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平成 25年度 第 2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 

 

日時 平成 26年 2月 6日(木) 午後 1時 30分～午後 3時 30分 

場所 是川縄文館会議室 

委員 岡村道雄 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 山野下主幹  

小久保主査 船場主査 市川主事 

 

案件 (1)平成 25年度事業進捗状況について 

(2)平成 26年度事業計画について 

(3)アンケート調査について 

 

＜案件(1)質疑応答＞ 

委員長： ただいまの説明で、何か質問や御意見等はございますか。 

委員 ： 中学生・高校生ボランティア養成講座のところに「参加者が１人」とあるが、

これは養成講座毎に毎回同じ人が一人ということか。 

事務局： はい。同じ中学生の子が１人、毎回講座に参加していました。 

委員 ： 講座はマンツーマンか。 

事務局： そうです。 

委員長： この養成講座というのは、開館から続けて行われていたものか？ 

事務局： 中学生・高校生ボランティア養成講座は、縄文学習館時代から活動していたも

のでしたが、縄文館としては今年度から再開しました。 

委員長： 参加者数を見ると、やる意味があるのかなと思うが、その辺りどうなのか。行

政的に１人のために１人の職員がつきっきりで教えているということのようだが。

そういうのは事業的にどうなのかということを、他から言われそうな気はする。 

委員 ： 集まらなかった理由・要因というのはあるのでしょうか。 

事務局： 今年度は、是川縄文館のホームページに掲載したということと、広報はちのへ

でのお知らせコーナーへの掲載。あとは、市内の各中学校・高等学校の学生たち

にはチラシを作成して配布をさせていただきました。 

今後は中学校、あるいは高等学校に出向いて、先生方にも説明を図るような仕掛

けが必要になるというように考えております。 

委員 ： １人でもやるという判断と、１人ではやめるという判断もあると思うが、やは

り最低人員何名かというのを設けたほうが良いのではないか。参加者にとって

は１対１ですから、非常に良いが、担当する人は大変だと思う。 

委員 ： 中高生をこういうかたちで博物館へ入れるというのは、確かに難しい。 

特に夏休みは行事やクラブなどいろんな事がありますので、一般の人よりも難し
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い。各学校に出向いて早めに学校へ行って周知して「いつ頃こういったことをや

りますから」というようにお願いする。そうした方が良いという気がする。 

参加者が１人でもやるのかどうかということに関しては、私はむしろ１人でも実

施した方が良いと思う。こういったボランティア養成講座を継続していくことに

よって、少しずつ増えていくわけですから。人数に拘ってすぐにやめてしまうと

いう事はしない方が良いと思う。 

事務局： 縄文学習館の時も継続して講座をやってきたのですが、やはりその時も参加者

は数名という範囲内でやってきました。中学生・高校生は、博物館などの施設へ

来ない世代になっているので、なんとかそういう年齢層の人達を惹きつけるよう

な手立ての一つになれば良いと思ってやっていました。 

養成講座に来る子は、非常に興味を持って深く学ぼうとしています。縄文学習館

時代にボランティアをやっていた子は今、奈良大学文化財学科の大学院を出まし

た。また、民俗学の専攻に進んだ子もいました。このように、少し突っ込んで学

ぼうという子達へ、ある程度対応が出来たと思っていましたが、実際こういう日

程で取ってみると、中学生・高校生にとって夏休みは非常に忙しいので、集まり

にくいのかなと考えています。 

委員 ： 中学生や高校生には、ボランティアという名前にしない方が良いのではないか。

中学生や高校生は忙しいと言っているのに、ボランティアというよりはもっと考

古学の専門になれるような、考古のことが深められるような講座にした方が直接

的ではないかと思う。 

委員長： 例えば「夏休み考古学教室」とか。場合によっては小学生まで入れて良いと思

います。考古学をテーマにして宿題をそれでやるとか。 実際、福島県博でも

高校生のための考古学講座をやったりとか、他の自然史系の博物館でも昆虫採

集の合宿にいったりとか、小学生から参加して、中学生になっていくと下のこ

の面倒を見てあげたり、高校生が面倒をみてあげたりと、そういうサイクルに

なっているところもあります。 

委員 ： 小学校・中学校の利用校数とか学年や人数など、どれくらい利用しているのか、

統計的な資料などございますか。博物館は統計が出ていますが、こちらはありま

すか。 

事務局： 本来であれば会議資料の分かる部分に添付できれば良かったのですけれども、

そういうものは数字としておさえて刊行物として利用できるようにしております。 

委員長： 冒頭で館長からお話がありましたが、開館時の 24年度が入館者数３万７千人と

いうことだが。25年度は? 

