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平成 30 年度第 2 回八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館運営協議会 

 

日時   平成 31 年 2月 15 日（金）13時 30 分〜15 時 05 分 

場所   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 石藤清悦委員 木津正博委員  

事 務 局 ９名 

     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 館長挨拶 

２ 会長挨拶 

３ 会議 案件（１）平成 31 年度事業計画 

       （２）その他 

 

■会議録 

□□ 案件（１）平成 31 年度事業計画 □□ 

（岡村会長） いかがでしょうか。質問、具体的なアドバイス等ありますでしょうか。 

（高田委員） あの、特別展とか企画展ですね、毎年すごい精力的に、さっき会長さんもお

っしゃいましたけれども、皆さんのほうで調査したりして、それに基づいて何本も毎年や

っているんですけれども、今後、長期の計画とかそういうものを作ってるんですか。例え

ば、何年後にはこういうことをやるとか。その次はこういうことをやるとか。毎年、単年

度で来年になったらこれをやろう、また来年になったらこれをやろうという形なのか、そ

の辺をちょっとお聞きしたい。 

（事務局） 別紙資料の別紙の 3 が展示計画の現在のスケジュール案となっています。 

（岡村会長） 恒常的にやるのは、「掘り day はちのへ」は毎年やるのかな。 

（事務局） はい、次年度までは「掘り day はちのへ」の開催を予定しています。 

（岡村会長） これ、結局やめることになっちゃうのかな。 

（事務局） 少し組み換えをするのが今の我々の提案です。発掘調査もその成果というか、

最新の情報の展示が難しい年もありまして、2 年まとめてとかそういったタイミングで

お知らせするやり方もあるのかなと考えています。 

（岡村会長） 発掘量は少し減少しているのですか。 

（事務局） 発掘量自体は減じていません。ただ小さい発掘が増えて、成果というのは出し

ずらい状況が最近非常に増えています。 

（岡村会長） 展示にかなり苦慮しているということだよね。タマがなくて。 

（高田委員） それでさっき会長からも話しましたが、ほかの文化財というか、市内にある、
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そういうのを取り込んだとか、そういうことは全然考えてないですか。 

