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令和元年度第２回八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館運営協議会会議録 

   

 

日時   令和２年２月１３日（木）13 時 30 分〜15 時 20 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 福田友之委員 

山下治子委員 石藤清悦委員 鈴木規夫委員 

事 務 局 ８名 

     工藤館長 小保内副館長 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 会議 案件（１）令和２年度事業計画 

（２）その他 

 

 

２ 会議 

 (1)令和２年度事業計画 

 

事務局説明 

質疑応答 

 

（岡村会長） 

ただ今の説明に対して何かご質問ご意見はありますか。 

まず、展示の事業計画ですね。常設展、それから企画展の説明がありましたけれども、   

この中で何かご助言等ありますでしょうか。常設展はこういうことでよろしいでしょうか。 

 

（石川委員） 

今回は事業計画ということですが、事業報告をさらに改善する上で事業計画案が立てられ

ているのかなということでお聞きします。遡って恐縮ですが、以前、是川縄文館自己点検評

価ということで、平成 29 年度第 1 回目のときの資料に「市民や学校と連携し楽しく学べる教

育機会を提供します」ありましたが、重点的にこれから取り組まなければいけないという認

識でこれまで取り組んでこられたと思うのですが、今回の企画展とか、展示等を含めてこう

いう市民と学校と連携して楽しめる教育機会の提供というのが反映されているのかどうか、

教えていただければと思います。 
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（事務局） 

展示の部分として触れる展示やジュニアガイドというものをなるべく用意するということ

は継続しています。そのほか教育普及の出前講座のほうで学芸員による講座ですが、2 ページ

目になります。こちらのほうで、いのるん体験学習というプログラムを是川縄文館で用意し

ています。これまでは合掌土偶について、縄文文化の出前講座のメニューとしてプログラム

を用意していたのですが、今年度から新たに世界遺産縄文遺跡群のメニューを増やしまして、

先般全校に周知をさせていただいたところです。今、参加者を募集している段階です。 

 

（石川委員） 

以前の議事録を見させていただくと、岡村会長のほうからアミューズメントとか憩いの場

の市民の需要とが合致していないからそういったのに力を入れたらいいのではないかとか、

山下委員から親子研究発表のような縄文学習館に通いながら研究し成果を発表することで親

子で良さを発見できるようなイベントがあればいいなと話されていて、そういうものが今の

話とつながってくるという認識でよろしいでしょうか。 

 

（事務局） 

これかわ考古学クラブがまさにそれに合致する行事になっていまして、小学生の児童に伴

って親が必ず送迎に来ています。その中で一王寺遺跡の発掘体験をやりまして、親の方が真

剣に遺跡を掘っていたのですが、そういった意味で縄文館と児童生徒、それから親御さんと

の関わりを持つ機会になってきています。今年度は遺跡を掘って土器を洗うとか注記をして

写真を撮って、断面図を取ってそれを合わせて観察をしているということで報告書作りの真

似をしました。考古学の表面的なことですけれども、体験をして興味を持ってもらうという

ことでそういったプログラムを始めたところです。 

 

（石川委員） 

ぜひまた、そういったものを継続させてください。 

 

（岡村会長） 

それはどんな風に受け止められていますか。 

 

（事務局） 

もっと知りたいということで館内のバックヤードツアーも 2 回くらいやってほしいという

ご意見もありました。 

 

（岡村会長） 

今、館としてはそういう取り組みをされているようですが、学校側には伝わっていますか。 
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（鈴木委員） 

パンフレットとかは回ってきますが、その時だけになってしまうんですね。今お話のあっ

た、学芸員による講座とか日曜日の縄文体験コーナー、そういうものもホームページ上にこ

ういう活動をやっていますよと、気になった方はまずみんな今ホームページを見ますので、

どんなことをやっているのかなというのがあると、宣伝効果もあがると思いますし、私たち

学校のほうでも、どんなのをやっているのかなというとまずネットを見るんですね。そこで、

すぐ、連絡先とか活動内容とか対応時間とかあるとすごく活用しやすくなり、参加者数もか

なり増えるのではないかと思います。 

 

（岡村会長） 

それはやっていないんですか。ホームページに紹介されていないのですか。 

 

（事務局） 

ホームぺージで掲載しているのですが、伝わりにくいのかなと思いました。 

 

（岡村会長） 

楽しんでいるような姿の画像を入れたり、行ったら面白そうだなという情報とかも入って

いるのですか。 

 

（事務局） 

心掛けております。 

 

（岡村会長） 

何か伝わるものがあるといいですね。文字だけというのはなかなかね。 

 

（鈴木委員） 

文字だけだと、子どもたちがなかなか興味を持ってもらえないのですが、活動の様子があ

ると、すぐ「これ面白そう」と興味を持ちますね。 

 

（石川委員） 

ホームページの奥深くの階層にならないと見つけられないところだとなかなか発信が難し

いので、学校の先生が目につきやすい場所、ホームページの一番最初にバナーがあって、そ

こでクリックすると直で見られるという、そういう何か改変できるならそういうところで改

めて売りにできるかもしれませんね。 

 

（岡村会長） 

学校にはなかなかそういう情報も積極的にこちらから言わなければいけないですね。保護
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者といったって、そんなにそういう情報、常に求めている人たちは一握りでしょう。なかな

か学校の教育システムとかいろいろなことがあって、つながらないというか。実態はどうな

んでしょうか。山下委員さん。 

 

（山下委員） 

教育熱心な親御さんはいらっしゃると思うんです。あとはいくらお金を出してもいいよと

いう方も中にはいらっしゃると思うんですけど、なるべくお金をかけないで、しかもちゃん

と学べるようなところがいいと思っていらっしゃる保護者の方も多いので、例えば、東京の

ほうで区報とかお知らせに載ったイベントのお知らせ、ほんとに数行ですけど、結構人数が

埋まるんですよね。区のものは大体無料なんですけど、タイトルとか魅力的なイベントだと

1 日で定員いっぱいになりましたとか、そういうこともあります。チラシとかホームページと

かでも、イラストとかですね、もっと「いのるん」を活用してもいいかもしれないし、「いの

るん」がちょっと動いているとか、ちょっとかわいらしい感じを入れると難しそうじゃない

んだというふうなイメージになるかなと思います。 

 

（岡村会長） 

今、都民何とか便りとか、区民何とか便りとか、たぶん、山下さんと同じようなものを見

ているんだけど、見るポイントは無料かどうか。それからどんなことを具体的にやるのかが

伝わってくるようなタイトル、さっきの一連の資料からすると拓本が取れてどうのこうのみ

たいな。どうしても我々は堅いタイトルを付けちゃうけど、行ってみて、遊べるなあ見たい

な、無料で。今行政サービスの一環じゃないですか、そういうのは。繰り返しになりますが、

私は無料かな、受講料無料かな、とそこから見ますね。いくらって書いてあった時だったか

な、税金払ってるんだから、無料でしょう、と思いますけど。 

もっとその辺の情報がうまくつながるような情報発信、目につきやすさ、魅力的なタイト

ル、そんなのが工夫されているとは思いますけれども、しつこいようですけれども、学校の

子どもたちもできるだけ休みの日には取り込みたいと思ってはいるのですが、そのためには

具体的にどうしたらいいのか、もうちょっと工夫があるのではないかなと、鈴木さんの話を

聞いてそう思いました。 

 

