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平成 30 年度第１回 八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館運営協議会会議録 

 

日時   平成 30 年 6月 21 日（木）14時 30 分〜16 時 10 分 

場所   是川縄文館研修室 

出席委員 ６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 石藤清悦委員 ※会長・副会長選出後 

事 務 局 12 名 

     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 

     工藤館長 田茂副館長 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 番沢主査 

 

次第   １ 委嘱状交付 

２ 教育長挨拶 

３ 会長•副会長選出 

４ 会議 案件（１）平成 29 年度事業報告 

（２）平成 30 年度事業概要 

 

■会議録 

案件（１）平成 29 年度事業報告 

(岡村会長) 

なにかご質問、ご意見がありますでしょうか。 

(福田委員) 

シアターのスピーカーが故障ということですが、この展示は東京の業者ですか。 

(事務局) 

設計は丹青社です。 

(福田委員) 

丹青社の方で修理をするのですか。 

(事務局) 

市が毎年保守管理の業務委託をしています。 

(福田委員) 

故障したときすぐ丹青社が対応してくれる訳ではないのですね。 

(事務局) 

当初予算要求時に想定していなかった修繕等に対しましては、他のものとの変更等で

打ち合わせして年度内で対応できるものは対応していくような流れになっています。 

(福田委員) 

どうしても東京などの業者が入ってくると、対応が遅れてしまうのですけども、もし
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市内の業者であればすぐ対応できると思うのですが、そういうことで時間の節約でき

ないですかね。 

(事務局) 

業者が市内、市外というよりは予算の問題がむしろ大きいかと思います。 

(福田委員) 

東京から業者が来ると、業者が何人来て何泊して、交通費がいくらかかって、すぐ対

応できなくて、しばらくただ今故障中と貼ったり、貸し出し中にしたりとか色々考え

たことがありました。事情は分かりました。 

(高田委員) 

修理の内容によって必ず展示業者に頼まなければならないという事でもなく、基本的

な色々な展示のストーリーそのものはそうなのですが、大半のものは地元でできるの

ですよ。地元の業者に色んな形で相談したり、見てもらったりするようにしておかな

いと、それを展示業者が施工したから何かあったら全部展示業者に頼まなければいけ

なくなる。今、話があったように展示業者に頼むとお金ばかりかかってしまう。やは

り自分たちの方で地元の業者に見てもらったり、相談していった方がいいと思います。 

(事務局) 

説明が不足しておりました。ランプ交換等は職員が対応していまして、在庫だけ展示

業者に送ってもらっています。パソコンの調整も全て職員が行っております。 

(高田委員) 

ランプも普通その通りに行うとすごく高くて、今は探せばかなり安いものもあるので

すよ。そういう風に工夫していかないと、いちいち頼んでいたら大変な事ですから。

お金ばかりかかりますので。 

(岡村会長) 

他にご質問・ご意見は。 

(石藤委員) 

アンケートの不満というところに、展示室が暗いとか、字が見にくいとかありますが、

これに対応していないのには、何か理由があるのでしょうか。 

(事務局) 

まず、是川縄文館の展示コンセプトというものをプロポーザルで決めておりまして、

縄文の美と謎を探るという事で先史工芸を美術品のように見ていただきたいという

コンセプトですので、解説が非常に少ない展示を目指しております。それから展示品

は、うるしが塗られている重要文化財が多いので、明るさをおさえて展示する規定が

ございます。それについては入り口に「資料保存のために照明を調整しております」、

というご案内を掲示しております。さらに入り口の照明が非常に暗いというのは、開

館以来いただいているご意見ですが、展示ガイド等で「足下を気をつけてお進みくだ

さい」と案内するように受付・ガイドにも周知徹底をお願いしています。次の展示換

えの場合はご意見を反映させるようなことも可能だと思いますが、現状でできる事は
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対応させていただいております。 

(石藤委員) 

分かりました。 

(石川委員) 

回答者の属性をみると、共通しているのは中高年、５０・６０歳以上の方の来館者が、

視力が落ちたとか、暗い所は見づらいとか、そういう方が意見を書かれているのかな

と思いました。たまたま今回は小学生以下の意見も増えているという事はあるかもし

れませんが、縄文館の利用者層、団体客でない個人客の利用者層はひょっとしたら高

齢者が多いとなると、今後もし予算がついたりした場合、どういう所を変えていった

らいいか検討して、その素案のようなものがあると予算がついた時に優先順位を決め

て改善計画を徐々に進めればいいのかなと思います。開館当時の構想から８年目なの

で、こういう意見があると分かったという事は大切ではないかと思います。それを踏

まえて改善できるかという検討ですね。美術館のようなイメージで展示が作られてい

るので、結構中年層の女性が宝石を見るような感じで展示を見られているのは、僕は

評価ができて本当にいい展示だと思います。反面、高齢者にとっては見づらい展示な

のではとも思います。それをどう改善するのか、それとも現状でいくのか、その議論

も必要かなと思います。 

(山下委員) 

