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【資料４】

整備・活用の事例報告

　１．史跡 御所野遺跡（岩手県）

　２．史跡 里浜貝塚（宮城県）

　３．山田上ノ台遺跡（宮城県）

　４．特別史跡 三内丸山遺跡（青森県）

　５．史跡 狭山池（大阪府）

　６．出雲弥生の森博物館（島根県）

　７． 八女市岩戸山歴史文化交流館（福岡県）

　８．春日市奴国の丘歴史資料館（福岡県）

【縄文遺跡の整備例】
・ガイダンス施設有

・継続的な活用事業の展開

【日本を代表する
　縄文遺跡の整備例】

【巨勢川調整池
　活用の参考例】

【西日本の遺跡
  ガイダンスの整備例】
・弥生、古墳時代

・＋埋蔵文化財センター
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※６～７の対応資料
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１. 御所野遺跡（岩手県二戸郡一戸町）　一戸町人口：1.3 万人

○御所野縄文公園

【遺跡概要】縄文時代中期後半（4,500 ～ 4,000 年前）の集落跡

【史跡指定面積】75,842 ㎡　　

【公園面積】約 13ha

【施設等】復元竪穴建物、復元掘立柱建物、配石遺構（実物展示）、休憩案内施設（トイレ）、

　　　　  縄文体験施設、イベント広場、水場遺構、縄文の森等。

　　　　  クリ・トチ・ウルシ等を植栽→様々な活動に利用。　　

　　　　・自然のロケーションを活かした体験活動の場としても活用。

　　　　・竪穴建物の焼失実験等、調査研究の場としても活用→整備総括報告書の刊行。　　　



4

○御所野縄文博物館

■ RC 造 2 階建、ガイダンス＋埋蔵文化財センター

【全体床面積】2,695㎡（ガイダンス 1,194 ㎡＋埋蔵文化財センター 1,501 ㎡）

《ガイダンス /1,194㎡》

　【展示室・展示機械室】686 ㎡　　【体験学習室】68 ㎡　　【その他】440 ㎡　

《埋蔵文化財センター /1,501㎡》

　【収蔵】251 ㎡　　【調査・研究】159 ㎡　　【事務室等】75 ㎡　　

　【研修室・会議室等】273 ㎡　　【その他】743 ㎡

　【管理・運営】東松島市教育委員会

　　　　　　　館長 1、正職員 2（管理・学芸）、NPO 職員 7（事務・体験学習）
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【利用状況】

　・平成 14 年度のオープンから 2 万人以上の利用者を確保。近年は 2.5 万人前後で横ばい。

　・有料展示見学者は全体の 20 ～ 30％程で、その他の利用者が多い。　　　

　→団体の公園利用以外に継続的な体験活動が集客につながっている。

　・NPO（いちのへ文化・芸術）職員を中心に、積極的な体験プログラムの開発に取り組む。

　　周辺の植生（縄文の森）資源を活かしたオリジナルなプログラムもある。

　・地元のお菓子屋さん等とコラボし、遺跡にちなんだお菓子（お土産）やグッズ販売等

　　も行う。

【ボランティア活動】

　・「自然と歴史の会」、「御所野遺跡を支える会」、「御所野発掘友の会」という 3 団体が　

　　活動し、施設の運営をあらゆる面でサポート。遺跡のガイド以外に、体験活動や清掃　　　

　　活動、グッズ販売等も行う（各団体とも 30 数名）。　

　・継続的に遺跡ガイドを募集。それに伴うボランティア育成講座も実施。

　　地元の小学生ガイド（5・6 年生）も存在。来年 20 周年。
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案内標識 吊り橋（入口）

吊り橋 御所野縄文公園１

御所野縄文公園２ 御所野縄文公園３

御所野縄文公園４（クリの木） 御所野縄文公園５（トイレ）



9

御所野縄文博物館 展示室１（プロジェクションマッピング）

展示室２ 展示室３

一般収蔵庫（2 層構造） 体験工房

ミュージアムショップ１ ミュージアムショップ２
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２. 里浜貝塚（宮城県東松島市）　東松島市人口：約 4 万人