（石川委員） 

学校との連携というところでキーワードは、あとは市民がいかにそういう楽しく学べる教

育プログラムがあるということなので、どう PR し伝えていくか、その二つですね。 

 

（岡村会長） 

ぜひ教育の一環として、講座があるのだというイメージは払拭してほしいね。すごく思う

のですが、6 年生になって歴史分野が入ってきたので、じゃ、あの講座を聞きに行こうという

ような気がします。私が子ども相手に何かものをやるときには 6 年生がほとんど預けられる
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ことが多いんですね。つまりそこはやはり、さっき癒しだとか楽しさだとか言いましたけれ

ども、どこにしても勉強したくないな、というのがあると思わない。親は、歴史分野に来た

から子どもを、あの講座にやろうと言って、親が引っ張ってくるんですね。親は夢中になる

んだけども子どもはまた勉強かという顔をするのを感じるんです。そういう子どもたちをよ

く相手にすることがあるんだけど。それを場を設けているこちらも報告書制作過程だのいろ

いろな技を教えたみたいなことを言っていたよね。 

 

（事務局） 

楽しくなるように、難しい言葉遣いがないように、説明ではなくて体験ということで。 

 

（岡村会長） 

その辺がよくわかるようなタイトルを考えたりとか、何か場面をちょっとわかってもらえ

るような情報発信とか、楽しそうだなという映像とかね、じゃないのかなと。 

 

（石川委員） 

あとは、実際は本当に報告書作りを知らないうちに楽しく学べているというプログラムだ

という認識なのですが、そのプログラムをそこまで回すのに、スタッフがマンパワーを割い

て、逆に言うとそういうキャパが対応する人数のキャパがある程度限られてしまう。これ以

上人数が増えてしまうとちょっと大変になってしまうとか、そういう運営的な問題点が実は

あるのかなと。もしそういうことが起きる場合、どうすれば対応できるのか、とか、その次

の段階もあると思うんですよね。特に学校との連携とかという話になってくると。団体でそ

ういうふうなところをやった場合、本当にそれが 30 人、40 人の対応ができるのかどうかと

か、その辺のプログラムの次の課題とか、また、これ以上増えてしまうと困るという場合が

あるならば、どっちを優先して開拓していくかとかそういったところがあればいろいろ教え

ていただきたいなと思うのですが。 

 

（事務局） 

考古学クラブにつきましては、小学生に対象年齢を下げるまでは毎年 0 名で、毎年、この

会議の中でどうしてないのかというご質問を受けていたものです。それを小学生まで思い切

って下げて、参加者が増えている現状の中で、今 10 名程度というちょうどいい人数になりま

して、これが増えてくると、同じ距離感で同じような内容でやることは難しくなってくると

思います。実際は、3 年目の学芸員と私がメインでやっているので、負荷は 2 人となるのです

が、だんだんプログラムが出来上がってきたので、回せていけるような段階です。もう少し

キャパシティが増やせる状態です。まだそういった段階ですので、増え過ぎたらどうしよう

というところまで達していない。今年度はみんながやりたがっていた発掘調査をメニューに

入れましたので、もっと人が増えるのかと思ったのですが、予防線として全部出てください

というのを条件にしましたので、かなり絞られました。そういったことでコントロールでき
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るのかなと。 

発掘の前にもバックヤードツアーをして、館のこんな仕事をやっているんだよとか発掘に

ついて勉強しようとかそういうことをちゃんと受けてそのあとの整理作業をやる人は発掘に

出られますよ。発掘の第 3 回だけの参加はなしですよ。となっています。そういったことで

ある程度コントロールができるようにプログラムを作ってきたと思っています。 

 

（岡村会長） 

鈴木先生、そういうことなんですけれども、聞いていて何かご意見ありますか。 

 

（鈴木委員） 

そうですね、確かに、発掘だけだとかなり来ますよね。ちょっと話がずれますけれども、

ここを子どもたちが訪れて使うところの一番のネックは交通費なんですよね。それはすごく

結構かかるのですが、八戸市ではっふる隊という取り組みをしてますけれども、それは、市

のほうでお金を出して何らかの体験と一緒であれば、使えますよというものですが、今年、

はっふる隊を活用してきたところがどれくらいありますか。 

 

（事務局） 

今年度統計がまだ出ていないんですが、昨年度は 17 校 750 名。是川縄文館は博物館系だと

常に上位に利用していただいています。 

 

（鈴木委員） 

その子たちはどのような体験ですか。 

 

（事務局） 

簡単なものは火起こしですけれども、勾玉づくりですとか土器づくりをやる方々もいます。

基本的にモノづくりの体験学習をメインとした事業ですので、それもあって展示見学などを

しています。 

 

（鈴木委員） 

そのへんも学校のほうでも、宣伝しておかないとと思います。   

 

（岡村会長） 

こういう議論ですけど、何か、ご意見はありませんか。 

 

（石藤委員） 

世界遺産登録に向けて、うちの新聞も今年の最初からだいたい年間 5 部構成で、泉山兄弟

の物語から始まっているのですけれども、遺跡の説明をしたもの、価値とか魅力、後半には
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北海道・東北地域の遺跡の魅力を紹介する連載をスタートさせています。そうした中で今、

来年度の事業説明を受けたのですが、特に決まるかわからないですが、世界文化遺産登録に

向けた色を出した事業というのはこの説明の中のどこの部分になるのかということ、どこに

力を入れたのかという説明をお願いします。 

泉山兄弟の部分は③の企画展示の中に、100 周年を迎えたということで企画してあります

が、ことさら世界遺産登録を意識した事業、今回の事業計画というか来年度はどんなことを

考えているのかも含めてお話いただければと思います。 

 

（事務局） 

資料 3 ページのバナーフラッグ等ＰＲ予算要求が一つ大きなものでありまして、現在、ス

ポーツチームのヴァンラーレですとか、そういったもののバナーフラッグが街中に下がって

いますけれども、そこに、是川遺跡、縄文遺跡ということで PR をしたいということで計上し

ているところです。 

それから、例年行っているパネル展や、考古学講座の中での市民への価値の伝達というと

ころを引き続き行っていく予定です。展示のほうでは、内容としては、遠回しな内容になり

ますが、ロゴマークを入れて、PR をしていきたいと考えています。 

 

（石藤委員） 

まだ具体的な他との連携、先ほど館長から連携してやっていきたいというお話でしたが、

世界遺産を意識した具体的な連携事業はまだ見えてないのですか。 

 

（事務局） 

連携はしてございます。県のほうに事務局がございますが、そこと統一的な動きをしてお

りますので、そういった部分で関係市町村と一体となってやっていくということです。そこ

でどういった形で、先ほど説明致しましたが、そういうのもからめていろいろなことが出て

くると思います。 

また、予算要求段階なのですが、当館のデータベースの更新を予定していまして、具体的

には今、機械、サーバーを館内においてそれで情報を提供しているのですが、それをクラウ

ド型、インターネット上に挙げて行うシステムに変えることによりまして、多言語解説のア

プリケーションが付属でついてくることもありまして、世界遺産の来館に向けて多言語対応

のアプリケーションのコンテンツ作りを次年度計画しています。 

 

（石藤委員） 

始まってみたら、三内丸山遺跡にばっかり人が集まるのではと危惧したので発言しました。 

 