年齢層の所で今年度は、小学生以下が 219 人となっていて、昨年より 2 倍ですが、そ

れでいて 19 歳以下の所でみると、中学生から大学生、専門学校生を合わせても昨年

一昨年より少ないということなのですが、でも学校の利用は多かったのですね。他の

データはそんなに変わっていないですが、小学生以下、19 歳以下はなぜこの数字に

なったのかということは予測がつくのでしょうか。 

(事務局) 

結果につきましてはこれから分析していきたいと思うのですが、前回までの協議会に

おいて、アンケートの年代項目について山下委員からご意見をいただきまして、これ

まで小学生以下・19 歳以下という事で、すべてまとめていったものを、中高生・大

学生・専門学生を新たに入れ分割した結果が、数字に表れたと考えております。19

歳以下での回答が今回小学生以下の方にほとんど入って来たので、小学生の数が増え

た格好となっているのかなと考えています。 

(山下委員) 

そういうことですか。 

(事務局) 

縄文館は小学生の高学年の利用が比較的多いですので、こういう結果になったのかと

思います。 

(石川委員) 

アンケートの属性を変えたということですね。カテゴリーを、枠を、集計が変わった
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からということですね。19 歳以下で見れば変わっていないということですね。 

(事務局) 

前は 10 歳で分けていたということです。 

(石川委員) 

ですよね。ひょっとしたら変わっていないということですね。 

(岡村会長) 

はい、よろしいですかね、だいたい状況がつかめましたね。これは難しいですね、ア

ンケートは。概ねだけど満足している人がこんなにいっぱいいるのだから、総合的な

評価がでていいのではないですか。一つだけ気になったのが美しくて良かったという

意見がいっぱいありますよね、ここは美術館ではないと。 

(石川委員) 

女性には受けるのではないですか。中年層の。 

(岡村会長) 

その糸口で縄文の美から縄文の歴史入ってくれればいいけど、その辺は中々難しい所

で、私としては歴史を伝えたいですね。 

 

案件（２）平成 30 年度事業概要 

(岡村会長) 

本年度の事業計画でしたが、いかがですか。 

(高田委員) 

確認したい事があるのですが、29 年度で行っていた、年報の 17 ページにある、八戸

圏域の広域的体験学習支援事業はっふる隊は、30 年度はないのですか。 

(事務局) 

30 年度も継続して受け付けております。 

(高田委員) 

貸し切りバスを無償で貸し出すとありますが、これは博物館でバスを出すという事で

すか。 

(事務局) 

市の教育委員会が委託契約した民間のバスを使用します。 

(高田委員) 

市内だけでなく周辺の市町村にもそういう形で働きかけをして、そちらからもきても

らう、それはいい事だと思いましたので。 

(石川委員) 

認識不足なので、具体的に教えていただきたいのですが、共同研究で火山ガラスから

みたとありますが、火山ガラスというのはどういうものか具体的に教えていただけま

すか。 
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(事務局) 

火山灰の中にガラス質の成分が含まれていまして、それが、その時々の噴出時でマグ

マの成分が異なるという事もあり、火山ガラスの形状がその時々の噴出物によって変

化してくる。例えば十和田火山ですと約 15,500 年前の八戸火山灰と名付けられた火

山灰もあれば約 5,900 年前の中掫軽石もありますけれども、その都度含まれる火山ガ

ラスの形状が異なっており、そこを利用した分析方法になっております。 

(石川委員) 

そうですか。 

(岡村会長) 

ここで入るとすれば何が考えられるのですか。 

(事務局) 

こちらで含まれているとすれば約 5,900年前の中掫軽石や 9,200年前の南部軽石など

は、地域あるいは年代を計る上で非常に重要視すべきかと思われます。 

(岡村会長) 

この辺の地域としてはそれが二つ大きな要素ですね。それからもっと広く出るような

火山灰は、例えば約 7,600 年前の鬼界カルデラのアカホヤ火山灰とか、旧石器時代の

姶良丹沢火山灰だとか、ぎりぎり来ていそうな感じがあるのですよ。それら土の中に

堆積されて、その土を採って土器を作ると土器の中に火山ガラスが入るのですよ。 

(高田委員) 

粘土を使うから粘土に入ってくるのですよ。それは古いやつですね。 

(岡村会長) 

ガラスの形一つ一つが噴出した火山によって違うのです。このガラスは各タイプが入

っていれば何年前にこれが作られて、その土を使って作られた土器だという事になる。

逆に言えばここでずっと古い時代から土器の分析をしていくと、いつここに何が飛ん

で来て、実際どこか全然違う所で作った土器が入っていると、ああここの場所で作ら

れた土器ではないのだということがわかる。 

(石川委員) 

