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平成 29 年度第１回是川縄文館運営協議会会議録  

 

日   時  平成 29 年６月 21 日（水）  午後１時 30 分～３時 00 分  

場   所  八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館研修室  

出席委員  ７名  

岡村道雄会長  石川宏之副会長  高田和德委員  福田友之委員   

山下治子委員  吉田晃委員  木津正博委員   

事  務  局  

 伊藤教育長  吉田教育部長  橋本教育部次長兼教育総務課長  

 古舘館長  清川副館長  小保内参事  小久保主幹  金澤主査  熊野主査  横山主査  

 市川主査  馬場主事  

 

案件   

（１）平成 28 年度事業報告について  

（２）平成 29 年度事業概要について  

（３）その他  

 

（１）平成 28 年度事業報告について  

岡村会長：  何かご質問等ありますか。  

山下委員：  俳句大会というものが気になったのですけれども、これはいつごろある

のですか。  

事  務  局：  昨年が第１回目です。私どもで持っている事業で是川縄文の里というこ

とでやっています。これは八戸の大きな特徴だと思っております。  

八戸市の俳句会の方がたは、八戸は俳句のまちだと言っていますので、

２つの八戸がぶつかれば丁度いいものが生まれるのではないか、是川は面

白い場所だから是非やってみたいということでした。当初予定したときは

一般の方しか考えていなかったのですが、昨年度は児童生徒の応募が多か

ったので、今年は児童生徒と一般に分けた形で、できるだけ一般の方につ

いては１年の内の季節を固定しないで進めて、子どもたちについては他に

も大会があるので、今年度の実施時期は現在打合わせ中です。  

岡村会長：  学校教育が俳句を進めているということなのですか。  

事  務  局：  俳句について八戸は江戸の頃から、非常に俳句の文化が定着しているの

です。ただ、小中学生が年間俳句に応募できるものは２回春と冬で、秋が

なかったのです。是川は、柿の里なのです。俳句という観点から見ると、

秋は季語からいろんな俳句の題材となる情景があるのです。今年も２回目

として秋をターゲットに９月ころから募集をして、10 月か 11 月ごろには表

彰ができるようにしようということで最終の日時は今検討中です。  

 まず、子どもたちは俳句を詠むために、やはり現地に足を運ばないと、

なかなか詠めないものですから、小学生や中学生、高校生にここへ足を運

んでもらいたいと考えています。丁度夏の辺りが夏休みで、秋は遠足のシ

ーズンですので、秋の俳句大会として位置付け、四季折々の歌を子どもた
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ちが詠めるようにしようということです。昨年の１回目は、非常に応募者

