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2014.3.31　平成２６年２月９日、佐渡金銀山の世界文化遺産登録の早期実現と、将来にわたる価値の

継承を期して、県内の産官学が連携して全県規模で展開する「佐渡金銀山世界遺産登録推進
県民会議」の発足セレモニーが開催されました。
　また３月３日には、第１３回佐渡金銀山世界文化遺産学術委員会を開催し、「金を中心とす
る佐渡鉱山の遺産群」の世界遺産登録に向けた推薦書案の骨子をまとめました。

「佐渡金銀山世界遺産登録推進県民会議」発足
　　　　　　　　　　 　　　　 ＆推薦書案提出

第13回	学術委員会



セレモニーで挨拶する福田会頭
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佐渡金銀山世界遺産登録推進県民会議発足セレモニー
　平成26年2月9日㈰、新潟市
内で、登録の早期実現と、将来
にわたる価値の継承を期して、
官民一体となって県民運動を

展開するため「佐渡金銀山世界遺産登録推進県民会議」
が発足しました。
　この日までに県内外の789団体・企業が加入し、知事、
佐渡市長、福田勝之新潟県商工会議所連合会会頭ら10名
が共同代表となりました。
　発足セレモニーには約600名が集まり、知事や福田会頭
らは挨拶で「遺跡を県民全体で守り、人類共通の宝としよう」と発足の意義を強調しました。また基調講演では、講師
の西村幸夫日本イコモス（国際記念物遺跡会議）国内委員会委員長が「住む人にも来る人にも良い街づくりを今から
始めよう」と参加者に呼びかけました。当日は、本県出身の歌手小林幸子さん、俳優三田村邦彦さんの応援メッセージ、
地元羽茂高等学校郷土芸能部の皆さんによる佐渡民謡も披露され、会場を大いに盛り上げてくれました。

第13回学術委員会（推薦書案提出）
　平成26年３月３日㈪東京都千代田区において、第13回学術委員会が開催されました。委員会では、会議資料として
推薦書案が初めて提出され、内容について熱のこもった審議が行われました。
　各委員からは、400年以上の長期間にわたる金生産システムの変遷が遺跡から確認できることや、金生産を支えた
人々の暮らしの痕跡が、集落遺跡やまちなみとして残っており、世界でもほとんど例がないことが指摘されました。そし
て、これらの物証により、佐渡金銀山は金の獲得を目指す人類の普遍的な活動がアジアにおいてどのように展開されて
いったかを物語る遺産であると結論づけられました。推薦書案は、学術委員会で出された意見をもとに修正を加え、３
月28日㈮に文化庁へ提出されました。

金銀山
NEWS
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国際
シンポジウム「佐渡金銀山遺跡の世界遺産登録を目指して」開催
　平成25年11月10日㈰、世界遺産国際
シンポジウムが新潟市中央区の朱鷺メッ
セマリンホールで開催されました。
　冒頭、佐渡金銀山世界文化遺産学術
委員会の小風秀雅委員長から、11月８・
９日に行われた第12回学術委員会の会
議内容について報告がなされた後、クリ
ストファー・ヤング氏(イギリス、イングリッ
シュ・ヘリテージ世界遺産・国際政策担
当責任者)により、世界に誇る佐渡金銀山
の価値について基調講演がありました。
次いで、西村幸夫氏(東京大学先端科学
技術研究センター所長)からは、石見銀
山・平泉・富士山などの事例をもとに、世
界文化遺産登録にあたっての近年の動向が説明されました。
　パネルディスカッションでは、篠原修氏（東京大学名誉教授）をコーディネーターに、パ
ネリストとしてヤング氏、西村氏のほかグォ・チャン氏（中国、ICOMOS副委員長）、岡田
保良氏（国士舘大学イラク古代文化研究所教授）が加わり、推薦書の作成や登録後の
課題について議論していただきました。約300名の方々が来場し、熱心に耳を傾けていま
した。

新潟港発着現地見学会
　平成25年10月26日㈯、台風27号の影響が心配されましたが、無
事にツアーを開催しました。大立竪坑～道遊坑～相川京町通りを巡る
「近代化遺産コース」と、父（テテ）の割戸～大切山坑～南沢疎水坑
を巡る「江戸時代専門コース」の２コースに分かれて、現地を見学しま
した。参加者からは、「普段行けない所や、写真でしか知らなかった
所を見ることができ、その迫力に圧倒され、ため息が出た」など感想を
いただき、大変好評でした。