（事務局） 当館の設置に当たっては、埋蔵文化財、縄文というのが主題となっています。

博物館と競合しないようにということもありまして、ほかの文化財の展示はまだ我々も踏

み込んでない分野になります。 

（高田委員） もちろん埋蔵文化財が主なのだけれども、展示する時に、例えば民俗資料も

併せて一緒にやるとか、攻め口は色々あると思うのですけれども、そうじゃないと年々埋

蔵だけでやっていると、今話が出たようにタマがなくなってしまって、今度は何をやるか

となるので、そういう範囲も広げてみるのも、そろそろなのかという気がしますけれども。 

（事務局） 説明が足りず、失礼しました。7 ページの秋季企画展では、森と人のかかわり

ということで、現代までの伐採まで含めて木を切るということを切り口にそういった民俗

資料、それから現代の伐採も含めた格好で、そういった企画展を準備を進めているところ

です。やはり現代とのつながりが欠かせないテーマだと我々思っておりますので、ほかの

文化財を活用して、考古学をベースにほかの文化財を使う展示もこれからいろいろ挑戦し

ていきたいと考えております。 

（石川委員） いつもこの計画を見させていただいて、本当に盛りだくさんで、これだけの

職員の方でこれだけの事業をやられているのを本当によくやられているなというのをつく

づく思って、逆にちょっと心配なところもいつもあるのですが、先ほど高田委員が言われ

ていた中期長期計画の中で特別展、春季・秋季企画展というのはなんかそういう大きなテ

ーマの中でそれを小分けに調査をしてそれで最終的に全体像を描いていきたいという、そ

ういうビジョンみたいなものが特別展と企画展のそれぞれの違いというものをちょっと教

えていただければありがたいなと思います。 

（事務局） 企画展示の計画案が当館の事業にどう絡めていくかというのは確かにそこまで

は至っていない部分ではありますが、先ほど説明した秋季企画展の伐るというところで言

えば、現在進めている是川の史跡整備、こちら側が木を植えて使っていくとき、縄文人が

森を更新していく姿を遺跡整備に表そうと考えておりますので、それの準備となる展示と

いうことで企画しております。必ずしも単発というわけではなくて、整備など館の事業を

考えてやりたいと考えております。 

（石川委員） これは僕の勝手な解釈なのですけど、春季企画展は津軽ダムとか岩木山麓と

か、ある意味、県内関係を範囲としたテーマにしていくのかなと、なんていうのを勝手な

イメージでそれが特別展との大きな違い。じゃ、特別展というものに対しては何を全体像

を研究的にしていくのか、北海道、北東北の縄文遺跡、世界遺産を目指した上での一つの

ステップの研究なのかなとちょっと思っていたんですが、そのあと琵琶湖とか北陸という

話が出てくるとあれっという感じがあって、これが全体、中期長期的にすると何がそうい

う研究全体像というのが描けるのかなというのがそこら辺の説明を教えていただけるとあ

りがたいかなと思います。 

（事務局） 館の使命としては、縄文博物館という計画があった時点で、亀ヶ岡文化の研究

推進ということで、こちらに挙げている北陸ですとか琵琶湖というのもすべて同時期、縄
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文時代晩期の資料をお借りした比較研究、亀ヶ岡文化をより詳しく研究するために、こう

いった展示がふさわしいのではないかと考えています。 

（岡村会長） そこで亀ヶ岡インパクト、とかついているのはそういう意味ね。 

（事務局） はい、最初に関東の晩期の安行を扱いましたので、シリーズを展開していく時

期に来たのかなと考えております。 

（岡村会長） わかりましたけれど、その辺の展示ということはそれに向けた資料収集研究

をきちんとやって、成果がちゃんとわかるような展示に是非してほしいですね。 

（高田委員） そういう大きなテーマみたいなのだと、それが一般の人に通じるような説明

というかポスターなり、なんなり、実はこういうこと、壮大なことを考えていて、その中

の実は今年はこれなんだよということを出さないと、そうじゃないと毎年あちこちイベン

トでやってるなという感じがとらえない感じがするのですよね。今、職員の方が考えてい

ること、それを形として出すようにした方がいいのかなという気がしますけれども。 

（石川委員） ありがとうございます。まさに高田委員のそれをあらためて僕も理解が深ま

りました。 

（岡村会長） はい、私もまったく。はい、どうぞ。 

（山下委員） 31 年度の春季企画展は「きる・きる・きる」でいいのですか、読み方は。 

（事務局） はい。 

（山下委員） あとで子どもたちも見ると思うので、読み方とか、これ全部、語呂合わせで

いいと思うのですが、サブタイトルを付けないとよくわからないかなと思いました。それ

と、この展示のギャラリートークというのと考古学講座がイベントとしてあるのですが、

「切る・伐る・剪る」なので、実際に切ってみるというか、そういうパフォーマンスがあ

った方が、あ、すごいんだ、とか大変なんだというのがわかるような、そんな体験を見る

ということでもいいと思うのですが、実際に切ってみるという場面があったらよりいいの

ではないかと思いました。 

（事務局） ありがとうございます。 

（福田委員） 先ほどの是川縄文館の今後の展示計画案なのですが、前にも言ったことがあ

ると思うのですけれども、確かに是川縄文館で縄文というのがついているわけなのですけ

れども、根城とかああいう歴史時代のものとは棲み分けしているようなので、私は縄文と

いうものを考えるとき、そのあとの弥生時代とか、八戸は弥生時代の遺跡にいいのがたく

さんありますよね。それから旧石器時代ですね、縄文の前のそういったものも展示計画の

中にテーマとして考えておくべきじゃないかなと思うんですけどね。縄文だけだといくら

目新しいことやっても、なんか前にもやったことがあるのではないかという、そういう時

間的な幅を持ってもいいのではないかなということはちょっと思っていました。 

それから、資料の 3 ページですけれども是川遺跡の整備活用という中に一王寺の貝塚復

元というのがあるのですけれどもこの貝塚復元というのは具体的にどうやるんでしょうか。 

（岡村会長） どうしましょうか、前の話は今まで先生方からの話とほぼダブる話で、福田

さんも私もそう思うのですが、ターゲットは縄文かもしれないけれど、縄文を語るために
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は前後を語っていかないと、というような指摘だろうと思うのです。もう一つ言わせても