事務局： １月末現在で２万７千人程度です。 

委員長： 漆塗り製品の追加指定品を修復しているが、これは今年度からか。 

事務局： 是川遺跡の修復については２年目、その前は風張遺跡の指定品を修復していま
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す。 

委員長： 修復予定の漆塗り製品は何点か。 

事務局： 全体では 120 点ほどリストアップをしておりまして、その中から５年計画で二

回次と言いますか、トータル 10 年で順次行っていくという形で進めております。 

委員長： 当然、整理をしたら展示に回していくという事か。 

事務局： はい。基礎的な保存処理は終わっておりますので、重要文化財としての美観を

整えるための修復、それから安全な展示台の作成を経て、展示のほうに反映させ

るという形で進めております。 

委員長： 学芸員による講座は全部、出前（講座）か。 

事務局： 館内でやるものもあります。 

委員長： 出前（講座）はどのくらいあるか。 

事務局： 学校への出前のほか、教職員の初任者研修、「はっち市」で縄文関係の企画へ職

員を派遣、文化財の研究集会での講話ですとか、そういったものも含めていま

す。 

委員長： 学校での出前講座軒数は? 

事務局： 今年度は２件ありました。 

委員長： きっちり PRして、学校との連携を深めたら良い。出前講座で、実際触れるもの

を持って行って、分かりやすく説明しますと、学校としても大変助かるようです

ので、連携が出来るのではないかという気がする。現在は、リクエストがあれば

出前講座に行っているという感じだ。 

事務局： 市内の校長先生の集まり等でご案内を差し上げていますが、基本はここへ来て

見学していただきたいということをお願いしていたのですが、時間的な問題で是

川縄文館へ来られない場合、いろんなメニューで「こちらから出前します」とい

うことをご案内しています。 

     縄文学習館の時代と比べますと、出前（講座）の件数は減っています。それは

新しい施設なので、多くの学校が見学に来てくださっているので、その分出前（講

座）は減っているのかな、という印象を受けました。 

委員 ： 企画展や特別展もかなりあるし、講座、体験学習や色んな事業があって、尚且

つ発掘もやっていますね。これらの事業は全体で何人くらいの職員でどのよう

に回しているのでしょうか。もしわかれば簡単でいいのですが。 

事務局： 発掘は埋蔵文化財グループで、現場に５名行きます。縄文の里のグループでは、

展示や教育普及活動を実質２名で行っております。 

委員 ： 企画展なども２名で回しているのですか。 

事務局： はい、そうです。 

委員長： 企画展は良い展示をやっていますし、充実した情報も出ていますし、２名で大

変頑張っていると思います。 
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     この館として相応しいテーマ、或いは地域が知りたいようなテーマを設定して、