自由民主党新潟県選出国会議員連盟現地視察
　昨年5月に設立された、自由民主党新潟県選出国会議
員「佐渡金銀山」世界遺産登録推進議員連盟（以下「議
連」）が、9月19・20日に初めて現地を視察しました。
　当日は、議連会長の水落敏栄参議院議員など同党国会議
員7名が参加し、鶴子銀山遺跡や相川の近代化遺産、京町通
りなどを精力的に見学し、当時の優れた技術や歴史を感じさ
せるまちなみに改めて感心されていました。
　夜は宿舎で、最近の世界遺産登録の動向や、佐渡金銀山
の課題をテーマに勉強会を行い、講師役の県世界遺産登録
推進室吉田参与に、他候補の動向や、ジオパークとの連携可
能性等について熱心に質問をされました。
　視察後、水落会長は「世界遺産としての価値を十分に感じた。関係者が一体となって登録に向けて頑張りたい」と決
意を話してくれました。
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特集

★佐渡金銀山マスコットキャラクター「にゃんじー」誕生
　佐渡市世界遺産推進課公認のマスコットキャラクター「にゃんじー」が誕生しました。胸元
に“世界遺産ピンバッチ”をつけたにゃんじーは、佐渡金銀山を愛してやまないニャンコです。
世界遺産推進課の刊行物や催しなど、いろいろな場面で活躍してくれています。「佐渡金銀山
とともに皆さまに愛されるニャンコになれるよう、精進するにゃん」とのことですので、今後とも
にゃんじーをよろしくお願いいたします。

◎名前の由来…？
　名前を募集した結果、相川にある「鐘楼」の鐘を鳴らすことが日課であり、高齢猫であるこ
とから多数票を獲得した「にゃんじー」が正式な名前になりました。（「何時？」＋「高齢猫」＋
「ニャンコ」＝「にゃんじー」）

江戸時代初期に大量の金銀を産出した鉱山を有する相川には、
日本のみならず世界に誇るべき「鉱山都市景観」がのこされています。
現在、鉱山に由来する相川の景観を将来に受け継いでゆくための取組が
盛んに行われています。
今回はその取組の一部をご紹介します。
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★相川の景観を紹介するパンフレット 
　「佐渡相川の鉱山都市景観」完成
　佐渡市は、相川の景観を「重要文化的景観」という国の文
化財にするための調査研究を続けています。文化的景観と
は、土地に人が暮らし、生活や仕事を営むなかで、その地域
の自然や地形を巧みに利用して生み出されてきた景観のこと
をいいます。相川のまちは鉱山の営みを基盤としてつくられ、
そのたたずまいは今日まで継承されています。
　パンフレットには、相川の文化的景観の魅力を描いた全
覧図（イラスト）や写真が掲載されており、佐渡市役所及び
市内の各支所・各行政サービスセンターで配布中です。今後
は、パンフレットの配布場所を増やし、市のホームページで
も公開予定です。ぜひご覧ください。

★「あいかわらばん」発行
　世界遺産や文化的景観に関連した佐渡市の取組な
どを紹介する「あいかわらばん」（相川の瓦版、愛ある
瓦版という意味をこめています。）を不定期に発行して
います。かわらばんの配布は相川地区限定で行ってい
ますが、バックナンバー（１～９号）は市のホームページ
で公開中です。「にゃんじー」の名前募集や座談会の様
子をお知らせするなど、鉱山都市相川に関するさまざま
な情報をお届けしています。

★冬の相川はイベント盛りだくさん
　まちあるきイベント（平成25年12月）や、なつかしい古写真の展示会（平成25年
12月～平成26年3月末）、鉱山都市景観をたどるスタンプラリー（平成26年3月）な
ど、今冬の相川ではさまざまなイベントが催されました。今後も、鉱山都市相川の魅
力を皆さまにお伝えするためのイベントを企画していく予定ですので、その際はぜひ
相川にお越しください。

