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平成 26年度第２回 是川縄文館運営協議会議事録 

 

日時:平成 27 年 2 月 6 日(金) 午後 2 時～3 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: 佐藤教育部長 古舘館長 前田副館長 宇部 GL 村木 GL 山野下主幹 

小久保主査 船場主査 市川主事 

 

案件１ 平成 26 年度事業実施状況について 

案件２ 是川縄文館自己点検評価について 

 

委員長 ： 案件 1 について、質問ご意見がある人はおりませんか。 

石川委員： ボランティア養成講座は、新規の人のための養成講座なのか。既存ボランテ

ィアガイドの研修の意味も含めた両方なのか。 

事務局 ： 両方です。 

石川委員： 参加者数というのは、両方入っているということか。 

事務局 ： はい。 

石川委員： 新規は、実際何人位ですか。 

事務局 ： 春の開催分については４名で、実際ご登録いただいた方はおふたりです。 

石川委員： これは最後に修了証書みたいのを貰うのですか。 

事務局 ： 修了証書というのは、設けていないです。 

石川委員： 修了者を保証するような制度みたいなものができると、受講者の方もそれに

向かって少し意欲的になるのでは。また、ジオパークとの関係の内容も養成講

座に入れてもらうと厚みが増してくると思う。 

事務局 ： そちらのほうは、ボランティア養成講座とは別にボランティア内部の学習会

で対応する。 

高田委員： 今登録しているボランティアは何人。 

事務局 ： 46 名です。 

福田委員： 考古学クラブは参加者が少ないが、今年の新規事業でしたか。 

事務局 ： 元々中高生ボランティア養成講座というのを、今年から名称変更し実施して

いる。 

福田委員： 例えばものづくりを３回ほど予定しているが、これは具体的に何を作るとい

うことですか。 

事務局 ： 土器作りや土偶作り、勾玉づくりなどを実施しております。 

福田委員： 来年またこれを行う予定ですか。 

事務局 ： 継続していきたい。児童とか若い方にも縄文文化や埋蔵文化財に関心を持っ

て学んでいただく場は必要だろうと考えている。 

山下委員： これは申し込みとかしないのですか。 
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事務局 ： 申し込みをお願いしているし、当日参加の方もお受けさせていただいている。 

山下委員： 何かタイトルが小学生っぽいですよね。 

島守委員： いいのでは。その方が分かりやすくて。何も難しい言葉を使わなくても。 

事務局 ： 名称変更をし、対象学年も幅を広げて今実施しようとしていたところです。 

委員長 ： 実績から見れば何か工夫しないと、ちょっとこれは考えてほしい。 

島守委員： やっぱり色んなメディアを使って発信することですよ。難しいことを分かり

やすく言うのがいい。 

山下委員： ただ、中学生高校生で、考古学に興味を持つとか、何かもっと知りたいとい

うときは、ちょっと背伸びしたいといいますか、そういうのもある。 

石川委員： この事業に関しては、残念ながらあまり中高生に関しては、需要がないとい

うことを考えると、一時休止とか、そういうこともあり得るのかなと思います

よね。逆に、こういったものと違うものの新たに事業を展開するとか、発想を

転換することもあるかもしれませんね。 

委員長 ： いろいろ議論もあるところでしょうけれども、ご意見を踏まえてちょっと検

討した方がいいと私も思います。 

高田委員： 埋蔵文化財発掘調査のところで、試掘・確認調査が 37 件で、本調査が５件

となっているが実際は何人で調査しているのか。 

事務局 ： 現場のほうは５名で対応しております。 

高田委員： 調整は教育委員会でやっているのですか。 

事務局 ： 調査の届け出関係は、教育委員会の社会教育課です。事業者との交渉などは、

是川縄文館で行っております。 

高田委員： 運営協議会だから、どうしても博物館の事業が議論の中心となるが、埋蔵文

化センターの大きな役割である発掘調査についても、どこの遺跡はどう掘って

どうやったみたいなのをきちんと出した方がよい。この施設の中では、かなり

メインな事業なわけですから。ちゃんとこういう場で出した方がいい。 

石川委員： 賛成です。 

事務局 ： わかりました。 

委員長 ： 去年、一王寺を掘って現地説明会をやったと言っていたが、基本的にこの館

では発掘調査で現地説明会をみんなやっているのか。 

事務局 ： できる限り本調査に関しては現地説明会をしております。 

委員長 ： ちなみに一王寺遺跡では現地説明会はどのくらい人が来ていますか。 

事務局 ： 午前と午後２回行いまして、合わせたら 80 名です。 

委員長：  もっと来てもらってもいいような気がする。高田さんのところの現地説明会

はどの位来ますか。 

高田委員： 内容にもよって違うが、来るときは 100 人は超えますね。 

委員長 ： 成果を世に広めることもこの館の役割のひとつだと思う。現地説明会にもっ

と人を呼べるような何か仕掛けを是非考えてほしい。 

事務局 ： 8 月の是川縄文まつりのときに１回実施したので、そのときに現場説明会に
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来られた方は、あまり見られなかった。 