（石川委員） 

事前にデーリー東北さんに情報をいただいて、スポンサーというか協賛をいただいて PR し
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てもらえるといいですよね。 

 

（石藤委員） 

あと、関連してですけれども、縄文保存協会との連携というのも非常に重要になってくる

と思うので、何年か前に私失礼なことを申したかとは思うのですが、発信力、その辺は連携

を密にして新しい視点で、PR してほしいなと思います。 

 

（岡村会長） 

例えばどういうふうなことですか。 

 

（石藤委員） 

以前は思いついたまま、本当の縄文料理を提供しろと無理なことを言ったのですが、協会

の力があって成り立つ話ですので、2 年前とかジビエを提供したらと言ったことがあるので

すが、いつもここに来るとカレーとかもう一工夫と思う部分もあり、新メニュー、盛り上げ

の一つにして客寄せと言えばなんですが、そういう企画をして、予算を割いてほしいなと思

います。 

 

（岡村会長） 

私もそれに関係して思うのですが、具体的メニューとしてどういうのを用意するかはなか

なか難しいと思うのですが、いろいろな段階があると思うのですが、ここは、貝塚があって、

どんな動物を食べたとか、一番重要なのは、ベースになった植物、木の実だとか、山菜だと

か、そういうものの具体的な証拠が出てくるのですよね。今、和食の原点みたいなものを探

るというのが国の大きな文化行政の流れになっていて、和食の原点が大きなテーマになって、

京都を中心に。多分それは文化庁が京都に動くことと連動してるんですよ。そういう中で各

地の貝塚や低湿地を持っているいくつかが縄文の食のことをテーマにしながら展示をしたり、

食の復元みたいなことをやっているので、そういうことをやるここは一番ふさわしいデータ

がある遺跡だと思うのです。ところが、言葉がきついですが、そういうのがテーマになった

事業展開が、今まで展示も何も一つもないんですよね。そこはもったいないなと思っている

んです。ぜひ、ここの遺跡の特徴を生かしてほしいなと思います。展示プランの中にいつも

出てこないし、今回、世界遺産の縄文の美みたいなことで、企画されているのですけれども、

たぶん、低湿地、世界的にウエットランドサイトみたいな湿った場所の情報量、みたいなも

ので特に日本中が植物利用をものすごく多くしていたという意味で縄文文化の特色があるわ

けで、その辺もぜひ一つその方向性で展開してほしいな。 

 

（石藤委員） 

せめて、例えば、発掘資料の中を見ているとサケの骨とか、出てきたものが書かれていま

すよね、そういうのをもとに想像の縄文食のレシピの展示だけでもね。そういうアイディア
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を展開してほしいなと思います。 

 

（岡村会長） 

私が言ったのはそういうのは今流行になっていて、関東では色々なところでやっています

よ。シンポジウムやったり、展示やったり。一つそういうのに負けてほしくない。 

 

（石川委員） 

ある意味、食のテーマの展示をやって、その時期間限定でお店でそういう料理を出す。そ

れが結構おいしくて売り上げが上がればそれが一つの新メニューになるとか、そういう展開

がもし可能だったら試行的にやって連動してやるのもあるのかなと改めて思いました。可能

な範囲でできればということで。 

 

（事務局） 

食の展示は可能かと思いますが、カフェの厨房は火を使えない制約があるので、食事の提

供は非常に厳しいかなと思います。 

 

（石川委員） 

保健所関係で、ということですか、 

 

（事務局） 

設備として、火を伴うガス等の設備を持たない。IH だけはありますが、火力が非常に弱い。 

 

（岡村会長） 

外でね、縄文食体験をやるとかね。いろいろ季節のコンセプトを生かして、どこでやる、

どのくらいの制限の中でどこまでやっていける。そういうのも模索してほしいと思いますね。 

 

（石川委員） 

館内では火元の関係でできないということですね。 

 

（岡村会長） 

ショップで干し柿を売っているんだよね。これは昨日、八戸市内で、おばあさんたちが売

っている干し柿を買ったのですが、こんなのでも縄文を感じませんか。なんか縄文時代の食

じゃなくて、その伝統を受けて縄文時代は柿はありませんので、これはそれ以降なんだけど、

ものを干して甘くして食べるみたいな伝統はずっとあるわけですよね。そういう意味で縄文

的なものということでいいと思うんだけど。そういうものを可能な範囲でやってくれると。 

先程、館のショップで 200 円で買ってきました。昨日、市内で買ったのは 500 円だった。

失敗したなと思って。 
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（山下委員） 

食のことがあったので。私が前から思っていたのは、縄かりんとう、というのがあります

よね。よく駅で売っていたり、青森に行くとありますね。 

まったくドンピシャじゃないのですが、なぜ縄かりんとうがあるのだろうと思っていたの

ですが、弘前で作っているんですよね。製造しているのが石崎弥生堂と書いてあって、面白

いなと思うのです。それを売れというのではなくて、その縄かりんとうがあったら、ここの

バージョンにして、小さくてもいいので、興味を持ってもらうというか、縄文の縄というの

を想像してもらう。巻きがどうだとかわかりませんが、そういう話題。土産話になるような

小さなお菓子、よく最近、お菓子を売っているのですが、地元の生産者の方と協力して、パ

ッケージをおしゃれなものにするとか、それがいいかなと思っていました。 

 

（石川委員） 

世界遺産に向けて商品開発、ありそうですよね、これからね。 

 

（岡村会長） 

いろいろ考えられるんじゃないですかね。縄文時代には栗林があったはずだから、栗を取

ってマロングラッセを作ってここで売るとか、可能ですよね。いろいろそういうアイディア、

縄文は栗ですからね。間違いなく栗です。この中に栗林が絶対あったはずですよ。そしたら、

単に森の復元ではなくて、受容できる森、里山、そこから出てきたものを体験にも使う、食

べている、私の地元は弥生の環状集落なのですが、柿の木がいくつかあって、普通だったら

みんなそれをカットして新しい植栽をするわけだけども、これはシンボルツリーにもなるし、

柿だから残してくれて、今そこでは渋柿を取って干し柿を作っています。 

そういう、何か、私たちは頭固いから縄文というとこれ、と思うのですが、縄文的受け止

め方と言ったらいいのか、自然素材を使って、さっきおばあさんと話したら、大根葉の干し

菜をずっとこの辺では作っている。東京で大根を干して沢庵を作っていると言ったら、大根

葉を干したらいいのではないか。と言ってましたけど、そういう東北で伝わってきた縄文以

来の干し菜を作るとかね、柴栗作るとか、何かいろいろつながりが求められるのではないで

すか。みんなあなた方がやったら大変だけど、ボランティアの人たちとか、あるいは体験で

大根干しをするとか、柿をむいて干すとか。 

 

（福田委員） 

ちょっと厳しいかもしれない。 

 

（岡村会長） 

厳しいですか。いろいろ試行錯誤してみて実験してみてください。子どもたち喜ぶと思う

ので。 
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（福田委員） 

是川遺跡の特色の中にどうしても学生時代に見た是川の特殊泥炭層がありますね。有名な

写真が、トチの実がぎっしり詰まっているすごく鮮烈なイメージがあります。例えば東北地

方から見てみますと、秋田県の南部から山形・新潟・福島、長野もそうですけれども、必ずト

チ餅とかトチ団子が売っているんですよね。秋田の南でも買ったことがあるのですが、キオ

スクでも売ってますよ。ところが青森に来てしまうと、トチを食べていたということが残っ

ていないのですよね。ですが、是川には立派な層をなしたトチを食べているのが残っている

ので、この間の会議でも話したのですが、こちらで是川のトチの粉を使った団子とか、市内

のお菓子屋さんに作っていただくとかできないものかなと。私は是川にトチの実のものがな

いのは寂しいなと思うんです。縄文を支えた食べ物ですから。 

 