展示のテーマであると同時にその前に調査研究しないといけないわけです。そう

いう地域の調査をするセンターとしての役割も踏まえながら、その成果を展示し

ていくという、そういう趣旨のものもあって良い。 

来年度は東大とやってきた生態系、環境変遷もテーマにする。そういう成果

もあってもいいし、この館でもそういったテーマを立てて、それに向けて皆で

頑張っていこうというテーマ設定もあっても良い。 

委員 ： 各企画展や講座の人数を見ると、講座を受講している人数に比べると、企画展

に関しては人数が入っているという印象があります。企画展全体で毎回約４千人

ですよね。これはかなり来ているような気がします。これは何か「こういうこと

できてくれているんだ」というようなポイントはありますか。 

事務局： 春の企画展はゴールデンウィークが期間中にありますので、勿論企画展の効果

もあるのですが、毎年春の時期は暖かくなって人が出かけやすくなるので寄って

いただくという事も多いと思っております。 

     特別展は夏休みに合わせておりますので、県外からの旅行者の方も夏場はいら

っしゃっているようです。 

委員長： 講座を受けている人は、大体いつも同じような方なのですか。 

事務局： 毎回必ず来られる方はいらっしゃるのですが、全部の講座ではなくて、聞きに

行きたい講座に来られているという感じです。大体 50人前後なのですが、母数は

もう少し多いかもしれません。100人ほどの方が来ていらっしゃるのかなという気

はします。 

委員： 50人というのは多いですよね。 

委員： 全体にいろんな講座で教える人の数は多いと思いますし、ボランティアも育って

いっていると思うのですが。 

今まで考古学に接したことのないとか、八戸に始めて住んで、こんな遺跡があっ

たんだとか、地元や縄文時代の事をよく分かっていない初めての方などへ「入門

編」というものもあっていいのでは。 

展示案内までできる方がどんどん生まれるというよりも、もうちょっと深く知り

たいという方々への裾を広げる講座もあって良いのではないかと思う。 

委員 ： ボランティアの中にはいろいろな方がいると思うので、クラブ活動ではないで

すが、「こんなことを一緒にしてみませんか」とか、ボランティアの方の中で企画

してみるという案もあるのではないかと思う。この間、福島市で縄文ミステリー

大賞というのを設定して、割と大きな出版社が優秀作を出版するということで、

縄文の宮畑という遺跡の謎を２つに絞って、企画した。今までと全然違った方面

にアナウンスしたら、ライターみたいな方とかいつもとは全然違う客層の方が沢

山来ていました。歴史教育や考古学教育だけをするのではなくて、例えば漆塗り
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の製品を展示したら漆塗り作家が来るとか、或いは技術者も関心を持って来場す

るとか、考古学的な切り口ではないようなアプローチの仕方はあるような気がす

る。 

 

＜案件(2)質疑応答＞ 

委員 ： 26年８月からの夏季特別展は具体的にはどういう資料を展示する予定か。 

事務局： 北海道網走市にあります民族博物館より、アラスカからカナダのブリティッシ

ュ・コロンビア州辺りまでの北西海岸先住民が使っていた道具ですとか、トーテ

ムポールそのものを北海道からお借りして展示するという、そういった特別展に

なります。 

     併せて、八戸地方における縄文時代のサケ漁についても展示で触れてみたいと

いう風に考えております。八戸地方の現代の民族例と現在のサケ・マス孵化場も

ありますので、人とサケとの関わりについて展示で触れたいと思っております。 

委員長： 縄文時代から、ということか。 

事務局： はい。考古資料は、骨角器の漁労具を三陸のほうからお借りする予定ではある

のですけれども、比較展示にならないように気を付けようと思っています。縄文と同じ生

活をしていたといってもかなり時代が違いますので、トーテムポールの人達の生活を紹介

しながら縄文のほうも紹介するという事で、比較にならないような展示を考えています。 

委員 ： 木の棒でサケの頭を叩くものですとか、是川遺跡からは三又のヤスも出ていま

すから、そういうものは積極的に活用したほうがいい。 

委員長： 是川遺跡に、サケの骨は出ていないよね。 

事務局： 是川遺跡には無かったが、帽子屋敷貝塚でサケの骨がかなり出たという事で、渡

辺先生がサケ・マス論を否定するのに使われた有名な史料があります。あとは

長七谷地でサケは出ています。 

委員長： 最近、新潟県で焼土を篩ったらサケの骨が出てきたことがあります。私達はそ

ういう史料をちゃんとターゲットにしていなかったという可能性があるので、是

非今年は調査の際に焼けた土を篩ってみてください。新潟県ではものすごく入っ

ていました。 

事務局： 来年は昭和初期に大山史前学研究所が調査したところを再度調査して、当時の

発掘地点の確認をしていきたいと考えています。 

委員長： 整備に向けての１回目の調査ということですか。 

事務局： はい、そうです。 

委員 ： 特別展のファーストネイションズという言葉ですが、これは一般の方にわかる

言葉なのか。 

事務局： 最終的には「トーテムポールの人々」というタイトルにしようという風に考え

ています。ファーストネイションズですと、実はカナダの先住民しか指さず、ア
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ラスカのほうは含めないという説もありますので、アラスカの史料も借用する予

