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第 2 回 史跡小山崎遺跡 保存活用計画策定委員会 議事録 

 

 会議名：第２回 史跡小山崎遺跡 保存活用計画策定委員会 

 日時：2020年 10月 23日（木） 10:30～15:20（12:10～13:00休憩） 

 場所：遊佐町役場 1階 議事所 

 出席者（順不同・敬称略）： 

  委員：岡村道雄、渋谷孝雄、小林克、小林敬一、菅原善子、髙橋共之、佐藤勇司 

  オブザーバー：竹田純子 

  事務局：那須栄一（午前のみ）、髙橋善之、阿部秀雄、金野史弥、渋谷咲智、石船夕佳 

 欠席者：畠中裕之 

 

 

 協議に先立ち、教育長より開会の挨拶が行われた。前回傍聴の菅原委員・髙橋教育課長・金野主事の自

己紹介、今回会議についての各種説明、岡村委員長の挨拶の後、協議に入った。 

 

【配布資料】 

事前送付資料 

 1. ①史跡の本質的価値／A4-2p 

 2. ②史跡の構成要素／A4-10p 

 3. ③現状と課題／A4-8p 

 4. ④方向性について／A4-3p 

 5. 史跡の指定理由：『月刊文化財』第 677号より抜粋／A4-2p 

 6. ①の見本：『国史跡大平山元遺跡保存管理計画』、『史跡下野谷遺跡保存活用計画』より抜粋／A4-3p 

 7. ②の見本：『国史跡大平山元遺跡保存管理計画』、『史跡下野谷遺跡保存活用計画』『史跡大船遺跡保    

   存管理計画』より抜粋／A4-5p 

 8. ③の見本：『史跡羽州街道楢下宿金山越保存活用計画書』『史跡下野谷遺跡保存活用計画』より抜粋  

   ／A4-8p 

 9.  法的規制の状況／A4-5p 

 10.  小山崎遺跡周辺駐車場位置図／A4-2p 

当日配布資料 

 11. 史跡小山崎遺跡植生調査報告書（中間報告）／A4-21p（掲載は結語のみ） 

 12. 小山崎遺跡動物調査概要（暫定版）／A4-4p 

 13. 追加資料 1 参考見本資料内訳／A4-1p 

 14. 追加資料 2 吹浦小学校 6年生総合的な学習／A4横 1p 
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1. 史跡の本質的価値について（協議事項①） 

 

 資料 1に基づき、事務局より説明があり、特に検討したい事項として、5.の「縄文時代の他地域との交

流」について、指定理由では触れられていないが、本質的価値として取り上げてよいかという点が挙げら

れ、各委員により意見交換がなされた。 

 

＜協議結果＞ 

・事務局から提案された 6点でよい。したがって「5.交流」についても採用でよい。ただし、「列島全域」  

 という言葉を使用するかは検討の必要がある。 

・文章を整える必要があるが、１つ１つ検討する時間はないので、修正案があれば具体的に書いて事務局

に渡す。 

・史跡を歴史教育だけの場とするのではなく、トータルな学習の場として活かすことが望ましい。 

 