交流と物流が分かってくる訳ですね。 

(岡村会長) 

そういう意味であまりこういう研究はされていないと思うけれど、一つ地域に限定し

てそれを連続的にやる事の意味は大きいのではないですかね。 

(石川委員) 

面白い視点ですね。テーマとしてよいのではないですかね。そのとき自然災害があっ

て、火山灰が降る事によって、気候変動とかそういう中で縄文人たちはどう生き抜い

てきたのかのような、今これだけ自然災害があって、火山があっちこっちで噴火して

いるような状況の中、そのような時の地層を見ながら、その時の捨てられたものの植

生とか、そういった分析も含めていくとジオパーク的な要素があるのかなと思います。 



6／16 

(岡村会長) 

おっしゃる通りです。火山ガラスの分布でもそれに近い事ができますね。話がずれる

けども、動物の歴史を今度企画展で扱う訳でしょう。動物の歴史はあまり扱わないの

かな。結局気候変動で動物相が変わってくるし、環境変化とかハンティングプレッシ

ャーとかでも変わっていくので、そういう自然と動物の生態とか、そういうものを含

めて現代の動物は何かと、動物の展示の時に、そっと触れてもらったら面白いなと。

そこまで広げるのは無理だと言われれば、一つの図でもあればいいので、典型的に言

えば、昔この周辺でいえば、イノシシもいたしシカもいたはずなんですけど、今いな

いでしょ。それがイノシシは出始めたし、かつてと違うのです。これは何によるのか

とかそういう事を、せっかく動物を扱うのですから、現在の環境変化、あるいは温暖

化、そういう事と長い歴史の中で印象つけて欲しいなと思います。 

(山下委員) 

昨年も提案したのですが、今年もヤギによる草刈りが入っているという事なので、ぜ

ひ名前を、名前もそうなんですが、｢今ヤギさんが遺跡の保護のため、草刈りをして

手伝ってくれています｣、というような事を表記した看板とかがないと「あぁヤギい

るね」だけで終わっているかもしれないですよね。ドライバーの人が「めずらしい」

と見ているかもしれませんし、「なんでいるんだろう」「飼っている人いるんだ」と思

っている人はいるかもしれませんが、そうじゃなくて何々をしています、ということ

をやはり表明することが大切だと思うのですね。それとともに名前があったら、より

親しみやすくなると思います。このヤギも、ヤギと言われると、私たちが人と言われ

ているようで、なんかみんなも呼びかけやすいし話題にもしやすいし、名前募集とか

もいいのではないでしょうか。 

(高田委員) 

ヤギの乳が飲めるとか。 

(石川委員) 

縄文時代はここにヤギがいなかったのですか。 

(岡村会長) 

いません。弥生時代になるといるのですが。大陸からです。 

｢ヤギ｣とただ呼ばれるよりは、私がもしヤギだったら名前をつけてもらって、名前で

呼ばれたら、私の事だとちゃんと認めてくれているんだと思う。 

(事務局) 

委託業務ですので、毎年ヤギが変わっているので何代目という形で、同じ名前で襲名

して、業者さんとも相談して検討します。 

(高田委員) 

業者が持っているヤギですか。 

(岡村会長) 

貸し出ししているのですね。今そういう所が結構あるのですよ。東京の方でも土手の
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草を刈らせたり、団地の斜面の草を刈るのにヤギを借りてくるのです。それで草刈り

させる。子供にも可愛がられるし、ヤギ貸業者、ヤギだけではないけど動物を貸して

いる観光牧場のようなところがある。これもそこから借りているのでしょう。 

(事務局) 

八戸市の業者に、委託して借りております。 

(福田委員) 

このアイデアは、他の県から仕入れてきたの。 

(岡村会長) 

自分の理解では、前の館長が言っていた。 

(事務局) 

いいえ、学芸員の中でアイデアを出しました。出所は他県の公園でヤギが除草してい

ると聞いてです。 

(山下委員) 

先日、岐阜の美濃加茂市に行った時に、やはりヤギを使って活動しているというパネ

ル展がありました。全国的にそういう組織があるのですけど、遺跡で行っている例が

あるのですか。 

(岡村会長) 

大分前から行っているのですよ。名古屋城。 

(高田委員) 

奈良でも行っていますよね。うちの御所野遺跡のスタッフで奈良に行った時に見てき

た人がいて。ヤギを飼えと言われたことがある。 

(岡村会長) 

正規に行っているので知っているのが、名古屋城、それから沖縄の銘苅古墓かな。も

う 10 年前ぐらいから行っているのですよ。それをここで言ったことがある。 

(福田委員) 

話がちょっとずれますが、三内丸山遺跡が来年 4 月から有料化で 410 円払わなければ

ならないですけど、草刈りをどうするかなという話があるのですけども。 

(岡村会長) 

