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平成 27 年度  第１回  是川縄文館運営協議会  

 

日 時  平成 27 年６月 26 日（金） 14： 00～ 15： 30 

場 所  是川縄文館会議室  

出 席 者 【委員】岡村道雄 (委員長 ) 高田和徳  福田友之  山下治子  

島守正典  石川宏之  

【事務局】佐藤教育部長  野田次長  古舘館長  清川副館長  

宇部 GL 村木 GL 山野下主幹  小久保主査  船場主査  

 

案 件  (1)平成 27 年度事業概要について  

(2)その他  

 

案件 (1) 

委員長：  それでは案件 (1)についての説明の中で何かご意見はございますか。  

石川委員：昨年度の自己点検の中で今年度の改善点はどういう部分か。  

事務局：  今のところ具体的にここをこうということは、あらわれていないが、今年

度は点検評価のフォーマットを、縄文館の事業実施方針に沿った形で実施

する予定。  

石川委員：中学生、高校生向けの講座参加者が少ないことで、それを継続するか、見

直しをかけて違う事業にマンパワーを集中させるとかが必要なのではな

いか。  

事務局：  基本的にはもうしばらく今の形でやっていきたい。  

委員長：  今年の掘りｄａｙはちのへ展は、今までより人数が入ったということだっ

たが何が原因か。映画ライアの祈りとか。  

事務局： ライアの祈りは５月 30 日から八戸市や青森県内で上映されている。増加は

それ以前からの傾向だ。発掘調査成果と、それらに関連付けする資料の展

示になったあたりに原因もあると思う。  

委員長：  去年、共同研究の成果についての講演会で 100 人を超える人が

聞きに来ている。それだけ関心を集めているということの分析をしてほし

い。  

そこでもう一つ、是川から貝塚がみつかって、今まで是川というと山の

木の文化を中心に考えてきたわけだが、明らかに海のものを採っている、

海に適応した結果としての貝塚が是川の中で見つかった。これも世界遺産

として推薦するときに非常に大きな要素になるので私は大変喜んでいる。  

事務局：一日考古学者体験という講座を開催し、子供たちが土を水洗いし、

遺物を採集した。土の中にある本物の資料が自分たちの手によって目の前

に素材として出てくるということについて感動していた。  

委員長：  6,000 年から 7,000 年くらい前の祖先が食べたものを生で、その時空を超

えてそれに接することができるという驚きもやはり大きいと思う。  

事務局：  魚の標本を準備して、子どもたちがそれを比べ、専門家が実際に正しいか
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どうかということを判断するというところまでやった。その様子を撮影し、

