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第２回史跡是川石器時代遺跡整備検討委員会 

日時 平成29年2月15日（水）13：55～16：05 

会場 八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館会議室 

 

２．会議 

①史跡是川石器時代遺跡整備基本計画案について 

(1)史跡指定の状況・(2)史跡の概要 

（事務局説明） 

委員長：ただ今の説明に何かご質問、ご意見はありますでしょうか。このように現状を整理し

たということですね。はい、どうぞ。 

 

辻委員：プラスとマイナスの要素というやり方で判断されているのですか。私はこういうこと

をあまり知らなかったので、一般にはこのようにしてチェックをされているのでしょうか。 

 

事務局：この手法につきましては文化庁の調査官から指導いただきました。整理をして課題を

明確にする進め方についてご指導いただいて、それに基づいて作業を進めてみたということで

す。一般的にはこれらを内部の作業で進めて、結論のみを書く場合のことが多いと思います。 

 

辻委員：例えばマイナスの要素で、三遺跡いずれにしても露出していないということをマイナ

ス要素としています。露出していないものをどのようにして開発するのですか。これは年数三

年以内とか、具体的にありますけれども、露出していないものを露出するようにするのは。 

 

事務局： 16ページの表３に戻ります。マイナス要素をどう解消するかということで（①から

③に）整理をしました。復元ということで、10年以内プラス５年くらいの期間でとしています。

３年というものは晩期集落との比較検討ということです。 

 

委員長：地上に出ている文化財とそうでない地下に埋もれているものの特性を整理している。

城の場合は写真があるとか、復元建築の見通しが現実的にとれるとか、そういうことを問題に

している。それと同じようなレベルで、これは地下に埋もれているのでそのままでは見えない。

それをどうするのかということをマイナスという言い方をしているのですけれども、１つの特

性という意味ですよね。だからそういうところを発掘によって地下遺構を明らかにして、それ

を基にして復元していきましょうという議論の流れですよね。 

 

事務局：はい。立体復元を解消の手法として考えていて、それは 10年以内プラス５年くらい

の期間で復元整備ということが、露出していないことについて解消する手法ではないかと整理

したところです。 
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委員長：言ってみれば遺跡は全部下にあって、みんなそうなのだよね。それをマイナスという

ようにぱっと言われると少しということでしょう。 

 

辻委員：そうなのです。そしたらみんな復元しなくてはいけない。あるいは復元することが本

当にいいことなのかどうかということですよね。 

 

委員長：これは発掘調査によって実態をしっかり把握するということであって、それで復元す

るということは要するにどんな遺構なのかということを復元することである。復元の建物を建

てるという意味ではない。復元の手法はいろいろあるということです。 

 

辻委員：わかりました。要するに本当の姿を復元という、解明するということですね。 

 

委員長：そうです。復元の手法にはいろいろあって、一番ハードな復元の手法は復元建物を建

てるということなのです。平面的にこんな遺構が出ましたと、平面に表示することも復元とい

えば復元なのです。そのように理解すればいいのでしょう。逆に言えば地下遺構で地表面から

見えないので、発掘調査をどのくらいするのかということと非常に関係してくるということで

すよね。 

 

辻委員：そうですよね。どう解消するかということは、結局発掘調査を踏まえてやらないとわ

からないですよね。簡潔に言えばそうなのかもしれませんけれども、それを具体的にどうする

のかということのほうがものすごく大切ですよね。 

 

委員長：そういうことです。話をどんどん膨らませていってしまうと、整備するときのために

どんな整備をするか。それを決めるときに発掘が伴うのです。必ず発掘して、その成果に基づ

いて復元するという流れなのです。そもそも史跡というものは、未来永劫残すためだから発掘

で現状変更してはだめだ、発掘をしてはだめだということが原則なのです。それを整備するた

めに地下にどんなものが埋もれているかを明らかにして、それに基づいて復元する。その場合

のみ発掘調査を許可するということなのです。そこが面倒なのです。だからいま辻委員が言わ

れたように、今後どのくらい発掘を計画的にやっていくか。それに基づいて追っかけ遺跡を復

元していくという流れになるのです。ここは非常に難しいところです。逆に言えば計画的な、

発掘計画をしっかり立てて、整備に伴う発掘計画をしっかり立てていくということは非常に重

要な課題になっていくという指摘だと思います。 

 

辻委員：前回私は欠席して申し訳なかったのですけれども、議事録を読ませていただいて、高

田委員も強くおっしゃっていました。例えばこの中で一王寺遺跡を取り上げて、本当に部分的

なことしかわかっていない。だからここでどう解消するかで、そんな年数でそんな簡単にいく
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ものだろうか。もう少し具体的に、まず発掘調査にどれくらいかけて、どのようにやっていく