が多くて、それだけ是川に関心があるのだということが分かりました。逆

に言うと、なぜ是川が今まで俳句の題材としてなかったのだろうと、不思

議なくらい俳句には相応しい場所なのです。  

岡村会長：  最近史跡でそういう機会が持たれるということをときどき聞くのですけ

れども、小学生などが個々にそういうことをやろうということももちろん

あるのだと思いますが、学校教育の一環としてそういうものがちゃんと組

み込まれるようになったのですか。それとも個々の自由参加なのですか。  

木津委員：  基本的には自由参加ですね。授業では普通に俳句等の勉強をする学年は

あるのですけれども、やはり夏休みの宿題になります。  

岡村会長：  宿題として出すためにするわけですか。  

木津委員：  そうですね。  

岡村会長：  大会のため等という動機付けが、学校教育の一環として行なわれている

からなのか、それとも遺跡で俳句を読んだりするのが１つのトレンドとな

っていて、そういうことをやりたいという子どもたちの潜在的な意思があ

るのかということが、私としては関心なのです。もっと全国の史跡等でも

そういうことが行われていけばいいし、システム化できればなおいい。遺

跡を知ってもらって、そこに立ってもらうということがやはり初動として

は非常に大事なのです。そういう点ではどうなのですか。学校教育ではな

いのですね。  

木津委員：  そうですね。今までの作文のコンクールのようなものと同じような括り

に入ると思います。  

岡村会長：  それは学校の中でもっとシステム化できないですか。国語の授業の一環

として等。  

事  務  局：  去年の応募状況から見ていくと、ある程度学校ごとにまとまった形での

応募があります。やはりそこには国語を指導している先生等の指導があっ

てのことと受け止めています。  

石川委員：  是川時空探検隊は実験的な試みで、はっちと連携してアートレジデンス

とアーティストを呼んでイベントを行い、直接考古の歴史に関心がない人

が足を運ぶきっかけを作ったと思います。イベントに参加するということ

が、潜在的なリピーター等を増やす１つの手段としてすごく効果的なので

はないかと、すごく評価しています。毎年とは言わないまでも、演劇が盛

んな八戸の文化とか、俳句の文化とか、そういったものを折衷的にイベン

ト化して、普段足を運ばない人たちが足を運ぶきっかけになるといいです

ね。この場合、特に屋外ということがいいと改めて思ったので、本道とは

少し違うかもしれないけれども、はっちなどいろんなところとタイアップ

してやられるのもいいかと思います。今後の予定はあるのでしょうか。  

事  務  局：   今後は、八戸工業大学と八戸短期大学の学生方、先生が今年の縄文まつ

りに参加する予定があります。これは、今までなかった形での動きになり

ますので、１つこれから具体化するところです。様々な分野の方、外部の

方とつながっていくということが市民に対する縄文をＰＲしていく形の中
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ではとても重要なことだと考えています。  

石川委員：  今後とも是非期待しています。  

木津委員：  今年は、小学校の利用を増やすチャンスだと思っています。理由は、給

食用食器にいのるんがプリントされているということです。このおかげで、

子どもたちはいのるんを皆知っています。うちの子どもたちもみんな知っ

ています。毎日見ていますので。  

岡村会長：  それまでは知らなかったのですか。  

木津委員：  知らない子もいたと思います。この４月からとてもこの子どもたちにと

っていのるんが身近な存在なっています。いのるんの元となっている本物

の合掌土偶を見に行こうというＰＲをする絶好のチャンスだと思います。

各学校へのＰＲのポイントは、やはり、いのるんのモデル、合掌土偶を見

に行こうというＰＲです。見学に来た子どもたちには合掌土偶は国宝に指

定されているということを教え、また世界の宝にもなるかもしれないとい

うことを付け加えます。そのことによって国宝があるふるさと八戸に愛着

と誇りを持つ子どもを育てることができると考えています。  

      小学校の利用を増やす具体的な策として３つ提案します。１つ目は、合

掌土偶をメインにした見学体験プログラムの開発と宣伝です。見学は、国

宝の合掌土偶の素晴らしさについて分かりやすく説明する時間、合掌土偶

にかける時間を多く取ることを提案します。今、素晴らしい履歴書が手元

にあるのですが、これは分かりやすいと思いました。志望の動機、特技、

得意学科の辺りの文章などは小学生になるほどと、子どもたちが喜ぶよう

な表現になっていて、ここも使えると思いました。小学生はどうしても説

明だけだとうまく理解が進まないので、やはり体験も必要だと思います。

体験については合掌土偶の顔だけ粘土でつくってみる。全体をつくる作業

は２時間とか、結構時間がかかるのですよね。だからその説明と見学、体

験とセットになったときに、体験にあまり時間がかからないようにすると

いう配慮もあるといい。今のものにも来館記念スタンプというものはあり

ますか。  

事  務  局：  はい、あります。  

木津委員：  ではよかったです。小学生はスタンプ大好きなので。  

次に、提案の２つ目ですが、ホームページに小学生向けのページをつく

るということを提案させていただきたいと思います。これは、個人での見

学、体験を増やすためです。せっかく子どもたちはいのるんを知っていま

すので、いのるんが各種イベントとか、土曜日の体験教室などを案内する

という感じで、いのるんに紹介させるようなページにしていただければと

思います。実はこっそり三内丸山を見てきたのですけれども、三内丸山に

はさんまるくんというキャラクターが小学生向けのページでいろいろわか

りやすく紹介しているものがあるので、そういうものも参考になるのかと

思います。  

      最後に、３つ目なのですけれども、これは学校からの見学を待つという

のではなくて、縄文館から学校を訪問するという逆方向の提案で、出前授
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業の実施ということです。学芸員の方が各学校から希望を募って、希望す

