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平成 26年度第１回 是川縄文館運営協議会議事録 

 

日時:平成 26 年 6 月 18 日(水) 午後 1 時 30 分～ 

場所:是川縄文館会議室 

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

八戸市:伊藤教育長 佐藤教育部長 古舘館長 前田副館長 宇部 GL 村木 GL 磯島主幹 

小久保主査 船場主査 市川主事 

 

案件 

・平成 26 年度事業概要について 

・その他 

 

質疑応答 1 平成 26 年度事業概要について 

岡村委員長：何かご意見・質問等ございますでしょうか。 

高田委員： 夏の特別展の「トーテムポールの人々」は主にどういうふうなものを展示す

る予定か。 

事務局： 主な展示物は、北海道立北方民族博物館の北西海岸先住民の資料です。３部構

成で第１部はいわゆる北西海岸先住民の暮らしと文化、第２部は縄文期の活動と

いうことで、北海道の石狩紅葉山 49 号遺跡の木製品、岩手県の萪内遺跡の木柱

などを借りて、縄文人の様子を紹介します。第３部では八戸のサケ漁ということ

で、八戸藩日記に記載されたサケ漁の様子、平安時代の林ノ前遺跡から出土した

鍵、釣り針、民具のサケカギなどの展示を予定しております。 

委員長： ちなみに予算はどれくらい。 

事務局： 特別展の予算は、約 1,000 万円くらいです。 

石川委員： 特別展と企画展の違いについて説明をお伺いしたい。 

事務局： 特別展は、主に夏休みの期間に県外の資料を借用して、大規模に展開する企画

展のことです。企画展は東北地方もしくは県内の資料を中心に借用した展示です。

企画展の予算規模は、特別展の半分くらいで行う予定です。秋の企画展は東京大

学との共同研究の成果を展示するものです。十和田カルデラの噴火がダイナミッ

クに人々の生活に影響したんじゃないかということを解き明かそうという展示で

す。また、温暖化現象による海岸線の変化に縄文人がどう適応していったのかと

いうことを展示します。 

石川委員： 縄文人が自然の恵みを受けながら、自然の災害と対峙しながら生きてきたか、

こうしたテーマに着目されたのがすばらしい。本当はもっと新聞社とか色んなと

ころと連携して、ＰＲし東北全域に発信していけるような素晴らしい内容だと思

いました。 

委員長： 「海と火山と縄文人」の中に集落生態系という言葉が出ておりますけれども、

つまり人と自然との、生態系の関わり方みたいなのがひとつテーマになるという
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ことですかね。 