（岡村会長） 

トチの実をさらして餅を作るというのは結構大変なので、挑戦したけど、必ずしもうまく

いっていないんですよ。 

例えば、トチの話が出てきましたけれども、八戸の通りでおばあさんから買ったけど、ク

ルミ餡の入った餅、大福とそのわきにクルミみそが入った餃子みたいなかっこしたやつ、も

う食べちゃいましたけど。そういうちょっと縄文のにおいを感じるような自然食、そこに魅

力を感じますけれどもね。さっき、ここのメニューにできるという制約と同じように、実際

にやるとなるとものすごい創意がいっぱいあるので、やれることをいろいろ考えてみてほし

いなという気がします。 

例えば、クルミって子どもたちが見たときにクルミは知っているけど、どうやったらいい

かわからないでしょ。縄文時代はこうやってむいたのかなと思うじゃないですか。クルミの

むき方知っていますか。割る前に、火に入れるとパッと開くんです。ちょっと入れるとパカ

ッと取れたりします。昔は囲炉裏でやっていたりとか、そういう歴史があります。それはそ

れとして、クルミって大変メジャーな堅果類なので、燃料にもなっていたみたいで、油持っ

ている殻をね。いろんなクルミの利用を日本人がずっとしてきたことをたどれるようなしか

も簡単にそれが悟れるような触れられるようなそういういろいろなことを考えてみてよ。い

きなり、縄文クッキー作ったりするのもいいけど、自然食にこだわってほしいな。 

 

 

（福田委員） 

八甲田の酸ヶ湯温泉かな、あそこでトチ飴とか売ってますよね。トチを飴に入れるという

のは面白いなと思って。 

 

（岡村会長） 

なんでもいいよね。縄文飴とかさ。 
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（福田委員） 

粉は高いでしょうから少ししか入っていないとは思いますが。 

 

（石川委員） 

そういうものにつながるような企画展をやってもらえるとありがたいですね。 

 

（岡村会長） 

くどいようだけど、植物質のものも動物質のものもあって、当時のレシピをおそらくでき

るだけ復元できるここは一番いい遺跡だと思う。その利を生かさなければいけない。 

あれだけ大量にトチの皮をむいて、皮だけでこんなに層になっているのだから、すごい量

ですよね。 

 

（福田委員） 

白神山地の縄文でも、トチの実とかやっていますけどね。弘前大学で展示してあります。 

 

（岡村会長） 

では、次、展示の話に移しますけれども来年度 3 つくらい、展示計画があるようですが、

先ほど概要の説明がありましたけれども、こんな展示をしてほしいとかありませんか。 

 

（福田委員） 

白神山地の縄文というのは 1 年くらい遅れているのかなという感じはしますけれども、非

常にタイムリーな企画だな、良かったなと思っています。ただ、問題は青森県立郷土館でも

やったんですが、郷土館の場合は民俗、マタギとか、山村文化という現代の文化と一緒に、

初めのほうに縄文があって、ちょっと資料的に少ないし、多少がっかりしている。今回は白

神山地の縄文ということで縄文に限定してやるようなので、ぜひ是川の縄文と同じ時代です

から、おそらく、晩期だけではないのですか。 

 

（事務局） 

晩期だけじゃなくて早期からずっと。地域の歴史として紹介していきたいと考えています。 

 

（福田委員） 

その中にも是川との比較というか、津軽と南部、亀ヶ岡文化の移動というか似ている点や

違った点もちょっと出してほしいなという感じがしますね。サケが全然でてないですよね。 

 

（岡村会長） 

それも大事なんだけど、あの高い山の中でニシン科が出ているんです、結構。ニシンも出
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てるけど多くはマイワシだとか、そういう大きさのニシン科が結構入ってきています。一部

の土壌や土だったら別ですが、あれだけ出てきているというのは、交易品であんなイワシな

んか入ってくるはずがないので、海に捕りに行くと考えた方が自然だし、海で大型魚を捕る

とげとげをもった組み合わせのヤスが出てきているので、あれを川で使っているとはちょっ

と思えないし。あんな白神の山の中の人が海、80 キロくらいで陸奥湾かな、に出られるはず

なんだけど、そういうところに出ていったのか、という感じがするのだけど、そういうとこ

ろに目を当ててほしいなと思いますね。 

 

（石川委員） 

展示計画の令和 2 年から 5 か年のものを見させていただいて、備考欄で 2021 年度に世界遺

産登録という流れの中で、インパクトか、次の年 2022 年には、特に夏休み期間中には多くの

人がここに来ると思うのですが、その時に、県外から来る人達が特別展を見て、琵琶湖周辺

の晩期の縄文世界というのは果たして本当にいいのかな、というのを前回か前々回言った記

憶があります。その時に事務局の回答としては、2021 年か 2022 年、北東北と北海道で、そう

いったイベントをやるので、たぶん資料のお互い貸し出しは難しいという答弁だったと思う

のですが、やはりそれは難しいのでしょうか。多分、登録した 22 年度、本当に夏は来ると思

いますよ。どこの世界遺産でもそうですから、いろいろな観光業者がツアーを組んでくると

思うのですが。 

 

（事務局） 

2 年後の予定ですので、いただいたご意見ですけど、縄文文化をもっとわかりやすく伝わる

ような、皆さんに喜んでもらえるような展示にしたいと思っています。 

 

（岡村会長） 

説明の途中で忘れないうちに言っておきたいのだけど、今言ったような話は非常に大事だ

と思うので、先ほど石藤さんに言っていただいた世界遺産を大きなきっかけとしてどんな展

開にするかというのはすごく大事なことだと思うんですよ。よく感しるのだけど、17 の資産

を並行に並べるのはあまり面白くないです。世界の中の八戸縄文文化とか、自分の持ってる

ところで、八戸のしかも言ってみれば構成資産になっている是川をメインに、世界の中の是

川縄文文化なんですよ。そういう展開してみたら、そうすると自前の持っているものだけで、

それで世界的にもそれを位置づけられる。思いつきなのだけど、そうなってくるとあなた方

も勉強できるじゃないですか。 

 

（事務局） 

はい。次年度の夏が是川遺跡展です。 
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（岡村会長） 

それはだから世界の中の是川じゃなくて是川を理解してもらうための是川展ということで

もいいし、それはともかく、そこのところに焦点を当てて、先ほど言われたような世界遺産

としての展開を変えてやった方がいいし、そういう意味では、館長さんも言われているよう

に、2 割客が増えてきている。その中に世界遺産だということは、相当プラスになっていると

いう発言がありましたけれども、じゃあ外国人の方たちが最近どのくらい来ているのか、今、

新型コロナウイルスが流行っているので中国人はあまり見かけないけど、この館としてはど

うなのか。そんなことも視野に入れながら、あの段階に世界のツーリズムを連動するような

そういうことをぜひ考えて、世界の中の八戸の縄文文化というのはいいような気がするのだ

けどなあ。難しいですかね。 

 