のか。改善策でも何でもないですよね。そういうものをちゃんと出していかなければいけない

という気がいたします。 

 

委員長：そういう意味で一王寺のところに①計画的な発掘調査と書いてあると思います。高田

委員、その辺はどうですか。 

 

高田委員：そうですよね。確かに土の中にあるから、そのまま残すのが一番ベター、ベストな

のです。それだとなかなか伝えられない。中身がわからないから伝えられない。発掘調査をす

るのですけれども、やはり発掘調査についてもいろんなやり方があると思うのです。今やって

いるようにある程度トレンチでやって、もう下まで掘ってしまうというやり方もある。うちの

場合は大体 43パーセントくらい１回ずっと遺構の検出面まで出して、そこでどこに何があるか

という分布図をつくったのです。その中でここが必要だからここを調査しようという形で下に

掘り下げた。掘り下げた分は遺跡全体のまだ 15パーセントくらいです。そのように発掘の手順

というか、方法みたいなものの検討が多分必要だと思います。それをやらないと、それを形と

して表現するとしても、なかなか表現できないのではないかという気がします。 

 

辻委員：今おっしゃったように、少しずつトレンチを入れて確認をしていくのではなく、やは

り全体像の把握をするためにはどうしたらいいかということですよね。 

 

委員長：できるだけ発掘面積とか発掘量を少なくして、なおかつ全体像を効率よく把握すると

いうこと。極めて高度な発掘方法を練らなければいけないのです。三内丸山もそういうことで、

残されている遺跡をずっと発掘し続けているのです。どこまでなのかとか、どのようにどこの

場所を掘るのかなど、相当専門的な洞察力が必要です。 

 まとめておきますけれども、整備の計画そのものは発掘調査の計画にも連動しますので、並

行して発掘調査を今後どう進めていくか。現有の体制と予算でどこからどこまでできるのかと

いうことと、整備の進捗というか、全体のスケジューリングとうまく絡み合わせて考えていか

ないといけない。そういう意味では今後どのように発掘していくのかという具体的な戦略も考

えておいて、私たちもそれを決したいという気はします。 

 そうしたときに計画的な発掘調査、10年で一王寺が把握できるのかという辻委員の発言もあ

りました。そのようなところも具体的に考えてみる。今のところ毎年どのくらい掘れて、どの

くらい解明されてきたのかという今までの実績を考えると、大体どのくらい時間がかかるかと

いうことはわかると思います。是非検討してみてほしいと思います。 

 この遺跡の１つの整備の特殊性からいって縄文の森をどう復元するかということは大きなテ

ーマになります。そういった点で馬場委員にも専門的に入っていただいているわけです。先ほ

ど少し、どこにどんなものを植えて、どこかに畑まであるようなことが書いてありました。そ

この説明はどのように受け止められましたか。 
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馬場委員：この縄文の里の中で、文献を読むと昔も耕作していたという話があったので、昔（縄

文時代）も耕作があったよ、というのを、うまく説明できるような位置付けができればいいの

かと思うのです。実際の規模とか、そういうものも考えていかなければいけないと思うので、

そこはまた検討しなければいけないと思います。 

 

委員長：今まで史跡整備で木を植えたりすることは、大体ほかのものが見えないように遮蔽す

るとか、あるいは緑蔭をつくるとか、そんなことで（木を植えたり）していて、当時どんな林

があったり、どんな森があったり、畑があったりということではない。さっき言ったようなこ

とで植栽してきたのですよ。最近植物考古学、よいしょすれば辻委員たちの仕事が出てきて、

縄文里山を復元したり、要するに縄文の村の周辺で森を管理していったりとか、畑までつくっ

ていたのではないかという話になっている。そんなことを受けて高田委員のところの御所野遺

跡では、そんなことを全国に先駆けてやっているのです。ここの遺跡は地下にそういう植物が

出てきているわけで、植物関係のデータが一番そろっているのです。それを是非生かして、リ

アリティのある縄文の森の復元と言ったらいいか。だからこの辺に栗が生えていたとか、そこ

に何とか林があったとか、あんな絵を書いているのは初めてなのです。ああいう森のゾーニン

グみたいなものを踏まえて、縄文の森をここで復元するという方向性を今計画しているという

ことなのです。これは口で言うと簡単そうに聞こえるのですけれども、そんな簡単ではないの

ですよね。 

 

辻委員：そういう意味で集落生態系という概念を今提唱しています。人為的な生態系なのです。 

 

