をやっている中で伺った話しで

すが、山田さんという女性の学芸員さんは美術教育の研究会を参考にして、

冬休みに展示会をやるので来館することを宿題のようにしてくださいとお願

いしたそうです。そうしたら、トリックアート展の時に沢山の人が来たそう

です。しかも地元のメディアなども取り上げてくれたので宣伝効果もあった

のでしょうね。小学生は一人では行くことはできないので、保護者がついて

来るだろうという仕掛けもあったそうです。 

是川縄文館でも、例えば夏休みの宿題や課題にしてもらえるように、地元

の小学校・中学校の歴史や社会科の先生の研究会へ出向いて、そういうプロ

グラムを組んでいくとか、そこまでやるかやらないかが問われているような

気がします。せっかく教育普及部門の方が 3 人いて、研究調査関係の方も含

めると計 6 人いらっしゃる。これだけ恵まれた施設というのは近くにはない

のではないかと思います。 

やはり、2 年目、3 年目になったので、アンケートを実施してデータを集計

して評価して、「ここは力を入れる」という部分と「ここはやめる」というメ

リハリをつけることが今後の課題だと思います。 

委員長 ： ありがとうございます。 

はい、どうぞ。 

山下委員 ： 先ほど館長さんがおっしゃったように、「ボランティア養成講座」という

名前は、本当は「ボランティア」ではないですよね。自ら学びたい人がここで

高めるための講座をするのですよね。ですからそこを全然違う名前にしてしま

うというのはどうですか。例えば、福島県立博物館では「高校生のための考古

学」という講座を何年かやっています。 

事務局 ： 昔の考古学養成講座ですかね。 

山下委員 ： それから、チラシなどで見せ方をどういうするのか、そういった部分も重

要かなと思います。 

石川委員 ： ちょっと分野が違うかもしれませんが、僕は最近ジオパークというものを

研究し始めているのですが、そこではマイスター制度だったかマスター制度と
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いう研修を受けて、試験や実地試験をして修了すると認定書を貰えるというも

のがあるそうです。これまでは一般の中高年の方たちがやっていたのですが、

子ども版をやり始めて、子どもにもその制度の認定証を渡すといった育成講座

のようなものをやっているようです。証明書をもらうので達成感があるといっ

たように、やり方の工夫が必要だと思います。 

今後はそういったものを継続的にやっていくとか、博物館のビジョンやミッ

ションなどを明確にして、それに基づいて目標を立てて人材育成などをやると

いう評価の仕組みが必要ですね。今年はこのぐらいいけました、来年はこのく

らい伸ばしますとか、多分そういうことを運営協議会の前で話すと建設的なコ

メントが出てくるのかなと思います。 

委員長 ： はい、次回そのことを議題にしたいと思いますので、また次回も意見を下さ

い。 

山下委員 ： すみません。「企画展示（本館）」に「夏季特別展」がありますね。もう印

刷してしまって間に合わないこととは思うのですが。「晩期安行文化を中心に

…」と書いてありますが、これを「あんぎょう」と読める方はどれ位いらっし

ゃるのでしょうか。 

島守委員 ： なんですか、この「安行」というのは？ 

委員長 ： 「安行」というのは、元々は地名です。 

福田委員 ： 関東地方の遺跡の名前です。 

委員長 ： 関東では有名な遺跡です。もともと安行村は植木職人町で有名でした。たま

たま安行遺跡があって、そこの名前を採って文化の名前にしています。 

山下さんがおっしゃりたいのは「こんなオタクな展示」という意味ですか。 

山下委員 ： いえいえ。 

委員長 ： ネーミングに問題があるよね。 

山下委員 ： 「みみずく土偶」は教科書で見たことがありますし、土偶は結構造形的に

親しみやすいものなので、「縄文人」もなんとなく分かります。ですが、いき

なり「関東で栄えた」ときて、次には「晩期」とあると、「なんだろうこれは」

となります。今まで考古学の勉強をしたことがない、あまり関心のない方にと

っては興味が湧かないのではないかなと思いました。 

委員長 ： このテーマだけを見て、見に行こうという一般の人はいないでしょうね。 

島守委員  ： いい勉強になりました。知らないから電子辞書を引いたら出てきました。

ありがとうございます。 

事務局 ： ポスターは「みみずく土偶」を前面に出しています。「安行」を含む副題は

文字を小さくしていました。ポスターは親しみやすい方向で考えておりました。 

委員長 ： 今、考古学が問題にしている土偶の系統論といったものに矮小化しないでほ

しいですね。考古学に興味を持っている人の問題点と一般の人たちが知りたい

ことには大きな乖離がありますよ。 

分かりやすさというのは情報を伝達するときに一番大事なもので、ポイント
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はいかに本質を捉えるかということでしょう。「みみずく土偶」で縄文の本質