定になっているため、名前の変更を予定しています。 

委員 ： 先程の 25年度のお話の中で、中高生のボランティア養成講座について話があっ

たのですが、講座名を内容は同じでも思い切り名前を変えてみるとか。例えば 

「やってみよう」とか。年齢層に分けて、どういう層にどういう言葉が良いのか

というのがあると思うので、来てほしい方に向いている言葉を使うのが良いかと

思います。学芸員による講座という名称はすごく明快ですけれども、中身は良く

分からない。 

委員長： 「学芸員による～」と言うと、固いイメージはありますよね。 

事務局： 縄文館の講座の場合ですと、特定の年齢の方を対象にした講座はないので名前

をつけていくのは難しいものがあります。親しみやすい名前が見つかるのであれ

ばそれに変えていきたいという風に思っています。 

委員長： 一戸ではどうしていますか。 

委員 ： 御所野博物館では「講座」とはつけないですね。「籠をつくろう」とかそんな感

じだ。 

委員長： 私のところも講座とはつけないね。「○○を食してみよう」とかね。 

委員 ： 日曜日縄文体験コーナーと、夏休み縄文体験コーナーと、土曜日体験教室です

が、「コーナー」と「教室」の内容の違いは? 

事務局： 日曜日縄文体験コーナーは毎週、いつでも来て各体験学習のメニューに参加し

て作っていただくようなコーナー。夏休み縄文体験コーナーは、メニューは変わ

らないのですが、夏休み期間中に限り、日曜日のほか土曜日も拡大して実施して

いるということです。土曜日体験教室については、８月を除いた毎月１回、だい

たい第３土曜日になるのですが、学芸員の解説と体験学習がセットとなった内容

で教室を行っています。 

縄文体験コーナーでのお客様方の対応についてはボランティアの方に行ってい

ただいております。 

委員 ： 日曜日と夏休みの「出入り自由」というのは、参加申し込みをせずに自由参加

できるというもので、土曜日体験教室は申込み制ですか。 

事務局： そうです。 

委員 ： 体験教室は 8回全部出ることと決まっていますか。 

事務局： 一回ごとに終了するもので、連続したものではありません。 

委員： 全体の事業で、企画展や特別展、講座といったものの予算は、市の単独で行われ

ているのですか。例えば補助事業を入れてやるとか、そういうことではないです

か。 

事務局： 単独です。 

委員： すごいね。うらやましいです。企画展などで作られた図録は、配布などをしてい
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るか。 

事務局： 縄文保存協会がショップを運営していますので、そちらの方に買い取ってもら

っています。市の歳入というのは殆ど原価程度に押さえまして、保存協会の活動

費になるようにするということでお渡ししています。通常 500部を印刷して、300

部程度は関係機関等に図書交換ということで配布していまして、100部は販売等に

利用しています。開館当初の特別展図録は完売いたしまして、今増刷をしている

ところです。 

委員長： 結構売れているのか。 

事務局： コンスタントに売れていくという形になっています。 

委員長：秋季企画展の「海と火山と縄文人」だが、地質調査をやっていて、津波痕跡は? 