－発言要旨－ 

●「５.縄文時代の他地域との交流」を本質的価値に含めるか 

・鳥海山が日本海交流のランドマークになったというのは他のところにはない条件なので、書いた方が 

 よい。ただ、記述の「列島全域」を、どのように発掘調査の成果から読むかが悩みどころである。【小

林（克）委員】 

・「列島全域」という言葉については要検討。【渋谷委員】 

・「交流」という項目はあった方がよい。櫂未成品が見つかっており、舟自体は出土していなくとも海の

利用が考えられ、交流があったのだろう。その後の大和王権の進出に海が利用され、鳥海山がランドマ

ークになったであろうこと、さらに時代を下ると、北前船や日本海航路につながっていくため、活用の

ことを考えると欲しい項目だと思う。【菅原委員】 

・「本質的価値」で書くかどうかについて検討が必要である。個々の文章に書いてあることを、後ろの史 

 跡の構成要素の表のどこにどのように反映させるかというところも含めて、全体を検討していただき

たい。【竹田主査】 

・「交流」は、委員の皆さんから入れた方がいいという発言があったのだから、入れてよいのではないか。

「列島全域の」という言葉については、考古学が専門の委員に検討してもらい適切な形にするとよい。

むしろ同じ文章中の「解明する一端となるものである」というのが引っかかる。本来計画書は、これま

でにわかった事を基にして書くべきであって、これからの期待を書くべきものではない。日本海交流な

ど他地域との交流・交易の実態が「わかる」とか、「伺える」とか、確定したものとして書くとよいの

ではないか。【小林（敬）委員】 

・列島全域という言葉が入るかどうかは別として、この「交流」が入ると入らないとでは、価値は相当違

ってくる。町の活性化など、まちづくりの点から言うと、重要な言葉であると思うので、ぜひ入れて頂

きたい。【佐藤委員】 

・小山崎からは離れるが、日本最古の青銅刀子はまさに列島と大陸との交流を示している可能性がある

ので、いろいろな可能性なども含めて、「ランドマーク鳥海山」というのはどこかに残したい。【教育長】 

・小山崎ではないが、柴燈林の最北の火焔土器はまさに日本海交流を示すものであり、今後活用の時に 

使えると思う。そういう観点からも、日本海交流はぜひ入れてよいのではないか。【岡村委員長】 
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●その他 

・学校教育の面からすると、この小山崎遺跡という 1 ヶ所のものが実はもっと広くその時代に活用され

ていたとなると、すごく広い視野で子供たちの学習が進んでいくかと思う。1ヶ所の遺跡という、たっ

たひとつのものよりも、これは実はこういうふうに広がっているのだという広がりがあると、なおさら

この遺跡が持つ価値が高まるだろう。我々の地域の子供たちにとっても、ゆくゆくは日本中の子どもた

ちにとっても学習に広がりが見えてくるかと思う。【髙橋委員】 

・ここに住み始めた人々の歴史、軌跡、暮らしぶりの戸籍といったような意味で、トータルにこの地域の

遺跡、文化財、自然等を全て取り込んでいるのが人間の歴史であり、そういう展開の中での小山崎とい

う位置づけが必要かと思う。遺跡を人間活動の全てを学ぶことができる場所にしたい。考古の説明よ

り、こういった環境の中で祖先がどう生きてきたか、周りの自然の恵みをうまく使った暮らしぶりみた

いなものを体験してほしい。歴史教育だけでなく、学校教育のすべてがそこで行われてもいいのではな

いか。【岡村委員長】 

・最初の１のところに鳥海山の湧水ということが書かれているので、鳥海山は大事だという事は当然分

かるかと思うが、委員長の言う「当時の生活がわかる」とか「自然との共生が伺える」とかいった言葉

はないので、もし入れるとしたら後で相談したほうがよいかと思う。【小林（敬）委員】 

・今日の議論では、この 6項目でよいのではないか。これで終わりということではなく、今後調査や実際

の活用等が進めば、これ以外の価値も当然そこに付け加えられていくものであろうとの解釈で如何か。

【小林（敬）委員】 

・1から 6までのタイトルをもう少し練った方が良い。【菅原委員】 

 

2. 史跡の構成要素（協議事項②） 

 

 資料 2および資料 7に基づいて事務局より説明があり、特に意見を伺いたいところとして（1）大きな

枠組みや分類の仕方などについて、（2）5頁の表、9頁の表に挙げてある１つ１つの項目について、異論

や不足はないか、（3）指定理由にある「丸池を含めた周辺景観」の「周辺景観」とはどこまでの景観を指

しているのか、の 3点が挙げられた。 

 

＜協議結果＞ 

・構成要素の表は、史跡鳥海山の構成要素となっているものは別に記載したり、各要素を種類別にまとめ

たりしてわかりやすく整理する。 

・人工物はあるが大きな違和感を与えるものではないということを明記しつつも、前後の項目との矛盾

がないように記載する。 

・取り上げる項目について異論はない。 

・指定理由の周辺景観とは指定地外の事を指しているという理解でよい。 

・虫や鳥獣類の調査もほしい。 

・行政の計画書であるからには正式名称を用いる必要がある。 
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－発言要旨－ 

●人工物について 

・史跡の本質的価値の 6番で最後のところに「人工物は目立たない」と書いているが、構成要素の段では

様々な細かなところで人工物の問題を挙げていることが気になる。このあたりのつながりや整合性に

ついてきちんと整理されれば計画書としてまとまると思う。【小林（克）委員】 

・高速道路が「水田や鉄塔以上の違和感があることが予想される」とあるが、それはその人工の物が入っ

ている景観をどのように捉えればいいのかという点だと思う。縄文時代と現代を同時に捉えることが

できる等といったように捉えて、縄文の人たちと今の私たちとを見た時にいろいろなことを考えても

らう素材にするというのもあるのではないか。【菅原委員】 

・「それ以外の要素」に記載される人工物は、本質的な価値には関係ないので、上手く制御しなさいと言

っているだけであるから、本件に関してはこれでよい。ただし、「現状では目立たない」ということを

言っておくことは大切である。今周りに人工物がないわけではないが、目立たないという意味で違和感

がないというような表記をしている。そういう状況が大事だと言っているわけだからここで新しく何

かを作るときには、景観に配慮してくださいなどと言える。「目立たない」という言葉があるからこそ

言えるので、この表現をなくしてはいけない。【小林（敬）委員】 

・比較的周りの環境は良く残っていることが、重要な要素でもある。それをどう活かすか、それを阻害す

るようなものをどう収めていくか。今後の高速道路のデザインや高さをどうするかとか。ルートも変え

られないし、橋脚が並ぶのもしょうがないが、それでも、今松島などでも、復興の構造物のデザインは

できるだけ周りにマッチするような色合いにしてほしいなどとやっている。そういう話は今後とも出

てくるかと思う。【岡村委員長】 

 