委員長：人が手を加えて、育てて、管理していた森が近くにあったという話なのです。それは

今までの縄文観に関してはものすごく違った視点なのです。今までは建物だとか、墓だとか、

そういうインフラだけを問題にしてきたのですけれども、やはりそれを支えた周辺の森。そう

いうことの実態がわかってきて、それも含めた復元をしていきたい。 

 

辻委員：そうなのです。そうすると必ずそこに人の活動というか、生業だとか、そういうもの

があって、そういう生態系が成立している。結局栗をたくさん食べていたから栗の木を植えれ

ばいいかというと、そうはいかない。御所野でやっておられるように里山という概念は、やは

り人がいつも関わっていないと維持できないわけですよね。それこそ持続可能な生態系といっ

たときには、やはり里山には生業、あるいは生業でなくても、何らかの形で人が関わっていな

いといけない。そうするとそれを具体的にはどうするのかということになってくるわけですよ

ね。だから少なくとも見本園をつくろうとしているわけではない。当時の景観をつくり出そう

とするならば、やはり縄文人の活動が具体的にどうであったかということがわかってこないと

いけない。 
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委員長：だから活動の復元とともに、その森がどこにあったかという具体的なレイアウトも語

れるということなのです。それは今まで試みたことがないのです。そういう点でさっき言った、

ここは栗林とか、ここにはウルシ林があって、ここに畑まであるようなと書いてあるのだけれ

ども、それにかなり嘘をつかないでああいう図ができるようになってきている。それはこの遺

跡だからできるのです。それをうまいことしっかり受け止めて、当時の森はこうだったという

こと。今までの森の概念とは全然違うのです。今までの森というものは人が手を加えない。山

にあった森であったというのではなく、人間が植えて林をつくったり、はたまた畑までつくっ

ていたということに、ここのところ 20年くらいで急激にわかってきた。そういうことがわかる

材料は是川で相当出てきている。初めて是川でさっき言ったような図が書けたということなの

です。その成果を具体的にどう整備に生かしていくかという非常に重要な。高田委員、どうで

すか。 

 

高田委員：実際うちのほうは具体的にはまだ中身がわからないのです。実は辻委員にお願いし

てあちこちボーリングもいろいろやったけれども、なかなか出てこない。それは地形的なこと

もあって。 

 

委員長：花粉がうまく残っているというようなところが。 

 

辻委員：流れてしまうような地形ばかりです。 

 

委員長：そういう木のデータが実は御所野では得られていないのです。無理やり復元したとい

うのです。 

 

高田委員：根拠はちゃんとあります。大きくなったナラノキを今切ってみんな大体同じくした。

そして木を切ったりする実験などをやってみると、大体 15年とか 20年で木を切らないと大き

くなり過ぎるので、縄文の道具では大変なのです。だから 15年くらいのサイクルで山を動かし

ているのだということを、今これから表現しようかということです。これからその計画を、具

体的につくっていく予定なのです。つまり縄文の人たちが自分たちで手を加えて、その種類を

増やしたということも表現したい。それを何年スパンでそのように切っているかなど、そのよ

うなことも表現できればいいと思っているのです。残念ながらうちはそういういい資料がなか

なか見つからないのです。今もずっとお願いしてやっていますけれども、そういう意味でここ

のものはすごく恵まれていると思います。是非それを具体的にいろんなことをやって、それで

もって植生復元のようなことをやれば随一の遺跡になるのではないかという気がします。 

 

辻委員：御所野遺跡は炭化物になっている。植物資源利用の仕方というものはかなりデータが

あるのです。一方こういった遺跡でこのような空間構造といいますか、生態系の空間構造のよ

うなものが非常によくわかるところでちゃんとやってみると、層位的にこの植物資源利用の仕
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方のパターンが非常に似ていて、きっとこのようなものを創出していただろうと。今私が言っ

たようなことを関東の縄文中期から、中期、後期、晩期のところでいくつかやりつつあるので

すよ。よくわかっているところと、それからそこでわかっている植物資源利用のあり方と比較

してみるとものすごく似ているのです。そうすると逆にそういうものから、こうではなかった

だろうかと。そう言いながら１つの目標が立ってくるわけです。そうすると限られた資料から

でも、やはり土地利用のあり方というものを少し別の視点から、土壌学的なほうから検討して

みようとか、それで検証していくという方法はあると思うのです。いずれにしてもここの是川

というものはものすごく情報が多いところだから、ほかの遺跡から見ても典型的な重要なサン

プルになると思うのです。 

 