事務局： 五戸川の下流域を何か所か調査して、津波のような跡がありました。 

委員 ： 今、自然災害も注目されている大きなテーマですから、その辺の成果があるの

であれば展示に「津波」を入れて欲しい。この場合の「海」は何を指しますか。

自然としての「海」ですか。 

事務局：はい。基本的には海洋域の集積低地のボーリング調査のデータをどういう風に紹

介していくかということになると思います。 

委員長 ： 八戸市にも繰り返し津波が来ていたということを是非、知らせておいて欲し

い。何回くらい津波があったか分かっていますか。 

事務局： 今はちょっと分かりません。 

委員 ： 世界文化遺産登録の事なので、八戸市の動きについて説明いただきたい。 

事務局： PR事業で縄文遺跡群のパネル展の開催はしています。そのパネルも現在、県外

への借用希望などがありまして、イオン葛西店(江戸川区)で縄文遺跡群のパネル展

を開催したいということで貸し出しを行うなどの活動はしています。 

その他に、民間で「世界遺産登録を目指す会」というものがございまして、そち

らのほうと連携して、青森県内での展示に参加するといった活動はしております。 

その他、地元や民間団体などで世界遺産登録に伴っての新しい動きはまだ起こっ

ていない、また我々の方でもアクションをしていないといった状況になります。 

委員 ： 八戸には是川遺跡と長七谷地貝塚の二つがあるが、両方の事務的な手続きをこ

ちらでやっているのか。 

事務局： 長七谷地貝塚の担当課は、本庁にある社会教育課の文化財グループが管理をし

ています。書類の提出は是川縄文館で一元的にやっているが、内容については協

議しながら進めている状況です。長七谷地貝塚について是川縄文館で何かすると

いう予定は今のところありません。 

委員 ： 市全体としてこういう動きがあるということをアピールするために、会議資料

などにも「八戸は是川遺跡の世界文化遺産登録を目指しています」といったこと

を載せる。これらは皆さんで意思統一すればすぐ出来る。 
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委員 ： 『じょうもん発見！是川縄文館』というのを毎月やっていたのがホームページ

でリリースされて私も拝見した。 

是川遺跡が歴史的な宝庫となっているわけだが、三陸復興公園編入により八戸市

が有名になりかつ内陸の是川縄文館が知れ渡るということは又とないチャンスで

す。こういう流れの中で是川縄文館というものを全国に PRすることが重要だと思

う。 

委員 ： このホームページが公開されているということは、委員の皆さんへも情報が行

っているのか。 

事務局： メールでお知らせしました。出来ればホームページの感想をいただけたらと思

います。 

委員 ： 24回分全て見ました。学芸員の方に本当に親切に PRしていただいております。 

委員長 ： ５分程度のものもあれば、10分程度のものもありますよね。 

委員 ：  学芸員の方が親切丁寧に解説いただいたおかげで、縄文館に対して堅苦しさ

が無く親身に感じられましたね。ああいうことをやるとだんだんに市民に知ら

れるようになるんですよ。それが大事だと。 

委員 ：  三内丸山遺跡と是川遺跡とどのような違いがあるのか、どういう風にアピー

ルが出来るのか、そういった点が分からないのが残念だったと思います。 

委員 ： あともう１つ気が付いたのは、ボランティアガイドの人がいつも体験学習のと

ころにしか出てこないのですよね。館内の展示とボランティアの人がどういった

関わりがあるのかという点が気になりました。全体的に分かりやすくて、あの番

組を見ると、実際に行かなくても行った気になれるような感じがしました。県内

で博物館などを題材にした番組は、初めてなのではないでしょうか。 

委員長： 臨場感がありますしね。現場はいいですね。 

      

＜(案件 3)質疑応答＞ 

委員 ： アンケートの回答率が５％というのは意外だ。 

委員 ： このアンケートはどのようにお願いしたの。 

事務局： 常設展示室を見終わった場所、国宝展示室の最後のところに机を設置いたしま

して、その場で書いていただくというようにしています。 

委員 ： それは、自発的に書くものか。 

事務局： はい、自発的に書いていただける方に記入していただいています。 

委員長： 上手く回収率を上げるような仕掛けというか、良い方法はあるのか。 

委員 ： よくあるのは、御礼に何かグッズをあげるとか。あとはお声がけするとか。 

委員長： やはり５％というのは、とても意見の全体が見えていない定量分析ではないで

すから、これは難しい。 

事務局： アンケートの回収率が低いという事で、これについて石川委員の方からアンケ
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ート調査についての他での事例の情報をいただきました。 