●その他 

・表をもう少し細かく種類毎に分けて頂きたい。また、史跡鳥海山の構成要素については、こちらであま

り深く触れなくても、史跡鳥海山の計画書を見るように誘導したり、史跡鳥海山の構成要素を別枠で作

ったり、そのあたりを含めて少し整理して頂きたい。【竹田主査】 

・行政で出す報告書なので、正式な名称を入れて欲しい。箕輪鮭生産組合採捕場とか日本海沿岸自動車道

遊佐象潟道路とか、その辺もどこかできちんと押さえておく必要があると思う。【菅原委員】 

・史跡はバードウオッチングとかの場所にもなり得るし、渡り鳥も来ているはず。それも素材になるので

はないか。関連して、生の骨や木がよく残っているということを価値で挙げているが、それを裏付ける

ような資料が本当にあるのかといわれたら今の状態では困る。例えば鳥を１つ挙げてみたら、もう少し

自然のことを調べようといったことにつながっていくのではないか。植生調査以外に虫や鳥獣類の調

査も欲しいのではないか。【岡村委員長】 

 

3. 現状と課題について（協議事項③） 

 

資料 3、資料 10、資料 14 に基づき、事務局より（1）資料 3「6 章 活用」の「2.学校教育」について

「学習計画の検討等に取り組む必要がある」という記載は、「学校への積極的なアピールと協力をする」

というような表現に訂正したい。（2）資料 3：18頁、「7章 整備」の「2.便益施設」については、③の場

所に、大型バスの転回スペースを今年度中に整備する計画が遊佐町企画課によって進められている。計画

書を刊行する時点では整備済みとなる見通しなので、「整備した」と記載している。と説明があった。 
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＜協議結果＞ 