まちあるき 写真展

あいかわ発見まっぷ
〜佐渡國相川ひなまつり編〜

パンフレット表紙と
パンフレット掲載の全覧図

あいかわらばん見本（７〜９号）
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㈱伊藤園の寄付目録贈呈式
　「佐渡金銀山世界遺産登録推進県民会議」会員の㈱
伊藤園が、昨年７月から９月に実施した「お茶で新潟を美し
く。」キャンペーンでの売上の一部40万円を、県の世界遺
産登録推進事業へ寄付されることとなり、3月12日、同社の
石川二三男北関東・東関東地域営業本部長執行役員が県
庁で、泉田知事に目録を贈呈しました。
　知事は「世界遺産登録に弾みがついた」と感謝していま
した。頂いた寄付金は、啓発パンフレットの作成に使わせ
ていただく予定です。

　 ㈱伊藤園と「佐渡を世界遺産にする会」が 
　　　　　　　　　現地ボランティア活動を行いました。
　今回、世界遺産登録推
進事業を支援する為に、
CSR活動の一環として総
勢４１名で佐渡の相川金
銀山麓の遊歩道の竹林の
間引きと防護柵を作らさ
せて頂き、伊藤園からは、
１８名が参加し世界遺産
にする会の方や、県庁職
員の方、地元の方 と々交流を深めることができました。また、佐渡金銀山
の理解を深める為に金銀山の一部と京町通り・奉行所などを、地元の
方に案内して頂き、歴史や伝統など様々な事を学ぶことができ大変興味深く感じたと同時に、この様な素晴らしい事を
後世に伝えていくことの大切さを感じました。
　今後この様な活動があるときは積極的に参加し、世界遺産登録推進事業を支援していきたいと思います。

㈱伊藤園

ヨーロッパの世界遺産（産業遺産）を視察
　平成25年8月18日から30日ま
で、新潟県と佐渡市の職員がフ
ランスのブランド銀山（約30年
間調査が行われている12～14世
紀の銀山）、ドイツのツォルフェ
アアイン（世界遺産）などの炭
鉱、スロヴァキアのバンスカー・
シュティアヴニツア（ハプスブル
ク家を支えた金銀山・世界遺
産）などの世界遺産や産業遺産
の視察を行い、各地の関係者と
調査の状況や整備事例などにつ
いて意見交換を行いました。

平成25年
11月23日㈯

フランス・「ブランド銀山」の住居跡(左)とスロヴァキア・「バンスカー・シュティアブニツァ歴史都市と
近隣の工業建築物群」（1993年登録）(右)



親子で歩く金銀山の 
　　　イベントに参加して
佐藤 秀磨くん（加茂小学校２年生）

　親子で歩く佐ど金ぎん山のイベント
で、お父さんと西三川さ金山に行きま

した。はじめに、ボランティアのお兄さんがささ川しゅう
らくをあんないして回ってくれました。さ金をとるために
けずりすぎて赤くなったとら丸山を見て、ぼくはびっくり
しました。つぎに近くの川でさ金とりにちょうせんしまし
た。ふつうの川のすなの中にさ金があるなんてしんじら
れないと思いました。まるでたからさがしのようでした。
　佐どにはほかにも金ぎん山があることをしりました。そ
こにも行ってたくさんのことをしりたいです。

砂金採り体験
山本 健太郎くん（加茂小学校2年生）

　さ金とりに行きました。西三川の山
おくの川でとりました。さ金とりははじ
めてだったのでドキドキしました。でも

はじめてすぐにとれました。ぜんぶで６ことれました。プ
ラスチックのケース
に入れてもちかえり
ました。とても小さ
なつぶですが、大切
にとってあります。

EVENT 親 子 で 歩 く 佐 渡 金 銀 山
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世界遺産候補　佐渡金銀山講演と伝統芸能発表
佐渡を世界遺産にする新潟の会

　佐渡の世界遺産登録への取組を広く理解していただくため、県内ふたつ
の伝統芸能を交えた「世界遺産講演会」を開催しました。11月２日は「柏
崎・アルフォーレ」、１１月３日は「新潟・メディアシップ」を会場として実施し
たもので、「佐渡金銀山世界遺産登録の課題と展望」と題した県世界遺産
登録推進室吉田博参与の講演、続いて柏崎市女谷地区に500年前から伝
わる「綾子舞」、さらに県立佐渡高校郷土芸能部による「仕舞」が披露さ