らうと、基層文化、縄文にあったというあたりが全然理解されていない。特に世界遺産で

言うと縄文世界遺産、基層文化も担っているのだという重要性を語って書き込み始めてい

るのですが、それはだめだと文化庁というか専門委員のほうから。委員会で出たんだよね。

で、消すことになったんですよ。それは間違っていると思っていて、やはり基層文化、1

万年間に先人が作り上げた基層文化で、その基層文化が現代にどう繋がっているのかとい

うことを質問されて初めて基層文化というわけですよね。 

ぜひ縄文という時代の横の切りとやはり縦の伝統、継承、そんなことを語るためにはや

っぱり民俗だとか、ほかの文化財、文献も入ってくると思うし、そういう展開をして欲し

いなと思います。それ、皆さんそういう意見だろうと思うので、ぜひ。で、昨日なんか話

をしてももっと民俗の絡みで現代とつなげていきたいということを、皆口々に言っていま

したのでぜひ今後に期待したいと思っています。 

（岡村会長） それから、貝塚をどう復元するのですか、というのですね。話がそれちゃう

かもしれないですけれども。 

（事務局） お手元の資料の 14 ページを一度ご覧ください。一王寺遺跡調査計画予定図に

なっておりますが、右下の大きい図面、これ、一王寺遺跡の発掘予定の調査区などを示し

たものなのですが、その大きな 4 つのうちの右上の赤い線で囲ってある箇所の上に貝塚と

いう部分があり、そちらを今後、設計復元をしていく予定です。一王寺遺跡の中でも先ん

じて成果が上がってきたところになりますので、是川石器時代遺跡の第一期整備の中で先

行して復元していきたいと、具体的には保護盛土の上にへこみをもたせて、そこに発掘調

査で見つかっている貝類と同じ種類の現生の貝を用意してそこに入れて復元しようと考え

て計画を進めているところです。 

（福田委員） 地表に散布するんですか。今の貝を。最近、あちこちに見られますけれども。 

（事務局） 北海道伊達市の北黄金貝塚の復元をイメージしていただければいいと思います。 

（福田委員） これは貝塚の例えば、三内丸山でやっているように土層をドームで囲って土

層の中で壁面を見るような感じではないのですね。 

（事務局）はい。 

（福田委員） 貝塚の貝の広がりというのは分布調査で全部範囲抑えているのですか。どれ

くらいあるものかと。全部終わったのでしょうか。トレンチか何かで行ったのですか。 

（事務局） 図面にお示しした点線の範囲で貝が検出されています。周りのトレンチでは検

出されませんでした。 

（福田委員） 小さいですね。わかりました。 

それから、先程話題に出てきたのですが、この秋季企画展の開催要項案ですが、仮題に

「切る・伐る・剪る」とあるのですが、私は切る・伐るの 2 つは分かるのですが、3 つ目

の剪るは鋏かなんかで使うのかな、ちょっと意味が分からないのですが。 

（事務局） 現代まで考えるということで、縄文に限らず、木を切るという意味で剪定も植

物管理の一環ということで、使えるのではないかと考えております。 
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（岡村会長） それもあるし、語呂あわせしたんでしょ。 