る学校に直接出向いて授業や体験学習などを行うというものです。学校と

してはバス代もかからない、縄文館も市街地から遠いという短所を克服で

きる方法の１つかと思います。例えば、説明 30 分、体験 30 分くらいの時

間で、説明はやはり合掌土偶を中心とした土偶とか土器とか、ここで出土

したものを見せて遺跡について説明します。合掌土偶は、レプリカか何か

になると思うので、本物は縄文館にあるから是非見に行ってくださいとい

うようにＰＲするのがいいと思います。できれば、給食用の食器の絵柄に

使われている器、これがその模様になっているのだということも、もし持

出せるのであれば是非子どもたちに直接見せて説明していただけるとより

一層関心が高まると思います。体験も時間が 30 分と短い時間でやれるもの

となってくるので限りがあると思うのですけれども、縄文の衣食住とか、

狩りに関するような疑似体験できるものをやっていただけるといいのかと

考えました。以上、小学校の利用を増やすための提案でした。  

事  務  局： 出前授業などはこれまでもありますけれども、やはりこれまでのものは、

どちらかというと受け身でしたので、指導する側の体制をどうするかの部

分も含めて考えた上で、可能なものについては回数を増やしていければと

思っています。  

岡村会長：  実際出前授業などはもう実施はしておられるわけですよね。  

事  務  局：  そうです。  

岡村会長：  今木津委員からお話があったようなところまでは普及していないという

か、こっちからはなかなか行けないということですか。  

事  務  局：  依頼があって出向くことは行っていますが、回数を増やすためには、シ

ステム化して、どういうものができますという形のものがこちらからも出

せなければいけないかと思っています。  

      今の先生のお話はおそらく学校の授業時間とか、そういうものを想定さ

れてのお話だと思いますので、それらも含めて用意しなければいけないと

思います。  

岡村会長：  出前授業というものは相当前からやられて、いろいろ問題があって、な

かなか今言ったようにまでは難しいという辺りを、特に専門の人たちは感

じながらの現状のような気がするのですが、実際出前授業をする側から、

その辺はどうですか。  

事  務  局：  依頼があった学校は年報に実績が書いてありますが、確かに特定のもの

に絞ったプログラムは持っておりませんので、時間内で収まるようなプロ

グラムづくりから検討してみたいと思います。  

 

（２）平成 29 年度事業概要について  

岡村会長：  何かご意見、アドバイスはありませんか。  

高田委員：  埋蔵文化財のことで少しお聞きしたいのですけれども、発掘の件数も多

いし、報告書の数も半端ではないような気がします。よくこんなにやって

いると思います。大変だと思うのですけれども、実情はどうなのですか。  
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事  務  局：  ４月早々から報告書作成をやっている状況なので、今年度予期せぬ調査