―保存・管理－ 

・県立博物館に遺物の譲与をお願いする件については、今後の遺物の取り扱いにもかかわるので、組織同

士の打ち合わせを進める形にして早めに決着をつけたほうがよい。 

・小山崎遺跡関連の遺物を個人で保管している方などを確認するとともに、取得時の場所や状況などを

含めた聞き取り、寄贈の働きかけをしたらよい。 

・多方面からの調査・研究について、もう少し具体的に記載するために、現時点で把握できていることと

できていないことを明確にしていく作業が必要である。 

・地下水や防災についても保存・管理のひとつの項目として書き起こすべきである。 

―活用― 

・史跡の計画作りについて住民に説明し、意見を伺う機会を設けたほうがよい。策定までのプロセスが大

切である。 

・小山崎遺跡を学習のカリキュラムに入れるようにしたい。 

・史跡が町民の誇りとなるというような空気を作って、学校教育においても史跡が地元の子供たちの誇

りになるような方向に持っていくべき。 

・丸池様や鳥海山、牛渡川などと連携して小山崎遺跡を大いに使って町の活性化につなげたい。 

・SNS の活用も必要。一方で地元にもわかりやすい情報発信もすべきである。 

・遺跡が集中しているということを、数が多いというだけではなく、遺跡群として捉え、その場所や集ま

り具合から集団の軌跡や遺跡間の関係性を説明できるように、更には今住んでいる人たちのルーツを

辿ることができるようになることが望ましい。 

―整備― 

・遺跡側にある駐車場を周知して利用してもらうようにすべきではないか。 

・第 3回委員会ではできればゾーニングとルート設定の検討をしたい。 

・これから考えるべき大きな課題として、①史跡を鑑賞ができる状態にすること、②駐車場やトイレとい

った便益施設、③遺跡の表現をどうするか、④環境や景観を管理する仕組みを導入する、⑤情報の伝え

方、など。まだまだ大きなテーマが 4 つ 5 つあるかと思う。項目立てて、議論していく枠を作ったら

よい。 

―運営･体制― 

・首長部局との連携は非常に重要なことだと思う。なんとかうまく連携しながら、他の部局の計画に、教

育委員会の意向をいくらかでも反映させていくことが必要である。 

・小山崎遺跡は我々の遺跡だ、という認識となれば吹浦地区の住民は様々に協力してくれるだろうが、そ

こまでの認識に至っていない。遊佐町民・吹浦地区住民が小山崎遺跡を何とかしてあげようという気持

ちにさせる努力が必要。 

―全体― 

・何を目指すかによって、そのためにクリアすべき課題は変わってくる。先に現状と課題を確定してしま

うと、その課題に対応したことしかできなくなってので、現状と課題はこのまま置いて、方向性につい

て先に議論したほうがよい。大事なポイントは何か、を話し合ったよいのではないか。 

・章ごとにざっくりと現状と課題を述べた後、項目毎に現状と課題を分けて書くようにしたほうがよい。 
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－発言要旨－ 

第 5 章 保存・管理 

●2.史跡の存在の明示 

・質問：「今は範囲を確認できる状況ではない。」となっているが、要は、斜面の居住域にあたる部分の杉 

林を、ほかの縄文遺跡のように伐採して植生替えをし、おのずとその指定の範囲がわかるように 

するというような整備はできない。という意味も含んでいるのか。【小林（克）委員】 

回答：そこまでの意味を持って書いてはいない。現地でも史跡の範囲を確認できるようになっているべ 

きだと文化財保護法上なっているので、現地に線を引いたり杭を打つというよりは、現地に航空 

写真に指定地の範囲を描いたものを置くとか、そもそも現地にある看板に史跡になったことが

反映されておらず、それも含めてここが史跡だというのはわかるようになっていない。という意

味合いで記載した。【事務局】 

意見：そう書いたうえで現状の具体的な改善を目指していかなければならないのだから、文化庁と相談 

するなりして、計画書が刊行される前に、この課題が解決するような見通しを立てた方がよい。 

【小林（克）委員】 

・質問：公有化するという方向で書いてあるが、確か買ったらその境界をわかるようにしなければいけな 

いのではないか。【渋谷委員】 

回答：民地を買収した場合、町有地と民地の間に境界杭を打つが、プラスチック杭だと考えられる。単 

なる用地の境界杭なので目立つこともなく、史跡の明示には当てはまらないかと思う。看板で表 

示する、あるいはそれに加えて範囲を示す何かが必要かと思う。小林（克）委員がおっしゃって 

いるのは、植生が変わっていれば、人工林の杉は民地で、植生変換がされているところは史跡だ 

と実感できるのではないかということだと思うが、事務局としても具体的にどのような明示の 

仕方がよいのかまだ提示できない。【事務局】 

 

●個人所蔵の遺物等 

・意見：一般の町民で遺物等を持っている方がいるかと思うので、広報か何かで寄贈を呼びかけてはどう

か。捨てられる前に声を掛けたらどうかと思う。【佐藤委員】 

回答：確かに広報でそういった寄贈を呼びかけたことはない。場合によっては寄贈して頂きたいと声を

かけるのも、おっしゃる通り必要なことかと思う。【事務局】 

・意見：小山崎遺跡を活かすため、発展するためにも個人で遺物を持っている方などをきちんとこの際確 

認したほうがよい。あるいはどこで拾ったかという情報も欲しい。拾った場所には多分指定地外 

も含まれているのではないか。そういう情報収集も含めて、あの遺跡に関わる出土遺物の聞きと 

り、あるいはその際に保存に万全を期したいので寄贈してくれませんかという声掛けをぜひし 

てほしい。【岡村委員長】 

 

●植生変換 

・現地の整備の事について、特に斜面部の植生改変は難しいことが事務局のほうから説明されたと記憶

している。だとすると、縄文の広葉樹の林だとか、そこへ立ち並ぶその住居の復元などといったものを

含めて難しいだろう。そうすると、一般的な理解では多分達成できない話になるだろうから、ここを一

体どういうふうにするのかということを少し考えていく必要がある。【小林（克）委員】 

・質問：将来的に買収した後に、普通だと植生を変えるというか、縄文の遺跡にふさわしいものにすると 
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いうのが通常なのだろうが、保安林か何かで切ってはいけないという制限があって、杉のままに 