委員長 ： これカフェがいつまで機能するか気になる。運営を八戸縄文保存協会がやっ

ている訳ですけど、保存協会の会員に何かメリットを付けて、盛り上げていっ

てほしい。そうしたことを他の館はやっているような気がするのだが。 

山下委員： 友の会など、そういう運営をしている場合もあります。ただ、八戸縄文保存

協会というその組織がどういう状態なのか、ちょっと分からない。 

事務局 ： 現在個人会員が 115、法人が 35、合わせて 150 位だったと思います。会費は

個人が１口 1,000 円を２口以上なので 2,000 円。それから法人は、5,000 円を

１口でというかたちでやっています。この収入が協会の大きな部分になります

が、会員になったメリットがまずない。これカフェの運営、ボランティアに掛

る経費の部分もちょっと負担してもらっている。JR の大人の休日で来た方に絵

ハガキを上げるというのも、保存協会からの負担です。それからこれかわ縄文

まつりも協会が中心になっている。協会の財源が会費主体ということを考える

と、会員がほしい。ただ、現実にはそれに対するメリットが全くない状態でや

っています。会員のメリットを用意して、会員を確保についてこれから研究し

なければいけないと思っています。 

高田委員： 市の方での補助は。 

事務 局： ないです。 

石川委員： ショップとか飲食関係の売り上げというのは、基本的には別会計で、独立採

算でやっているのですか。テナント料とか。 

事務局 ： テナント料といいますか、前から行政財産の目的外使用許可を受け、その使

用料を支払っています。スタッフは、ボランティアで活動しております。 

高田委員： 交通費とか、昼食代を出すとか、そういうことも協会としてやっていないと

いうことですか。 

事務局 ： これカフェで働いている方については、１日 1,000 円の交通費を支払ってい

ます。また、ボランティア保険に加入していただいています。 

石川委員： 商品開発はまた違うところの業者に委託しているのか。 

事務局 ： 商品開発は別の業者さんに入ってもらっている。 

石川委員： ライセンスは八戸市にあるのか。 

事務局 ： 合掌土偶は、商標を市の商工関係のほうで管理している。 

高田委員： これカフェでは辞めていく人も多いとか。 

事務局 ： 開館した当初はかなりスタッフもいたそうですが、減っていて、本当にやり

たい方や本当に楽しくやっている方にやっていただいている。12、3 名ですけ

ど。それで回していただいています。 

事務局 ： 会員をとにかく少しでも増やしたいとは思うのですけど、その辺の上手いメ

リットの作り方を勉強したいと思っています。 

山下委員： 会費を 2,000 円ではなくて 3,000 円位にして、その代わりメリットもちゃん

とありますよというふうにした方がいいかもしれませんね。あとはやっぱり入
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っていることで何が楽しいかというウキウキ感、わくわく感が、そこで何かあ

るといいですよね。 

石川委員： 外部からの特別講師を呼ぶときに、聴講の優先権のような、枠をあげるとか

そういうメリットだとちょっとインパクトが付くのでは。 

高田委員： 元々こういう遺跡が好きでそれで関わっている方たちではないのですか。 

事務局 ： そういう方もいますけど、そういう方とのお付き合い程度というのが特に法

人関係だと強い。 

山下委員： 若い方は何歳位ですか。年齢構成は。 

事務局 ： 年齢構成は高い。 

山下委員： やはり何か、固定化してしまうから。 

事務局 ： 縄文まつりのときは、地域の団体からも協力を得ていますが、やはり保存協

会そのものもある程度主体的に動ける会員がいると、もう少し面白くなってく

るかなと思う。 

委員長 ： 高田さんのところなどでうまくやっているから、いろいろ事例を研究しても

らって、あとは先生方もそういう情報があれば提供して下さい。 

石川委員： 午前中観光課に行ってきたが、八戸市内のジオサイトを紹介する掲示を設け

てもらえるとありがたいというようなことを言っていました。パンフレットや

図録をほしいとも言っていました。観光課と教育委員会で、ちょっと部局が違

うので横の連携が難しいなと思うのですけど、お互い意識し合いながら繋がっ

ていくといい。 

委員長 ： いろいろなお宝と連携をとって、ツーリズムを作り出していくとことがいい

のではないでしょうかと私も思います。 

島守委員： ここは、水道企業団とは全く関係ないのですか。 

石川委員： スポンサーになってもらう。 

島守委員： そうそう。 

委員長 ： 水や火など、人が生きるためにも必要なことですが、理屈をつけようと思え

ばいくらでもつけられる。今まで水には、我々は関心を持ってこなかったので

すけど、本当は非常に大事ですよね。 

 