事務局： そうです。 

委員長： 集落生態系ってどういう意味ですか。 

事務局： 辻先生のご研究の中で活用されている、人為的に手を入れた領域といいますか、

人が生活するような活動するところという領域についての意味合いになっており

ます。 

委員長： 私たちの祖先が浜の生態系、海の生態系に人がどう働きかけて環境を作ってき

たのかという視点で是非、抑えて欲しいなと思いますね。自然と人々の生活の関

わり方ってよくいうんだけど、ほとんど今まで解明されていない。里海という言

葉はある。一応環境用語としてはあるんだけど、文化としての里、海という捉え

方は極めて弱い。 

山下委員：例えば子どもたち向けとか、初心者向けの人のためのちょっとしたガイド本と

か、何かそういうご用意はあるんでしょうか。「海と火山と縄文人」は、難しそう

な展示が中心にあると思うので、見せ方の工夫というのはお願いしたい。「トーテ

ムポールの人々」ではサケマス漁と出たので、食堂やカフェの方でサケマスが食

べられるとか、そういう連動があったらきっと親しみやすいのかなと思いますね。 

福田委員： 環境変動に縄文人はどのように適応し、どう克服したかという。非常に言葉

としてはいいんですけども、適応し克服するということを展示して見せるという

ことになるとなかなか難しいのではないか。 

事務局： 群馬県の板倉町の寺西貝塚の断面ですとか、秋田県由利本庄市の菖蒲崎貝塚の

資料で縄文海進を展示します。あと火山との関わりということで、火山灰降下で

覆われて埋まった住居の資料などの展示をします。日本列島全体の中災害と環境

の変化というものを紹介し、円筒土器文化がどのように形作られてきたか考えた

い。 

事務局： 火山噴火の展示では十和田火山灰の露頭写真を使って、いかに大量の火山灰が

降ったかというインパクトを示して、どうして人間はそこにまた住むのかという

ところから適応とかそういうことを感じとってもらおうかなと考えています。 

福田委員： 十和田火山の噴火でこの東北の東のほうは、かなり壊滅的な打撃を受けてい

る。なぜ三内丸山の時期の集落が津軽で急に増えていくのかというようなことと

か。遺跡数の問題も考えてもいいと思う。 

石川委員： 今回の企画展では具体的に、資料を集めたり、時間的な労力的というような

ものもなかなか難しいと思うんです。このテーマというのは中期長期的な永遠的

なテーマだと思うんですね。また、自然災害を食い止めるための防災教育という

ものを、どう後世の人たちに伝えていくか。５年、10 年とそういったものをテー

マとしてやっていって、その研究成果を広げていく。沿岸地域の大きなテーマな

んじゃないかなと思う。そういう意味でこういう企画展に着目されたというのは、

ありがたい。 

委員長： 今、開催中の企画展「掘り day はちのへ」はどうですか。 
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石川委員： 発掘調査の新しい近況報告をされているのは素晴らしいなと思った。ただ、

県外の人が来た場合、これはどこのお城かなと思う。誰に対して見せているのか、

八戸城の展示では示す必要がある。 

委員長： 普通の人が見たら、なんか色んなものが並んでいるな、しかし、多分頭の中に

残らないんじゃないですかね。羅列的で、何が分かったのかとかということが、

あれを見て記憶に残りますかね。非常に厳しい言い方していますけど。ポイント

が全然見えない。 

たとえば、 八戸城のトイレ遺構だけど、要するに武家のトイレなんていうのを、

みんな見てみたいと思うんだけど、誰も知らないわけで、あれが見つかったってい

うのは全国レベルでもそうない。非常に珍しい。八戸城の展示はあれ１点に絞るべ

き。 

また平安時代の焼けた家を焼けたかもしれないって書いている。あれは焼けた家

です。間違いなく。少し踏み込んで燃やした家の跡を扱う。何か分かりやすいイン

パクトのある、ひとつだけでいいから分かってほしい、そういったこの地域のある

部分にスポット当てるような、そういう展示を是非心掛けてほしい。あれだと、発

掘概要報告書をダラダラ見ているようなもので、歴史が全然伝わってこない。市民

の税金を使って行政行為をやっているのだから、地域の歴史をこういった面白い面

で紐説いたという結果を分かりやすく伝えるように是非お願いします。 

石川委員： いくつか羅列するよりは、今委員長が言ったように絞って、八戸の遺跡はこ

んな感じだとか、という示し方もあると思う。 

高田委員： これはここだけの問題ではなくて、どこでもみんなそういう形でやってきた。

特に調査の出土品を展示すると、担当した人からすると、これも出たからこれも

展示して見ていただきたいということになる。そういう気持ちが逆に見る人に通

じないということをそろそろ考えないといけない。誰に見ていただいて、どうい

うふうなことを伝えたいかを、整理して展示するようにしなければいけない。 

石川委員： そういう意味で、アンケートをして改善していくことが大事。 

委員長： 議論を呼ぶような、インパクトの与え方として、合掌土偶は合掌土偶じゃなく

て、座産土偶だと私は言っているんですけど。 

事務局： 合掌だといわれています。 

委員長： これはお産している土偶なんです。あれは息むために縄を引っ張っています。

だからここに力こぶが入ってこうやっているんですよ。大事なのは、やっぱりき

ちんと議論したほうがいいと思う。何で合掌なの。どうしてあれが合掌になった

の。誰が言い始めたの。あれは座産土偶だと言っている人がたくさんいますよ。

それにちゃんと耳を傾けてください、当事者として。そうではないのならそうで

はないと。 

石川委員： 今の議論のテーマみたいなものを企画展などでやると面白いですね。 

委員長： ベッドの上で医者があるいは産婆が取り上げるようになったのは、明治政府が

そういう法律、お触れを出したからこうなったんですよ。それまでには、みんな
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座産もしくは立産なんです。だからあのポーズなんですよ。今の人たちが立産、