が増えない限りはやっていけると考えています。  

高田委員：  企画展等も同時にやっていますよね。今年はあまり学芸員の方が直接関

わるものが例年よりは少ないような気がするのだけれども、例えば、現場

を調査してある時期になったら企画展のほうに入るとか、あるいは整備を

担当している人がある時期になったら企画展のほうにも行くとか、そうい

う形でやっているのですか。それとも全体を大きく組織を分けて、企画展

はそのグループというような形でやっているのですか。  

事  務  局：  兼ね合わせて、掘りｄａｙはちのへ展はやはり埋蔵文化財の発掘担当の

学芸員がやります。列島展につきましては、史跡の担当ですが、当然特別

展示の準備を分担しながらやっています。  

岡村会長：  一応組織としては分かれていて、埋蔵は埋蔵、史跡は史跡、それを今分

かれている中で融通し合いながらやっていますということですね。  

事  務  局：  はい。  

吉田委員：  給食用の食器はいいなという感じがします。小さい子どもさんたちに教

育するにはいいアイディアなのだろうと思っております。さまざま先生か

らもご提案がありましたけれども、つくったときには話題なるのですけれ

ども、それが当たり前になってくると食器の模様なのでいつの間にか普通

になってしまうということがあると思うのです。折に触れ年に何回かでも

先生方などにお願いして、特に新しく入った１年生にどの程度分かっても

らえるか分からないですけれども、２年生、３年生になったら必ず１回そ

ういうお話をしてもらうということも必要なのかと感じました。  

      予算もあるでしょうが、売ってもいいのではないかという気はしました。

身近ということは一番大事なアプローチの仕方なのかという気がしまして、

児童生徒だけでなくて、ご家庭にもあれば非常にいいのではないかという

気が少ししました。  

      それから、中高生の取り組みで特別展の高校生スタッフというのは決ま

っているのでしょうか。  

事  務  局：  「発掘された日本列島」高校生現地ガイドということで今予定をしてお

りまして、八戸工業大学第二高等学校の生徒に声をかけて、現在説明会ま

で終わった状況です。今週の水曜日が申し込みの締め切りとなっています

ので、そこで参加者の人数が決まるような状況となっています。説明会に

は約 140 名の生徒が興味関心を持って集まっていただきましたので、なる

べく多くの方に特別展を通じて埋蔵文化財や是川縄文館について関心を持

ってもらって、我々と一緒にいつか仕事ができるようにといった思いもあ

りまして声をかけたということもあります。現地ガイドをやって興味を持

ってほしいということで進めているところです。  

吉田委員：  若い人に対し、一緒に取り組みをしてもらう体制とか、アピールをでき

ればいいのだろうと思います。今年これから世界遺産に向けて結果が出ま

すよね。  

事  務  局：  はい、７月下旬です。  
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吉田委員：  出るでしょうし、館長のお話で 2020 年の東京オリンピックの年が是川

100 年になるというお話ですので、どんどん盛り上げていける期間なのだと

思います。アピールはどんどんやっていけるのではないかと思っておりま

す。  

事  務  局：  食器の販売について、４月に実際の食器を見て、これは是非縄文館で売

りたいということで準備を進めました。多くの方々にご支持いただいてい

たのですが、最近になって致命的な弱点が見つかりました。給食用の食器

というものは熱とか圧力には強いのですが、電子レンジが使えない。電子

レンジで使えないということは、やはりご家庭にはお勧めできないという

ことになりました。それに代わる材料があって、予算面等で折合えばレプ

リカとしては考えたいと思っていますが、同じものについては使えないと

いうことが判明いたしました。  

岡村会長：  単価はどれくらいですか。  

事  務  局：  単価が１個につき 1,000 円程です。  

岡村会長：  それは高いですね。  

高田委員：  子どもさん全員分だから大量につくるわけでしょう。  

事  務  局：  普段我々が使っている食器とかなり耐久性が違うものになっています。  

高田委員：  元々給食用は高いのですか。  

事  務  局：  はい、高いです。  

石川委員：  電子レンジ用にするとまた少し素材が違ってくるのですか。  

事  務  局：  電子レンジに使える素材で、同じような大きさ、形、お値段が揃うもの

というものは、なかなかハードルが高くなっています。  

山下委員：  モチーフにして、陶器に絵柄を付けることはできるかと思います。  

事  務  局：  値段的な折合いを検討中です。  

岡村会長：  検討してください。なかなか難しいですね。  

石川委員：  文化庁の巡回展への取組みは素晴らしいということを改めて評価したい

と思います。展示計画案は、全部１からオリジナルで特別展をやるという

よりは、こういう巡回展をいかに他のものと合わせて年１回できれば、そ

ういった戦略の方がある意味いいのかということを改めて思いました。  

      北海道・北東北の縄文遺跡群とか、いろいろ案が出てくると思うのです

けれども、今後この基本構想、基本計画のときに、やはり一番初めにあっ

たジャパンロードというのですか、アジアとの関りの中の漆の文化という

ところの戦略を出していくような特別展をしていった方がいいのではない

か。それはなぜかというと、もし世界遺産になった場合、中国とか台湾と

か、アジアから来た人たちに自分たちはこういうところと関わりがあって、

つながりがあるのだという常設展示の方針も合わせて、企画展が蓄積され

てくるといい。英語表記と中国語、台湾語といったものを、今後開館 10 年

目の展示更新に生かせるようなものを特別展でストックしていく戦略をし

ていく。ここの館だけでやはり難しい場合は実績のある東大とか、外部の

大学研究など、そういう調査ができるようなところをまた新たに探して、

戦略的に研究とそれを反映した特別展をやっていくべきで、基本構想、基
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本計画の部分にそのようなことが掲げられているといいのではないかと思