の何を伝えようとしているのか、そういうものがタイトルに出てくるようなネ

ーミングとテーマ設定、それから切り口を考えてほしいと思います。こういう

サービスをしたけれど、それに対して一般の人たちはどれだけ楽しんでくれた

か、それに理解してくれたか、評価そのものを含めて、そういった循環を作っ

ていかなければいけないと思います。 

さっきは体験の話も出ていましたが、展示にも一つ一つももっと気合いを入

れて、これを訴えたいという主張を含めて展示テーマを選んでほしいですね。 

高田委員 ： 非常に難しいですけれども、市民のほうを向いているのか、あるいは研究

者向けにやろうとしているのかだと思います。 

島守委員 ： 両方重要だと思います。 

高田委員 ： 確かにそれは大事だけれど、中身も詳しく解ってもらいたいですし、でも

一方では分かりやすくもやってもらいたい。実際やる立場になると難しいです

けどね。 

先ほど先生がおっしゃったように、これから先、市民に理解されない限りは

予算も削られていくだろうし、人もどんどん削られていくでしょう。そのよう

な状態になった時でも有効に施設として使えるために、今は何をするべきなの

かをきちんと考えておかなければいけません。私達もよく言われますよ。「あ

と 10 年も経ったら、お前たちのところは物置になる」とね。でもそれは決し

て冗談ではなくて、全国的には実際にそうなったところがあります。 

ある程度恵まれた条件の時からそのことを頭に入れておいて、色々な事業の

計画などを考えていったほうがよいと思います。 

ここは埋蔵文化財発掘の博物館ですよね。非常に難しいですけれど考え方を

変えて切り口を見つけていけば、色々なことが出てきますよ。 

事務局 ： 今回、「掘り day はちのへ」を実施させていただきました。土器容量の体験

コーナーは良かったと思います。私の近くにいらっしゃった 2 人のお客さんも、

掬って体験をしていました。今後の色々な企画展の中でも工夫があればいいと

思います。一般の方には、身近に触れることができるのは楽しいと思います。 

山内委員 : 去年のストーンサークルも良かったです。そういう意味では触れる、やっ

てみる、じゃあそれが実際私達の生活になにができるかということで、是非こ

れを続けてほしいなと思っています。 

委員長 ： ありがとうございます。 

石川委員  ： ひとついいですか。教育長さんがいらっしゃったということで、お願い

も兼ねてお話しさせていただきます。 

明日、市の「復興推進市民会議」という復興事業に関して話し合う会議があ

って、私も参加します。いつも思うことは、各部局で色々とやっているのだけ

れども、結局は意見が部局内に閉じこもってしまっているような気がして、非

常にもったいないということです。 
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この間はジオパークについて話をさせていただきました。ジオパークのくく