○さとはま縄文の里史跡公園

【遺跡概要】縄文時代前期から弥生時代中期（4,500 年以上）にかけての集落跡・貝塚群

【史跡指定面積】153,068 ㎡　　

【史跡公園整備】約 4ha

【施設等】貝層露出展示、貝層観察館、体験工房、トイレ、解説板、体験広場等　　

　　　　  ※自然のロケーションを活かした体験活動の場

○奥松島縄文村

【敷地面積】20,920 ㎡

　・歴史資料館（床面積：約 920 ㎡）→ H25 に収蔵庫増設

　・交流館（床面積：約 700 ㎡）→ H19 に埋蔵文化財センターに改修、体験学習室有

　・中庭美術館、石の広場、野外トイレ、休憩舎、インフォメーション、里区公民館など

奥松島縄文村歴史資料館

■ RC 造 2 階建

【全体床面積】約 920㎡

【展示室】208 ㎡　　【シアター】70 ㎡　　【事務室等】63 ㎡　　【収蔵庫】314 ㎡

【洗浄室】24 ㎡　　【その他】241 ㎡

【管理・運営】東松島市教育委員会

　　　　　　　館長 1、正職員 2、臨時 2
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12,940
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38,606

29,441 28,790

22,359 21,258
18,113 17,908 19,042

20,645

16,738 16,923
19,214 18,481 18,398 19,807 20,111

16,174

560

8,125 8,622 9,361
11,719 10,829 9,676

564 1,371 1,437 1,622 1,616 1,982 1,785 2,548 3,409 3,928 4,151
5,882 7,317 6,421

8,896 9,175 7,655

217
2,410

4,167 5,040 6,128 5,691 5,703

【利用状況】

　・平成 22 年度まで 2 万人近い利用者が、東日本大震災以来半減。

　・平成 29 年度は利用者数の約 40％が体験学習者となっている。

　　→継続的な体験活動が集客につながっている。

【会員制度】

　・里浜貝塚ファンクラブ、村びとを募集。イベント活動の補助的な協力。

　・ボランティア団体は無し。
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史跡公園 1（貝塚露出） 史跡公園 2

縄文工房 1 縄文工房 2

史跡公園からのロケーション 貝層観察館 1

貝層観察館 2 貝層観察館 3
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歴史資料館（外観） 復元竪穴建物

常設展示室 企画展示室

シアター 収蔵庫（2 層構造）

整理室（交流館） 体験学習室（交流館）
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３. 山田上ノ台遺跡（宮城県仙台市）　仙台市人口：108.2 万人

○仙台市縄文の森広場

【遺跡概要】縄文時代中期末（約 4,000 年前）の集落跡

【敷地面積】27,351 ㎡　　

【縄文ムラ・広場ゾーン】15,400 ㎡

【施設等】復元竪穴建物、遺構表現、縄文畑、解説板、イベント広場等

【管理・運営】公益財団法人仙台市市民文化事業団（指定管理）

　　　　　　　館長 1、（学芸担当）主事 2、嘱託 2、臨時 2
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ガイダンス施設

■ RC 造一部 2 階建

【全体床面積】1,212㎡

【展示室】207 ㎡　　【体験活動室】160 ㎡　　【半屋外体験空間】99 ㎡　　

【展望休憩室】70 ㎡　　【収蔵庫】70 ㎡　　【事務室等】110 ㎡　　　【その他】496 ㎡

【運営キーワード】　

　１．市民とともに完成を目指す施設づくり

　２．研究成果に裏付けされた体験活動

　３．地域に密着した活動、及び施設運営
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野外展示 1 野外展示 2

展示室 体験活動室（入口）

【利用状況】

　・平成 18 年度の開館から平成 27 年度まで、3 万人前後を確保。

　・平成 27 年度の入館者数は 31,690 人、その内体験活動者は 13,817 人（43.6％）を占める。　　　

　→継続的な体験活動が集客につながっている。

　・積極的な体験プログラムの開発に取り組む。主な体験活動は以下のとおり。

　　土器づくり、土偶づくり、手形・足形づくり、土笛づくり、土面づくり、勾玉づくり、　　　

　　石のアクセサリーづくり、シカ角・サメ歯のアクセサリーづくり、編布コースター・

　　マットづくり、釣針づくり、火おこし体験、石器づくりなど。

【ボランティア活動】

　・「仙台市縄文の森広場ボランティア会」（69 名）は、館の運営をあらゆる面でサポート。

　・ボランティア育成講座（年間 6 回 , 公募）を実施。
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４. 三内丸山遺跡（青森県青森市）　青森市人口：28.8 万人