委員長：ついでに言うと、いま高田委員が少し言っていたどんな森を復元するかということは

これからの課題だし、それに当時の人たちはどう関わってきたかということも含めて復元して

いくのは一つなのです。もう一つ高田委員が言った中では、御所野では実験林のようなものを

つくって、どうやったら林がつくれるかということを学校教育などと連携しながら、ドングリ

を植えたりして、どんな林をつくるかということにも関与する。ただ林をつくるだけではなく

て、栗であったら栗も育て方があって、柱になる栗は萌芽更新といって、脇から出てくる木を

競わせると太く高くいくのです。放っておくとあれは実が取れるように横にいく性質の木なの

です。それを例えば三内丸山遺跡の柱、こんな太いものをつくっているでしょう。普通あんな

栗の木はとれるはずはないのです。そうなってくると、この木はどのように育てるかというこ

とまでちゃんとわかっていながら、育て方にも差を付けているのです。いろいろ森を管理して

どう流用するかという一連の行為があった。そのようなことを実験林の中でいろいろやってみ

ているのです。そこも重要。つまり森をつくって子どもたちの理解などどう活用するか。そう

いうことで活用に人が関われるという意味でも、森の復元は非常に大きいのです。そこから出

てきた素材でいろいろものづくりだとか、そんなことの体験もしていくなど、森を利用した体

験学習などに活用したい。是非活用の素材としても頭に入れて、森を復元していくということ

なのです。そこで実験する。 

 

辻委員：復元するということは、要するに縄文人を知るということなのです。生意気なことを

言いますけれども縄文人を知る、縄文人の生きざまを知るということになると思うのです。そ

うでなければこれをせっかく復元して、森をつくっても維持できないと思うのです。 

 

委員長：今まで縄文文化は狩猟採集漁労と言っていたでしょう。実は６割、７割は植物利用な

のです。日本はみんな木の文化でしょう。食べるものだって６割、７割はやはり植物質の食料

で、道具類も植物質のものでつくっているわけです。そういう意味では植物利用は大きいはず

なのです。それがこのごろものすごくそこにウェイトがあったということが明らかになったと

同時に、具体的に語れるようになった。このことは大いに強調していかないと。そういう意味

で辻委員が今言った縄文人の文化、行動を正しく復元するためには植物にしっかりスポットを
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当てていかなければいけないとも言えるのですよね。 

 

辻委員：そうですね。だからそこからいろいろ学び取ることができるかと思うのです。 

 

委員長：是非、低湿地植物利用、それをキーワードに森を復元し、それを活用するという、縄

文の暮らしを復元するようなことがきちっとプレゼンテーションし、活用できるような場所に

してほしいです。どうでしょうかね。そういう意味で馬場委員、非常にその辺期待しています。 

 

委員長：ほかによろしいですか。それでは次の今後の進め方です。 

 

事務局：まずはここで再度事務局から確認したい点があります。表を整理した結果、委員の皆

様のご発言にもあったように、一王寺はまだまだ調査を計画的に進める必要があるということ

です。やはり整備にあたっては中居から始めるのが一番期間も短く、着手できる可能性が高い

ということを今回事務局としては考えています。具体的な言い方だと整備は中居から始めるの

が順当ではないかと考えているところです。これに対してご意見をいただきたいと思います。 

 

委員長：とりあえずいろいろなデータもあるし、実態もよくわかっているので、中居からまず

手を付けていきたいといった計画のようです。何かご意見ありますか。 

 

辻委員：今おっしゃったことはどこに書いてあるのですか。 

 

事務局： 16ページの表でいつまでということで、一番短いのが中居だということです。 

 

委員長：中居が低湿地、低地のデータも多いし、あの周辺の森の復元から入ってくるというこ

とがテーマになってくるということですよね。 

 

高田委員：中居の調査は特に必要ないのですか。もう整備できるくらいに十分な情報はあるの

ですか。今の段階でも可能だということですか。 

 

事務局：はい。ほぼ主要な部分は発掘をして、内容も確認ができていますが、全体の整備にあ

たってはもう少し土の厚さを確認すべきところもあります。そういった追加の調査は必要かも

しれませんが、現状では今持っている情報で十分着手できるのではないかと考えます。 

 

高田委員：これは是川の整備全般でそうだと思うのですけれども、非常に面積が広いですよね。

すごく広い面積を、しかも長期で整備するということですよね。ここの場合は地点が別だから

全部やろうと思えばできるのです。晩期の集落もできるし、一王寺もできるし、堀田もそのま

ま復元できる。各時代のものをそれぞれ復元できる。植生のこととか、いろんなことを考えて



2017 年 2 月 15 日水曜日 

8/15 

も、実はそれも大変なことです。何よりも時間がすごく長いということ。それをどうやって進

めていくことがいいのか。例えば発掘をやったらそれは整備のために調査するのだということ

でどんどん情報を出して、そこの現場にも人を集めて見てもらう。それから今おっしゃったよ

うに、整備のほうで植栽などにもいろんな人を巻き込んでそこでやるなど、そういう全体の仕

掛けのようなものをこの基本計画の中でつくっていかないと、20年もするとここにいる人はほ

とんどいなくなってしまうかもしれないけれども、それが知らないうちにしぼんでしまう。だ

から是非、今の計画の段階で整備の過程そのものも是川では情報としてどんどん出すのだとか、

そのようなことをほかの分野と一体となって進めるという計画をきちんと今のうちにつくって

おいたほうがいいのではないかと思います。 

 