三内丸山遺跡でヤギですか。 

(福田委員) 

まだそういう話ではなく、おそらく草刈りをどうしようか、という話もでてくるんだ

と思います。 

(高田委員) 

ヤギが草刈りをしなくてもいいぐらい草を食べてくれるのですか。 

(岡村会長) 

それは無理だと思います。 

 



8／16 

(高田委員) 

ですよね。 

(事務局) 

ヤギが全部食べ尽くすという事はなくて、よく食べるヤギだと糞尿と草を踏むことで

伸びにくくなるので、伸び切った景観でなく、ある程度の草の高さの景観が維持され

るというのが、ヤギの除草のメリットです。 

(高田委員) 

草はそのようになりますよ。とにかく最初に刈ってしまうのですよ。そうすると短い

のだけしか生えてこない。そうなると後は回数を減らしていけばいいのです。 

(石川委員) 

あと、さっき見たらポニーがいましたが、あれも借りて歴代、毎年変わって来ている

のですか。毎年とか数年でかわるのですか。 

(事務局) 

業者さんのご好意です。 

(石川委員) 

ご好意で、おまけで一頭いるのですね。そういう中、マスコット的なキャラクターと

いうので子供たちに愛着をもってもらい、身近に感じてもらうという戦略をとってい

るということなのですね。名前を公募するという事は、本質的なものとは違うけれど、

そういうものをきっかけとして、PR していくことが大切ということですね。 

(山下委員) 

八郎丸いのるんだってできたしね。 

(石川委員) 

ポニーはかわいいですよね。 

(福田委員) 

喫茶コーナーで、縄文時代の食産品と考えられるドングリを使用した縄文ラーメンと

いうのがありますが、ドングリもいいですが、実は青森県の縄文遺跡を調べると、ド

ングリ利用というのは非常に少ないのですね。八戸の風張１遺跡の他、あと 2、3 カ

所しかないのですよね。だから意外にドングリは食べていないんですよね、青森県の

縄文人は作っていないですよね。他の県とちょっと違うけど、ただ教科書でも一番最

初にドングリと出てくるものだから。 

(岡村会長) 

青森だけでなくて、教科書には三大木の実と出てくるでしょう。あれは間違っている

のですよ。全国的に出ない。 

(福田委員) 

そうなんですか。 

(岡村会長) 

西日本だけはイチイカシが出て来ますが、それだけ除けばドングリは出ないですよ。
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ドングリという種名はないので、教科書にドングリと書いてあるのに私は非常に抵抗

感があるのですよ。あれは種名でなくて、クルミは種名になる、ドングリは人文用語

です。科学用語ではない。本当はまずいのです。 

(福田委員) 

青森県でトチの実を食べたという現象がなかなか無い、岩手に行くといっぱいあるの

ですけど、トチの実をどこかで臨時的に食べさせてくれるところはないかなと。山形

とか福島とか新潟に行くとお菓子屋さんで売っていますよね。トチ団子とかトチ餅と

かね、青森県とか北の方は無いのですよね。ただ縄文時代には食べているから、是川

あたりで何か作って出してくたらありがたいなと。私の希望なのですけど。 

(事務局) 

是川縄文館で、年間の行事の中に体験教室というのがありまして、その中で調理の体

験ということで、トチの実で縄文クッキングという教室があります。その中でトチの

実のアク抜き処理なども体験していただきながら、最終的にはトチ餅、あるいはトチ

餅を使ったひっつみ鍋とかを作ってみんなで食するという形で進めています。トチ餅

についてはこの他、例年開催しているこれかわ縄文まつりでも、縄文是川ボランティ

アさんとで準備して、餅つきもイベントとして市民の方に参加していただいて、振る

舞うことになっています。 

(福田委員) 

そういう時に食べられるのですね。 

(石藤委員) 

ちょっとよろしいですか。掌握されているかどうかは分かりませんが、来館者のリピ

ーターとか何回も繰り返して来る方の比率があるのか。というのは、私、三内丸山遺

跡なら何回も行きたいですが、ここに 2 回来たいとはあまり思わない。１回見れば、

国宝は見たいとは思いますが。当初この建物を建てる時に市民が何度も来るようなと

いう文言があったと記憶しておりますが、その辺の状況はいかがでしょうか。 

(事務局) 

はい、29 年のアンケートの 5 ページ目をごらんください。何回目のご来館ですかと

いう項目があります。初めての方がやはり多いですが、2 回目以上の方が例年以上に

増えてきているという状況です。リピーターが増えていると理解しています。 

(石藤委員) 

