
六ヶ所村立郷土館 展示品解説

１ エントランスホール 

（１）アザラシ：2010 年に尾駮沼でゴマフアザラシの赤ちゃんが保護され、「メイ」 

と命名、2018 年と 2020 年に浅虫水族館で赤ちゃんを産む。このはく製はゼニガタ 

アザラシ。太平洋から大西洋まで広く分布し、日本沿岸に定住する唯一のアザラシ。 

（２）コブハクチョウ：六ヶ所村は夏でも涼しいので、シベリアに帰らず子育てをし 

ているハクチョウがいる。４から７個の卵を産み、約 40 日でかえり、雛は 2 カ月 

くらいで飛び始める。主にオオハクチョウとコハクチョウ、コブハクチョウが見ら 

れる。 

 

2 展示室 

（１）六ヶ所村のジオラマ：六ヶ所村には、北部には山地、南部には広大な台地と 

５つの大きな湖、東の太平洋側には低湿地と砂丘、北部の海岸線はリアス式海岸 

で磯漁が盛んな、多様な地形がみられる。産業としては、漁業や畑作、酪農が挙 

げられる。広大な台地の上では、約 1,000 年前から馬が飼われていた。海岸や海 

ではウニやアワビ、昆布などの磯漁やイカ漁、砂浜ではイワシやニシンの地引網 

漁、小川原湖ではシジミ漁が行われている。南部の台地上では、長芋や大根などの根菜類がたくさ

ん生産されている。広大な台地を利用して、日本原燃株式会社本社があり、風力発電や太陽光発電

など、次世代のエネルギー基地のようになっている。 

 