委員長：まず広くて時間がない。整備するときはどこかの面を切らなければいけないのです。

７千年前と５千年前のものを同時に復元することはできないし、層位的に重なっているわけだ

から、普通整備するときにはどこかのステージを決めなければいけないのです。そういうこと

で広く長いけれども、現実的に計画を立てておくべきだということですよね。 

 

高田委員：それから、いろんな人を巻き込めるようなシステムを作っていかないと、というこ

とです。 

 

委員長：活用で一般の人たちへどのように情報を発信するか。あるいはマスコミなどにもどう

情報を発信するかという、アウトプットのこともしっかり考えていきなさいということ。それ

が２番目ですか。遺跡の重要性を広く人にどう発信していくかということも、整備活用計画の

１つの大きな柱だということ。 

それにしても、もう１つ言ったのはものすごく長くて広いので、相当効率的にやらないと計

画を立てて、10年、20年ならまだしも、もっとかかるような計画になりがちなのです。そのあ

たりをきちっと整理しないとみんな死んでしまうと言ったのでしょう。自治体そのものがその

計画を覚えていられなくなるというか、そういう問題点は確かにありますね。 

 

辻委員：やはり最初にその方針を明確にしておかないと。 

 

委員長：それは基本構想なのでしょうけれども、よろしいですかね。問題提起として。 

 

 

(3)公開活用等の諸条件・(4)広域関連整備計画 

（事務局説明） 

泉山委員：一王寺遺跡の去年試掘したところ、あの辺に草などが生えていますけれども、それ

は今後どのように維持していくのか。例えばすぐそこにあるようにヤギや馬などに草を食べさ

せるとか、そのようになるのか。またはどのようになるのか。そのまま放っておいたら、樹木
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など生えてきたりしたらそれもまた大変だと思うのです。 

 

事務局：現在は年に２回草刈りをやっていて、樹木が生えないようには管理をしています。た

だヤギについては試験的に２年間ですが、長田沢の水田の跡地の草を食べてもらっています。

ヤギについてはいろいろな心配をなさっている方もいて、畑をやっている方についてはヤギが

畑のほうに来ては困るというお話もいただいております。一王寺にヤギは早いのかと考えてい

ます。現状では草刈りをして維持していくという状況になっています。 

 

泉山委員：もう１つは現在縄文学習館の一王寺遺跡側のほうです。あそこの敷地に個人の宅地

などがありますけれども、そういうところの発掘は今後どのように考えていくのかと思ってい

ます。 

 

事務局：別図の１をご覧いただきますと、赤い範囲の中に白抜きの部分が指定地外のエリアと

いうことで書いてあります。そういった土地については地権者の同意を得ながら、可能であれ

ば追加指定をしていく。なお史跡になっているが家の建っている場所については、これも地権

者の生活が最優先されますので、もし可能であれば発掘をさせていただきたいし、そういった

ことの話し合いを持ちながら進めていきたいと思っています。今すぐにということは、考えて

おりません。 

 

古戸委員：やはりこの縄文館が整備されてから、観光客が市内外の遠くからも来るようになっ

た。縄文館の中の展示物などを見学したついでといいますか、この周辺にある観音堂とか、そ

ういったところも案内してくれないかと地元に要請があったりしています。風張遺跡とか、そ

の辺で遺跡とは関係ないのですけれども、館跡があるとか、昨年の秋縄文館の館長に解説して

いただいて一日まわったのですけれども。やはり清水寺観音堂とか、この周辺の風張遺跡など、

いろんな見学通路的なものから含めて整備というか、そういった遊歩道を整備する必要がある

と思います。特に国宝が出たという風張遺跡というものは、ここから出たとか、本当に場所的

に発掘されたところが明確になっていれば。今は案内板が１つあるのですけれども、あとはど

こから本当に出たのか何もわからないということで、長生園の裏のほうから出たそうだという

くらいで、案内するときに見学者にもう少し具体的に説明できるような案内板なり何かがあれ

ば非常に助かると思います。ただそれが発掘されたところをわかっているのかどうかですね。

本当にここだということが 10メートル四方くらいで、この辺だということだといいのですけれ

ども、何もないようですので。 

 