（福田委員） 子どもにはちょっと難しい言葉かなと思って。そうか、剪定ですね。 

（石藤委員） 世界文化遺産登録が最短でうまくいけば 2021 年ですか。決まると大変注目

されるのですけれども、そのこういう特別展とか秋季企画展とか、独自にやられる中で、

北海道、青森県、その他と連携しながらいろんな事業が発生するのかと思うけれども、こ

の間ではそれに向けたような連動した事業というのはこの備考にある国宝指定 10 周年や

是川発掘 100 周年、開館 10 周年といろいろあるのですが、それに向けたような連動させ

たような事業というのはこの中にあるのでしょうか。 

（事務局） 現在のところ、当館主導ではないですが、そういった旅行商品の開発とかアン

ケート等に協力しているような状況で、単独のイベントはまだ予定がない状況です。市内

にバナーフラッグを掲示できる場所が複数ありますので、世界遺産登録を推進しているこ

とを PR としてバナーフラッグ等の啓示のための予算要求しております。本年度はポスタ

ーを作成し掲示を進めています。 

（石藤委員） 例えば、この特別展の 2022 年は琵琶湖の晩期縄文世界となっているのです

が、2021 年に仮に最短で決まったときに、ここに来たら琵琶湖のほうをやっているという

そういうイメージがわいてきて、流れに乗っているのかなというのがちょっと気になりま

した。 

（岡村会長） その辺は世界遺産の事務局というか世界遺産のほうで今後のそういうスケジ

ュール、企画みたいなものは考えていないのですか。 

（福田委員） まだ、登録に向けての作業というか。 

（石藤委員） 決まってからということでしょうかね。 

（石川委員） よろしいですか。まさにそういう世界遺産、登録に向けてお互いチームワー

クを築きながら協働プロジェクトみたいなものが始まって登録後には巡回展みたいな形で、

夏休みなどにそういう構想がまさに 21 年度 22 年度あたりにあるといいのかなと。県外の

方が来た時にそういう展示を期待するのだろうけれども、その時に違うテーマだと、あれ、

というような。せっかくのインパクトがある時に、その展示ができないというのはちょっ

ともったいないな、という印象があるかもしれないですね。そういう意味で先程の特別展

という、もう一つは戦略的なそういうものと、あとは是川縄文館がやらなくてはいけない

ことのバランスとかタイミングというのですかね。そこら辺がちょっと選び方というか開

催する時期とかそういうものがあるかもしれないですね。 

（岡村会長） はいありがとうございました。確かにお二人が言われるようにタイムリーに、

柔軟にぜひ企画してほしいなと私も思います。確かに登録なった、じゃ登録遺跡回ってみ

よう、というときに是川に来たら全然関係ない展示をやっていた、ちょっとまずいですよ

ね、というご指摘だろうと思うので、ちょっと考えてみてください。 

（木津委員） 小学生の来館を増やすという観点からお願いしたいことを 2 つお話させてい

ただきます。１つ目は、企画展・特別展における子供向けクイズについての継続について。

2 つ目は市内小中学校に対するいのるん体験学習プログラムへの参加希望調査の継続につ
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いてです。 

まず１つ目の企画展・特別展における子供向けのクイズについてですが、ぜひ 31 年度

も引き続きクイズを作って、子どもたちに配布してほしいと思います。全問正解すれば縄

文グッズがもらえるという取り組みも続けていただきたいと思います。実際、30 年度の特

別展「海を渡る縄文人」では、これは私がいただいたものなのですが、いのるんからの出

題という形で工夫してクイズを作っておられたのでとても関心しておりました。31 年度も

このクイズを継続していただくことによって、子どもたちにも是川縄文館に行ってクイズ

に答えるとご褒美がもらえるということがじわじわと広がっていけば、団体ではなく個人

であるいは家族で来館する子どもが増えるのではないかなと期待しています。大変、いい

取り組みだと思います。 

2 つ目は、市内小中学校に対するいのるん体験学習プログラムの参加希望調査について

ですが、資料の 2 ページの真ん中あたりにすでに書いてありまして、市内小中学校に紹介

してくださるということになっています。また改めて、続けていただきたいということで

お話させていただきますが、この希望調査は、これまで一度も見学に来たことがない学校

にとっては、見学を考えてもらうきっかけづくりになると思います。よって、この調査を

何年か続けていただくことによって、徐々に効果が表れて見学希望を出す学校が増えてく

るのではないかなと考えておりましたので、大変かと思いますが、よろしくお願いいたし

ます。以上です。 

（岡村会長） はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。 

ひとつだけ、津軽ダムの眠る縄文文化、これは、なんでやるの。どういう趣旨でやるの。

主体は県が持っていたので、その辺との連携はできているのかなとちょっと気になったの

で。ついこの間郷土館でずっとやっていたよね、津軽ダムは 10 年以上掘ったのですかね。

それの集大成の上に白神山地北部の津軽ダムでダムに水没するので、全部遺跡掘っている

のですよね。つまりそれは普通ないことである地域の中にあるずっと縄文由来の生活痕跡

をトータルで全部掘ったわけで、そういう意味である地域の中での集団の軌跡をトータル

に掘って、それは民俗資料だとか自然だとかいろいろなものが絡みながら考えられるとっ

てもいい資料だと私は思います。だから今の青森の縄文を語るときのものすごく新しい基

礎的ないい資料だと実は思っていて、ね、そうだよね、福田さん。そういうのをこの間郷

土館でやったわけだけど、また、1 年空けてここでやることの意味、何をねらっているの、

というか、趣旨を聞かせてほしい。これはなんでそんなことをいうかというと、ぜひ頑張

ってやってほしいと思ってるんですよ。 

（福田委員） 考古資料は少なかったね。民俗資料や歴史資料はいっぱい。 

（岡村会長） 並べるものの種類もあるけど、主張が全然見えない。何がわかったかも見え

ない。何度も言うけど、津軽ダムの高い、200・300ｍあるのかな、山の中の白神学だと言

っていて色々やっている。民俗を絡めて文化財を研究してきた。その中で遺跡の中からあ

んな強烈なデータをいっぱい出したわけで、それが、人間の生活文化、歴史の軌跡として

しっかり紡ぎだされていないと言ったらいいのかな、こんなもの出ました、あんなもの出
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ましたと並べている。それに民俗資料が入っている。そこで民俗資料を使う意味って何な