りでいうと、ここの縄文の活動も、種差の話も、各活動が全て繋がります。ポ

ータルミュージアムはっちの活動もそうです。それぞれ一生懸命活動をやって

いるけれど連携して繋げる部局がなくて、特に県外の方にその魅力が伝わって

いないところが勿体ないなという部分があります。復興ツーリズムということ

で県外の方にアピールしていくには、部局の横断的な連絡会議を設けることだ

と思います。午前に種差海岸に行った後、午後は是川縄文館で体験学習をする

ような、例えば縄文時代の釣りをするなど、その一連のプログラムを一種のジ

オツアーとかジオツーリズムという言葉を使いますが、そういった仕組みを早

く作ってほしいなと思います。教育委員会だからとか他の部局だからとかでは

なくて、そういうものを早く突破して連絡部会を作ってほしいですね。ポテン

シャルを一番持っているのは教育委員会の、特に学芸員だと思うので、そうい

う人達が観光課や社会教育課と連携しながらプログラムを開発していってほ

しいと思います。 

それに対価を払ってもらって、またさらに動かしていくという仕組みですね。

単なるボランティアとか無料とかではなくて、お金を出してでも「これは面白

い、やってみたい」ということです。修学旅行生を誘致してくるとか一般の方

や観光客も参加できるようなビジネスツールを使いながらやってはどうでし

しょうか。 

島守委員  ： 同意見です。20 年ほど前のことですが、市史編纂委員会の委員をした

ことがありました。当時は八戸市商工会議所の代表だったものですから。その

市史編纂委員会で八戸藩の歴史を調べていた時に思ったのは、「こういったこ

とは市でなければできない大切なことだ。しかし、せっかく八戸藩の歴史を調

べるのであれば、その中の主要な部分だけでも抜き出して、市民に向けた分か

りやすい小冊子を作ってはどうだろうか」ということや八戸を訪れた人に紹介

できるようなことをやってほしいとお願いした。そこで、歴史研究会会長をや

っていらっしゃる三浦さんにお話ししたところ受入れてくださって、八戸の歴

史に関する小冊子を出版していただいたことがあります。 

アカデミックな研究ももちろん大事ですが、一般の人でも分かりやすい小冊

子を出版すれば、どんどん縄文の啓蒙活動が進んでいくと思います。是非それ

をお願いしたいと思います。 

石川委員  ： おっしゃる意見に賛成です。 

更に、地元の観光会社にも将来的には協議会に加わってもらって、その人た

ちにパイロット事業のようなものをやってもらうとか、ツーリズムとして観光

バスを走らせるとか、そのような形で発展していくといいなと思いますね。そ

うすると役所の役割と民間の役割が判ってくるでしょう。そこまでを将来の目

標として、では今の自分たちは何をすべきなのかということを考えながら、優

先的な事業を評価しつつ足りない部分を補っていくという組織や連絡会議を
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ぜひ作ってもらえればなと思っています。 

今日は新しい教育委員長さんがいらっしゃっているので、教育委員会から観

光課へ話しを持ちかけていただければなと思います。 

委員長 ： 教育長、何かありますか。 

教育長 ： 大いにやっていきたいですね。 

是川縄文館という素晴らしい建物ができまして、どの子どもも一度は来ます

が、大事なのはリピーターをどう増やすのかということです。それにはまず、

中学生といえども魅力のある展示をやるというのが第一条件です。考古学とい

うのは我々と密接に繋がっています。この立っている大地そのものが私達と繋

がっている。そういうことを子どもたちに伝える。それが今すぐとか明日役に

立たなくても、肌で感じることによってそのことに関心を持つ子どももいます。

子ども達は将来、八戸や日本を背負っていく存在です。せっかくこういう立派

な施設があるわけですから、リピーターを増やすことが大切です。 

一方で、中学生の場合は少なからず一度も来たことのない子ども達もいます。

なぜ来ないのかというと、一つはここの立地を見てお分かりになるように、是

川縄文館へ来るための交通の便がないことが挙げられます。校長会で「どうぞ

遠足の後にでも、減免でいいので立ち寄ってください」と４月から何回か話し

をしています。しかし、ご承知のように学校は教育長が言ったから「じゃあ来

月に行きましょう」と簡単にはいきません。教育課程が詰まっています。特に

中学校では一時間の時間を確保するのが本当に難しい。部活動や行事、それか

ら受験などがあって難しい。でも、座学も結構ですがこういうところに来るこ

と自体が非常に大きな意味を持ちます。 

それから美術館の山田さんの話しが出ましたけれども、2～3 年前に彼女にも

「校長会で話しても駄目ですよ」とお話しをしました。校長はただ伝えるだけ

です。やはり美術担当の先生に直接「こういう企画をやっていますよ」とか、

「是非、授業中に先生から夏の課題にして見に行かせるのはどうか」と話すし

かありません。それで実際に一中では美術の先生が夏休みの課題として、美術

館に行って記録をして、それを夏休み明けに提出するということをやりました。

本当に関心のある方を動かさないといけません。校長の中に縄文や考古学の分

野に関心のある方がいればいいのですが、ただ形式的に校長会でチラシを「是

非利用してください、減免です」と配っただけでは足を運ぶことはまず考えら

れません。 

実はここがオープンした際、校長会で小学校・中学校の校長先生全員に無料

で説明会をやったことがあります。70 名ほどいる校長の中でその時に来た校長

は 3 名だけでした。言い方が悪いですがその程度ですね。 

やはり、直接現場担当している方が足を運んで、具体的にこういう企画で是

川縄文館に来ればこういう企画ができますとアプローチしながらやらないと

いけないと思います。チラシなどを通り一遍回しただけではほとんど浸透しま
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せん。 