 

委員長 ： 案件 2 について何かご意見ありませんでしょうか。 

高田委員： これは教育委員会として議会に提出したりするものとは別なのですか。 

事務局 ： 別です。 

石川委員： 細かく誠実にチェックをやって、ここまで作り上げたということに関して、

敬意を表したいと思う。どうもありがとうございます。自分たちの強いところ、

弱いところを確認する意味での評価ということだと思うが、◎のところは順調

に伸ばしていけばいいということと、△のところを今後◎にしていくのか。そ

れとも、△はそのままなのかとか、そのあたりの判断というのが結構微妙なの
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かなと思いました。△でもお金が付かないとなかなか進まないものとか、ハー

ド的なものとか、そういうものもありますし。あとはマンパワー不足でなかな

かそこは、○、◎にならないというようなところも含まれているのではないか

なと思う。強みをもっと強く集中していけばいいというふうな戦略もあるし、

平均的に△をできるだけ中期長期的に○とか◎にしていく、そういう考え方も

ある。 

福田委員： 評価の出し方というのをちょっと聞きたかったのです。 

事務局 ： 職員 14 人で評価をし、何パーセント以上を○とかが△だとかいうことで出し

たものです。埋蔵文化財の方の点検項目の項目数・設問数が少ないですが、改

良していかなければならない部分だと思っています。 

石川委員： 基本計画に準じて枠組を作り、具体的に項目を当ててどれくらい達成してい

くのかというようなかたちが分かりやすいのかなと思います。基本理念が一番

核となって、誇りや愛着が感じられる郷土づくりに資する。これをどういうふ

うに評価するかということですよね。埋蔵文化財保護の重要性を伝えたという

ような、ミッションをどう達成したのかという、そういうところを自己点検、

自己評価プラスアンケートで改善していく。 

事務局 ： 今の自己点検評価の資料と合わせて、今日お配りした１枚目のアンケートの

結果がございます。回答率は低いものですけれども、これから大よその傾向を

読み取っていただければと思います。 

委員長 ： 学校の利用に関しては自己点検に入っていますが、どうですか。山内先生、

何か。 

山内委員： 来年度、広域的体験支援授業事業というので学校でのバス利用ができるそう

です。是川縄文館、博物館を利用した体験学習を５，６年生用にバス２台を確

保してくれる。非常に嬉しいです。 

委員長 ： 学校の利用というのは、やはりかなり大きなウエイトを占めているのではな

いですか。ここはどうですか。 

事務局 ： ここは縄文学習館のときに比べて体験学習の部屋が広くなったということも

あり、むしろ学校側が来る機会が増えている。今、山内委員からバスの話があ

りましたが、おいらせ町や五戸町など定住自立圏域の子どもたちの団体での受

け入れが増えてくると思います。 

石川委員： プログラムを八戸市の幾つかの部局と一緒になって、午前中、午後という感

じで組めるようなものをメニューとして用意し、各小学校とか中学校とかに売

り込むことも必要かもしれない。 

高田委員： 一戸では二戸地域振興センターが予算を独自に作って、御所野に来てもらう

プログラムを八戸から盛岡までの各学校の生徒さんたちに配布した。これを持

ってきたら子どもさんは無料。但し、親からはいただくというようなことを春

と秋それぞれ１回ずつやったら、八戸の方がかなり来ました。 

委員長 ： このパンフは誰が考えたのですか。 
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高田委員： これは二戸の振興局の若い人たちと一緒に。 