座産が江戸時代くらいまでずっと続いていて、世界的な潮流だったっていうこと

を展示した方がいい。 

高田委員： 大人休日クラブのカードを持参した場合には、ＪＲと連携し絵葉書を一枚お

あげするということがあるが、それは契約してやっていることか。 

事務局： 大人の休日クラブの会員数というのはかなりの人数があり、来ていただいた方

には、こちらからポストカードプレゼントしています。こちらのメリットとしま

すと、情報誌っていいますか、会員の方に差し上げている冊子の中で紹介してい

ただいています。 

高田委員： それは常時やっているんですか。 

事務局： 大人の休日クラブは、今年度です。 

山下委員： 他のミュージアムも特典というのも、やっぱりポストカードが多いんですか。 

事務局： 多分入館時に割引とか、そういうのも結構あるんです。 

山下委員： 絵葉書というのは、ショップの委託を受けたほうで作っているのか。 

事務局： はい。 

石川委員：ＰＲということでいいますと、前回の議論の中でもバスの話が出ていましたね。

駅から土日だけ八戸駅から、バスがあるということで、これも費用対効果でどの

くらい使って人が来ているのかとか、そういうデータというのはまずあるのか。

それはまた別のアクセス方法があって人が乗っていないのか、そもそもそういう

需要がないのかとか、そういうことを調べていくことも大事だ。 

そして博物館の自己点検と自己評価です。４年過ぎたので、選択と集中、強み

を伸ばしていき、あまり効果がない、また人気のない事業というのは縮小したり、

また新たな事業を展開するとか、そういう感じでステップアップしていく場合に、

自己点検と評価が必要かと思います。 

山下委員： 展示とショップ、カフェの商品をつなげる仕組みを考えていくということも

方法のひとつ。また東京のレストランでちょっと駅から遠いとタクシーがワンメ

ーターサービスするとか、そういうサービスがあったりする。タクシー会社の方

と協力して、是川縄文館に行ったら 1,000 円引きとか、そういう、例えば４人で

乗れば１人 250 円なんとかとか。 

島守委員： それは市内で色々やっているが、是川まで八戸駅からとなるとまだタクシー

業界もここまで目が届いてない。 

山下委員： 例えば東京駅から羽田まで行くと 5,000 円とか、一括一律幾ら。これは４人

で乗れば１人 1,000 円ですよみたいに、書いてあるんです。そういう提案もある。 

石川委員： アクセスの問題が一番大きな課題だということはみんな認識している。バス

だけじゃなくてタクシーにもそういうふうな仕組みを作ってみたらどうなのか。

インターネットを調べたら、櫛引八幡宮国宝館バスパックっていうのが八戸市で

やり始めているんですね。 

事務局： タクシーの件でいうと、コンベンション協会が中心でやっているタクシー協会
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と一緒に、先ほど『まちぐる』の話も出ましたけれど、３種類ほど料金設定をし

て、その中で是川だとこれっていうかたちのものを設定してます。 

ただ、その辺のＰＲが十分にできていない部分があります。外のそういった組織

と組むことで何か有利なものを作るというのは、大事だと受け止めております。 

委員長： 時間が大分押してきてしまいました。石川先生が提案された自己点検評価はこ

こでの議論を進めていく上でも、検討してください。 

 

質疑応答 2 その他について(是川出土品の亡失) 