ったのです。今後そのことに関して何かご意見というか、方向性というも

のがもしあれば教えていただきたい。  

事  務  局：  東京大学との共同研究が今回で一応締め括りになりまして、今年度は次

の共同研究をする相手を今探しているところですので、そういったものを

踏まえてこの展示計画も変更されていきます。当然八戸、是川のことを題

材に共同研究を進める予定ですので、常設展示にもそういった成果が生か

せるようにということで考えてはおります。  

      そういった状況の中、現段階で決まっているものを一応お示しするとい

うことです。委員の皆様から、ファッションであるとか、イヤリングとか、

そういったお話もいただいておりますので、委員の皆様の意見を伺う場を

改めて設けまして、展示計画等も考えてまいりたいと思っております。  

福田委員：  今の給食用の食器に縄文のものを使おうということは非常に面白く、い

いアイディアだと思って見ていたのです。本当に細かいことですが、実は

この仕切り皿の模様なのですけれども、この中にＸ字文というものがあり

ますね。これはこれだとまずいのですよね。直線が２つではないのです。

この紋様を見ても分かると思いますけれども、筆記体の X なのです。筆記

体にしないとイメージとしてはこの紋様が伝わらない。筆記体の X 字文な

のです。  

それから三叉文なのだけれども、これはあまりにも三叉文に見えない。

三叉文を使ったということを書かない方がいいのではないか。大分アレン

ジしていますね。明らかにこの仕切り皿等は筆記体に戻していただきたい

と思います。生徒に説明するときに筆記体の X に見えるということを説明

していただきたい。  

岡村会長：  当時 X という字が存在していた訳ではないですからね。 X という字を知

っていてそういうものを書いているように誤解を受けるおそれがあります

ね。  

福田委員：  それからこの講座の中で縄文の布を編む講座とありますが、これは学芸

員が教えているのですか。  

事  務  局：  当館の学芸員と縄文是川ボランティアです。  

福田委員：  うまくできているのですか。  

事  務  局：  布を編む講座につきましては１日かけて実施するもので、午前中にカラ

ムシを採っておいて、それでひもをつくる。そして、午後からはつくった

ひもでコースターの大きさくらいの布を編んでいくということで、大体夕

方３時くらいにはお客様が終えられています。  

福田委員：  放送大学の面接授業というものはどういうことなのでしょうか。  

事  務  局：  放送大学では通常放送形式で受講されるのですが、直接講師と生徒が向

き合って行う授業のことを面接授業と呼んでおられます。八戸にもいくつ

かサテライトの教室があるのですけれども、そうではなくてこの館を教室

として授業を集中講義という形で２日間行うという予定になっております。

これまでも青森県の文化財保護課の職員の方が講師を務められていること
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がありまして、八戸市にもお話があったということで受けたということで

す。  

福田委員：  これは私たちがその状況を見ることはできないわけですね。  

事  務  局：  はい、テレビ等の放送はないです。これ自体はシラバスが発刊されて、

放送大学の受講生の方が単位取得のために受講申し込みをされて実施する。

最大で 30 人の受講定員となっているということです。  

福田委員：  この講師はどなたですか。  

事  務  局：  当館の学芸員２人です。  

山下委員：  授業の科目は何になるのですか。  

事  務  局：  これは全体の基礎科目の中の１つに含まれる形になります。講義の内容

としてはこの是川遺跡のこれまでの調査研究の成果を活用しながら、考古

学の研究の方法や是川遺跡からわかった縄文人の暮らし文化、そしてまた

ものづくり、土器づくり等の体験学習も含めながら講義を進めていきたい

と考えています。  

福田委員：  指定品の修復と保存台作成について、この保存台というものは最近の地

震対策である免震装置なども付いているものなのですか。  

事  務  局：  そういったものではなく、収蔵庫の棚から落ちないようにおもりを入れ

た台座を現在のところ考えております。  

福田委員：  そうですか。  

事  務  局：  ものに合わせてシリコンでかなり密着性が高く、しかも揺れに強い台座

を修理と同時につくるということです。  

福田委員：  今展示している漆製品や国宝等の展示台には全部免震装置が付いている

のですよね。  

事  務  局：  国宝につきましては免震のケースになっておりまして、そのほか重要な

ものについてはテグス等で固定をしている状況です。  

福田委員：  免震装置を付けるにはお金がかかりますからね。はい、分かりました。  

山下委員：  八戸工業大学第二高等学校との連携で説明会に 140 人も来てくれたとい

うことは、これは授業か何かの単位になるとか、そういうものがあるので

すか。それとも本当に興味があって来てくれたのですか。工業大学と言う

と普通科とはまた違うのでどうしてかお聞きしたいです。  

あとはどんな内訳だったのか、１年生なのか、３年生なのかということ

をお聞きしたいです。  

事  務  局：  高校生スタッフの取り組みにつきましては、学校教育の単位とは関わり

がないものです。単位とは連動していないものです。ただ、八戸工業大学

第二高等学校はここ数年ほどボランティア活動というものに非常に積極的

に取り組まれておりまして、その中でボランティア活動の中にも例えば蕪

島でのお客様の案内ですとか、そういった解説等も含めてさまざまな分野

のボランティア活動に 100 人を超すような学生の中でエントリーして進め

ておられるようです。それから、今回の特別スタッフに現在エントリーし

てくださっている学生の方は１年生から３年生まで、各学年の方が含まれ

ているところです。  
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また、八戸工業大学第二高等学校は普通科になります。工業大学の第二