事務局：現状では長生園という老人ホームが風張遺跡の上に建っております。合掌土偶が見つ

かった住居跡はおそらく盛り土がされていて、その下に保存されているのだろうと我々は考え

ているのです。何分その敷地の中ですので、ここですということも立ち入りができないところ

です。施設内ですので、現状ではそこまでご案内することは難しいと考えているところです。 
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古戸委員：それを何とかできないのかということです。地元の人間として、案内するときにも

う少し具体性があれば見学に来た人も満足して帰ると思うのです。 

 

泉山委員：今にして思えば、その遺跡が出た段階で長生園に別な場所に行ってもらえれば本当

はよかったと思うのです。そうもいかないでしょうね。だからそこまで考えないで長生園がで

きてしまったという感じです。 

 

事務局：いろいろな可能性を検討してみたいと思います。 

 

辻委員：そのことについては全然検討をされてこなかったのですか。長生園をどうかするなど、

言うまでもなくそれは大変なことだろうと思います。そうでないと今話があったように、あそ

こに全く入られないですよね。でもあそこに竪穴がいっぱいあったわけですよね。外から思い

浮かべているだけで、何か遺跡の整備をやっているということにならないのではないかという

気がするのです。 

 

委員長：社会教育課担当、せっかく来ておられるので。市内の史跡の対応、あるいはこの整備

と周辺の遺跡との連携とか、そんな辺りで何か答弁ありませんか。 

 

社会教育課：風張遺跡であったり、田向などもそうなのですけれども、発掘の途中でものすご

く重要なのだということを認識して、そこで工事のストップをかけられれば保存という方向に

行く場合もあるのでしょうけれども、最初から非常に調査が進んでいるだとか、道路がもう通

っていてある程度破壊が進んでいるという場合はなかなか保存という方向に動かない。風張遺

跡の場合も道路も通っていたし、長生園もできたということがあって、少し保存の方向には行

かなかった。 

周辺文化財との連携というところでは、古戸委員などが一生懸命やられて、パンフレットを

つくったり、去年くらいからツアーみたいな形でトーチカなども含めて、縄文に限らず是川地

区という形でご案内されている。その参加者も非常に多いということで、将来的には是川遺跡

というものを整備しつつ、それがツアーの目玉のような形で核として是川を起点に、そこから

また別なところも見るというようになっていけばいいのかと思っております。 

 

古戸委員：私は振興会の立場で募集をして、はっきり言えば是川だけではなくて、南郷のほう

まで足を延ばしたり、そういったことも実際にやっています。まず第一に地元の是川をもう少

し見学しやすいように、我々でも少し説明ができるような体制に。長生園のところでも、車は

入らなくてもいいから、１メートルくらいの通路でもあって、この辺から出たのですというと

ころまで見学する人は見たいというか、知りたいと思うのです。ただこの裏だそうですくらい

で、あそこを通過するのです。館跡では堀の跡を見られたり、そういったものがちゃんとして
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います。完全に潰していませんので、もう少し地元を固めてもらえれば助かると思います。 

 

委員長：基本構想を立てるときはそういうことも書かなければいけないのではないですか。 

 

高田委員：大雑把にですけれども、連携とか、そのようなことです。ほかの文化財との連携や

学校教育との連携。 

 

委員長：他の観光施設ということも項目に入ったりすることもあるのです。そのあたりは県か

らみてどうですか。 

 

県文化財保護課：大体入っています。 

 

委員長：これは本当にハードの整備に特化しすぎているかもしれないですね、この構想は。そ

うではなくて、いろいろ周辺の文化財との連携だとか、あるいはどう活用を進めていくか。今

まではこんな活用だとか、こんな活用が期待されるとか、こんな活用をしてきたグループもあ

ったのだという、その辺の今までの実績と将来展望のようなことを項目立てしていったほうが

いい。その中でこの整備を位置付けていく。 

 もう１つはものすごく広い遺跡なので、とりあえず中居をやるのはいいけれども、その間ほ

かのところにどういざなっていくか。いま古戸委員が言われたみたいに、あの中全体を案内し

てほしいという人たちだっているわけです。それを整備ができない間ずっと先だがら、それま

で放っておくというわけにはいかない。草刈ということもありますよね。草を刈って行けるく

らいにはしておく。それから公有化はしたのですよね。 

 

事務局：現在も進行しています。 

 

委員長：そうだとすれば、そこの維持管理のことも整備として考え、もう少し幅広の計画が構

想されなければいけない。 

 