自分たちが分類したものを展示してまた見に来てくださいという形で展開

した。  

委員長：  本物を通して、その本物をただ展示物ではなくて、やはり身近な自分が触

られる、そしてそこから何か導き出せるような、そういった関わり方を是

非やってほしい。  

石川委員：実施している様子スライドで映写しながら、報告してもらえるとありがた

い。リピーターをいかに確保するかというところが大事で、本物を発掘し

て自分で手に取って探すという、そういう体験は子どもと親にも人気だ。  

委員長：  切り口を考古資料に閉じ込めないでほしいという感じがする。ここの館が

発信していくものはここの風土全体を含めた、人間活動も全部含めた情報

発信。その中には民俗的なものも入ってくるだろうし、何かそういう意味

での総合博物館ではないかな。  

山下委員： 1 日考古学者体験は、親子とか、大人だけとか誰でもよかったのか。  

事務局：  実際には親子連れが多かった。  

山下委員：何歳くらいの子どもか。  

事務局： 小さい子どもは５、６歳の子どももいたが、中心は小学生、中には高校生、

中学生で考古学に興味があって親御さんと、という組み合わせもあった。  

委員長：  夏休みの宿題のためにここで勉強をして、それで成果品をつくるなどとい

うことは結構あるのか。  

事務局：  ４、５件はある。  

島守委員：利用状況の 23 年、 24 年度の多さの原因は。  

事務局：  開館した年が 23 年度なので、開館効果が 24 年度くらいまで続いたのだろ

うと思う。  

委員長：  高田委員のところで去年、世界遺産絡みで小学校の部、中学校の部、高校

の部で研究をして、コンクールをやった。非常に盛況で家族も集まってき

て、発表会はホールいっぱいになって、そこでグランプリなどを決めたり

した。高田さんこのことで何か発言は。  

高田委員：４道県でフォーラムなり、世界遺産のための事業を一つずつやろうという

ことで、うちの場合は県と協議し、子どもを対象とした研究発表をやろう

ということで実施した。青森からも来ていただいた。あとは岩手県と秋田

県も来た。それぞれ小学校の部、中学校、高校ということで研究をしてい

ただいた。個人で応募した方もいるし、それから学校単位の団体でやった

ところもある。予想以上に自分たちが一生懸命に調べて、そしてそれをま

とめて発表したということで、すごいびっくりした。そういうことをやる

と親御さんとか、おじいさん、おばあさんとかがいっぱい来るものだから、

やはり事業としても効果がある。子どもというものは、そういう機会を与

えれば、いろんなことを自主的にやるものだという感じはした。  

さっきお話があった夏休み子ども体験は、うちも実はやっているが、非常

に人気がある。あまり声を掛けなくても結構応募してくる、申し込んでく

る子供たちが多い。どうも見ていて、今は学校から行っていて、例えば外
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に行って山を歩いたりとか、川のそばを歩いたりとか、そういう経験がほ