それを踏まえた上で、今喫茶コーナーの件がでたのですが、トチの実の話を聞きまし

たが、私はこの縄文館の発信力が少し弱いなと思っている一人です。縄文カレーは一

時話題になりました。古代米を使っていて、私も食べましたけども。思うんですけど

もトチの実を使って、本当にストーリー性がある感じで縄文の食を再現したのを食べ

てみたいなと、売りにしたいなと個人的には思っている。例えば猟友会と連携して、

ジビエとか縄文時代は猟をしていたんですよね。その時にいた小動物やら、私コラム

書く時にちょっと魚の骨を調べたのですが、タイもあるけど、スズキもある、サケが
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少ないなと思ったけど一応ありました。そういう魚ともちろん貝類とジビエとか混ぜ

た、アンケートの中には入って来たらカレーの臭いがしていやだという答えがありま

すけども、なにか工夫して、本格的な縄文料理、ストーリー性を持ったものをやって

発信すればもっとアピールできるんじゃないかと考えています。これは八戸縄文保存

協会の方に言うべきなのかしれません。あと２つですね。これはタブーなことだと言

われたんですけども、土器づくりとかは親子で体験していますよね。私は小学校高学

年や中学生にちゃんと監視つきで発掘させればいいと思っています。これはある筋か

ら聞いたら、発見したものを持ち帰って他に展示されたら困るからという理由がある

からと聞いたのですが、持っていかないようにして、もし発見があったらあったで

誰々さんが発見したと展示してもいい訳ですし、そういう子供たちが考古学に興味を

持つきっかけをここで作ってほしい。縄文の土器作りもそうですが、やはり発掘は面

白いと思います。そういう企画をしてほしいなと思っています。最後は先日 NHK の

BS でネアンデルタール人が滅んだ理由というのを放送していましたのを非常に興味

深く見ていたんですけども、北海道からこっちの縄文というのは何大文明なのかも分

かりませんが、人類史、世界史の中で是川はどこなのか、簡単に分かりやすくアピー

ルしてほしいなと。そこが入り口になると思います。この３つを提案というかご要望

というかして意見として言わせていただきます。 

(岡村会長) 

はい、ただいまの提案に何か事務局からありませんか。 

(事務局) 

はい、カフェのメニューについては、保存協会さんと相談しながら可能なものを、と

いいますのは本格的な調理施設ではないので、肉料理とか魚料理ができるかどうかも

含めて検討が必要かと思います。発掘体験につきましては可能な場合はぜひ我々もや

りたいと考えているのですが、緊急発掘、期限が決まった開発に先立っての調査が多

いものですから、中々地権者さんの生活を止めでまでも小学生に掘らせてくれるのか、

許可していただけるかどうか。またそういうスペースがあるのか、更にそういった専

門的な知識を持った調査員が監視して教育できるのか、そういう所を総合的に含めて

色々な問題をクリアして可能な時にやりたいと考えているのですが、中々タイミング

が合わないような状況になっております。これについては以前からぜひ開催はしたい

と考えております。子供さんに考古学に興味をもってもらうということで、これかわ

考古学クラブを毎年開催しております。今年は対象年齢を小学 5 年生に下げましたと

ころ、現在 5 名の参加がありまして、考古学や縄文について楽しく学ぼうということ

でフィールドワークを中心に外に出て色々なものを探したりということで、小学生と

一緒に考古学クラブを展開しておりますので、そういった中でタイミングが合えば発

掘体験もチャレンジできればなと考えています。人類史に縄文がどう位置付けできる

かについては、まさに北海道、北東北の縄文遺跡群の課せられている課題の一つでも

ありますので、4 道県の共同推進の中でもそういった解説を提示するべきだと話題に
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なっていますので、そういったパネルの掲示を今後可能なのかなと考えています。 

(岡村会長) 

先程冒頭でも言いましたが、市長が開口一番、八戸人はどこから来たのかと聞かれた

のが、私にとって一番重たかったですね。是川縄文館の人からは何もそういった話は

ないですかと言ったら、聞きたいんだけども聞けばどうのこうのって言っていました。

ぜひ市民代表で市長に答えて、八戸の人類史はともかく、そういう大きな人類史の中

に八戸がいると、いま核として考えなければならないのは、私は八戸だと思うんです

よ。この地域に住み着いた人たち。「八戸人はどこからきたのか」というテーマで展

示を検討してほしい。 

(石川委員) 

それが後に世界遺産になった時の常設展示になるようなプロセスで、なにか企画展と

か、それこそ大学との共同研究とか、最終的には常設展示にフィードバックするプロ

セスの中で計画していくような、そういうビジョンがあると、なにを調査すべきか、

何を企画展、特別展にすればいいのか、そういうのに結びついてくるのではないかと

思います。 

(岡村会長) 