（事務局） 

考えてみます。ただ、市民の方が是川遺跡展だと、「是川遺跡で是川遺跡展か」ということ

になってしまうのではと。 

 

（岡村会長） 

なので、「世界の中の是川遺跡」でいいのではいですか。考えてみてください。先程、言わ

れたことはそういうことを期待しているのだと思う。もう一つ言わせてもらうと、是川の出

土品を通して世界に誇れる縄文文化を発信するのだと思うのだけど。それを構成資産が 17 あ

る。それを組み合わせて縄文の本質を伝えようとしている、今のやり方はちょっと引っかか

るんですよね。是川に縄文の本質がいっぱい埋もれていると私は思います。それをしっかり

情報発信できていないと思うんです。今の世界遺産は世界とのつながりの中で位置づけられ

ていますかね。世界遺産の 17 で非常に厳しいことを言いましたけど。縄文文化の特質って何、

固有性って何。縄文文化としての理解が包含されているの。ただ遺跡を並べているだけで語

ってないですよ。私も専門委員の一人ですけど。 

 

（石川委員） 

多分、ターゲット層の客層が変わってくると思います。だから、やはりどういう客層に対

して伝えるかというメッセージによって同じものを展示するにしても解説の仕方とか、見方

とか、ストーリー性の組み方は多分ずいぶん変わってくるんだと思うんですよね。むしろ海

外の方が来た場合、自分のところとどうつながりがあるのかという視点で見ることはあるで

しょうし、そういうところを世界遺産というスケールの中で文脈でストーリーを組み立てら

れると一番いいのかなと思います。多分秋と夏は多分客層も違うし、2021 年と 2022 年は客

層が全然違ってくると思うので、そこらへんも見据えて、ストーリーというのかテーマ、そ

ういうのをもし、考えていただけるとありがたいかなと感じます。 
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（岡村会長） 

先ほど、福田さんが言われた南部と津軽の縄文を比べるのもいいのだけど、この際思い切

って世界の同時代の中国、仰韶文化と比べてみるとか、龍山文化の出土品とか中国に行かな

ければ借りられないわけではなくて、そんな所蔵を日本の中でしているところはいっぱいあ

るはずですよ。オリエント博物館とか京都大学で所蔵していますし。 

 

（福田委員） 

そうですよ。それいいですね。 

 

（岡村会長） 

世界の同時代にいろいろな文明がある、その中で縄文文明というのも同時代にあるんだ、 

これも文明なのだというのが最初の主張なわけじゃないですか。いやあれは文明ではなくて

あれは文化でしょ。都市じゃなくて何とかでしょ、みたいな話が展開してきたわけですけど。

今、世界遺産となった時には他と比べて縄文文化の本質、縄文文化の固有性なのですよ。比

べることによってしっかりそれが出てくるわけで、そういう視野に立った世界レベルの人類

文化としての視野に立ったときの縄文の特性、その特性の一番は自然にうまく適応した人た

ち。自然とともに生きてきた人たち。だからこういう文化を作ったんだというあたりは強烈

に、ここはそういうところを主張するデータがあるのだから、これは主張してほしい。それ

を一番際立ってわかるためには同時代のすぐ隣に縄文文化の地域文化がだいたい日本列島に

7 つくらいあるのだけど、その 7 つと同じくらいの文化の塊が中国大陸・朝鮮半島に 7 つぐ

らいあるんですよ。その中では、東北アジアの同時代に花開いた地域文化の一つなわけで、

きっと北東北・北海道の中で代表的なものは必ずしも三内丸山遺跡でなくてもいい。八戸の

是川遺跡は十分に値する場所だと思います。例えば、良渚文化が世界遺産になっているじゃ

ないですか。それと比べてみたら違う。違いは明々白々ですよ。片一方は栽培始まっている

し、片方は自然物利用だし、日本の自然の豊かさの中で、花開いた縄文文化。だから農耕を

安易に受け入れられなかった。遅れていたから受け入れられなかったのではないということ

です。 

 

（石川委員） 

今、すごいヒントをいただいているのではないかと思います。 

 

（福田委員） 

東京国立博物館でやった土偶展では、中国の時代のものをやってましたけれども、やはり、

はるかに日本の方がいいですよね。亀ヶ岡文化という流れの中に是川遺跡が入っていますけ

れども、亀ヶ岡文化じゃなくて、是川文化という名前を使うのもいいのかなと思います。 
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（岡村会長） 

そういうのもありですね。やはり、石藤委員が言われるのはよくわかるのだけど、地域の

代表的な縄文を世界遺産のメンバーの一つとして埋もれさせるのではなくて、この地域の光

として八戸の縄文文化、あえて八戸の縄文文化と言っているのは是川だけじゃなくて、その

前後の中期は三内と同じこの松ヶ崎だとか、三内に引けを取らないですよ。例えばね。そん

なものを世界遺産の冠が被らなくても、自力で十分に持っている。だから八戸で勝負したら

いいですよ。他の 16 と。是非そうしてやってください。もっと地域の人たちも喜ぶし、勇気

づくし。そういうベースがあったから、今の東北文化は日本文化の基礎になったのではない

ですか。考えてみてください。 

 

（事務局） 

時間も迫ってまいりましたので、高田委員からこの会議の直前にご意見を 2 点ほどいただ

いていましたのでご協議いただきたいと思います。 

読み上げます。1 つ目が夏季特別展・北陸晩期縄文文化についてでございます。どのような

人を対象としているのか、主に研究者なのか八戸市民なのか、八戸市民を対象としているの

であれば、見せ方をきちんと考えた方がいいと思います。北陸の晩期縄文文化をそのまま紹

介するのではなく何らかのテーマを設定して、その中で北陸のものを紹介するという手順に

するとか、いかがでしょうか。 

2 つ目は、全般的なこととして以前から気になっていたことですが、発掘調査から展示会さ

らに体験事業など精力的に活動しており、全国の埋蔵センターの見本となる運営をしている

と敬服していますが、是川縄文館に来る人がやや固定化しているのではないかと思っていま

した。八戸市民 22 万人の中で縄文館にどのくらいの人が来ているのでしょうか。アンケート

を取ってみたらいかがですか。それを踏まえてできるだけ多くの市民に足を運んでもらうた

め、新しい事業についても検討したらいかがでしょうか、ということで 2 点、特別展と新規

事業のご意見がありました。 

 

（岡村会長） 

まず一つ目が北陸の縄文に関する意見のようですが、先ほど、白神の話はしたけど、北陸

の展示には何か意見ありますか。 

 

（福田委員） 

このテーマを見ると、正直なところ専門家向きでしょうか。 

 

（事務局） 

専門家向きというのもあるのですが、やはり、是川の出土品を見てみると八戸市民の方々

に同じ時代の中でも日本で違うところがあるということを紹介していきたいというのがこの

展示の大きな狙いです。 
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（福田委員） 

その時、僕はどうしても是川との比較ということ似ているか違っているかという視点も大

事かなと思います。まったく違うというのはあり得ないし、あまりにも北陸を特別視するよ

うな感じでなってしまっても困るなと思うのですが。 

 

（事務局） 

違いもそうですし、共通するものももちろん出てくると思いますので、あとはやはりいか

に東北の縄文の終わりの文化が北陸のほうまで伝わっていっているのか、そういったところ

も含めてみていきたいとは思っております。 

 