れ、会場はそれぞれ140名余りの入場者
で熱気があふれました。
　世界遺産登録に向けたこれまでの取組、登録された世界遺産の実例を紹介し、
佐渡の登録事業の抱える課題など分かりやすく解説していただきました。新潟県と
両主催で実施し、柏崎市・佐渡市から共催していただくなど、多くの皆さまのご協力
で満足いただける講演会となりました。

国際学会でポスター賞を受賞しました
　９月10日から13日、奈良市で開催された「ＢＵＭＡ8
（第８回金属と合金の使用起源に関する国際学会）」
に新潟県の職員が参加しました。世界18か国、約100
名の金属関連の専門家が参加し、発表のほか、研究を
まとめたポスター掲示による報告も行われました。そし
て、ポスターの内容、美しさ、スピーチを総合して投票で
決定する「ベストポスター賞」に佐渡のポスターが見事
選ばれました。多くの専門家に「佐渡金銀山」への関心
を持っていただき、有意義な交流ができました。

　平成２５年９月２９日に、「笹川の景観を守る会」会員の方々の協力を得て、「親子で歩く佐渡金銀山（西三川
編）」を開催し、まちなみについてガイドから説明を聴いたり、砂金採りの体験をしました。
　参加者の感想を掲載します。
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新潟県教育庁文化行政課世界遺産登録推進室　℡025-280-5726 
025-280-5764  E-mail ngt500080@pref.niigata.lg.jp 

HP http://www.pref.niigata.lg.jp/bunkagyosei/1196266594688.html
佐渡市世界遺産推進課　℡0259-63-5136 

0259-63-6130  E-mail k-goldmine@city.sado.niigata.jp 
HP http://www.city.sado.niigata.jp/mine/index.html

Facebookを開設しています。
県文化行政課世界遺産登録推進室では、イベントのお知
らせ、視察報告等をフェイスブックで紹介しています。
https://www.facebook.com/SadoGoldMine

講座・イベント
4/10㈬	 相川地区座談会（ふれあい集会所）
4/11㈭	 相川地区座談会（竹屋）
4/23㈫	 相川地区座談会（あいかわ開発総合センター）
4/24㈬	 相川地区座談会（あいかわ開発総合センター）
5/26㈰	 連続講座①（新潟会場：新潟大学駅南キャンパス）
6/2㈰	 世界遺産講演会（上越文化会館）
6/	9㈰	 親子で歩く佐渡金銀山（相川編）
6/22㈯	 連続講座①（佐渡会場：アミューズメント佐渡）
6/30㈰	 連続講座②（新潟会場：新潟大学駅南キャンパス）
7/7㈰	 首都圏講演会（東京：スクワ－ル麴町）
7/20㈯	 直江津港発着現地見学会（相川地区）
7/21㈰	 連続講座②（佐渡会場：金井能楽堂）
7/27㈰	 連続講座③（新潟会場：新潟市歴史博物館みなとぴあ）
8/4㈰	 連続講座③（佐渡会場：アミューズメント佐渡）
8/6㈫	 相川地区座談会（あいかわ開発総合センター）
8/7㈬	 相川地区座談会（ふれあい集会所）
9/8㈰	 現地説明会（鶴子・荒町遺跡）
9/15㈰	「金山街道秋まつり」歴史街道を散策しよう
9/27㈮	 	上映会「映像でふりかえる昭和の相川」（ふれあい集会所）
9/29㈰	 親子で歩く佐渡金銀山（西三川編）
10/6㈰	 	佐渡金銀山シンポジウム「日本の金銀山と佐渡金銀

山」（トキのむら元気館）
10/23㈬	相川地区座談会（あいかわ開発総合センター）
10/24㈭	相川地区座談会（ふれあい集会所）
10/26㈯	新潟港発着現地見学会（相川地区）
10/10㈰	国際シンポジウム（朱鷺メッセ）
10/27㈰	現地説明会（上寺町地区）
12/7㈯	 初冬のあいかわ　上町・下町さんぽ
12/9㈪	 相川地区座談会（喜三郎車庫・あいかわ開発総合センター）
12/10㈫	相川地区座談会（こいっ茶よらん会・親和会館）
12/11㈬	 相川地区座談会（ふれあい集会所）
2/9㈰	 県民会議発足セレモニー	
　　　　（ANAクラウンプラザホテル新潟）
3月　　 「佐渡國相川ひなまつり」相川発見スタンプラリー