具体性を持たせて、地域というのを核にして、そこから解き明かしたほうが、絶対分

かるし身近に感じてもらえるので、日本人はどこから来たのか、ということは学者に

任せておけばいいので、ここはちゃんと遺跡を掘って、一番古いのは 25,000 年前ぐ

らいになるのかな、田向冷水という旧石器の遺跡があって、２万数千年前からここに

人がいるんですよ。その人たちはどこにいってしまったのか。是川の人を考えた時に、

それとのつながりで考えてほしいのです。そして縄文時代に来た人の、日本史でいう

と縄文人が日本列島にいて、そこに大陸系の渡来人だとか、北方から来た人もいるの

ではないかと言い始めた人もいるけども、結局は日本のそういう原始文化の中に、縄

文文化の中にあるかもしれないという話になっている中に、大陸系の進んだ米づくり

を持って来た人たちが日本の歴史を変えたんだというストーリーな訳ですよ。ここは

そのストーリーが当てはまらないところなので、だから市長の話みたいにここの人は

どこから来たの、私が何度も強調したのは祖先の歴史なんだという所をきっちり、祖

先の歴史を展示している場所なのだということを、少なくとも地域の人には分かって

ほしいと思う。それはやはり学問をやっている人間は中々そういう発想にはならない

ですよ。日本史の中で物事を考えてしまうので。ちょっと回りくどい言い方をしまし

たけど、ぜひ具体性を持たせて、自分たちの先祖がここで元気に文化を築いていたの

だということを、ここに見に来ていただいて、発信して、それでこの地域の人が元気

になってほしいと私は思います。それはこの地域にふさわしい生き方をしていたから

輝いていたので、それを無理に、米を作り始めたからおかしくなってきたのでしょう。

分かりやすく言うと。そう意味では八戸人はどこから来たのという、私はそれを知り

たい。 
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(石川委員) 

おっしゃる通りで、僕は北海道博物館に行った時の展示で北海道だけでなくて東北も

含めてそういう、今岡村会長が言われたような、展示の内容があった時、｢あっ八戸

ここだな｣、｢こういうような流れで人が移って来て住んでいるんだな｣、というよう

な、それはどういう学説に基づいてパネル展示にしたのかは定かでないですが、色々

な学説があるから一概にそれが正しいとはいえないかもしれないが、ただそういうル

ーツというのは知りたいし、自分の住んでいるところはどうなんだと、北海道博物館

で見たんで、それを本当は青森県立郷土館とか八戸でも同じようにストーリーが結び

つくと、それこそ世界遺産で北海道と結びついているのだったら、まさに将来常設展

示としてパネルで入り口とかどこかにあるべきかなと、企画展とか特別展とかで、ま

ずそういうようなものを調べましょうとか、自分たちの力で難しかったら、今回弘前

大学ですけども、またそういう所と共同研究でぜひ調べていこうというような中期、

長期的な戦略で研究していくと、何をやるべきなのかというのが優先順位として出て

くるのではないかと思いました。岡村会長の意見がまさに僕も同感ということで。 

(石藤委員) 

すいません。さっき申し上げた、発掘体験の話ですが、実際開発が進まなければでき

ないという事は分かるのですが、そうでなくてこの敷地内でもいいし、模擬でもいい

のです。そういう風にして子供たちに、発掘というのはこういうものだと教えるよう

なことを土器づくりの他に設ければ、興味がもっと増すだろうなという意見です。敷

地内でもいいと思うのです。実際に本物となれば素晴らしい事ですけども。 

(石川委員) 

それは私も大賛成で、僕は今、静岡市立登呂博物館の協議会会長をやっていますが、

同じ意見がでました。体験というのが面白くて、ものを発掘する、本物は発掘できな

いがそういうレプリカでもいいし、そういったものをわざと埋めておいて、発掘体験

をして、それはもちろん返すということで、3 年前、久慈琥珀博物館ですか、行った

時にあそこは本当の琥珀を発掘する体験があって、実際発掘されたものをある量的な

ものは持ち帰る、親子連れですごい人気があるといっていましたね。お父さんも本気

で掘って子供も一緒に発掘するという、これが一番人気ですと聞き、やはりそういう

体験は本当の夢中になれるのだなと思います。たださっき言ったように本物は無理な

ので、疑似的なものを。ただ、登呂博物館みたいにそれには予算が必要ですし、その

場所の確保もあるし、史跡に指定されているところでむやみにそういう所に作れるか

という、いろいろ条件はあるかもしれませんが、同じような意見が出て来ましたね。

協議会の中で。 

(石藤委員) 

発信力ですが、いのるんも五郎丸選手をまねて一時期 SNS やネットで広がりましたけ

ども、さっき言った縄文料理も本格的なものをネット系に載せるとぱっと広がるので、

何か学術的なのも大事ですし、常設展、企画展も非常に賛同するのですが、人を呼ぶ
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仕掛けをもう少しネットを利用してもいいし、デザイナーみたいな方に発想していた