（２）考古コーナー 

① 貝の化石：棚沢地区の標高 450m の地点から発掘された 1,600 万年前の海底 

にいた貝の化石。昔、東日本全体が海の底にあったことがわかる。北米プレート 

の影響で、激しい海底火山活動により海底が隆起して、現在の地形のようになっ 

たことがわかる。 

② 石器：現在、鷹架野鳥の里公園となっている幸畑(7)遺跡は、鷹架沼右岸の台 

地上にあり、青森県ではきわめてめずらしい縄文時代草創期の長者久保・神子 

柴系石器群が、50 ㎡というせまい範囲で出土。遺構はみられなかった。定住社 

会となる前、狩猟が中心で獲物を追って移動し、定期的に人々が集合するベー 

スキャンプのようなところだったのか。 

③ 縄文海進のパネル：氷河時代が終わり、今から１万年前から 3,000 年前まで 

の縄文時代は、とても暖かい気候になり海面が６ｍ上昇。入り江が形成され、 

六ヶ所村の湖の周りには、たくさんの遺跡が形成された。落とし穴が 665 基み 

つかり、食べ物が豊富だったことがわかる。 

④ 隆起線紋土器 表館(1)遺跡 縄文草創期（約 12,000 年前）青森県指定の重要文化財「県重宝」 

世界最古級の土器の一つ。煮炊きができるようになり、食生活が劇的に変化したこ 

とがわかる。底の部分が、女性の乳房の形をしていて、竹ベラの様な工具を押し当て 

てできる微隆起線文を３７本まわしてつけられている。土器自体が、女性をあらわし 

ているようだ。 



⑤ 手形足形付土製品 大石平(1)遺跡 縄文後期（約 4,000 年前）重要文化財 

生まれて間もない乳児や幼児の手や足を土版に押し付けたもの。ひもを通す穴がつ 

いていて、子供の誕生を記念し、健やかな成長を願うお守りと思われる。手形には、 

勾玉のような渦巻き状の文様が施されていて、出産の様子か子供や命をあらわしてい 

ると考えられている。縄文時代のお母さんの子供に対する温かい想いが想像できる。 

⑥ ヒスイの縄文石笛（いわぶえ）、ヒスイ製大珠 上尾駮(2)遺跡 縄文後期（約 4,000 年前） 

新潟県糸魚川産のヒスイ製の大珠に、縦と横に十字の穴が空いていることか 

ら笛ではないかとの指摘がある。石笛は富ノ沢(2)遺跡でも出土しているが、ヒ 

スイ製の石笛は他では出土していない。甲高い音が出る。古神道で、石笛は神 

霊を呼び迎えるときに使用している。 

⑦ 鼻曲り土面 上尾駮(1)遺跡 縄文晩期（約 3,000 年前） 

鼻の曲がった土面は、青森県の太平洋側から岩手県の北部で 5 点出土してい 

る。そのほとんど左に鼻が曲がっている。唯一、この土面だけが右に曲がって 

いる。特別なお祭りや祈祷師が付けていたのかもしれない。 

⑧ 甕
かめ

棺
かん

と縄文人女性 弥栄平(1)遺跡 縄文後期（約 4,000 年前） 

昭和 46 年（1971 年）、農業試験場の職員が、弥栄平にあったジャガイモ畑を 

トラクターで耕していたとき、偶然にもこの甕棺を発見。その職員が甕棺の蓋を 

開けてみると中に人骨が入っていたので、驚いて警察に通報したそうだ。その 

後、縄文時代の甕棺だったことがわかった。この甕棺には、今から 4,000 年前の 

縄文時代後期の 20 歳前後の女性の全身骨が入っていた。頭部を復元し、当館で 

は、縄文美子と名前を付けた対話式ロボットを製作した。縄文美子は、縄文遺跡 

について説明してくれる。 

⑨ 赤彩色切断蓋付土器 大石平(1)遺跡 縄文後期（約 4,000 年前）重要文化財 

縄文後期になると土器の形も多様になり、深鉢、壺、浅鉢、注口などに分けられ 

る。この土器は、作られてから上部を切断して作られていて、用途が不明。全面に 

赤色顔料（ベンガラ）が彩色されている。埋葬時の副葬品のように出土している。 

大型で完全な形で出土したのは、全国的にもめずらしい。 

⑩ 北海道系（中茶路式）土器 発茶沢(1)遺跡 縄文前期（約 6,000 年前） 

   北海道系の土器。表館(1)遺跡からも出土。粘土の材料が北海道由来のものである 

ことが分かっている。津軽海峡を渡ってきたのか、北海道の土を持ってきて作った 

のかわからないが、人々の交流があったことがわかる土器。 

⑪ 円筒上層ｂ式土器と富ノ沢遺跡 富ノ沢(2)遺跡 縄文中期（約 4,500～4,000 年前） 

円筒土器の中でもっとも華やかな土器。この種類の土器は、岩手県と秋田県の北部 

から北海道の渡島半島まで分布する。粘土紐の装飾や、縄を押し当てた幾何学的な文 

様が施されている。胴部にはこの土器の特徴である羽状縄文が施されている。 

 

（３）弥生コーナー 

① 大石平式土器：弥生時代中期の土器。弧状の線を連ねた文様を描く。この 

ような土器が初めて、大石平(1)遺跡から出土したため「大石平式土器」と呼 

ばれている。よく見ると、縄文が施されている。東北地方の弥生土器は続縄 

文土器であるという説もある。 



② 続縄文土器：写真の左が後北 C2・D 式土器、右が恵山式土器に類似した 

土器。どちらも、北海道と関係が深い土器。この土器は東北北部から北海道 

に分布している。中でも、後北 C2・D 式土器を作った人々は北東北に残るア 

イヌ語地名を残した人々であるという説がある。 

 

（４）平安コーナー 

① 土師器
は じ き

：文様がなく形がシンプルな土器。粘土紐を積み上げてヘラで形を整 

えて作られている。またはロクロで整形をするなど、縄文時代とは大きく異な 

る技法が用いられている。 

② 須恵器
す え き

：縄文土器や土師器などに比べて高温の窯で焼成された土器。窯で焼 

く技術は古墳時代に中国大陸から移入された。須恵器の表面に見える光沢は、 

燃料の灰が土器の器面に降りかかり、焼成温度 1,200℃でガラス化したもの。 

この須恵器の大甕は、水やお米・稗・粟等の貯蔵用と考えられる。 

③ 鉄製品：鉄製の農具や工具などが村内から出土。 直
ちょく

刀
とう

は上流官人が腰に帯 

刀していたものかもしれない。また、刀子
とうす

と呼ばれる、木簡などに書いた文字 

を削って消す道具が出土していることから、この時代の六ヶ所村に、文字を書 

ける役人がいた可能性がある。 

 