しておくという話なのか。【渋谷委員】 

回答：対象の林で保安林に指定されている部分はない。史跡内の民有林は買収したいと考えており官有 

地なった際には、森林法の規制についても問題ない。ただ史跡全域が国定公園に指定されてお 

り、そちらの植生の改変等は原状回復がきちんとできるようなものでないと許可が下りない。こ 

の辺については、どのような植生改変を行うのかといったビジョンなどを突き詰めた段階で県 

に照会し、具体的に可能かどうか確認することが必要になってくる。【事務局】 

・質問：まだ植生を変えるという選択は残っている、ということで良いのか。【小林（克）委員】 

回答：調べた限りでは、あまり大規模なものでない限りは周囲の景観を残したままであれば可能かと思 

う。伐採だけするのではなく、その後きちんと例えばスギ林から縄文時代の広葉樹に変えるとい 

うことであれば、よほど大規模でない限りはおそらく可能であると思われる。【事務局】 

・事前に畠中委員に植生改変について伺ったところ、いきなり皆伐した際には、急傾斜のほうは、育つま

での時間や、藪になったときの管理、土砂崩れの恐れなどの問題があるとのことであった。ある程度ゾ

ーンを分け、その地形に合った計画を立てることができれば植生変換も可能かと考えている。【事務局】 

 

●その他 

・高い地下水位によって守られてきた、保存されてきた遺跡だと書かれている一方、現状把握されていな

い、きちんと地下水位の調査をする必要があるのだとも書いている。それはやはり保存のための大事な

情報だと思うので、地下水もひとつの項目として書き起こすべき。 

・色々な災害が想定される場所であり、昨今の気象の激化で更に洪水確率が高くなっている可能性があ

る。別資料で、災害を考えると床のある建物はなるべく避けたいとあったが、それはもっともである。

であればこそ、過去の災害に学ぶことと、これから先災害が起こるということも想定しながら整備・活

用を進めていくという 2 つの方向が考えられる。災害痕跡があるか十分に調査されているわけではな

い。だから、今後継続的に将来的に考えて調査していくのだというスタンスと、一方で、どういう状況

でどういうことが想定される場所なのかというのを把握したうえで、計画を立てていくということが

大事である。ハザードマップ等関連の資料を用意しなければいけない。 

・多方面からの調査・研究というのは何のための多方面の調査か、どういう多方面か全然わからないの

で、具体的に書いた方が良い。できていることとできていないことを明確にしていくということがしば

らく作業としては必要かと思う。【小林（敬）委員】 

 

第 6 章 活用 

●1.普及啓発事業 

・遺跡の名前が本当に知られていないというのが問題。【岡村委員長】 

・史跡指定がゴールではないので、遺跡の姿や景観も変わってくるし、観光の財源になるかもしれない。

地域の誇りになる場所になるかもしれない。そういう計画作りをしていますよ、とそういうステップを

町民に説明するような機会を設けたい。【岡村委員長】 
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・出された意見を考えると、ここでは下記のもっと大きな問題が多々あることを指摘しておくべき。 

そしてこれから、地元に説明・ワークショップをして、町民の理解を深めたり、計画に参加してもらっ

て、活性化とこの遺跡との関係についてもっと考えてもらう。さらにいろいろなプログラムを今後もう

少し展開するのだと。その先には、まちづくりの第 1 ステップ、第 2 ステップというように全体をス

テップアップするようなプログラムを今後の方向というところで構想し、この計画を策定過程の中で、

同時並行的に進めるというようなストーリーを語るとよいのではないか。どこの町でも整備計画を作

るのは大体相当時間かかるが、その計画策定期間に、どれだけ地元とやりとりをして、地元の人たちの

間にイメージを作っていけるかプロセスが大事。【小林（敬）委員】 

・町の方々のご意見を一堂に会した機会で伺うのは、やはり必要なことだと思う。検討が必要なことだと

思うが、もしそれを保活計画の補助事業に載せられるのであれば、それものせて来年の計画を考えると

いうこともあり得るのではないか。【小林（克）委員】 

 

●2.学校教育 

・吹浦小学校以外の学校では、小山崎遺跡が活用されていない。遊佐町にあるとは思っても、なかなかほ

かの地区の伝統文化とか遺跡というものには目が向いていかない。学校教育の委員の立場としては、ま

ず小山崎遺跡を遊佐町の中の一つの大事な史跡というかたちで、それぞれの学校の中でカリキュラム

に入れるとか、様々なことを働きかけていくというのが私の使命かと思っている。例えばうきたむや三

内丸山遺跡の方で、学校と遺跡、史跡との連携をどういう形でやっているかという情報を教えていただ

くと、こういう活用の仕方がありますというのを逆に私の方でこの町内に広めやすいかと思う。何かそ

ういう情報があれば教えていただきたい。【髙橋委員】 

・三内丸山では、主に県内の出前授業等、県外を含めて修学旅行がたくさん来ているようだ。細部につい

てはきちんと確認をしておいて、また次回にでもお知らせしたい。【小林（克）委員 

・うきたむ風土記の丘考古資料館に修学旅行等で来た子供たちには、自分の学区内にどんな遺跡がある

かという資料を作って配布している。そういったものが地元の子供にとって誇りになる。町にとっても

誇りになるというような、そういった空気を作らなければいけないと思う。【渋谷委員】 

・今年はコロナの影響で、小中学校では県内の修学旅行がとても多かったが、庄内の学校は内陸に行き、

内陸の小学校はこちらに来るといった動きがあったようだ。交流のひとつのかたちとして、小山崎遺跡

が将来的に博物館のような研修の場になれば、いい広がりになるのではないかと思う。【高橋委員】 

・遊佐町内に遺跡は 200 幾つもあって、小山崎遺跡はその中の 1 つで国指定になったすごい遺跡なんだ

よという教え方をすべきかと思う。吹浦地区以外の小学校にも。【佐藤委員】 

 