の、とか、そういうのが全然見えてこなかったのです。そういう状況の中で、ここであえ

て人がやった資料をここで味付けしなおして、発信することで、慎重にいかないとまずい

のではと思ったのです。この辺どうですか。こういうことやるのを県は知ってるのですか。  

（事務局） はい、埋蔵文化財センターさんのほうにはかなり前から企画してやりたいとい

うことは伝えています。県立郷土館の展示というのは発掘調査して出てきたものに焦点を

当てるようなそういう成果であったので、こちらのほうではできれば、津軽ダムの西目屋

村周辺の限られた空間の中での地域の人たちの社会や文化というものをまずは理解してい

きたいというのと、ダムの底に沈んだ遺跡というのは津軽ダム以外にいくつか青森県内や

近隣の岩手県にもあるわけで、そういった例えば萪内遺跡とかですとか、当市で言えば，

世増ダムに沈んだ畑内遺跡などもありますし、そういった資料なども比較するようなこと

を視野に入れながら展示内容を充実していければなと、現状ではそのように考えています。 

（福田委員） 確かに埋蔵センター１か所に行くと大体全部資料があるから非常にわかりや

すいということもあるし、向こうも貸したいということもあるのでしょうけれども。私も

いろんなどう味付けするかだとは思うのですが、実はもうだいぶ前ですけれども、先ほど

出てきた世増ダム、南郷村のあれも似たようないわゆる山間部の遺跡を一つ掘ったような

感じなので、あれに関しては全然まだ展示の面からは総括されていないんですよね、だか

らむしろ津軽の津軽ダムと南部の畑内というか青葉湖ですか、そこをうまい具合に比較す

るような感じで考えられないかなというのが今頭の中に浮かんできました。ただ岩木川の

上流域のダムをポツンと出しても、やはり展示する側の主張がなければ見る人もあまりピ

ンときませんね。ただものを並べているなというだけで終わってしまう。 

（岡村会長） 世界遺産の縄文を新しいデータで後押しするような、やはりこんなにすごい

んだということが後押しできるようないい資料だと思うんですよ。そういう意味でこの地

域にあった縄文文化をトータルに発信できるような主張のある展示をしてほしいなと思い

ますね。その辺のことはこれから皆さんで考えてもらえばいいんだけど、皆さん注目して

いるので単なる二番煎じとか、そうはならないと思うんだけど、頑張ってください。 

（山下委員） すみません、関連してなんですけど、今、ダムファンというか、全国各地に

すごくいて、カードを集めているらしいですね。 

美しいダムとか、いろんなダムを八ッ場ダムとか人気出てきたりしていて、前、美濃加

茂市でダム展をやったんです。あの辺はダムが多いので、いろんなところからダムファン

がいっぱいきたそうです。もちろんそれは、ダムについてどういう意味があったとか、ど

んな歴史があったとか考古資料があるわけではないのですが、やはりダムファンからする

と、おそらく、津軽ダムと聞いただけで、違うイメージが膨らむので、現代においてどう

いうふうに意味があったのか、なぜそこが沈まなければいけなかったのか、そういうもっ

と違う、ダムファンに機能とか美しさだけではなくて歴史的な見方みたいなことを新たに

提案する、そん なところもあってもいいのかなと思いました。 

（岡村会長） 白神のいにしえ展はやっぱりダムの調査成果の集約なのだからダムは市内の
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遺跡なんだよ。 