調査
4〜	3月	 相川地区文化的景観調査

委員会等
6/10㈪･11㈫	 	佐渡金銀山遺跡調査指導委員会（文化的景

観専門分野会議）①
7/13㈯・14㈰	 	佐渡金銀山世界文化遺産学術委員会⑪
8/26㈪･27㈫	 	佐渡金銀山遺跡調査指導委員会（遺跡・建造

物分野専門分野会議）①
10/8㈮・9㈯　佐渡金銀山世界文化遺産学術委員会⑫
10/21㈪	 	佐渡金銀山遺跡調査指導委員会（文化的景観

専門分野会議）②
12/	6㈮	 史跡佐渡金銀山遺跡保存管理委員会①
3/3㈪	 佐渡金銀山世界文化遺産学術委員会⑬
3/25㈫	 	佐渡金銀山遺跡調査指導委員会（文化的景

観専門分野会議）③
3/28㈮	 史跡佐渡金銀山遺跡保存管理委員会②

文化財指定
1/23㈭	 佐渡金銀山遺跡（上寺町地区）追加指定具申
3/27㈬	 上相川地区　国史跡追加指定

パネル・ポスター展示
[常設展示]	 新潟ふるさと村アピール館
[常設展示]	 佐渡汽船新潟港ターミナル
[常設展示]	 ＪＲ新潟駅新幹線西口改札付近
[常設展示]	 本庁舎玄関
[常設展示]	 岩首談議所
[常設展示]	 相川高校
4/1㈪〜	 佐渡観光協会相川支部
4/1㈪〜5㈮	 	トキふれあいプラザ		オープニングイベント宣

伝ブース（新潟港）
4/4㈭〜22㈪	 	新潟県庁18F展望ギャラリー
5/26㈰	 佐渡國鬼太鼓どっとこむ
7/12㈮〜8/23㈮	ＪＡ羽茂本所
8/10㈯〜19㈪	 新潟空港ターミナル
8/27㈫〜	 京町茶屋
8/30㈮〜9/2㈪	 	佐渡国際トライアスロン大会式典会場ロビー
10/26㈯･27㈰	 真野地区文化祭
10/29㈫〜1/6㈪	佐渡汽船新潟港ターミナル
11/2㈯	 あいかわ発見展　相川中学校２年生編（相川中学校）
11/3㈰	 あいかわ発見展　相川中学校２年生編（佐渡奉行所）
11/3㈰	 環境フェア会場
11/3㈰･4㈪	 泉地区文化祭
11/4㈪〜30㈯	 あいかわ発見展　相川中学校２年生編（京町茶屋）
11/8㈮〜10㈰	 姉妹都市イベント会場（埼玉県入間市）
11/17㈰	 ジオパーク認定記念講演会場
12/15㈰	 生涯学習フェスティバル会場ロビー
12/27㈫〜1/31㈮	新潟大学附属図書館中央図書館
12〜	3月　あいかわ発見展　写真で綴る相川の景観（京町茶屋）

講座・イベント
5/31㈯	 世界遺産県民講座（新潟市万代市民会館）
5/18㈰	 佐渡金銀山キレイにし隊（相川編）
6/1㈰	 佐渡金銀山キレイにし隊（鶴子編）
6/1㈰	 親子で歩く佐渡金銀山（西三川編）
7/12㈯	 佐渡金銀山トレッキングツアー（仮）
7/13㈰	 佐渡金銀山現地見学会
7〜８月	 あいかわ発見展（写真展）
8月上旬	 佐渡金銀山親子現地見学会（仮）
8/31㈰	 	佐渡金銀山世界遺産連続講演会（仮）（上越文化会館）
9月	 まちあるきイベント
10/19㈰	「佐渡を世界遺産に」世界遺産フォーラム（仮）	

（新潟グランドホテル）

丸数字は第○回を示す
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