 

現状の問題点 

◎この遺跡の本質的価値というものが広く知られるに至っていない。 

→そもそも小山崎遺跡とはなんだというところからわかっていない。 

◎「史跡 小山崎遺跡」は、町内、町の中でもまだ認知度が低い。 

◎地元では史跡に期待する声もあって、今後活用にあたっては地元との連携が必要である。 

→今は全然まだできていない。 

◎周りの丸池様や鳥海山、川に来る人はいるが、そういった人たちと遺跡との関連が生まれてない。 
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●4.他文化財や観光施設・資源との連携 

・吹浦地区は人口がどんどん減っているので、何とか元気を取り戻せればと思っている。特に丸池様、あ

るいは鳥海山、牛渡川、あの狭い川を上るサケの遡上、日本海、十六羅漢と、見所はいっぱいあるので、

活かしてまちづくりすれば何とか活性化につながると思う。ぜひ大いに小山崎遺跡と連携して、地区全

体の活性化そして町全体の活性化につなげていきたい。長い年月かかるかわからないが、みなさんから

ご意見を賜って、ぜひいい方向にもっていければと期待している。【佐藤委員】 

 

●5.情報発信 

・最近 SNSの活用というのは、どこでも盛んになりつつあって、そういった発信が絶対必要になるかと

思うので、その辺の準備についても書いた方がよいかと思う。【渋谷委員】 

・情報発信は一番大切だと思うが、まず地元の人からどんどん知ってもらうことが一番大切だと思う。特

に新聞関係あるいはテレビを含めてどんどん情報発信をして、まず地元の人からこういう素晴らしい

遺跡があると認知してもらわないと困る。一所懸命頑張っているが、町民全部が小山崎遺跡を知ってい

るかと言ったら疑問である。お年寄りは SNS なんて言ってもさっぱりわからない。人口の年齢構成を

みてわかる通り今半分はもうお年寄りなのだから、その方々がわかるように、地元の人間に対する情報

発信をしてもらいたい。【佐藤委員】 

・発掘作業に従事されていた朝井さんが小山崎遺跡をイメージしたオーケストラ曲の交響ファンタジー

「縄文人の歌」を作られたので、町で宣伝してほしい。大変素晴らしい曲です。YouTube にあがって

いるので誰でも聞けるようになっている。第２楽章は４部合唱曲となっているので、新型コロナが終息

したら、町で町民の方に呼びかけて合唱団を組織し、”小山崎賛歌である「縄文人の歌」”を歌ってほし

い。【渋谷委員】 

 

第 7 章 整備 

・意見：段階的に整備する必要があると思うが、①まず将来小山崎遺跡をどういうふうに観光面も含 

めて活かすことを考えているのか、事務局としての案を提示してもらいたい。②駐車場について 

は、遺跡側は認知されていない。利用してもらえるようにすると良いだろう。ただ、大型バス 2 

台も停めたらいっぱいで、小さすぎると思う。もっと大きく取ってほしい。③遺跡側を利用して 

もらうためには、丸池様の方に行けるように簡易の橋を架けるなど、行き来のも考えた方がよ 

い。【佐藤委員】 

・回答：③については、橋がなければ川を渡れないというのが一番だが、そもそも湿地なので、駐車場 

部分から下に入ってしまうと靴が汚れてしまう。土手も越えなければいけない。 

②についても、アクセス道路が農道なので大型バスは想定せず、マイクロバスで行ける程度のも 

のを想定している。バスが行けるようにするには、道路自体の拡幅をしないとならない。かなり 

課題がたくさんあるので、少し検討させていただきたい。【事務局】 

・質問：指定地の中に駐車場を設けることについて、相談のしようがあるのではないか。【岡村委員長】 

・回答：これまでの調整で、駐車場部分を指定地からはずしているので、指定地内は難しい。どうしても 

となるのであれば指定地外の遺跡内か。【竹田主査】 

・ふ化場の駐車場は遺跡・牛渡川・丸池様・ふ化場を訪れる観光客が利用している。この周囲に駐車場と

いうのは、教育委員会だけでどうこうできることではない。どこに駐車場が確保できるか、どのように

アクセスするか、牛渡川に橋が必要かどうか、といったことも考えなければならないので、時間がかか
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るのはやむを得ない。【菅原委員】 