高田委員：私がさっき言いたかったのはそこなのです。結局長いですから、全部できてから全

部オープンするというのではなく、ここの場合は特徴としても動きながら案内をしたり、活用

もしたりしながら整備を進める。その活用の１つとして、例えば周りの草を刈ったり、そうい

うこともある。あとは発掘調査があったら、発掘調査も活用の１つとして調査してそれを公開

していく。そのように何か動いているようなことを全体としてやらないと、先に行って尻切れ

トンボみたいな形になってしまうのではないかという感じがするのです。今おっしゃったよう

に、周りと一緒に活用したりすることを整備の中の１つみたいなことでやられたほうがいいと

いう気がいたしました。 
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事務局：今ご意見いただいたことにつきましては、整備計画の中でこれまでの実績等を、現状

と課題という第３章の中身でもありますので、現状と課題を（４）のほうでもう少し丁寧に整

理をして、第５章のほうで導線の計画とか（12）の有機的な整備活用に関する計画等とござい

ます。次回以降そういった計画についても触れてまいりたいと考えております。 

 

 

(4)基本理念と基本方針・(5)全体計画と地区区分 

（事務局説明） 

泉山委員：縄文の沢ということで書いてありますけれども、湿地に向かうところで大分前には

水が流れていたんですよね。それが道路と縄文学習館境目のところに現在垣根が植えてあるの

ですけれども、それで水際の水が少し流れていて水溜があったのです。それがなくなってしま

っているのですけれども、あの辺は以前水が流れていたのです。その辺が水脈が流れてきてい

る方向ではないかと思うのです。ちゃんと水をためるところがあって、確か以前は向かい側の

人たちが利用していたような気がします。敷地内にかかっているかもしれないです。ちょうど

道路と今ある垣根の木が植えてあるところ、その辺にかかっているかもしれないです。 

 

委員長：水環境があるからああいった遺物が残っているわけです。発掘したし、現代の水みち

なども少し心配ですよね。そういう点で将来に向けて、あそこの保全に手当てしなくていいの

かということが問題としてある。例えば三内丸山なども北の谷のところの水位調査などをした。 

 

辻委員：だから水位調査をずっと継続してやっています。 

 

委員長：本当かどうかはともかく、そういうことをちゃんと見て、保全には努めている。これ

は１つ、低湿地の課題かもしれないです。 

 逆に言うと、このように湿ったところをきちんと残して、保存活用しているところはあまり

ないですよね。三内丸山くらいしか思いつかない。ほかにありますか。少なくても史跡の中に

低湿地を組み込んで、残していくということを手当てしなければいけない状況にある遺跡。今

全国で代表的な低湿地遺跡、縄文の遺跡は 200くらいしかないのです。 

 

辻委員：低湿地という環境を守るのはものすごく難しいですよね。三内丸山も私は気になって

いるのですけれども、１度トレンチを入れてしまうと、あとでいくら水位を維持してもその下

にあるものに圧力がかかっていたものが解放されてしまうわけです。そうすると木製品などあ

っても、どんどんだめになっていく。要するにトレンチを入れてしまったら、もう水圧が解放

されてしまって、どんどん水が出ていく。水位の維持だとか、そういうものではすまなくなっ

ていく。そのままの状態で展示、あるいは活用していくということは本当に難しいと思うので

す。そういう技術的な問題もあってなかなか。だから三内丸山も保存活用という形にはまだな

っていなくて、地下水位だけは維持していくという形ですから大変難しい。 
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委員長：少し深刻な問題が出てしまいました。モニタリングしていくのは現状で、積極的に対

処しているところは多分ないですよね。少し先例も含めて保存処理、あるいは更にそういった

低湿地を活用するということを課題にしておきます。 

 

泉山委員：それと山林は低湿地の水源となっているため、杉、松の整理にあたっては保水性の

高い土壌を形成する樹木へ段階的に更新するとあります。それは具体的にどのようにやってい

くのかということは今わかりますか。 

 

事務局：まだ具体的に何年後ということは考えていない状況です。 

 

泉山委員：山林は個人の所有ですから、それも含めて、今でなくても考えていってもらいたい

と思います。 

 

事務局：はい。ここは公有化の予定地に入っていますので、しっかり保全したいと考えていま

す。 

 

委員長：ではほかに意見はありますか。県文化財保護課、今までのことも含めて何かご指導あ

りますか。 

 

県文化財保護課：植生の更新というものはたびたび大変だという話をほうぼうから伺います。

今後時間をかけてやり方など、体制も含めて検討していただく必要があるかと思います。 

 

委員長：今まであまり実績がないのです。だから本当に新しい事業というくらいに考えていか

ないといけない。 

 