そこに今、山下さんが言ったみたいにダムにそういうインパクトがあるならば、ダムを

入れてその辺のところをちゃんと訴えたらいいんじゃないかな。ダムというのはさっきか

ら言ったみたいにありとあらゆるものを水没させるわけね。ありとあらゆるものを調査す

るわけですよ。どうしても私たちの調査は遺跡のある部分の切り取った調査しかしてない

わけで、そういう意味である集団の今日までにいたる軌跡が全部わかるんですよ。遺跡だ

けじゃなくて自然に対する働きかけとかももちろんそうだし、そういう意味ですみません、

強烈なことを言って恐縮なんだけど、この間あったものは展示見ても人が全然出てこない

んですよ。集団の軌跡という観点が全然ない。それでは人は語れないし、遺跡掘ったり、

遺物をかまうのは人間の歴史を解明するためにやってるので、人間じゃなくてあそこにず

っといた集団の軌跡なんですよ。それが集団は全然見えてこない。ちなみに埋没した村の

履歴、人々の履歴なんだよね。そこをぜひわかるようにしてほしいなと思うな。私の不満

はそれだったんですけどね。 

（福田委員） 私は弘前ですから西目屋村というと昔から辺鄙でなかなか行きにくいところ

で辺鄙性が一つの売りだったんですけれども、そこにああいう縄文土器の大集落がずーっ

と、それこそ縄文の初めから終わりまでずっとつながっていたということで非常に興味が

あって、非常に期待して行ったのだけども、確かに今言ったように、なかなか人間の動き

というか集落が時代によってどう動くかとか時代によってどういうふうに縦軸が変わって

いくかとかどういう具合に墓がどう連動するかとか眺望はどうだったのかというふうな、

そういう観点があまり問題意識を持たないで、遺物だけで先にやっちゃったもんだから、

ある程度自分なりの考え方をもってそれに合わせて遺物を変えていくというかね、そうい

う方がいいのかもしれないです。あれはちょっと住居跡の分析なんかが必要だね。 

（岡村会長） 墓もね、すごいですよ。環状列石よりすごいから、環状列石も一種の墓なん

ですけど、大湯環状列石とかね、あれより少し後の環状列石にも勝るような石造物、墓で

あり祭壇であったり、すごいですよ。それ一つをとってもね。それから是川で出ているへ

ら状木製品と言ってるものかもしれないですけど、類例がやっと出てきたんですよね。と

かいろいろな発見がある。 

（福田委員） かなり是川と似ていますよね。 

（岡村会長） あんな山の中で海からどれくらい離れているのか、標高から行くと 200～300

ｍ高いのですけど、そんな山の中から海でとった魚の骨が出ているんですよね。海に行っ

て使った漁具も出てきて、山と海の関係がものすごく面白い。切り口がいっぱいあるんで

すよ、人間活動の広がりだとか。そういうのをちゃんとポイントをとらえてないんだよね。 

（福田委員） 資料が多いからそれだけで逆に選ぶのに時間を使ったというか、あまり多す

ぎるというか。 

（岡村会長） それは記録保存、出てきたものを記録とるという記録保存、遺跡がなくなる

んだから記録だけは取っておこうと行政はずーっとやってきたためにどうしても資料化す

る、そこにいっちゃってて、その意味まで考えられない。資料化する。写真撮ったり、図
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面とったりすることで汲々となって終わっちゃう。それだけで終わっちゃうんですよ。 

（福田委員） 八戸の縄文の文化とかなり共通しますよね、そういう意味で考えてやったら

いいと思います。 

（岡村会長） だから比較して意味を問うということもあるんだけど、あそこから出ている

資料をきっちりまとめてそこから何がどこまで語れるのかというのをぜひ考えてほしい。

ものすごくいっぱい発見があったと思う。あの資料を使って人の動きを使ってしっかり物

語れる。ストーリーができると私は思う。あの山の中で、あんなところに遺跡があると思

わなかったぐらいのところから遺跡がね。すごい豊かな遺跡が出てきている。これぞ縄文

の本質なんじゃないかと思うくらい。 

（石川委員） なんか、見たくなりましたね。その企画展。ストーリーですね。ひきつける

ストーリーですよね。 

（石藤委員） 先ほど福田さんが青葉湖の畑内の遺跡もあるとおっしゃったんですが、世増

ダムも発掘されてて、是川の上にあとありますよね。同じ川で。そういう意味では津軽ダ

ムというよりだったら、そっちの方が身近さを感じるのかなと思います。是川遺跡とのつ

ながりというか。多分そんなに色々あると思うんだけど。 

（岡村会長） はい、そういうことも含めてね、ここでやることの意味を少し考えてくださ

い。それから、埋蔵文化財の予定地が９ページから出ているけど、これは先ほどの来年こ

んなの予定されていることでよろしいですか。是川一王寺遺跡については遺跡の範囲確認、

調査の一環として国の補助金で掘っていくということですよね。 

（事務局） 内容確認調査です。 

（岡村会長） 是川の確認調査は今後どうなってるんでしたっけ。 

（事務局） 6か年計画ですが、14ページ太枠で囲ってあって黒い数字がついているところ、

これまず、3 年間かけて確認調査して、4 年目から４・５・６の 3 か年については特にま

たもっと広げなければいけない場所だったり、下の方向に向かってもっと掘り下げなけれ

ばいけないところを追加で調査する。それで計 6 年間という考えで進めています。 

（岡村会長） こういうスケジュールで今後も内部確認していくと。こういう計画は文化庁

も承知しているということでいいんですね。 

（事務局） はい。あとは、夏休み期間中になるべくぶつけて、現場の公開、小中学生を引

き込むようにしていきたい。 

（岡村会長） 体験発掘だっけ。 

（事務局） 余力があればやっていきたい。 

（岡村会長） あとね、松ヶ崎遺跡、11 ページから、この周知の範囲、これだけで 20 数万

平米。20 数万平米ってみなさん数字できいて、関東のこの時代の縄文の遺跡は大きくても

せいぜい 2ha くらいなんですよ。ちなみに三内丸山は 35ha とか、つまり、関東あたりの

大きな環状集落、拠点的な集落はせいぜい 2ha、それに対してもう、オーダーが違う大き

さの遺跡なんですね。それは関東は大体 2ha くらいの遺跡が川すじにトントンあるのだけ

ど、この辺は例えば御所野遺跡は 8ha、で周りに衛星的に枝村がある。拠点の御所野は墓
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も持っていて、捨て場もあって、本拠地、本村に当たるんですよね。そういうところは大