・ゾーニングとルート設定が必要かと思っている。できれば第 3回で検討したい。【事務局】 

・今ここで議論することではなく、これから考えるべき大きな課題として、5点くらいあるのではないか

と思う。①史跡を鑑賞ができる状態にすること、②駐車場やトイレといった便益施設、③遺跡の表現を

どうするか、④環境や景観を管理する仕組みを導入する、⑤情報の伝え方、など。そういったまだまだ

大きなテーマが 4 つ 5 つあるかと思うので、そういう所を項目立てて、議論していく枠を作られたら

良いのではないか。【小林（敬）委員】 

 

第 8 章 運営・体制 

●2.首長部局との連携 

・質問：首長部局との連携ということだが、バスの転回スペースの話は、これまで話が出てこなかったと 

思う。丸池等への見学者増への対応として様々な政策を考えて実際に移していくのは産業課や 

企画課の方で行なって、いつ出来上がるというのが決まってから、教育委員会が話を受けると、 

そういったことになるのか。【小林（克）委員】 

回答：今回の件については、初めはどうも簡単ではない状況だったようである。それが考え方を変えて 

臨んだところ、急に短時間で話が進んだために、今回の委員会までの間に、予算まで確保した。 

町としては異例のスピードで話が進んだという状況である。【事務局】 

・意見：首長部局との連携は非常に重要なことだと思うが、一体どんなふうにやっていけば連携していけ 

るのか。なんとかうまく連携しながら、教育委員会の意向をいくらかでもそういった計画の段階 

で反映させていくことが、どうしても必要なのではないか。【小林（克）委員】 

回答：ご指摘は尤も。現状では今、丸池は丸池、小山崎は小山崎となってしまっている。うまく連携し 

て将来そのようなことを考えていかなければならないと思う。【事務局】 

・意見： 丸池様あるいは牛渡川に来る観光客は、全く小山崎は目にも入っていない。少なくとも目に入 

れる方策を考えて、あの駐車場を利用してもらう方法を考えていただきたい。様々問題がある

のは重々承知だが、できない理由ではなくやる方法を考えてもらいたい。【佐藤委員】 

 

●4.住民との協働 

・旧吹浦小学校のグラウンドは、まちづくり協議会でみんながボランティアで草刈りをしている。史跡内

もやってくれといえば、いくらでも協力するだろうが、残念ながら小山崎遺跡が我々の遺跡だという認

識に立っていない。そういう意味で、やはり早く遊佐町民あるいは吹浦地区民からこれは素晴らしい遺

跡だと思ってもらえる状況を作らなければならない。そうなれば土日祝日に簡単な説明をする案内人

も出るかもしれない。そのような現状にはないので、そこをひとつ頭に置きながら将来構想を練って、

大きい展示施設ができる前に、簡易なものでもいいから作るとか。そういう第 1、第 2段階くらいの方

向性、将来性を持った段階で、話をしてみてもらうとありがたい。みなさんも吹浦地区の住民が、何と

かしてやろうという気持ちにさせるような努力をしてもらいたい。【佐藤委員】 

 

●全体 

・全体を通して、前文のような感じでざっくりとした現状と課題を述べて、あとは項目ごとに、現状：

何々～、課題：何々～と分けて書くと、わかりやすくなるのではないか。【菅原委員】 

・「現状と課題」について、何を課題とするかというのは、何を目指すかによって決まることである。今
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の段階でこれを Fix してしまうと、この課題に対応したことしかできなくなってしまうので、方向性

について先に議論して、またいずれここに戻るとよいのではないか。目指す方向性によって変わってく

るので、今細かいことを詰めずに、もう少しおおらかに、みんなで大事なポイントはなにかというとこ

ろを議論した方がいいのではないか。【小林（敬）委員】 

 

4. 方向性について（協議事項④） 

 

 資料 4に基づき、主に 1.計画の対象範囲、2.遺跡現地の整備、3.施設の整備の 3点について、事務局よ

り考えが説明された。全体の基本的な方向性としては小林（敬）委員の作成したまとめに沿って進めてい

きたいが、➃の水の景を豊かにし…という部分については、水の利用は様々な条件が関わってくるため、

検討したい。また、施設整備（遺跡ガイダンス施設）については、文化係としては、小学校統合後の空き

校舎を利用したいと考えているが、校舎の利活用は地域の意見もふまえ、町全体で決めることであるた

め、方針が決まるまで委員会では議論の対象から外したいとの説明があった。 

 