とんどないから、逆にそういう機会を設ければ、特にフィールドワークと

いうか、そういうことをやると非常に人気があるという気はする。  

委員長：  要するに子どもたちが生の資料に向かって何かをそこで一生懸命調べると

いうか、それと付き合っていると、研究レベルの非常に高い成果が出てく

る。それにものすごいオリジナリティがある。私は非常にいい教育になる

のではないかと思う。  

福田委員：事業概要の最新研究報告の展示更新予定というものがあるが、具体的にど

ういう内容でやるのか。  

事務局：  現在、遺物の保存処理についての展示を行っているが、今年度については

最近の市内の発掘調査の成果をまとめた上で、さらにもう少し掘り下げた

ような内容をわかりやすく展示できればと思っている。どのような資料に

焦点を当てて展示をつくっていくかということは検討中。  

委員長：  例えば縄文館の中で職員が何か自分たちのテーマで研究などをしていて、

そのテーマに基づいて何かやるかとか、そういうことではないの。  

事務局：  そのような形で研究テーマを設ければ理想的なのだが、現在の体制の中で

そういうことを恒常的にとれるかというと、なかなか厳しい状況がある。  

石川委員：夏季の特別展と秋季の企画展だが、どういう形でテーマを選んでいるのか、

その理由とか背景を教えてほしい。  

事務局：  課内、館内のスタッフで展示の企画については打ち合わせをして、その中

で企画を決めている。それが来館者の希望に沿ったものかというと、必ず

しもそういったことはやっていない。  

委員長：  純粋に学術的なものを中長期的な中でやっているということの理解でいい

か。  

事務局：  はい。  

石川委員：久慈市の琥珀博物館で、赤と緑の色に着目した特別展をしていて、縄文の

朱というか赤を結構使っているものと、緑というものは何かというと翡翠

である。女性にも結構受けがいいようにディスプレイも結構色鮮やかにし

ていた。さすが民間だというイメージを受けた。マーケット的な背景を意

識して縄文というものの展示をやっている。民間的なノウハウも取り入れ

るともう少し広い層に受けがいい。  

福田委員：縄文館ではアクセサリーとか、そういうテーマではやっていないのか。  

事務局：  はい。  

福田委員：是川の向かいの風張遺跡の翡翠の数だが、私の調べた範囲では北日本でト

ップ。なぜ風張の連中があれだけの量を確保できたのか、非常に私は昔か

ら疑問をもっていた。翡翠というものを一つの核にして、縄文のアクセサ

リー展などはいいのではないかという感じはする。  

山下委員：装飾品というものは大昔であっても、今であっても全然、気持ち的につな

がるので、いいと思う。やはりビジュアル的なところというのは大事。仙

台市の縄文の森広場では、漫画が毛糸で刺繍をしてある厚手の麻とか綿の

服を着て、竪穴式住居の前で写真を撮るという、イベントやっていた。普
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段からもそういうものを着たりして、やってみると楽しいかと思う。  

高田委員：この企画展の予算はどのくらいですか。あとはどのくらいの学芸員の人が

関ってやっているのですか。  

事務局：  全体で 2,100 万円、学芸員は 3 人です。  

委員：   これは市の単独か、国庫補助か何かですか。  

事務局：  単費です。  

委員長：  よく頑張っていると思う。発掘もあり、大変だ。  

 

 

案件 (2) 

委員長 : 縄文保存協会の会員拡大等について、何かアドバイス、質問等は。  

山下委員：八戸縄文保存協会は今何人ですか。状況を知りたい。  

事務局：  縄文保存協会の会員は個人会員と法人会員があり、個人会員は５月末現在

で 117 人。法人会員が 35 あり合計で 152 の会員がいる。  

山下委員：結構大きな団体ではないか。  

事務局：  段々高齢化していて、この数年会員も増えてはいないということもある。  

山下委員：会費は年会費だけか。  

事務局：  個人会員 2,000 円以上、法人会員は 5,000 円以上。  

山下委員：今の特典は何か。  

事務局：  特典は正直あまりないが、イベントがあればその周知をしたり、特別展の

招待券を配布したりした。２年前は縄文館の施設を無料で利用できる利用

券も配布したがなかなか利用されないという状況がある。何回でも無料で

入られるような企画や、ミュージアムショップの割引とかいろいろ考えて、

少しずつ動かしていきたいと思っている。  

山下委員：年会費 2,000 円で割引があるとなるとすごく大変だと思う。逆にここに入

っていると特別感というか、待遇的に特別な感じというものをつくればい

いのかと思う。内覧会のときにレセプションまで入ってもいいよとか、あ

とは館長とお話ができるよとか。  

委員長：  高田さんのところはそういうことを割合やっているのではないか。ボラン

ティア団体育成とか。  

高田委員：うちでは実はボランティアが３団体ある。一つはガイドを中心にしている

会、もう一つは発掘にずっと参加して現場で調査した人たちが独自につく

り上げた友の会、それからもう一つは自然と歴史の会。当初は３団体で独

自にそれぞれ活動していたが、ボランティア連絡協議会というものをつく

りそれぞれ活動をするということにした。草取りなどは発掘友の会の人た

ちが、ガイドは学校の先生を終わった人とか、そういう人たちが実際やっ

ている。ボランティアだが、１回来たときに交通費とお弁当代と合わせて、

半日で大体 1,000 円をそれぞれ個人宛にやる。それはそれぞれ個人にその

ままいかないで、各団体にやっている。それで各団体がそれぞれ自分たち

の活動費に利用したり、そのほかに会費を自分たちが払ったりなどという

ことをしている。ボランティア連絡協議会は年間で３回くらいいろんなと
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ころに見学に行くが、それは自分たちがボランティアして積み立てたもの