体数 ha から 2 桁オーダーまで行くので、三内丸山はさらにそれらを束ねるようなでっか

い集落。という、そういう意味で長大集落と拠点集落と枝村と社会が構造化されていると

私は思うんですけれど、そういうふうな構造化されている中で、松ヶ崎というのは三内丸

山に匹敵する、ここのところ 30，40 キロ範囲の中の大規模拠点だと私は思っていて、そ

ういう社会が構造化されたのは中期後半の社会構造がそこまで発展したのではないかなと

思ってるんですけど。その解釈はともかく、非常にでかい遺跡で、この地域の非常に重要

な遺跡だとかねがね思っていて、貝塚もあるんですよ。低湿地は分かりませんけれども、

貝塚はある。ということで水産物のデータも含まれていそうなので、できれば、長芋植え

るからはい掘りました、個人住宅から掘りましたというちょっと極端な言い方で恐縮なん

だけれども、そうやってなしくずしというか、遺跡が蚕食されているんだよね。ごろごろ

遺跡がなくなっていってるので、ここのところはぜひ、今まで掘ってきたデータをきちん

とまとめてどこに重要な部分があるのか、この線の中にそういう重要な部分、さらに核の

部分があるはずなので、最終的にはどの部分か残していって、八戸の財産として残して行

くような候補の遺跡の一つだと思うんですよ。ぜひその辺のことも頭に入れて、今回 11

地点、かなり広く掘るので、ちょっと気になりますよね。 

（福田委員） 松ヶ崎の図面のスクリーントーンの部分は県の部分も入ってるんですか。県

が掘ったもの。 

（事務局） はい、全部入っていて、まだ 10％以下ですね。 

（福田委員） けっこう遺構が集中するところと、ほとんど出ないところがあるよね。 

（事務局） あるのですが、この範囲の中で動いているんです。 

（岡村会長） 地点を動かしているということね。でもそんなに時間長くないでしょ。 

（事務局） 前期後半から後期の前葉です。 

（岡村会長） それは村の位置を数百年くらいで変えてるんでしょ。それのトータルは見え

てる。でかいというのはあるのかもしれないけど。中期後半とっただけでもでかいですよ。 

（福田委員） でかいです。 

（岡村会長） でかいですよね。ぜひそういう構造を押さえて、前後はともかく、中期後半

だけの各論の部分だけは何とか残して行くとか、そういう埋蔵文化財の保護を活用に向け

てのメリハリある遺跡の取り扱いということをちょっと考えた方が後に悔いを残さないん

じゃないかなというそういうお願いです。 

（福田委員） 中期後半でおそらく八戸で一番大きいのではないですか。 

（事務局） ちょっと異常な状況がありまして、これと同レベルの遺跡が近距離 5 キロ圏内

に 2 つ。石手洗と一王寺、ほぼ同等クラスの遺跡がすごい近場にあって、どうやって食料

をまかなっていたのかな、と。 

（岡村会長） どうやって食料もあるけど、私がさっき言ったように、ここの拠点のいろい

ろあった遺跡と思ってたけど。確かに石手洗もあるし、一王寺もあるし、そういうときに

もう一王寺が残されているので、これで分かった調査の成果を一王寺にもってきて、一王
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寺をその代表として残して行くんだとか、そういう戦略を練ってほしいなと思います。 

