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昭  和の発掘調査和の発掘調査

　大型の竪穴建物跡や環状列石、集石遺構などの遺構が発見
され、旧石器時代や縄文時代前期から晩期の遺物が出土。出
土土器から、竪穴建物跡は縄文時代晩期初め頃（約 3,000 年
前）の可能性が高いことがわかりましたが、環状列石の時期
は確定できませんでした。

平  成の発掘調査成の発掘調査

　環状列石の時期が縄文時代
晩期初め頃であると確定。ま
た、台地上部の環状列石周囲
で広く整地が行われ、環状列
石内部と南西部に盛り土が行
われるなど、大規模な土木工
事が行われたことも判明しま
した。

　世界文化遺産への登録
は、2014（平成 26）年
に「弘前縄文の会」を
設立した当初からの目
標。達成できてとても嬉
しく、ほっとしていま
す。この日を迎えられた
のも、昭和 30 年代に全
国に先駆けて遺跡を公有
化し、大切に維持・管理
してきた先人たちのおか
げ。今度は私たちが遺跡

を守り、その魅力を国内外に伝えていく番です。
　これからますます大森勝山遺跡を訪れる人が増える
でしょう。そのような人に遺跡の魅力をどのように伝
えるかが課題の一つ。立て看板だけではなく、ガイド
による説明も大切です。縄文の会ではガイド養成も進
めていますから、より具体的な仕組みづくりのために
行政と連携していきます。
　私たちは、大森勝山遺跡を「知りたい」、「子どもた
ちへ伝えたい」、「案内人になりたい」という思いで発
足から準備してきました。行政と民間、どちらかだけ
では不十分。キャッチボールをしながら、それぞれの
役割を果たしていきたいと思います。
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「青森県の縄文遺跡群」の提案書を
提出（青森県、青森市、八戸市、
つがる市、七戸町）／「ストーン
サークル」の提案書を提出（秋田県、
鹿角市、北秋田市）

資産名称が「北海道・北東北
の縄文遺跡群」に決定

ユネスコ世界遺産委員会事務局で、
「北海道・北東北を中心とした縄文
遺跡群」として世界遺産暫定一覧
表に記載

大森勝山遺跡を国史跡に指定
縄文遺跡群世界遺産登録推進本部
で、構成資産が18に決定（大森勝
山遺跡が追加）

世界遺産登録推薦書の協議案と原
案を文化庁へ提出

構成資産を17として整理

「北海道・北東北の縄文遺跡群」が
2018 年度の世界文化遺産推薦候
補に選定

2018 年度の選定結果が 2019 年
度に引き継がれる

「北海道・北東北の縄文遺跡
群」が 2019年度の世界文化
遺産推薦候補に選定される

「北海道・北東北の縄文遺跡群」
の推薦書をユネスコへ提出

ユネスコの諮問機関であるイ
コモスによる現地調査

イコモスより、世界遺産一覧
への記載が適当との勧告

▲実物大表示石材への記名体験

　「史跡大森勝山遺跡保
存活用推進会議」では、
2013（平成 25）年から
地元町会と教育機関、行
政が一体となって、世界
文化遺産への登録を目指
してきました。何度も涙
をのんできたので、目標
の一つが達成できて嬉し
く思います。
　これからは公開活用へ
向けていよいよ動き出し
ます。訪れた人には景観
を楽しむのはもちろん、形に残るものを持ち帰ってほ
しいと思っています。推進会議には観光開発などさま
ざまな分野のプロがいますから、それぞれの強みを生
かし、「記憶に残る遺跡」を目指していきます。
　裾野地区に住む人の多くは、子どもの頃から大森勝
山遺跡が身近にありました。自分たちの宝が世界に認
められたという誇りを胸に、地元町会としても積極的
に遺跡と関わっていきたいです。
　「遺跡は全部同じだ」と言わず、まずは市民の皆さん、
ぜひ来てみてください。大自然の真ん中で、縄文人の
心を感じてみませんか。

岩木山麓の大規模開発に先立ち、
昭和の発掘調査を行う
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（昭和 61）

草取りなどの維持管理事業を開始

ちびっこ縄文講座

　2018（平成 30）年から実施して
いる、裾野小・中学校の児童・生徒を
対象とした学校教育支援。遺跡見学や
出前授業、土器づくり体験などの経験
を通して、地域の歴史と文化への理解
と愛着を深めています。

2006年
（平成 18）

国史跡指定に向け、平成の発掘調
査を行う

維持・保存から公開活用へ維持・保存から公開活用へ培ってきたものがあるから続けられる培ってきたものがあるから続けられる
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1961年
（昭和 36）

遺跡範囲の大部分を市が買い
取り、公有地化

▲発掘調査風景（津軽平野を望
みながら）

▲当時では珍しい､ ヘリコプ
ターによる空撮

▲約 50年ぶりに姿を現した
環状列石

 

県 市…県の動き　　　…市（大森勝山遺跡）の動き
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７月 世界遺産委員会で登録が決定

 
北海道北海道

青森県青森県

秋田県秋田県 岩手県岩手県

入江貝塚、高砂貝塚
（洞爺湖町）

鷲ノ木遺跡（森町）

大平山元遺跡（外ヶ浜町）
田小屋野貝塚（つがる市）
亀ヶ岡石器時代遺跡
（つがる市）

大森勝山遺跡
大湯環状列石（鹿角市）
伊勢堂岱遺跡
（北秋田市）

キウス周堤墓群（千歳市）
北黄金貝塚（伊達市）

大船遺跡（函館市）
垣ノ島遺跡（函館市）

三内丸山遺跡（青森市）
小牧野遺跡（青森市）
二ツ森貝塚（七戸町）

長七谷地貝塚（八戸市）

是川石器時代遺跡
（八戸市）

御所野遺跡
（一戸町）

「北海道・北東北の縄文遺跡群」は、北海道、青森県、
秋田県、岩手県に点在する縄文時代の 17の遺跡で構成
されています。

…構成資産 …関連資産

※構成資産…保存状況が良く、法律等で保存が守られ、縄文遺跡群としての価値を具
体的に証明できる資産／関連資産…縄文文化を理解する上で顕著な価値を有しており、
縄文遺跡群と関連が深い遺跡として一体的に保存活用を図る資産。
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これまでの歩み 登録に向けて尽力した人にお話を聞きました

遺跡を活用した取り組み

弘前縄文の会 会長

今井 二三夫さん
史跡大森勝山遺跡保存活用推
進会議会長・十腰内町会町会長

佐藤 謙一さん

国 …国の動き　なし…ユネスコ・イコモスの動き

文化審議会文化財分科会で「北
海道・北東北の縄文遺跡群」
の暫定一覧表への記載決定

大森勝山じょうもん祭り

　2014（平成26）年以降、毎年８月
初めに開催。遺跡探検や縄文生活体験、
地元の子どもたちによる「すそのよさ
こい」披露などが行われます。史跡大
森勝山遺跡保存活用推進会議が中心と
なって開催する、公開活用事業の中核
を担うイベントです（今年度は中止）。

▲にぎやかな祭りの様子
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史跡弘前城跡

 

◀案内標識

JR弘前駅から県
道31号弘前鯵ヶ
沢線を鯵ヶ沢方面
へ北上して40分

JR弘前駅から県道３号弘前岳
鯵ヶ沢線を岩木方面へ西に進
み、県道30号岩木山環状線を
鯵ヶ沢方面へ北上して40分

縄文へ
の入り

口で

待って
るよ♪

県道 31 号弘前鯵ヶ沢線と県道 30
号岩木山環状線をつなぐ市道を進み、
案内標識を左折（または右折）
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