高等学校でメインが普通科で、他は美術科があります。  

山下委員：  私立なのですか。  

事  務  局：  私立です。元々ボランティア活動に非常に熱心な学校です。  

高田委員：  それは実際のガイドもするわけですか。  

事  務  局：  はい。  

福田委員：  100 人も研修しているのですか。  

事  務  局：  １人でずっとツアーをする格好ではなくて、場所毎に担当を持ってもら

ってリレー方式でガイドをしてもらうということで、１日に何人も来ても

らってリレー方式でガイドをしてもらおうということで、たくさん参加し

てほしいと呼び掛けをしています。今のところ、募集説明会には、ご関心

を持たれた学生が 140 人ということで、これから正式にその 140 人の中か

らエントリーして、実態としての数字が出てくるという状況です。  

岡村会長：  これはそもそも中核の展示をつくっている、発掘された日本列島展がそ

ういうやり方をしているのですよ。対象が、大学生から高校生になったと

いうことで、私は大変いいと思って今日聞いていたのです。多分全国では

そこまでやっているところはないと思います。  

事  務  局：  先日初回巡回先の江戸東京博物館で、各巡回先の機関が報告しています

けれども、この発掘された日本列島展の中では高校生のボランティアに参

加してもらうのは初めての取り組みだということで、非常に関心を持たれ

ていました。  

岡村会長： 今年 22 年目なのです。でも初めての試みなので、大変いい試みだと私も

思いました。  

山下委員：  土偶の履歴書がすごく面白いと思うのですけれども、どなたが発案をさ

れたのでしょうか。  

事  務  局： それは国宝展示室の前に履歴書そのものを展示してあります。以前から、

来館者からこれを持って帰れたらいいのにという意見はいくつかありまし

た。  

岡村会長：  是非得意科目の中にお産というものを入れてほしい。何でこんなことを

言うかというと、合掌土偶というネーミングがもう定着してしまったので

しょうがないのですけれども、あれでは合掌で祈るのではなくて、土偶の

１つの大きな機能の中では安産ということが絶対あると思うのです。あれ

は合掌ではないです。それに関して、是川時空探検祭で演劇をしたのは今

年初めてですか。  

事  務  局：  昨年度の事業です。  

岡村会長：  昨年度初めてですかね。  

事  務  局：  はい。  

岡村会長：  土偶のかなりの部分何かしらの入れ墨をしています。土偶は成人式とし

て入れ墨するのですよ。こういう入れ墨の儀式があるのです。それが縄文

の土偶にちゃんと書いてあるので、できればそういうことも少し伝えなが

ら、よりリアルな伝え方をしてほしいと思います。  
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石川委員：  フェイスペインティングは、単なるデザインではなく、本当に土偶から

見た学術的なものを背景にしてのフェイスペインティングというところを

やるとまさにここでやる意味がある。  

岡村会長：  フェイスペインティングは単なる入れ墨ではなくて、その痛みに耐えて

やっと成人して結婚できてお産ができるということなので、単なるペイン

ティングではないのですよ。これも私の解釈ですけれども、皆さんも土偶

に入れ墨が多いということはご存知ですよね。私だけの説ではないと思う

のです。  

      それともう１つ。今回 600 の土偶が展示されるということは大変いい機

会で私も注目しています。この辺の土偶の典型はやはり遮光器土偶ですよ

ね。だから合掌土偶もいいのですけれども、ここの馬淵川は遮光器土偶の

本場でもあるのです。それで去年の秋ころ、この辺でつくられたと思う遮

光器土偶の頭が群馬県の山の中から出ているのです。これは関東では大変

問題にされて、今まで遮光器土偶もどきのものが北関東に出ているのです

けれども、まさにこっちでつくったものが出たのです。関東では大変話題

になっています。もしそういうことも少し念頭に入れれば、今度の展示に

借りてこられれば遮光器土偶の宣伝になる。やはり遮光器土偶は、すいま

せん、これ以上は時間ですので。そんな話題もありますので、考えていた

だければと思いました。  

 