委員長： ご意見ご質問ありますか。 

石川委員： 結論からいうと、今後しっかり頑張ってもらえればいい。 

高田委員： 重要文化財がこういうかたちで問題になっているが、それ以外の発掘品はき

ちんと収蔵しているのか。それから、写真でも、最近はデジタルだからいいんで

すけど、その前のものは劣化が激しくて、使い物にならない。全体として発掘出

土品をきちんと管理することが大切。 

山下委員： 骨董品屋さんからポッと出てくる可能性はないですか。 

事務局： 八戸警察署で館内の骨董、古物商とかあたってくれてくれましたけど、全然見

つからないです。 

委員長： 今まで日本の文化財が競売された話は、最近は聞いたことがない。 

福田委員： 私も郷土館にいたとき、当事者になりましたから。あまり強く言えない。正

直なところ昭和 40年代とか 50年代の段階だとそんなに定期点検という発想がま

ずなかった。 

委員長： 重要文化財の保管状況の報告はないですか。 

事務局： 国有品のみそういった手続きがあります。 

委員長： 管理システムは指定文化財だけじゃなくて、どう保管・管理して、次にその後

にはどう活用するかが大事。ただ保存管理すればいいという問題ではない。現在

はちゃんとされていると思うが、遺漏ないようにしっかりやっていただければと

思います。資料管理責任者みたいなものは、システムとしてあるんですかね。 

事務局： 収蔵資料の担当は、指定品とそれ以外のものについて担当を決めています。 

委員長： 最後に３年間で入館者が 10 万人になったが、自己評価としてはどういう評価

をしているか。 

事務局： 今月の始めに 10 万人になりましたが、１、２年目というのがいわゆる開館効

果といわれる部分を含んだ数字と考えます。３年目がある意味開館効果が薄れた

時点からの数値というふうな判断をした場合に、年間２万 3,000 人くらいです。

質としてはいわゆる歴史博物館関係として低い数字ではないが、公共施設として

見た場合に、これは多くはないと思います。この数字をいきなり大きく増やせと

いうことはできないにしても、減ることのないような工夫を積み重ねていくとい

うのが私らに与えられた任務ではないかなというふうに考えています。 

山下委員： オープンして３年目になると３分の１になるっていわれていたので、３分の
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１にまでなっていないから、そういう意味ではいいのかなと思っています。ただ、

全体に博物館に寄せる思いとか、行きたいという気持ちは、３分の１になるとい

われていた頃よりは期待度が高いということですね。いつ来てもなにか楽しいも

のがあるとか、層に合った楽しみ方を提供していく。縄文館に行って、難しかっ

たけどためになったね。ということじゃなくて、分かってためになったねってい

うふうに変えていく。そういう親しみやすさを使い加えていくと、いつ来ても楽

しい、また行こうねとなっていくという。そういうソフトの部分も必要だと思い

ます。 

石川委員： 戦略のための自己点検、自己評価であって、入館者数に関し執着しないでほ

しい。一番重要なのは質的なものを問うということで、１回来て、もういいやっ

て思う館ではなく、リピーターを増やしていくことのためにどうすればいいか戦

略を問い続けることが大事。 

山下委員： 文化財愛護会とか縄文隊とかボランティアさんとかを、博物館の行事のお手

伝いじゃなくて、中には一生懸命やりたい人がいると思うんですね。そういう学

ぶ意欲がある人たちのグループを吸い上げていくといいんじゃないか。 

委員長： 切り口っていくつかあります。他館の状況も調べて積極的にやっていただけれ

ばと思います。 

委員長： ちょっと時間もあまりないですが、それぞれひとことずつ今日の感想でも結構

なのでお願いします。 

山内委員： さっきのバスのことなんですけど、各地区から２校ずつ程度、八戸市を知る

ということでバスを使い、是川縄文館をまわって歩いて勉強するとか。そうする

と連携にも繋がってくる。それを予算化できないものかなと思います。 

高田委員： 年報を見せていただいて、体験学習の状況が見えてこない。体験の人たちを

カウントしているのか。全体の入館者数の中に入っているのか。 

福田委員：来館者の利用と、市内の小中学校の利用状況の数字との関係でいうと、私も郷

土館にいて入館者を何とか増やすこと考えました。基本的には博物館っていうの

は県民から忘れ去られたら駄目だ。とにかく忘れ去られるなということですね。

そして、あまり入館者だけの数だけに一喜一憂するな、ということですね。 

委員長： 首都圏と仙台と青森で遺跡をどのくらい知っていますかって調査をしたことが

あるんです。三内丸山遺跡はやっぱり８割５分か９割くらい。それでも１割くら

いは知らない人がいるわけですけども、仙台でも。そのときには、是川とか長七

谷地も調べたんですね。そのときに三内丸山には及ばないんですけど、８％が９％

くらいは知っていましたね。私は東京でできるだけ是川のことも宣伝するように

していますが、新しく縄文館が出来て遺跡も新しく発掘されているとか、そうい

う新しい動きが伝わってないような気がします。まだまだ掘り起こしができる。

知らせる努力を是非してほしいですね。時間を超過しましたので、これで終わり

にします。 