○三内丸山遺跡歴史公園

【遺跡概要】縄文時代前期から中期（5,500 ～ 4,000 年前）の大規模な集落跡。特別史跡。

【整備】当初 42ha の現地整備構想があったが、現状では短期整備の 5ha のまま。　

【施設等】復元竪穴建物、復元掘立柱建物、遺構露出展示（竪穴建物・掘立柱建物柱穴・

　　　　  盛土遺構等）、休憩案内施設（トイレ）、縄文植物園等。

　　　　・復元大型竪穴建物、復元大型掘立柱建物は三内丸山遺跡の代名詞。

【遺跡解説】社団法人三内丸山応援隊による遺跡解説（常時受付、30 分毎）

【見学者】年間約 30 万人

○縄文時遊館

■ RC 造 2 階建（展示、シアター、体験工房、レストラン、売店等）

【全体床面積】約 7,360 ㎡　　【さんまるミュージアム】670 ㎡

【展示解説】解説員（臨時 8 名）による解説（常時受付、全体解説 1 日 2 回）　　

【管理・運営】青森県教育委員会　　学芸員 8、事務 3、臨時 8

※埋蔵文化財センター機能を増設（H31 開館予定）

　■ RC 造（地上 1 階、地下 1 階）　

　【全体床面積】約 3,000 ㎡（企画展示室・整理室・一般収蔵庫・特別収蔵庫）



23



24

縄文時遊館 1（外観） 縄文時遊館 2（エントランスホール）

さんまるミュージアム 1（入口） さんまるミュージアム２

さんまるミュージアム 3 さんまるミュージアム 4

体験工房 1（ミュージアムショップ） 体験工房 2（ミュージアムショップ）
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時遊トンネル出口 復元竪穴建物群

復元大型掘立柱建物と大型竪穴建物 大型竪穴建物内部

ボランティアガイド 増設棟 1（階段）

増設棟 2（一般収蔵庫） 増設棟 3（特別収蔵庫）
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５. 狭山池（大阪府大阪狭山市）　大阪狭山市人口：約 5.8 万人

○狭山池

【遺跡概要】飛鳥時代（616 年頃）に造られた日本最古のダム式ため池。

【狭山池概要】貯水量：280 万㎥　　1 周：2.85km　　堤高：18.5m　

【施設等】周遊路、駐車場、四阿、トイレ、ベンチ、照明灯、野鳥観察スペース等

○狭山池博物館

■ RC 造 2 階建（一部 3 階）　　狭山池のガイダンス施設　　設計：安藤忠雄

【全体床面積】約 4,950 ㎡（展示約 2,034 ㎡、収蔵約 230 ㎡）

【展示解説】ボランティアによる解説（50 名程登録）　　

【重要文化財等の保管・展示】北堤堤体切り取り展示（保存処理済、幅 64m、高さ 15.4m）　

　に加え、木樋（保存処理済）など重要文化財 7 件を展示公開。全館を 24 時間空調管理。

【管理・運営】大阪府と大阪狭山市（市立郷土資料館併設）で運営。

　　　　  　　館長 1、副館長・主任 1（市）、学芸員 1（府）、臨時 5（市 + 府）

【見学者】年間約 10 万人
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【狭山池について】

　・古来より狭山池周辺は景勝地として有名。北堤の桜は人々が競って花見に訪れたほど。

　・平成 3 年には、大阪府が「景観整備基本計画」を策定し、「狭山池らしさの継承と創出」　　　

　　をテーマとした環境、景観の保全、整備を実施。

　・近代には、隣接地に狭山池遊園→さやま遊園が開園、観覧車や手こぎボートなど。

　　平成 12 年閉園。現在は、さやか公園と住宅地に。

　・平成の大改修時（S63 － H14）に整備し現在の姿に。改修後に 1300 本余の桜を植樹。

【活用事業】

　利用者：平日 2,793 人、休日 4,823 人（Ｈ 26.10 調査）

　主にウォーキング・ジョギング・散歩に利用 … 50％以上が近隣に居住

　・小学校での教材としての利用、出前授業等

　・シンポジウムの開催（狭山池博物館、年 1 回）

　・狭山池まつり（春，50,000 人以上）、市民マラソン大会（冬，約 200 人）、ウォークラリー　

　　（約 240 人）、桜の植樹祭（2 月）など。

　・狭山池クリーンアクション（清掃活動，毎月実施，40 ～ 100 人参加）

　・狭山池博物館ボランティア（事務局運営は市の委託，50 人程登録）による博物館展　

　　示解説、子供向けイベント、ウォーキングイベント等を開催。
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狭山池全景 1（東半） 狭山池全景 2（西半）