＜協議結果＞ 

施設に展示物以外の出土品もまとめて保管するかどうかについて検討の必要があるのではないか。い

ずれ改めて話し合いの場を設けたい。 

・基本的な方向性のうち水利権の確認の必要などもあり、もう少し考える必要がある。 

 

－発言要旨－ 

●水の利用について 

・牛渡川ではなく、その北側の小さな川の水利権を借りられるものか。【小林（敬）委員】 

・昔利用していた田んぼの用水路のことであれば、もう一回復活させて水を通せば、水利用ができるだろ

う。水利権の問題はある。町が買ったときに水利権を放棄しているのではないか。もともと農業用水路

で、ほ場整備終わった段階で用水路は放棄している可能性もあるので確認が必要。【渋谷委員】 

・水の問題は、水位の件や親水的な整備等色々あるので、もう少し考える必要がある。【岡村委員長】 

 

5. その他 

 

事務局より、法規制と動植物調査についての説明未了のため会議時間を 15分延長したいとの申し出が

あり、了承された。 

 

●法規制について 

資料 9に基づき法規制について事務局より説明があった。 

 

●植生調査について 

資料 11に基づき植生調査報告書について事務局より、調査者の土門尚三氏から、タブノキが本来史跡

の原植生であり、潜在植生であるということで、大事にしてほしいということと、植生を変える場合も、

タブの木の幼樹などを活かしながら、時間をかけてやって欲しいという報告があったと、説明がされた。 

・質問：報告ではタブが原生になっているが、縄文時代にそうであったかというのはわからないのか。花
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粉分析等の結果からみると、クリの純林というのも出ていたと思う。小山崎は縄文時代の遺跡な

ので、少し前ではなく縄文時代の植生で見ないといけないのではないかと思う。【渋谷委員】 

回答：基本的には現生の植生、前の植生、極相の植生、それぞれの調査をお願いした。現状のふるさと

の森というのはタブを主体とした森だということはやはり強調されたいということだと思う。

報告書としてはこのまま受け止めている。これからどういった樹種を植えるか、というのは整備

の方の話になってくる。【事務局】 

・調査の方法を含めて、事前に教えてほしい。私たちは専門でずっと関わってきているので、ぜひ相談し

てほしい。【岡村委員長】 

 

●動物調査について 

資料 12に基づき事務局より、本日は暫定版ということで、貴重種のリストアップだが、おそらく第 3

回委員会までに中間報告的なものを頂けると思っている。また、委員長から実際の生息している鳥、ある

いは渡り鳥等もリストアップしたいというお話があったので、畠中委員のほうにはそのようにお伝えし

て、次回の委員会でもう少し詳しい報告を頂くようにしたいとの説明がなされた。 

 

●全体の組立てについて 

・例えば水のことや樹種のことなど、ひとつの議論でポンと答えが出るわけではなく、色々なことを考え

ながらそれが上手くはまるストーリーを考えないといけない。そういう点ではいろんなスタディをし

ておく必要があると思う。先ほどの地区・町内にどういうふうに広めていくかと、こういったスタディ

と両面から、それから整備のための調査も含めて、いろいろなツールをこの 2 年間あるいは若干先含

めて、策定の期間中で実際にやりながらきちんと組み立てていただきたい。【小林（敬）委員】 

 

●高速道路について 

・高速道路については、こちらがしっかり関心を持っており、しかも史跡の景観に影響を及ぼす範囲とし

て大変気にしているということは向こうに伝えた方がよい。少なくとも色等について目立たない調和

的なものにしていただきたいという意向を持っているというような合意をここで作って、ぜひ早めに

動いていただきたいと思う。【小林（敬）委員】 

・我々委員会の名前で、こういう話が出ていると伝えるとかやり方はあると思う。委員会でこんなことが

議論されて、こういうことにも配慮してくださいという委員会決定みたいなことで話を持っていくと

か。いろいろお願いの仕方を考えてほしい。【岡村委員長】 

 

●地下水位の測定について 

事務局より、地下水位を来年度測った方がよいかどうか伺いたい旨の問いかけがあり、委員からは、 

・良いか悪いかとなれば、測らなくていいとは言えない。【渋谷委員】 

・重要なのはいつどんな方法でやるかということだろう。【岡村委員長】 

との意見が出され、水文学の専門家にその必要性や方法等も含めて相談し、アドバイスをもとに、水位観

測をする業者や各委員の意見等も伺いながら決めていく方向で進めることとなった。 

 

次回委員会の予定 

 2021年 3月 12日（金）10：30～15：00 （文化庁係官の予定により変更の可能性がある） 