（福田委員） これは前にほかの遺跡があったのがつながったんだよね。 

（事務局） もともとは松ヶ崎と西長根が右と左に位置していました。 

（福田委員） それがつながっちゃったんですよね。 

（事務局） 中期後半の本体がちょうど真ん中に線があったので、これはこっちだよと。 

（石川委員） 別紙 2 のところで、上のほうに本館の展示設計リニューアルオープンという

ところが世界遺産と連動しているのかなというところと、先ほどの特別展のストーリー、

そういったところの関係というのはなんかあるのかどうか、どういうところを手を加える

のかを教えていただけますか。 

（事務局） 予定ということでお話しします。史跡の整備範囲に当たっている縄文学習館の

部分、こちらが工事に伴って休館を予定していますので、そちらで今展示をしている泉山

兄弟と是川遺跡という展示内容をこちらに移す必要があります。縄文学習館は改修をして

是川遺跡のガイダンス施設、遺構の展示施設として再出発を 2026 年にしたいと考えてい

ますので、泉山兄弟の展示を本館のほうに集約したいということで、そういったリニュー

アルが必要だという計画になっております。合わせて世界遺産登録もありますので、開館

以来情報が更新されていない 1 階にある情報機器につきまして、こういったタイミングで

世界遺産に対応したい、あるいは多言語化、音声解説など、そういったことでも取り組み

たいという意味で本館のリニューアルということを計画として挙げさせていただいていま

す。 

（石川委員） 期待としては、先ほどの亀ヶ岡文化の他のエリアの話と北東北、北海道の縄

文遺跡、エリアがある意味ちょっと違うというのがありますよね、もし世界遺産に関心を

持ってきた場合、ここに来るとほかの地域のことも理解できて、そういう高田委員のとこ

ろにも行きたいな、というようなきっかけになるような展示構成の方が本来は好ましいの

かなというふうな、そうするとやっぱり今、今度開館 10 年のときに、ミッションという

かビジョンの再定義をする必要が出てくるのかな、とそこら辺の 10 年前のビジョンとか

ミッションと、世界遺産登録後のミッション・ビジョンと変わってきても当然であって、

それを戦略的にやっていく。限られた予算、限られた人数でやるのは両方やるのは体力的

にも予算的にも難しいのかなと思うと、そっちのほうに軸足をとりあえず置いた方がいい

のかなとなると、さっき言ったミッション、ビジョン、できれば開館 10 周年のときにこ

この検討委員会を作るのか、また新たな委員会を作るのかはわからないのですけども、そ

ういう実際の整備検討委員会というのはもちろんあるので、そこで練っていくのもいいの

かもしれないけれども、そういうことを先ほどの話の中で、改めて思いました。 

（岡村会長） はい、ありがとうございます。 

 

□□ 案件（２）その他 □□  

（岡村会長） 世界遺産の説明はさっきあったけど世界遺産は最近何かやっているのですか。 

（高田委員） 全体のはまだ 3 月まででやりますけれどもワーキングみたいな形で、4 道県
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の方たちで一応最終の推薦書を最後にまとめて、あるいは英文化しているところです。 

（石川委員） 多分、ここだけの範囲ではないと思うんですけれども、世界遺産登録すると、

やはりそれを回りたいという欲求も絶対出てくると思うんですよ。それに便乗して、観光

業者が回して行こうというのは当然出てくるとなると、ビジット八戸という DMO が作ら

れてくる。ただそこは三八とおいらせ町と、また世界遺産とはエリアがちょっと違うので

すが、2 次交通部会とかいろいろあるので、そういうところをうまく使いながら、なんと

か高台のところとか、もう少し近隣のところで回れるような仕組みというのを、観光課な

のかな、それともそこの DMO なのかわからないけれども、そういうところに情報提供を

しながらやっていくという戦略もあるのかな、なんていうのを思いましたね。そういうコ

ンテンツがこっちにあるよということを見せてあげると、向こうも KPI と言って評価指標

も作っているので、いかに宿泊客が八戸とこの近辺に来ているのかとかお金を落としてい

るのかという指標があるので、そういうところでこのポテンシャルをすごく使えるなと思

ってくれると、予想以上に逆に困るぐらい来てしまうかもしれないですけどね。そういう

ところのバランスというのがこことの他の部局というのがあるのかと、改めて今日観光課

に行ってきたときに思いました。多忙になってしまうのかもしれないけれども、そういう

ところをぜひ情報を流してください。よろしくお願いします。 

（岡村会長） テレビ・新聞とかマスコミとかその辺はどう考えているんですかね。この間

東奥日報に行って、平成を振り返るというやつで三内丸山、岡村さんにとってはどうです

かと問われて、新聞に出ていたでしょ。 

（福田委員） 東奥日報の朝刊に出ていましたね。 

（岡村会長） とにかくマスコミと縄文世界遺産との歩み、これいろいろ紆余曲折があって、

この頃なんかあまりマスコミがサポートしてくれていないような印象があるのですけど、

でもこれで世界遺産になったら、ともに情報発信したりイベント組んでいってほしいと思

うんですけど、そんなことでお考えとか動きはありますか。 

（石藤委員） 泉山兄弟とか、そういうふうなものとかは連載組んだりしていこうかと考え

ていますが、世界遺産登録に向けて、県全体もそうですけれども、弊社としてはこちらに

根差した新聞社ですので、是川を盛り上げていきたいと考えてまして、具体的にはまだ決

めていませんけれども、国宝 10 年というのも節目ですし時々に応じて一生懸命やってい

きます。 

（岡村会長） ぜひ、マスコミがずっと味方でここのところ、30 年やってこれたような気は

します。やはり国民の理解と協力がなければやっていけない行政なので、それを代弁して

くれているのがなんと言ってもマスコミで、マスコミに反対キャンペーンを貼られたらイ

チコロな世界ですのでぜひよろしくお願いいたします。ともに新聞社も大変だと思います

けれども、よろしくお願いしたいと思います。 

じゃ、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。 