だいてもいいし、ウケるような、八戸に国宝があるというような。国宝ももの凄いで

すけども、それの仕掛けを工夫していただきたいなと思います。 

(高田委員) 

博物館としての運営ということでどういう事をやればというお話が中心なのですが、

ここはあまりこの運営協議会の中ではあまり話題にならないですが、ここの館がやっ

ている仕事の大半が発掘だと思うのですよ。年間すごい量が発掘されているわけで、

しかもそれを掘るだけでなくて、報告書を作ったり、必ずやらなければならない義務

的なことでやっていたりする訳で、それ以外のものとして、実は活用とかそういうも

のがあるということを、頭に入れておいた方が。あれもこれもという形で、それはい

いのですけど、まず発掘を主としている事を皆さんにも分かっていただかないと、た

ぶん仕事はそっちの方が大変だと思います。かなりの人数がそちらに割かれていると

思うので、だからさっき出たような体験もちょっとした工夫で、発掘しているときに

子供さんたちに来ていただいて、現場を見てもらったりとか、そういうことをやる事

でそんなに負担がかからないような形でやれる事も色々あると思います。 

(石藤委員) 

そういうことを学芸員さんたちに求めていないのですが、要はこの館の人気が出てほ

しいという一心で言っているわけです。御所野遺跡も 2 回 3 回行って見たのですが、

この魅力の差はなんだろうなと考えるから、ここを盛り上げたいなと思っていました。 

(石川委員) 

おっしゃるとおりですね。何か体験展示という捉え方ですね、運営としては別で学芸

員の人たちはやることができないと思うので、登呂遺跡の場合は登呂博物館ボランテ

ィアガイド、それこそ野外で火起こしとか、ボランティアガイドが実際やるというこ

となので、場合によってはそういうエリアを作って疑似体験のところもそのボランテ

ィアガイドさんたちが行える可能性があるのかな、でも史跡として整備されているか

らそこの制限というのがあるのかなと。具体的には委員としては、発言がでてもそう

いう動きはないですが、ここもいわゆる戦略というか何を優先順位として、でもまだ

それをやるべきなのかというところも判断で、実際発掘調査している、現場が生きて

見られるのなら、正に本物を見せるというのがある意味、優先順位が高いのかなとい

うのも、もちろん今のご意見なのかなと思いますね。登呂はそういう発掘現場は敷地

内にないのでそういう話がでてきたので。 

(岡村会長) 

それは世間のニーズに答えて、公益、公の利益をサービスするところでもあるという

ことを考えてほしいですね。石川さんが言われるように全国にそういう話はいっぱい

あるのですよね。今までそういった中では掘ってしまうと遺跡がなくなってしまうの

で、素人には掘らせられないのだと。分かりやすく言うと、ちゃんと学術的なレベル

を担保しながら、例えば遺跡などは残すために指定したのだから、それをいたずらに
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誰にも掘らせないというのが今までの考え方なのですよ。だけど私はそうでなくて、

そういうニーズがあるのだと言われるように、歴史に対する理解も一番早く肌で感じ

てもらえるいいチャンス、間違いないですね。私も小学校３年から遺跡を掘ったから、

親や学校の先生からもやめろと言われながらもやっていたから、今の私がある。正直

に申しますと遺跡離れしているのは、身の周りに遺跡がないからです。行って拾える

ところもない。これは間違いない事実です。触れるところはない。展示室というのは

着飾ったというか、お澄まししたものが並んでいるので、遺跡に行ったら欠片ばかり

ですよね。だけどそこにはその下で使っていた人たちのぬくもりというか、リアリテ

ィーがあるのですよ。地下と現代が感動で繋がることがある。そういうのは絶対必要

です。ぜひ今そういうニーズがあるのだったら、この館もしっかり認めてほしいと思

います。その次にできるかできないかは諸条件があります。もちろん遺産もそうだけ

ど、文化庁もその事をまとめてですね、現在どこで体験発掘しているのか、作ったも

のをばらまいて掘らせる体験から、本当に掘らしているものか、関わり方は様々です。

特別史跡でも実際やっています。ぜひ報告書がありますので勉強してみてください。

今私が言っても時間がかかるだけなので、そういった門戸の開放といいますか、それ

はどんどん進んでいます。大変でしょうけど、先程、優先順位という言葉がありまし

たけど、将来に向けて少しずつ土壌作りをして欲しいなと思います。みんなの物に遺

跡がなったらいいなと思います。外国では地域の人たちが皆で掘ります。専門家では

なくて。もちろん監督する人がいないといけませんが。ぜひ事務局として考えていっ

てほしいなと思います。 

(山下委員) 