（５）自然コーナー 

① ニッコウキスゲ：「村の花」に指定。日光の尾瀬沼や長野の霧ヶ峰などの高 

原で見られるが、ヤマセが吹く冷涼な気候のここ六ヶ所村では、初夏に平地で 

ある平沼の湿地帯や泊の海岸線沿いで美しい群生を見ることができる。１日だ 

け咲く可憐な花。 

② ニホンカモシカ：ウシ科でヤギの仲間に近い。（ニホンジカはシカ科）日本 

の固有種で本州などの山地の森林地帯に生息。角はオス・メスともにあり、一 

生の間伸び続ける。カモシカの足の蹄は２本で広がっているので、急な岩場で 

も素早く動くことができる。郷土館周辺にも生息している。 

③ カンムリカイツブリ：1972 年に市柳沼で、日本で初めて繁 

殖が確認された。オス・メスは湖面で頭の黒い羽と、首の茶色 

い羽を広げて求愛行動をし、浮き巣を作って子育てをする。 

④ オオセッカ：1884 年に新種として発表されたが、「幻の鳥」だった。世界で 

中国と日本の一部にしか分布しておらず、総数は 2500 羽程度と推定。六ヶ所村 

の沼周辺のヨシ原に生息。縄張りの上空を山なりの曲線を描いて飛びながらさえ 

ずるのが特徴。 

⑤ オジロワシ：「村の鳥」に指定。長くて幅の広い翼とくさび形の白い短い尾 

をもつ、褐色のワシ。日本で見られるワシの中で最大。沼でウグイなどの魚 

を、時にはハクチョウやカモなども捕食。展示されているのは「クマタカ」。 

  森林にすみ「森の王者」と呼ばれ、翼開長は約 160 ㎝。東北では昔、鷹狩りに使われた。 



（６）民具コーナー 

① 江戸から昭和までの銭貨：平成 29 年 9 月 26 日 六原地区佐藤弘子氏より寄 

贈。昔の硬貨６４点が、缶に入っていたそうだ。調べてみると、同じ硬貨でも 

製造年が違うと、大きさや材質・デザインまで違っていた。その時代の日本国 

の時代背景まで浮かび上がり、「一体その年、日本に何があったの？」と、一 

つの硬貨から、その時代の様子を垣間見たような、新しい発見ができる。 

② 支那
し な

事変
じへん

行 賞
こうしょう

賜
たまわり

金
きん

国庫
こっこ

債券
さいけん

300 円：昭和 12 年の支那事変に出征した兵 

士が兵役を終えて内地に帰還した際、政府が昭和 15 年に発行した債券。300 円 

の利付国債で、昭和 35 年まで毎年 3 分 6 厘 5 毛 10 円 95 銭ずつ計 20 回支払わ 

れる予定だった。昭和 21 年 7 月、敗戦により紙くず同然となった。 

③ えんつこ：赤ん坊をいれるワラ製のいれもので、底に穴がある。ワラを敷いた 

上にボド（古い布）を敷き、底のところには灰も入れて小便などがしみ込むよう 

にした。 

④ 足踏み脱穀機：明治時代末になると、千歯扱きよりも性能のいい足踏み脱穀機 

が細王舎によって開発され普及するようになった。 

⑤ 唐箕
とうみ

：風力を利用して穀物(豆・アズキ等)を分ける道具で、明治、大正、昭和  

と、長く使われた。中国から伝わった箕なので、そう名付けられた。 

⑥ 丸木舟：ブナやカツラの大木（樹齢 160 年～170 年位）をくり抜い 

た完全な一本作りで年輪が密になっている部分を底にしていた。海で 

使用する丸木舟としては、秋田県男鹿半島の丸木舟と共に、日本に残 

る最後のも。泊の丸木舟は、主に岩礁の多い海岸での冬のアワビ漁に使用され、「家にいる男手 

の数だけあった」といわれるほどたくさんあり、明治から大正にかけて多く製造された。昭和 30 

年代にはこの丸木舟の大木が確保できなくなり、すっかり見られなくなった。替わりに底板のム 

ダマに横板のカイグをはった「カッコ船（ムダマハギ）」が使われた。 

 

３ ロビー 

（１）二又神社能面：平成 30 年 3 月 30 日 二又自治会より寄託。昭和９年に横浜 

町吹越地区能会から能面 15 枚が寄贈され、二又地区で能舞が行われた。その 

後、二又神社で保管されていたが、その存在を忘れられていて、平成 30 年に神 

社を整理した際、発見された。そこで、保管のために郷土館に寄託された。当 

初、二又地区の別当である秋戸元太郎さん宅で保管されていたが、しばらくして神社で保管するこ 

とになったらしい。現在、二又地区には能舞が継承されておらず、その復活が待ち望まれている。 

（２）腕用ポンプ：昭和 14 年 六ヶ所村購入。人力でピストンを可動させて放水 

させる仕組みの消防ポンプ。明治 8 年（1875 年）に東京警視庁がフランスから 

輸入し、日本で本格的に運用された。その後、明治 17 年（1884 年）にドイツ 

製をモデルにして国内で製造された。東京横山町の岡崎屋茂兵衛製作所で作ら 

れた。全国的にも現存する腕用ポンプは少なく、大変めずらしい。 