辻委員：そうですね。御所野でやられている取り組みなどを大いに参考にして、生かしていく。

さっきから何度も出ていますけれども、三内丸山遺跡というものは規模が大きいということも

ありますけれども、植生などの復元あるいは維持などがあります。それがほとんどやられてい

ません。あれだけいろいろ国の植栽実験も行われている。私が担当していたので、いろんな形

で実験をやっているのですけれども、それが実際今の活用面でほとんど生かされていない。だ

から停滞しています。あのくらいの遺跡でもそういう状態なので、やはりこれからの方針とい

うものを、今の段階でちゃんと確認しておいたほうがいいのではないかと思います。 

 

委員長：話を変えて、妻木晩田などもやっているのでしょう。 

 

辻委員：妻木晩田もやっています。あそこは弥生時代なのですけれども、地元の方々が非常に
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熱心で、ガイドをされたり、観察会をやったり、あるいは自分たちがこういう弥生の森をつく

るということをやっておられます。あそこはかなり成功しているところではないかと思います。 

 

委員長：御所野でもやっておられますけれども、市民参加、学校参加の森づくりというものも

あるのですよね。全国的にはドングリを植えたりなど、あることはあるのです。 

 

辻委員：そうですね。だからそれが体験学習などではなくて、やはりさっきも言いましたよう

に、縄文人の生き様というものを学ぶというか、そこへ持っていかないと。だから少し体験を

やって、それだと１回限りで終わってしまうとケースがほとんどですが、そうではない。 

 

委員長：私たちは森とどう関わってきたかという歴史、あるいは生活文化といったものでしっ

かり参加してもらって、共に考えて理解してもらうということのために森をつくっていく。そ

してまたその森の利用をしていく。その利用は体験学習の中の素材取りをする。あるいは、私

の場合できるだけ食べられる草、木を植えて、それを食べ見る。縄文料理をやるとか、生活に

つながっていく活用をしていかないと、本当の文化の復元ではないのです。そういう意味では

いろいろ試みをしていかないといけない。高田委員のとこでもやっていますよね。 

 

高田委員：それもあとからなのです。もう 15年経ちましたけれども、やはり最初はそれまで

の整備の手法と同じで、縄文に関係する木にお金をかけて大きい木を植えてやってきたのです。

その木がどんどん大きくなり過ぎて、そろそろ切らなければいけなくなった。むしろそのあと

です。子どもたちが森に行って、ドングリの実を自分たちで拾って、それをポットに入れて学

校に持っていくのです。学校に持っていって、２、３年したらそれを今度は学校の近くのどこ

かに植えて、それをこの間御所野に持ってきて、100本くらいをその学校の子どもたちが植え

たのです。つまり上級生の子どもたちが植えたものを引き継いで、次の人たちが植えるという

ことをやるとつながっていく。特に是川もそういうことで、一気に整備するというよりは、気

長にやったほうがいい。一方で発掘もし、情報も入れるというほうがいいような気がします。

今は子どもたちが植えたナラノキも２メートルくらいに結構大きくなった。意外と栗などもす

ぐ大きくなりますよね。そういうものは目に見えて変わっていく。そうすると来たお客さんに

も、実はこれは子どもたちがこのような形で植えたものですが、その子どもたちは今高校生に

なっていますとか、今度はそういうガイドもできる。是非人が関わるような仕組みをどんどん

つくられたほうがいいという気がします。 

 

委員長：今森のことが話題になりましたけれども、例えば家をつくるときも、縄文人は自分た

ちでつくっていた。そういうことも含めて、家をつくるようなことをみんなでやってみる。も

ちろん大工さんとか専門家の指導は必要なのですけれども。ハードの整備を考えたときにすぐ、

言ってみればどこかの専門業者が竪穴を１棟いくらかけてという話にすぐいってしまう。そう

ではなくて、御所野などかなり安くできた。違いましたか。 
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高田委員：やはり専門業者ではないですよね。竪穴住居をつくる専門ではない業者、建築会社

の人が建てるから、きちんとしたものにはならないのです。だから自分たちでやったほうがず

っといいです。 

 

委員長：整備業者などに委託してやると、コストがものすごくかかる。材料集めなどが非常に

難しい。その材料などは本来縄文人であれば周りの栗林から栗の木を持ってくる。ほとんどの

建築材は栗なのです。そうなってくると栗の林といろいろなものが循環して安くできる。それ

をつくること自体が体験になる。 

 

高田委員：ここは前、学習館で、小林前館長が復元竪穴建物を建てたりしていました。 

 

事務局：３年前に 20年経って、やはり家が傾いてきたので、地元の愛護会の皆さんに建て直

してもらったということがありました。 

 

委員長：是非今度建てるときは土屋根で。 

 

高田委員：そうですよね。 

 

委員長：はい。そういうことですが、よろしいでしょうか。 

 

 

②その他 

今後の進め方について 

（事務局説明）質疑なし 

 

（以上） 