もっと言えば、各学校が是川縄文館に来たくなるような方策を考えなければ

なりません。例えば私立の中学校だと保護者の方にその中学校へ入学させたい

と思っていただくことで、私立の学校の経営が成り立っているわけですね。

我々市立は全部税金で運営しています。来ようが来なかろうが普通に回転して

いて税金で教育委員会から予算をもらっている。そういう発想を少しずつ変え

ていかなければなりません。個人的な意見ですが、稼ぐと言うと言葉は悪いで

すが、例えば何かをやって売り上げたものを財源に入れるのではなく、ここの

ボランティア活動に使えるようなシステムができれば、ある意味半民営化のよ

うな、稼いだものの中から消化して活用できるようなシステムができれば面白

いと思っています。もちろん学校によっては格差ができ、街中にある学校はい

いでしょうが、田舎にある学校では「やはり是川縄文館まで行くのは難しい」

という問題は出るかもしれませんので、平等という意味では少し問題はあると

は思いますが。 

いずれにしても、これからはそういう発想でこの是川縄文館の運営、そして

よい展示をしてリピーターを増やしていくということが、私どもの大きな課題

だと思います。少しずつでもいいので是非、実現していきたいですね。 

今日は大変よい率直な意見が出ました。こういう意見自体、普段はあまり出

ません。よくありがちな会議では「お疲れさまでした」という意見が大半を占

めてしまいがちですが、こういうふうに率直に意見を戦わせる場があってもよ

いなと感じました。 

委員長 ： はい、ありがとうございました。何だか結論が出てしまったようですね。 

石川委員  ： その言葉をいただいて、今日は良かったと思います。どうもありがとう

ございました。 

委員長 ： それでは、何か他にありますか？ 

福田委員  ： 是川遺跡のこれまでの歴史の中で、色々なかたが遺跡を調査して、色々

なことを研究や発表をして現在があるわけですが、その中で昭和の初めの大山

史前学研究所の調査がありますよね。あの時の資料があれば、是非一度こちら

に里帰りさせていただきたいと思います。 

事務局：  大山史前学研究所は戦災で焼けてしまって基本的に資料はないです。最近、

明治大学の阿部芳郎先生が、竹下次作という大山史前学研究所の所員だった方

と面接をしたそうです。竹下さんは当時、写真係だったということです。写真

を撮った原版は全部焼けてしまって基本的には残されていなかったのですが、

竹下さんが個人的に写しの紙焼きを一枚ずつ持っていたそうで、それが今、明

治大学に保管されています。縄文学習館の泉山さんの展示の中で何枚かお借り

して使わせていただいています。 

だから、その写真の資料はあるけれど、発掘調査した出土品はほとんど焼け

てしまっているということです。 
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委員長 ： 数年前に阿部芳郎さんが、戦災で焼けた跡地の再発掘調査をやっています。

その話をしているわけですよね。燃えたものでも結構残っているそうで、それ

が今どのくらい整理されていて、是川から出土したものが特定できているかど

うかは分かりません。今はそういう状態です。一回聞いてみたいですね。特定

できているものがあるかもしれないね。 

福田委員  ：大山史前学研究所が戦災でないのであれば、他にどこかで持っているとこ

ろはありませんか。 

事務局 ： 今、比較的まとまってあるのは東京大学の長谷部先生の史料ですね。あとは

そういう昔の話だと、本山彦一の関係で関西大学に少しコレクションがあると

いうことです。 

福田委員  ： 非常に地味なことではあるのですが、是非一度は里帰りしていただけれ

ばありがたいです。 

委員長 ： それに連動する話で、展示のテーマを考えていくことも必要だと思いますが、

この館は中央研究活動として何を基軸するべきなのかということをしっかり

やって、その結果分かったことを地域に還元する。逆にいえば地域が求めてい

る歴史を代わってきちんと専門性を持って掘り起こすという地域のセンター

としての役割の一つに調査研究があると思います。地域が知りたいことは、単

なるこの館の企画としてではなく、社会的な使命としてテーマにするべきだと

思います。 

どうしても何か展示しなければいけない、じゃあ安行でもやろうかというそ

ういう話ではありません。この館には多くのテーマになるものがあると思いま

す。八戸はどういうところなか、是川縄文館を全国に見てもらいたいとか、テ

ーマをしっかりと選んでいかなければいけないと思います。私は新井田川の鮭

をやってほしいと思っています。縄文文化といえば鮭だし、この地域の豊かさ

をずっと支えてきたものは鮭だと思いますからね。この地域の豊かさを支えて

きたのはひとつのテーマなどを含めて、いろいろなアイディアを出しあったら

どうかと思います。今日は評価というお話が出ていましたが、次回はこれから

この会は何をしていくかをしつかりと議論して目標を定めて、それがどう達成

できたかをしっかりと振り返るようなシステムをつくったらどうかなと思いま

す。 