（福田委員） 

北陸の縄文晩期は木製の柱、木柱文化とか、当然出てくるでしょ。 

 

（岡村会長） 

当然出てくるのですが、そのことは参考・付属資料の 1 ページ目に書いてありますが、展

示計画、北陸縄文時代、器でたどる、道具から見る、祈りを思う、亀ヶ岡文化の影響、現代の

北陸と東北で、展示はこういう縄文時代の終わりの遺跡もあるし、真ん中の遺跡もあるし、

イルカを盛んに捕まえた真脇遺跡とか、貝塚も入っているし、展示の狙いはなんでしょうか。 

 

（事務局） 

当時の人たちの地域社会がどういうものだったかももちろん是川との比較しながら取り扱

っていきたいと考えております。 

 

（岡村会長） 

どの時間軸で、どのように地域を別にして、何を見せたいのか、そのあたりはどうなので

すか、ということを福田さんは言ってるのではないですか。そこにちょっと亀ヶ岡文化を無

理にくっつけているのではないか、という感じもしないでもないのですが。例えば、展示を

する中で亀ヶ岡的様相が影響も含めてある遺跡はあるのですか。 

 

（事務局） 

青田遺跡もあります。 

 

（岡村会長） 

青田遺跡は文化圏が違うのではないですか。 
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（福田委員） 

丸木舟を借りてくるのですか。 

 

（事務局） 

そこまでは難しいのかなと。 

 

（岡村会長） 

展示のコンセプトと展示計画が 5 つくらいあるけど、それと展示品の選択、遺跡の選択、

その次に具体的に何を並べるかという選択の一連の流れを作っておかないとまずいのではな

いですか。もしそうでなかったら、北陸の亀ヶ岡文化とか言わないで、北陸の有名になった

話題になった遺跡を皆さん見てくださいよ、というくらいのほうが気負わなくていいような

気がします。それを考えてみてください。亀ヶ岡文化ってどこに展示されているの、と私だ

ったら思います。逆に全然そういうことを全然知らない人が見たら、全部亀ヶ岡と思ってし

まわないですかね。そういうことを福田さんも言っているのではないかと思います。丸木舟

は並べないのですよね。 

 

（福田委員） 

どうしても晩期に限定しちゃうと対象は専門家ですよね。やはり、もう少しおおまかにし

たほうが。 

 

（岡村会長） 

そういう意味では展示資料は中期も入っているし晩期も入っているし早期も入っています

よね。三引遺跡なんかを持ってきて縄文早期、日本で一番古い櫛が出ています。頭にやる櫛

が出ているのです。そういうのを持ってくるとなっていて、少し訳がわからなくなっていま

す。 

 

（福田委員） 

たとえば、一王寺遺跡に出てくる円筒土器。あれと対比する意味で真脇遺跡とかあるので

はないですか。 

 

（岡村会長） 

そういった意味があるのですか。 

 

（事務局） 

平成 25 年に 1 度、関東の縄文時代の終わりの文化ということで展示をしたときに、展示の

最初から、いきなり晩期の内容で始まるとよくわからないですよね。晩期はみみずく土偶を

つくる文化ということで話したわけですけども、晩期安行文化からいきなりスタートしてし
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まうと、やはり一般のお客さんにはなかなか地域の文化が伝わりにくいので、パネルで関東

の土器の移り変わりを始まりから、関東のほうの土器の変化を示していったのですが、それ

は図だけではなかなか難しかったので、今回はモノでも展示の最初に北陸の縄文文化のトピ

ックを最初に説明して，そのうえで晩期に移っていこうという意図があります。 

 

（岡村会長） 

福田さんがどう感じるかだけど、それは難しいね。見てきて区別つかないですよ。 

 

（福田委員） 

一番知りたいのは北陸でその文化でイルカを捕るというのがすごくね、これ面白いので、 

それだけはちゃんと。だから晩期に特化した北陸の縄文文化というものを見せた方がいいの

ではないかと感じがしたな。 

 

（岡村会長） 

私もそう整理した方がいいと思う。 

 

（福田委員） 

イルカは今、批判を浴びているけど、イルカを食べて、そして木の柱をいっぱい立てて、

独特の文化だよね。青森県と似ている土器が出てくるし、亀ヶ岡式土器に似たものもあるか

ら是川遺跡とも比較できるし。 

 

（石川委員） 

11 ページのところで令和元年度の入館利用状況というところで令和元年と 30 年度の前年

比ということで今年は北の縄文世界－北海道・北東北の縄文遺跡群－の入館者数がすごく伸

びて結果的に前年比よりも 4,000 人くらい増えたという。夏の特別展に何をやるかという当

たり外れがその年の前年比の入館者数にすごく大きく影響するんだなと改めて表を見て再認

識したのですが、今後、特別展の令和 4 年とか令和 3 年の話あたりが、ほんとにこの案でど

の程度入ってくるのかというのがすごく懸念していて、令和 3 年でもこれが夏のほうがいい

のか、それとも、時期的に秋の企画展とスイッチするよりは、夏のほうが適しているという、

そういう判断なのですかね。弘前大学との共同研究なので、夏にやりたいというのは気持ち

的にはわかりますけれども、これで本当に人が、夏、観光シーズンの時に見たいと思える展

示なのかどうかというのをちょっと聞きたいのですが。 

 

（事務局） 

共同研究は縄文土器に含まれる粘土の中の火山ガラスで年代産地同定をして、あらたな編

年体系を作るという研究の一部になるのですけれども、先般、沖縄の北谷町でも亀ヶ岡文化

の影響を受けた土器が見つかって、その胎土分析で、粘土の産地は北陸周辺で制作者が九州
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かという仮説も出ましたけれども、そういった研究を踏まえると、かなりダイナミックな地

域を越えたような展示が想定されますので、そういったことで夏季特別展がふさわしいので

はないかと考えていたところです。科研資料を中心とした展示を位置づけていまして、そう

いったことでこういった順番になっています。 

 

（石川委員） 

じゃ、そのいわゆる物自体は共同研究がベースだけども、名前はもちろん魅力的な名前に

なるということですね。夏季の入館者数がちょっと気になったものですから。 

 

（岡村会長） 

あともう一つはなんですか。 

 

（事務局） 

高田委員のアンケートの話と、それを見ての市民に足を運んでもらうための新しい事業の

検討です。 

 

（岡村会長） 

市民はどのくらい見ているのか、 

 

（事務局） 

来館された方に対してのアンケートですので、高田委員が言うような全市民へのアンケー

トはどうやったらとれるのかといったことも含めて検討したい。八戸市民 22 万人がどれだけ

来ているのかを調べた方がいい、と書いているので、市民全員へのアンケートになるので、

かなり難しいです。 

 

（岡村会長） 

そういう意味なのですか。 

 

（石川委員） 

八戸市の政策の中で、市民向けの行政評価のようなアンケートを八戸に住んでいた時にや

りました。そういうのがありますよね。 

 

（事務局） 

総合計画を作る時にはアンケートしたりするのですが、それ以外には市政モニターはあり

ますが対象人数は 100 人程度になります。 
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（石川委員） 