委員長： 何か良い工夫は無いですかね。 

委員 ： 御所野博物館でき、休憩室にノートを置いて、それに自由に書き込んでもらっ

ているだけですね。あとは事業ごとにアンケートをやっている。例えば企画展が

あった時に会場でもパンフレットなどと一緒に渡して、企画展として集計してや

るとか。 

委員長： 講座などで聞いたアンケートの結果はどうなっていましたか。 

事務局： まだ集計が出来ていません。 

委員 ： 自由記述のところだと「合掌土偶がすごい」とか、「国宝がすごい」という話と

か、「素晴らしい」という話もあったのですが、逆に要望として「ちょっと暗い」

という意見が多かったですね。「難しい漢字にルビがあったらいいな」とか「年

代が西暦何年で書かれていると、もっと分かりやすい」とか、そういう意見は

とても参考になるのではないかと思います。 

あとは「ボランティアの方の挨拶がすごく良かった」という、館の雰囲気が

良いというものと、反対に「良くない」という意見もあるので、恐らく対応に

差が出ているのだと思うのですよね。そこを館全体としてどういう風に向上さ

せていくか、「こういう場合はこのように対応しましょう」とか。特にボランテ

ィアさんは多くいらっしゃると思うのですが、段々慣れてくると自分のペース

になってしまいがちになることもあると思うので、ボランティア養成講座の中

で話し合ってみるのが良い。 

委員長：  やはり合掌土偶狙いで来ている人の割合が高いな、と。予想通りと言えば予

想通りなのだが。物を見せるというのは、結局目玉を作ってどう見せるかという

ことが基本になってしまったのだな、と。ちょっと残念な気もした。 

もう一方で、漆をテーマにして展示しようとしていた辺りはきちんと理解されて

いて、「漆に感動した」という意見も、合掌土偶に近い数の意見としてありました。

そういう意味では、展示の狙いは成功しているのかなという風に思う。 

あとは照明の明るさや色などで展示を工夫していると思いますが、それが暗いと

いう意見になっている。 

委員 ： 御所野博物館もそうなのですが、雰囲気作りのために意図的に暗くしているの

だけど、年配の方などで「館内で転んだ」とか「暗すぎる」という意見もありま

すが、そういう意見の数は少ないので、その時に対応できればいいのかなと思っ

たり、うちも博物館の中で意見交換をする時に、特に若い女の子たちが「お年寄

りの人が大変で、これじゃ暗くて歩けないから、早く明るくしてもらいたい」と

いう意見を出すのですが。それをやってしまうと、当初の目的や方針が全部崩れ

てしまう。 

委員 ： 逆に効果が薄れてしまうということですね。 
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委員 ： 函館の縄文文化交流センターも同じですよね。あそこも暗すぎるなと思ってい