（３）その他について  

岡村会長：  何かありますか。  

石川委員：  これは毎年というものではなくて、２年おきくらいである意味自己チェ

ックという形で、自分たちがどのくらい目標、目的に対して進んだのかと

いう改善を自分たちで確認できればいいということだと思っているので、

全てＡになる必要はなく、少しずつ変わっていれば十分だと思うのです。

逆に、Ｃのところで予算的な問題なのか、それともマンパワー的な問題な

のか、市民や学校との連携という意味で学校教員との連携的な仕組み、組

織的な問題なのか、そういった課題が明らかになることがすごく重要で、

こういう場ではどうすればいいのかという話題で出てきた方がいいのかと。

教育委員会等、学校教育から働きかけて、校長会の場などでそのような議

題提供であるとか、あとは現場レベルの先生方や組織で一緒につくりまし

ょうか等、改善ができればということを委員からではなくて、館のスタッ

フからそういう意見とか要望が出てくればいいのかという意味での自己点

検です。  

施設整備に関しては、お金の問題になってくるので、これは予算が付け

ば評価が上がってくるということが認識されていればいいと思っています。

今後とも期待しています。  

高田委員：  入館者数の差が少なく、ずっと維持しているような感じですごいと思い

ます。全体の中で団体の割合のようなものはどうなのですか。例えば、バ

スで来るような団体とか、そのようなものはいかがでしょう。やはり個別
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に来館する方が多いのですか。  

事  務  局：  個人のお客様の方が、割合としては多い状況となっております。  

岡村会長：  外国人はどうですか。  

事  務  局：  外国人の方につきましてはボランティアが作成した報告を基にした、ガ

イドをした人の内訳を把握しています。海外の方が 169 名となっておりま

す。  

岡村会長：  入館者としては分からないのですか。  

事  務  局：  はい、把握はできていない状況です。こちらにつきましては石川委員か

ら以前アイディアをいただいておりますので、地図を掲示してシールを貼

っていただくようなものを早目に取り組みたいと思っております。  

岡村会長：  東北の観光全体としては外国人の占める割合は増えているのでしょう。  

吉田委員：  増えていると思います。  

岡村会長：  そうですよね。やはり伝統的な日本の文化を見るという観点から、ある

いは風土に接するという観点からどれだけ取り込めるかということは１つ

課題ですよね。  

吉田委員：  2020 年は世界中から日本に人が来ますからね。  

事  務  局：  世界遺産になればプラスアルファになるかと思っています。  

石川委員：  他の地域とは違う来訪ルートがあるかもしれないので、それが分かって

いると、今後展示をつくるとき等にどういう表記をしていったらいいのか

など、世界遺産に向けての戦略とかパンフレットなどの戦略があるかもし

れないですし、アンケートをする仕組みをつくっていくといいと思います。 

岡村会長：  日本の伝統的な文化としては、現代まで残っている漆文化がジャパンと

いうくらいに日本を代表する文化だと思うのですよ。それの一番がやはり

縄文漆だと思うのです。しかもそれは亀ヶ岡の縄文漆。亀ヶ岡は土偶でも

代表されるのですが、私はもっと日本文化的には漆だと思っています。や

はり是川遺跡の最大のセールスポイントを私は漆だと思います。  

石川委員：  世界に発信するにはそのほうが理解されやすいし、戦略として使えると

いうことですよね。  

岡村会長：  土偶は異文化として興味を持つかもしれませんけれども、もう１つの柱

に是非漆もと、私はかねがね思っています。他の遺跡では真似できません

から、是川でしかできない。  

高田委員：  二戸は漆かき産地ですから、漆の実から蝋をとる道具を重要文化財にと

いうことで今動いているのですよ。八戸の漆のものも含めて、日本遺産に

ならないかと思っているのです。すごくいいような気がするのです。都道

府県を越えても大丈夫ですよね。  

事  務  局：  シリアル型でできますけれども、期限があと２年位しかなく、 100 件到

達したら終わりなので。  

高田委員：  では急いでやりましょう。  

岡村会長：  やはり世界遺産の中で漆のことを一番端的に表す遺跡だという位置付け

が必要なのではないかと私は思います。やはりキーワードは縄文でいいの

ではないですか。これで終わらせていただきます。  