来館者アンケート集計が、来年度の第一回目の会議には多分出てくるので、そういうのを

ベースとして、分析していけば、ある程度市民に関しては見えてくるということですよね。

逆に気になるのは世界遺産になってくると、市民という以上に県外からの人がどういうとこ

ろから人が流れてくるのかとか、修学旅行団体がどう来るのか、そこら辺の動きをつかめる

といいのかなとつくづくいつも思うんです。そこら辺をこれ以外にどうデータを取るか。そ

こらへんを、どこの国から、登呂博物館は結構全数調査じゃないけども、ロシアからその年

はたまたま来たとか、そういうデータ、とりあえずは取っているようなので、多分、全数は

無理だとしても傾向がわかれば、そういうのを意識してやれるのではないかな。 

 

（岡村会長） 

外国人のツアーの中に遺跡はどのくらい入っているのですか。 

 

（事務局） 

遺跡の見学はほとんどないです。展示の見学が多いです。 

 

（岡村会長） 

展示でもいいのだけど、是川遺跡に行くというのは、外国から来る観光客のツアーのメニ

ューの中に含まれているものですか。パック商品などに。一般的に観光会社がメニューを組

んでいるわけじゃないですか、そういうところでどのくらい遺跡に立ち寄るようなコース立

てをしているのかというのは世界遺産としても求められているよね。どれくらい入っていく

のか、というのをやっているでしょ。 

 

（事務局） 

行動計画というのを作っています。 

 

（岡村会長） 

それが今どうなっているのか。観光立国として観光客を外貨稼ぎで一生懸命引っ張りこも

うとしているわけじゃないですか。そのメニュー作りの時に遺跡はどのくらい入っているの

ですかね。 

 

（事務局） 

そういった相対での視点では持ち合わせていませんでした。 

 

（岡村会長） 

私は気になりますね。やはり雪を見に来て温泉に入って、北東北も相当多いんじゃない、

来てる人は、と私は思ったのですが。その中で館長に聞いたのは、世界遺産効果があって、
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そういうツアーの中にここも選ばれているのかなあ。その辺は現状どうですか、というのが

昨日聞いた視点なんです。 

 

（事務局） 

それはまだおそらく到達していません。 

 

（福田委員） 

八戸市の博物館と比べて、あちらは街中ですよね。こちらは遠い。八戸の博物館のほうが

来館者数は多いでしょ。 

 

（事務局） 

来館者数は是川縄文館のほうが多いです。 

 

（石川委員） 

何故、八戸で景気が回復しているのか、VISIT はちのへに伺った時に、来訪者のデータを教

えてもらいました。八食センターが一番多くて、是川縄文館は低かったです。ヤフーなどと

提携していると聞きますので、自分たちでできるところと VISIT にお願いできるところ、今

後世界遺産を見据えてデータを収集してもらうことができればいいのかなと思います。それ

をいかに盛り上げていくかという戦略、先程のホームページの話の延長になるかもしれませ

んが、もしできればということでお願いします。 

 

（岡村会長） 

それに関連すると思うのですが、世界遺産にしようとしたときに、日本国民が 17 遺跡をど

のくらい知っているかを調べたことがあるんですよ。その時、私の記憶では、確か三内丸山

は 7 割くらい知っていて、ずっとあけられて 2 番目が 7％か 8％で是川だったのです。それ以

外のところは１％か２％だった記憶があります。それはもう 10 年近く前なのですけど。そう

いう最低限遺跡の名前を知ってもらう、そこにターゲットを当てるべきだとずっと思ってい

たんです。今はどうなってますかね。10 年間、こちらに目を向けてもらって遺跡の名前ぐら

い知っているんだという人たちをどれだけ多くできるかということが一つのバロメータにな

ると思っていたんです。世界遺産も地域の人たちとかそういう人たちがどれだけ感謝してい

るかサポートされているかということがポイントになっていたはずですよね。評価のポイン

トに。そういう点で、今の評価、どういう評価できますか。知名度は上がったのですか。 

 

（事務局） 

そういった調査は最近されていなくて把握できていません。 
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（岡村会長） 

記憶があいまいですが、先程言ったデータは、東京と仙台、青森で調べたんですけど、東

京 100 人、仙台 100 人、青森市内 100 人だったかな、サンプル調査しているんです。それは

全部できないにしても、八戸市民がどれだけ是川遺跡のことを知っているとかね。その時に、

言ったかもしれないんですけど、当初八戸市内の貝塚が資産になったじゃないですか。その

時に、見に行って、周りの人に貝塚の場所はどこですかと聞いても、全然わからなくて、こ

んなに市民が知らない、周辺の人が知らないようなのは世界遺産なんかなれっこない、と思

いました。繰り返しになりますが、最低限名前くらい知ってもらう。それが入り口になるよ

うな気がするんです。さっきのホームページじゃないですが、つかみでもなんでも、入り口

を知ってもらうのが。そういう両面作戦じゃないですかね。もし行政評価みたいな調べるこ

とがあるのでしたら、是川遺跡どれだけ知っていますか、というのをやってもらいたいです。

名前を知っていれば館に来てくれますよ。 

 

（福田委員） 

八戸市民は、名前は知っているでしょうね。 

 

（岡村会長） 

どうでしょう。意外とそれが、実際調べてみるとそうでもないんですよ。さっき言った青

森市内で三内丸山遺跡を知っているかと聞くと 100％では全然ない。こういう言い方は差別

的に聞こえるので言いたくないけど、そういったことに全然関心ない人たちが意外とたくさ

んいるんですよ。山下さん、そう思いませんか。 

 

（山下委員） 

それはそうです。例えば逆に、化石のことを語れと言われても私はほとんど語れないので。

好きな人は好き、ただ、いろいろな方がいて、例えば地域のこととか、街で出会ったとか、そ

ういう、是川遺跡という名前は昔、教科書とかに載っていたんですよね。だから知っていた

人は多かったと思うんですが、でも、合掌土偶に変えたら知っている人はすごく多いと思う

んですよね。で、合掌土偶から遺跡、縄文館という流れもできるので、いきなり是川遺跡大

事だよというところからいくと、むしろ間口を狭めることになるので。その道では、いのる

んも有名ですしね。 

 

（石川委員） 

NHK の BS で小久保さんが杉浦アナウンサーの取材を受けていましたので、録画して見まし

たが。小久保さんが解説した岡村委員長のお産の説を NHK が拾っていたんです。でも裏の話

では、それは話のほんの一部で、違うところは全部カットされていたと言われていました。

でも、そういうところに NHK が興味を持ってもらったのかとか、また、合掌土偶が全国発信

されて、そのインパクトが強かったです。 
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（福田委員） 

最近、若い人は新聞読まないからね。私は、新聞を読んでいるから話がわかるかというと、

今の学生と話してもわからないようですね。 

 

（岡村会長） 

それはどうですか石藤委員。読者層が限定されているって感じがしているのですが。 

 

（石藤委員） 

新聞のコアな読者層は 50 代 60 代、70 代で、若い人はネットに出るとそういう新聞に載っ

ているんだと入ってきますが、購読はしません。だから新聞の先行きはちょっと心配です。 

 

（岡村会長） 

ネットで新聞情報くらいは代替えが完璧にできるんですか。 

 

（石藤委員） 

面白いのが載ると勝手に SNS で広がって、ホームページに入ってきて、電子新聞を開く、

購読者だけが見られるのですが、一定の期間は無料で試用できます。 

NIE とかそういうのについて小中学生に新聞を少しやっているのですが、うちはデリオン

というキャラがあるのですが、いのるんも入ってもらって、縄文と一緒にできればなあと思

っています。   

 