でまかなっている。しかもそっちで行った先の、例えばバス代などは協議

会で全部出すので、そういう活動をすればお楽しみができる。全体として

もできるものがあるのだけれども、それぞれの団体でも、例えば友の会と

いうものは月１回定例会を決めて草取りをやっているのです。公園内とか

博物館の中の掃除をやったり、草取りをやったりしている。それは午前中

にやって、草取りをする人たちは大体 20 人なら 20 人くらい。あと５、６

人の人たちは朝から自分たちでいろんなものを持ち寄ってお昼に食べるも

のをつくる。それが季節ごとにいろんなものがあって 、それぞれの山から

採ってきて、それを全部調理する。それをやったり、ご飯も自分たちで炊

いたり、それで草取りの人たちが終われば、お昼はみんなで食べて楽しむ。

だからそういう楽しむみたいなことも非常に必要だ。それから入館券の割

引券とか、ショップの割引とか、図録なども、例えば８掛けにするなどと

いう形で特典があるようにしているが、そういうことよりは自分たちがそ

こに行って楽しめるということのほうがボランティアの人たちにとっては

いいのかという気がする。  

     それとは別に年２回、春と秋にクリーンデイという日にちを決めて、遺跡

から博物館の中、それから外の道路まで含めて全部一斉に掃除するが、誰

でも自由に参加して、そのときも友の会の人たちはご飯をいっぱいつくっ

て、結構そういう盛り上がりのようなものが春と秋に２回あって、大分助

かっている。特にうちは落ち葉がすごい。あれは秋にある程度やっておか

ないと、春だけでは間に合わないくらいすごく落ちるから、そういう意味

でも非常に助かっている。  

     特典とかそういうものもある面では考えなくてはならないと思うのだが、

そういう場というか、皆さんが自由に集まれるようなところがどこかにあ

れば大分違うのかという気がする。  

事務局：  結局ここに挙げてあるミュージアムショップとか喫茶コーナー、それから

館内のガイド、それらは全てボランティアでやっている。その人たちへの

交通費とか、そういうものは実は協会がもっている。そのようなことでい

くと、まず協会の母数を増やして、財源的な部分を確かにしたいというこ

とが一つある。その上でできるだけ、例えば法人とかそういうことに対し

ては社員研修的な形での利用とか、そういうものも働きかけていけばいい

と考えている。  

     うちはボランティアと会員がはっきり別です。会員はあくまで出資した上

で何かこちらのサービスを受けるという形の立場なので、その辺の部分を、

要するに特典としてもう少し明確に出して、会員増につなげられればいい

かということで、今その特典を拡大したいと考えている。  

     いずれにしても会員の固定化がある。カフェなどをやっていくにも、協会

そのものがしっかりしていないと大変なので、会員をもう少し増やせるよ

うな形で動きをつくっていきたいということが先ほどの説明 だ。その辺は

今年度内で何とか形が見えてくるようにしたいということで、いま準備を
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進めている。  

山下委員：自然史系の博物館で、家族で入られる。友の会のようなものもある。若い

お母さん方、若いお父さん方が入ってこられるので、そうするとまたそこ

の中で交流が出てきて、得意分野などが出てくる。若い人を取り込めるよ

うな分野だ。そういう制度があってもいい。  

委員長：  私のいる宮城の縄文村は家族単位で来ている。体験が家族単位で行われた

り、お祭りもそういう単位で参加している。  

委員長：  話は変わるが、史跡内のヤギについて事務局説明を。  

事務局：  過去、年２回草刈りをしていたものと、同額でヤギを入れてみた。トータ

ルではヤギのほうが管理は大変だが、ヤギを飼いはじめたことによって通

年ほぼ安定した状態で草を短くできる。  

委員：   ヤギは何頭か。  

事務局：  今３頭で、ポニーも１頭いる。  

委員長：  そのほかあと何かありますか。私は、是川遺跡が世界的に有名な遺跡なの

で是非胸張って世界遺産に推薦していってほしい。  

石川委員：以前行なったジャパンロード事業は素晴らしいなと思った。是非そういう

コンセプトも入れて、企画展などをやっていただければありがたい。  

委員長：  皆さんそろそろ時間がまいりましたので、本日の会議はこれで終了いたし

ます。  

事務局   長時間にわたる会議、お疲れ様でした。  

 