ます。博物館では劣化を避けるという意味もあるのでしょうけれども、何か説

明書きなどがあればいい。 

委員長： あれは多分、照明効果だと思います。劣化などはあまり意識していないと思う。 

委員 ： 初めから「暗いですよ」と言っておくとか、小さな懐中電灯をあげるとか。 

委員 ： 確かに、そういう風なことをやってもいいかもしれません。数は多くないです

から。帰りの時に返していただいて。 

委員長： 足元がおぼつかない人には少し暗いかもしれませんけど「こういうものを用意

しています」くらいのアナウンスを受付で言う事は可能だ。 

委員 ： アナウンスがあると無いとでは、全然気持ちが違うと思います。 

あとは「怖い」という意見もありますね。あと、カフェでせんべい汁があまり

人気が無いというのは、期待しているためで、せんべい汁というのは作る人によ

って味が変わるわけですよね。この辺はどうなのでしょうか。 

委員 ： 縄文館にわざわざせんべい汁を食べに来る人はいないでしょうから、たまたま

来た方がカフェで食べるのでしょう。あまり気にすることはないと思います。 

委員長： 一般的な評判はどうなのですか。 

事務局： 遠方から来られる方などは、せんべい汁が有名になっているので、カフェのメ

ニューにあるということで食べたら、残念だったということはあるかもしれませ

ん。 

委員 ： ここにきて、せんべい汁の文句をつけられても困るね。 

委員 ： 三陸復興国立公園へ編入になって以降、訪ねるお客さんの数は、１年前に比べ

て増えているのか。 

事務局： 全体として観覧者数は減少しております。オープン時の効果が薄れてきたため、

本来の数になっていくということだと思うのですが、三陸復興国立公園の登録に

よって増えたというのは、今のところ何も感じられませんね。 

事務局： 種差海岸が国立公園に指定されたという事と、ジオパークの中で是川はジオサ

イトになっていますので、観光課のほうと連携はしています。昨年に「たね知ケ」

と言いまして、市内の施設の無料券をサービスエリアなどで配るといったことも、

観光課と一緒に行いました。 

委員長： この館は合掌土偶が目玉なのだが、それが来年度は 5 か月間東京に貸し出され

ることになるのは、出し過ぎという感じがする。発掘された日本列島展の 20周年

と東京国立博物館での展示で、協力しないわけにはいかないが、地元にとっては

ちょっと痛手だ。合掌土偶を目当てに是川縄文館に来たけれども無くてがっかり

する人を少なくするためには、何か代替え措置のようなものがありますか。 

委員 ： 当然レプリカを展示するのでしょうけどね。縄文館へ来る人からすれば本物で

はなく偽物かという目で見ますから、それではちょっと厳しいですね。 
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委員 ： 遠くから来られる方は難しいですが、もし近くの方でしたら合掌土偶の本物が

ある時に「もう一回来てくださいね」というアナウンスですとか、「その時はもち

ろん無料ですよ」といった券を差し上げるとか、こちらも誠意をもってやってい

ますというところがあれば良いのかと思う。 

委員長： そうだね。東京から来た人には「東京の何処で合掌土偶が今展示されている」

というアナウンスをする。地元の人には「帰って来たら見に来てください、その

時には無料にしますよ」というのも良いじゃないか。誠意をもって説明するのが

大事だ。 

     それからもう１つ、バスなどの足の問題です。バスのために年間 480 万の予算

を出している。バスの利用者数を数えると少ないので実態調査をした方が良いと

思う。それよりはその予算を使って、タクシーで来た場合に料金の半分は補助す

るとか。かえってそちらの方が安くなるのではないかという気がする。 

高田さんのところはタクシーで来たときに、補助しているんですよね。 

委員 ： はい、350 円です。850 円のところが 500 円で御所野博物館まで来れるという

ことで、350円を補助しています。 

委員 ： 今、是川縄文館に来るバスは本八戸駅経由、それとも八戸駅から真っ直ぐ来る

ルートか。 

事務局： 土日祝日は、新幹線が停まる八戸駅から是川縄文館線というものが出ています。

その他、平日・祝日合わせて「るるっぷ八戸」という循環バスがここに乗り入れ

るようになっています。 

委員 ： 50円刻みで、最大料金は 300円か。 

事務局： はい。 

委員長： チラシなどにバスの運行案内は書いてあるのですけれども、遠くから来る人が

パッと見たら、この本数でそのバスに合わせて動くのは大変だという風に思う。

ここへ来るためにはどういう手段が一番便利なのかというアナウンスがされてい

ないような気がする。 

委員 ： 市民病院にしろ、交通部にしろ、大変頑張って収益が良くなっていますからね。

もっと縄文館にバスが来るようにお願いするのはどうでしょう。 

委員長： もっとはっきりタクシーで来たら幾らにしますよと言った方がおもてなしに繋

がるのではないですか。 

委員 ： 実際、新幹線の駅からタクシーで来る場合は幾らかかるのですか。 

委員長： 2000円超えるくらい、料金がかかりますよね。 

事務局： そうですね。 

委員長： 地元の人以外の大概の方はタクシーで来ているのではないでしょうか。 

委員 ： バスの時刻表を調べるのは面倒くさいですよ。 

委員長： バスの時刻表はあるが、本数が少ないという風にしか取れない。その少ない本
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数に合わせて来館者が時間を組めば良いのだが、是川縄文館以外も回る目的で

八戸に来ていると、どうしても時間が合わない、ということになる。 

委員長 いろいろ課題はありますが、この辺で本日の会議を閉じたいと思います。 