（岡村会長） 

この頃、新聞、ともかく、小説、本、テレビも見ない傾向だ。やっぱりそうなんですか。 

 

（石藤委員） 

小さい子どもはユーチューブばかり見ていますよね。 

 

（鈴木委員） 

はい。それが逆にトラブルのもとになったりします。 

 

（岡村会長） 

私が若い頃は、学校でテレビの番組の話題になっていたけど、今はないんですか。 

 

（鈴木委員） 

ないわけではないですけど、昔と比べると激減していると思います。やはりユーチューブ

のほうが。 
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（石藤委員） 

新聞の情報発信もだけど、SNS で広まる仕掛けをここでやれる方法はインスタ映えする何

かを発信すればいいんです。縄文時代の服とかをやれば。例えば着物を着せる、南部会館と

かでやると、外国人がいっぱい来るんですよ。そういう仕掛けですね。展示でもいいんです

けど。   

 

（岡村会長） 

種差海岸で土偶まつりやろう。だめ？ 

ちょっと時間ないと言われると思いますが、最近、土偶ブームって全然落ちてなくて、こ

の間、長野県立歴史館で土偶のシンポジウムの司会をしたんだけど、2 度見に行ったけど、す

ごいですよ、来館者が。土偶というのはあそこでもここでもやって、もうそろそろ飽きたの

ではと、思ったけど、全然冷めていない。ここもあんなにいい土偶を持っているし、亀ヶ岡

文化の土偶も沢山持っているのに、土偶展したことないですよね。それをやる気はないので

すか。今年、福島市で市制何十周年かで、土偶展をやるんです。企画をどうしようかと考え

ているのですが、今年は土偶まつりをやりたい。それはおしらあそばせという、おしら様を

両手に持って、巫女がそれぞれの家から持ってきたおしら様、神棚にあったおしら様を両手

に持って、頭の上を振りながら集まってきた一人一人の奥様達に、こうやってやるんですね。 

 

（山下委員） 

福島市でもありますか、おしら様。 

 

（岡村会長） 

あります。茨城でもあります。要するに土偶の多いような地域はあったんです。おしら様

は土偶からコンセプトが受け継がれて、あれがクワだと馬だとかカイコね、そういうのに転

換していったのは新しく付加されたものであって、そもそも土偶の伝統を引いているんだと

いうことを真面目に言っている人がいるんだよね。ちょっとおしらあそばせ調べてみたら、

そうかもしれない。それぞれ家の神棚に置いていた女の人たちの守り神であるおしら様だっ

たんですよ。それをあとからカイコが来たり遠野物語で馬とくっついたりとか変質していっ

たんだけど、おしらあそばせの祭りを見た。八戸あたりでもやっていたんじゃないかな。 

 

（事務局） 

今でもやっています。 

 

（岡村会長） 

ですよね。ああいう土偶あそばせのパフォーマンスをやろうと、今、福島で思っています。

話がそれてすみませんが、まだまだ縄文文化が衰えていないという、ぜひそういう流れに乗
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っていろいろ発信してください。 

今日、ここで 10 年くらいこういう会議をしてきたのですが、学校とのつながり、マスコミ

とのつながりみたいな話、学校教育とのつながりも、話に出てきたんだけど、山下さんが専

門とするようなところで何か今までの経緯も踏まえて何かアドバイスとかありませんか。グ

ッズなども含めて。 

 

（山下委員） 

この是川縄文館で売っているタオルはいいですね。モノもいいし、絵柄もかわいいし、値

段もほかの手ぬぐいとかと比べるとこれは 980 円で、あんまり手のかかっていない手ぬぐい

のほうが 1,000 円くらい。だからこれが人気なのがよくわかりますね。実際に売れていると

いうことです。首にかけられるスポーツタオルですね。 

私が、今日持ってきたグッズですけど、一つ、岐阜県瑞浪市にある化石博物館で、キャラ

クターを化石というと、どうしても男性で、ほんとに好きな人という感じがあるんですけど、

それだと裾野が広がらない。ということで、そこの学芸員の方たちが、かわいくして、しか

も専門的な土偶とか姿勢とか、専門家がみれば、よく工夫されているなというのがわかるキ

ャラクターを作り、今グッズにもしています。かわいい女の子で化石が好きなキャラクター

を作って、それをずっとやってきたところ、若いお母さん方も気軽にいろんな化石のことを

知ることができるし、案内とかにキャラクターを入れて作っているんです。缶バッチがあっ

ても、ちゃんと後ろにカードがあって、そこに化石のことがすべて詳しく書いている。そう

いう専門性を取り入れてやってきたところ、地元の瑞浪市さんが自分たちのバナーに使った

り、ちょうど今この辺に、「麒麟がくる」というので、漢字で瑞浪市明智光秀だとなんかやぼ

ったい感じもするんですけど、そこにこのキャラクターを入れて、明智の旗を持たせている。

後ろに瑞浪市の歴史とか観光について書いてある。博物館で生まれたキャラが瑞浪市全体の

宣伝になっています。 

あとは、ランチボックスなんですが、広島大学さんが、地元のオオサンショウウオを地域

で守っていこうという運動を展開しているのですが、広島大学の博物館はその予算がないそ

うで缶バッチくらいしか作れないそうなのです。それを近くの豊栄という地区で、サタケと

いう会社がレストラン経営や古民家再生をしている「豊栄くらす」という地域活動で、オオ

サンショウウオのマークを入れて豊栄の「と」というマークを作ってレストランとかで売っ

ています。勝手に作って売っている。種類は 3 種類くらいあるのですが、そういう地域の保

護活動と大学が推し進めているプロジェクトに、地域が協力して以前学校だったところのプ

ールをオオサンショウウオに使ったりしているんです。そこの地域の企業がそのプロジェク

トに賛同して自らバッグを作って、この運動を応援しようというような連携というのもある

ので、それは大学にとっても大変ありがたいと聞きました。そういう、巻き込んでいくとい

うのもあるな、と思いました。 

あと一つ、縄かりんとうの話をしたのですが、それと関係なく、このかりんとうは、かり

んとうショコラなどあり、岐阜県美術館で売っているのですが、そこの美術館の目玉になっ
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ているキャラクターがついて、その説明が後ろに書いてあります。それを、いろいろな織物

やクッキーを作ったりしている地域の福祉施設と組んでこの商品をお店でも売っていますし、

小さな土日だけやるカフェがあるのですが、そこにも置いてある。パッケージも小さく、あ

まり大きくなく、小さくて値段も安ければ、色も違うと二つ買っちゃおうかなとか、味違う

しなとか。さっきの縄かりんとう、たくさん買うとおいしいんですけど、1 個でもいいと思う

んです。私も好きでよく買うんですが、もっとパッケージが縄文を思わせるような、かりん

とうと縄文は関係ないのですが、無理に関係性を付けて、しかもこれは青森県で作っている

ものですから、別に悪くないのではないかなと思っていました。 

 

（岡村会長） 

ありがとうございます。 

 

(2)その他 

 

（岡村会長） 

ほかに何かご意見、アドバイス等ありませんでしょうか。 

ないようですのでこれで終わりにします。 

 

（午後 3 時 20 分閉会） 