子供たちの体験というか、実際の現場を使うというか、年齢層もあるし、プログラム

を考えなければいけないのでしょうが、私は切り口が違って、体験のキットを東北歴

史博物館で作って、それは移動ができるのですよ。普段は実施していなくて学校に行

く時だけ持っていくので、普段博物館に行ってもできない、それだけ広いので、ゴム

チップみたいなもので埋めてあって、そこに壷とかが置いてある、本当にお遊びなの

ですけどもそういうものがある。あと兵庫県立の考古博物館は、完全な展示として、

子供たちが長靴に履き替えてゴムチップみたいな物が埋まっているところから出し

て来たり、ショベルカーみたいなのを動かしたりとか、そういう考古学を子供たちが

わかるような仕掛けを作ってある。かなり規模は大きいですが、そういう例も参考か

なと思います。 

(高田委員) 

周りの畑などは、今みたいに耕作放棄地がなくなる前ですと歩いただけでも拾えたの

ですよね。先程話があったように。そういう事ができると子供はすごく喜ぶのですよ。

今でも御所野遺跡の周りでは「拾った」と子供たちが博物館に持ってくるのですよ。

本当はそういうのができればいいですが、ほとんどの畑に行っても拾えない。逆に遺

跡調査ができなくなってきている。そういう感じなのですよね。もし遺跡で、草がた
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くさん生えてないようなところがあれば、了解いただいて、子供たちに拾ってもらう、

それこそ本物ですから、拾う分には問題ないのですごくいい経験になるかと思います。 

(岡村会長) 

色々工夫があると思います。少し検討してみてください。 

(福田委員) 

一つだけいいですか。先程、八戸の人はどこから来たのかという事に関連して、ここ

の建物は是川縄文館という縄文という名前がついていますよね。ですからおそらく学

芸員が縄文以外は対象にならないのかなと自己規制をしているかもと思ったのです

が。極端な話、旧石器時代とか弥生時代とか展示できないのかなと思ったのですが、

そういうわけではないのですよね。 

（事務局） 

資料１０ページ展示計画にありますように、先になりますが、例えば古墳時代の墓で

すとか、学芸員の専門も縄文だけではありませんので、体制を持って企画をやってい

きたいと思います。 

(福田委員) 

青森県で中々、旧石器時代の展示を見ることが殆どないのですよね。郷土館にいた時

は 1 回ぐらいあったかな。やはり資料的にも少ないという事もありますので。ただ八

戸の場合は田向冷水遺跡といういい資料がありますので、それを膨らませて是非、八

戸のルーツを、思いをぶつけてもらえればと思いますが。少し旧石器時代も考えても

らえれば。 

(岡村会長) 

すいません。一つ言い訳をしておきますと、八戸人はどこから来たかというのは、旧

石器時代を扱えという意味では、全然ないのです。どこから来て、どこに行って、今

にどう繋がっているのという話をしてほしい。もう一つ言っておきますと、縄文是川

ですけど、縄文時代の是川でなくて。縄文時代とか弥生時代とかは学者が勝手に切っ

た区分であって、縄文文化は縄文時代だけではないのです。現代まで残っている訳で

す。昭和 30 年まで至る所に縄文時代は残っていたので、私は縄文文化はまだ終わっ

てないと思っています。そういう観点で、縄文をキーワードに、この地域の事を祖先

が誇れるキーワードとしての縄文文化、という風に考えていただいて、ぜひ縄文文化

を発信して欲しいなと思っています。時代区分の話をすると、あれは明治期の黒板勝

美という東京大学の先生が初めて時代区分をして、文化財行政、黒板勝美は文化庁の

調査官もやっていたのですけど、時代区分はその時からなのですよ。権力交代を、時

代で切っているだけで、時代はずっと繋がっているのですよ。 

 

(石川委員) 

登呂の遺跡とここの縄文の遺跡は、ほぼ同時に存在している訳ですよね。 

(岡村会長) 
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そういう話もあるね。 

(石川委員) 

続いているわけですよね。 

(岡村会長) 

そうですよね。続いている。 

(石川委員) 

ここも縄文が切れて、弥生時代になったよと、そういう事ではないですよね。 

(岡村会長) 

もう一つ、ややこしいのは登呂で水田があった時に、こっちは弥生時代だと言われて

いますけど、水田稲作は行われていないのですよね。それを同じ文化として捉えてい

いのかという事があります。今の定義からいくと、是川には弥生文化は、一時はあっ

たけど、あとは少しあるけど、縄文から続いていたのではないかと、私はあえて思い

たいですけどね。それは遅れているからではないですよ。この地域にふさわしい暮ら

しぶりだったからだと思います。 

(石川委員) 

それが文化という事ですね。 

(岡村会長) 

はい、すいません禅問答みたいな話で。後はその他でよろしいですね。 

(事務局) 

その他はございませんので。 

(岡村会長) 

それではこれで終わらせていただきます。何か思い残す事はありませんか。どうも今

日はありがとうございました。 