委員長 ： 是川縄文館は教育施設の匂いがすごく強くて、学ぶとか学習など。そういう

言葉がどんどん出てくるのを私は非常に抵抗感があるのですけど。博物館に何

が求められているか、アミューズメントというか、憩いですとか。それを求め

られているので、やはり学ぶという線だけ出されると、やはりみんなたじろぐ

訳です。この間、東北３県で、ジュニアフォーラムというのをやって、それぞ

れの小学校、中学校、高校が独自に調べたことを発表会としてやった。 

みんな活発に自分たちが例えば遺跡を調べたことを発表していて、ものすご

く主体性と独立性があって、すごく優れた研究など、やはり面白かったですよ。

受け止めるだけの一方通行の情報発信ではなくて。だから学ぼうではなくて、

是川に行って調べてみようとか、そういうのはどうですか。要するに一方方向

に学ばせる場所というイメージが強すぎるのですね。 

石川委員： 静岡の登呂の博物館の話なのですけど。そこで出会いの場を作ろうと。地方

は婚活っていうことで自治体も積極的にやっていて、そういう出会いの場所を

登呂遺跡なので稲を植えたり稲刈りをしたり、収穫を一緒にやるみたいなそん

な婚活事業などをひとつの位置付けとしてやっています。ちょっと発想からい

うと邪道かもしれませんけれども。 

委員長 ： 交流の場所とか出会いの場所にも考えた方がいいと思いますよ。本当、今カ

ルチャースクールなどは勉強しに行くのではなくて、一緒に人が集まって、何

か同じようなことをやっているというのが良いのですよね。 

山下委員： 自分たちが調べたことを発表する場、というものをイベントとして作ってい

く。年１回発表の場があって、そこでそれぞれが発表して、それぞれがどんな

ことやっているかを知ってという。ではまた次回やりましょうねとか。親が自

分の子どもたちの良さを発見する場になっていたり、そういう仕掛けがあった

らいいのかなと思いました。 

山下委員： この自己点検のところで、「楽しく学べる」と書いてありますけど、この項目

を見ると、どこが楽しいのかなと思うところがあります。これはやっています、

これはやっています。これはありますというのはあるけど、その楽しい要素や

連携する要素、結びつく要素が設問の表現にあらわれていない。 

委員長 ： はい。ありがとうございます。他にありませんでしょうか。 

石川委員： 毎年度末に、次年度の事業をもとに広報活動の年間計画を立てる、というこ

とが優先事項にあるが、どんなイメージなのか。 

事務局 ： この事業については、この辺りの時期にこういうかたちで告知していく、み

たいなことを、スケジュールの中に入れ込めればと考えています。 

島守委員： 企画展や特別展で、新聞社などと共催をやるとか。 

委員長 ： ここは共催とかやっていないのですか。 

事務局 ： 広告はだしているが、新聞社と一緒になってこういう事業を一緒にやってい

るとか、そういったことはこれまではしていない。 
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委員長 ： 共催することと情報発信してもらうこと、連動させて。大概連動させてやっ

ている訳で、他はみんなそうですよね。是非それやっていった方がいいですね。 

事務局 ： 以前、東奥日報社と一緒になって、漆の道を辿る事業や縄文シンポジウムを

数年、教育委員会として実施した経緯はあります。 

石川委員： 正に、教育委員会だから上手くそういうふうに持っていってもらうと、一番

いいのかもしれません。そういう意味でもここの館での限界と、ガバナンスと

して管轄としている教育委員会がどう、この役割を協力して分担していくか、

そういうところの話になってくるかもしれないということを是非、教育長に話

をして。 

委員長 ： 縄文文化が学校でどう伝えられているかというのが、非常に気になって、日

本史としての平たい縄文文化しか教えていない。その中に是川という名前は多

分出てこない。やはり市内で授業をやるときに、やはり是川の名前くらい出し

てほしい。縄文と自分の郷土とが繋がらない。縄文文化っていうのはむしろそ

の地域の風土に合った生活をどう工夫していったかを知るのに重要なのに、日

本の歴史の最初としてしか教えられていない 

高田委員： 社会科副読本などへ載せていただいた方が良い。 

石川委員： 学校の教員向けの利用説明会や研修会を行っているというのは△になってい

る。こういうところも副読本を含めて、両方ともやるといいのかもしれない。 

委員長 ： この自己点検を生かしていただきたい。よろしくお願いいたします。 

石川委員： これはまだ完成版じゃなくて、随時、修正をしてというかたちですか。 

事務局  ： 運営委員会報告の項目に沿ったようなかたちで行なっていきたいと思います。 

石川委員： ありがとうございます。 

高田委員： こうした点検も必要だと思うが、例えば特別展なら特別展だけに絞って評価

することも必要ではないかなという気がしています。 

事務局 ： その場合、観覧者の数、数字についての評価は。 

高田委員： 全然、数字はなくていい。特に 26 年度はすごいいい展示会だったので、そう

いうふうなものも踏まえて、ここはこういうかたちで持って行こうとか。そう

いうことをむしろやった方がいいような気がしますね。 

委員長 ： はい。よろしいですかね。何か他に。 

高田委員： ここの様々な事業に、是川も今世界遺産を目指しているというようなことを

意欲的に加えてやっていただいた方がいい。 

石川委員： ジオパークもそうですが、その前に世界遺産も。 

委員長 ： はい、この辺で本日は終了します。 

事務局 ： 長時間ありがとうございました。 