北堤断面切り取り展示 木製東樋（重要文化財）

木製枠工の実物展示 取水棟（大正・昭和初期）

ジオラマ（狭山池の水が潤してきた地域） 一般収蔵庫（2 層構造）
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縄文の原風景が見えない！

本物を活かした

屋内展示
継続的な

体験活動

巨勢川調整池と調和のとれた

屋外展示

活用のための整備における最大の課題

◆御所野遺跡（山）や里浜貝塚（海）では、立地を活かした体験活動が可能

当時と変わらない風景＋生活文化を体感＝縄文時代を満喫

風景を補う工夫

風景を補う工夫

▲
※屋外展示をどう重ねていくかが課題

●縄文の生活文化を体感●
基本軸

満喫
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６. 出雲弥生の森博物館（島根県出雲市）　出雲市人口：17.2 万人

施設外観 史跡西谷墳墓群（2 号墓）

■鉄骨造 2 階建て（西谷墳墓群ガイダンス＋埋蔵文化財センター）
　【全体床面積】2,882㎡　（ガイダンス分）1,436㎡　（埋文センター分）1,446㎡
　【ガイダンス】展示室 363 ㎡、多目的室 217 ㎡、実習室 38 ㎡、体験テラス 99 ㎡、図書情報コー

　　ナー 45 ㎡、ボランティア室 16 ㎡、体験コーナー 77 ㎡他。

　【埋文センター】企画展示室 186 ㎡、展示準備室 27 ㎡、整理室 166 ㎡、写場 32 ㎡、

　　書庫資料室 90 ㎡。収蔵室 404 ㎡（特別 52 ㎡、一般 281 ㎡、収蔵展示 71 ㎡）保管庫 78 ㎡、

　　荷解室 142 ㎡。事務室 116 ㎡、受付・ショップ 39 ㎡他。
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体験コーナー（ホール横） 図書情報コーナー（ホール横）

展示室 展示室

整理室 一般収蔵庫（可動式物品棚）

特別収蔵庫 図書資料室（可動式物品棚）
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７. 八女市岩戸山歴史文化交流館（福岡県八女市）　八女市人口：6.4 万人
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■鉄筋コンクリート＋鉄骨造 1 階建て（岩戸山古墳ガイダンス）
　【全体床面積】2,082㎡　（鉄筋コンクリート造分）852㎡　（鉄骨造分）1,232㎡
　【展示】496㎡　【収蔵】231㎡　【研修室】140㎡　【実習室】200㎡　【活動室】56㎡
　【事務室等】82㎡　【エントランスホール】540㎡　【その他】337㎡

施設外観 特別収蔵庫

トラックヤード 交流ステーション（ホール）

展示室（導入動画） 展示室（通史展示）
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８. 春日市奴国の丘歴史資料館（福岡県春日市）　春日市人口：11.1 万人

■鉄筋コンクリート造 2 階建て
　（須玖岡本遺跡ガイダンス＋
　　埋蔵文化財センター）
　【全体床面積】2,820㎡　
　（1 階）1,502㎡
　（2 階）1,269㎡
　（PH）49㎡
　【展示室】562㎡　
　【研修室】119㎡
　【収蔵庫】524㎡（3 層構造）
　【資料・書庫】86㎡
　【整理室】324㎡
　【エントランスホール】218㎡
　【事務室】98㎡
　【その他】889㎡

施設外観 史跡須玖岡本遺跡（ドーム内に露出展示）
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整理室（体験学習でも使用） 整理室（実測室）

撮影室 図書資料室（可動式物品棚）

展示収蔵庫（3 層構造，左上） 展示収蔵庫（3 層構造）

荷解室（手前）・トラックヤード（奥） 展示室


