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祝！特別史跡 
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２０１７年１０月１３日に 
千葉市が誇る貴重な歴史遺産「加曽利貝塚」が 

国の特別史跡に指定されました 

千葉市の宝 が 日本の宝 に 

特別史跡として     １７年ぶり 
縄文時代の遺跡として   ４例目 
貝塚として           初めて 

何が評価されたのか？ 
   

これから何を目指すのか？ 



特別史跡とは？ 
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特別史跡 ＝ 仏像や建造物などの 「国宝」 に相当 
   

史 跡   ＝ 仏像や建造物などの 「重要文化財」 に相当 
     

 ※ 加曽利貝塚は今までは「史跡」に指定されていた（昭和46年指定） 

遺跡（貝塚、古墳、都城跡、城跡など）のうち 
  

「学術上の価値が特に高く、我が国文化の象徴たるもの」 
   

               を国（文部科学大臣）が指定 

【指定件数】  平成30年1月1日現在 
    

  特別史跡      ６２件 
  史  跡   １,７９５件 
   

          ※国     宝  1,110件 

            重要文化財 13,166件  



おもな特別史跡 
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三内丸山遺跡 
   （青森県） 

大湯環状列石 
   （秋田県） 

加曽利貝塚 

尖石石器時代遺跡 
      （長野県） 

吉野ヶ里遺跡 
   （佐賀県） 

中尊寺境内 
   （岩手県） 

多賀城跡 
  （宮城県） 

江戸城跡 
  （東京都） 

登呂遺跡 
  （静岡県） 

名古屋城跡 
   （愛知県） 

彦根城跡 
 （滋賀県） 

大坂城跡 
  （大阪府） 

熊本城跡 
  （熊本県） 

大宰府跡 
 （福岡県） 

平城宮跡 
  （奈良県） 

厳島（広島県） 

姫路城跡 
 （兵庫県） 

縄文時代の遺跡 

他の時代の遺跡 



加曽利貝塚の価値  何が評価されたのか？ 
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特別史跡の指定理由 

① 国内最大級の規模を誇る貝塚・集落 

② ２千年にわたる生活の跡が今も眠る 

③ 考古学研究の発展に寄与 

⑤ 埋蔵文化財の整備と活用の先駆性 

④ 埋蔵文化財保護の歴史の一里塚 



価値① 国内最大級の規模を誇る貝塚・集落 
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 国内最大級の規模 
  

  時代の異なる２つの貝塚が連結 
  

  北貝塚 縄文中期 約５～４千年前 
        直径140ｍのドーナツ形 
  

  南貝塚 縄文後期 約４～３千年前 
        長径190mのひづめ形 
  

  周りにはムラの跡が広がる 
  

  しかも遺跡全体がそのまま残されている 

北貝塚 

南貝塚 



価値② 2千年にわたる生活の跡が今も眠る 
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縄文時代からの 
 タイムカプセル 

2千年の繁栄 
  

●約5千年前からムラが営まれはじめ、 
  2千年もの間続いた 
  

●2千年かけて形成された巨大な貝塚は 
  ムラの繁栄の証 
   

●背景には豊かな食資源、恵まれた自然環境、  
温暖な気候 ⇒ 住みやすさの象徴 

埋葬されたイヌ 埋葬人骨 縄文土器 土偶 

縄文時代の生活や文化を知る 
ことができる情報の宝庫 

 
  

新たな発見が期待される 



価値③ 考古学研究の発展に寄与 
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加曽利E式土器 
  4500年前頃  

加曽利B式土器 
  3500年前頃 

東大人類学教室による発掘  
     1924年(大正13) 

明治～昭和初期 多くの考古学者が発掘 
  

●1887年(明治20) 初めて学界に紹介される 
●1907年(明治40) 東京人類学会による発掘 （記録に残る最初の発掘） 
●1922年(昭和11）大山史前学研究所による測量（日本初の遺跡測量） 
●1924年(昭和13) 東京大学人類学教室による発掘 
                        （土器から年代を知る研究の第一歩） 

                 日本における近代的な考古学研究の出発点 



価値④ 埋蔵文化財保護の歴史の一里塚 
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市民が遺跡を守りぬいた 
  

●1962年(昭和37) 消滅の危機に対し、市民らが参加して緊急発掘調査を実施 
●1963年(昭和38）「加曽利貝塚を守る会」設立、１万人超の署名を国会提出  
●1964年(昭和39) 南貝塚の大発掘、延べ３千人の大学生・高校生が参加 
              多くの市民が発掘見学に訪れ、保存の機運が高まった 
●1965年(昭和40）全国的な保存運動、国会での議論を経て、保存が実現 
●1966年(昭和41) 加曽利貝塚博物館開館 
●1971年(昭和46）国の史跡に指定 その後の埋蔵文化財保護に 

     大きな影響を与えた 

南貝塚の大発掘 1964年(昭和39)  署名活動 1963年(昭和38)  



価値⑤ 埋蔵文化財の整備と活用の先駆性 
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市民参加型の体験学習  

保存科学技術を駆使した遺跡の露出展示  

埋蔵文化財活用の 
   パイオニア的存在 

全国各地の史跡整備に 
   大きな影響を与えた 

①崩落防止のための 
       薬剤塗布 
②レーザー照射による 
       汚れの除去 
③50年経過しても 
  良好な状態を維持  ①          ②               ③  

①              ② 

①50年前から続く 
  市民土器づくり講座 
②石斧で木を伐る 
   実験考古学講座 



これからの加曽利貝塚 
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特別史跡指定は・・・ ゴールではなく、新たなスタート 

千葉市らしさが感じられる街へ 

都市アイデンティティ戦略プラン（目標年次2026年） 

千葉氏 加曽利貝塚 オオガハス 海辺 

  

 ソフト・ハード両面での魅力向上  
  

市民の愛着・誇り、市外からの来訪・居住意向 UP! 

千葉市のルーツや魅力となる4つの地域資源 

来てもらう。 住んでもらう。 選んでもらう。 



これからの加曽利貝塚 取組み 
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体験型の 
学習観光施設へ 

縄文文化の 
調査研究拠点へ 

もっと知ってもらう もっと来てもらう 

調査研究 
情報発信 

整 備 
活 用 

魅
力
の
向
上 

・計画的・継続的な発掘調査 
 
・大学等と連携した研究 
 
・調査研究成果の情報発信 

・縄文を感じられる景観整備 
 
・楽しく学べる環境整備 
 
・縄文体験メニューの拡充 



調査研究と情報発信 
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縄文文化の調査研究拠点へ 

① 計画的・継続的な発掘調査 
   新たな発見、新たな価値の創出 
   全体の93％が未発掘 

② 大学等と連携した研究の推進 
   最先端の技術活用 
   出土資料の詳細な分析 

③ 調査研究成果の情報発信 
   現地見学会 
   遺跡発表会 
   ホームページ 

45年ぶりの 
本格的な 

発掘調査  

早稲田大学による 
地中レーダー探査  

左：遺跡発表会 
右：現地見学会 



整備活用 
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体験型の 
学習環境拠点へ 

① 縄文を感じられる景観整備 
   縄文時代の景観復元 
   周辺の自然環境との一体的整備 
   

② 楽しく学べる環境整備 
   史跡の利便性向上 
   新たな体験型の博物館整備 
  

③ 縄文体験メニューの拡充 
   魅力的な体験の開発・実施 

グランドデザインの策定 
加曽利貝塚の将来像を示す 
        （2018年夏） 

 現在、検討作業進行中 

短期的整備   【目標年次 2020年】 

  現博物館を活用しつつ、 

  史跡の利便性・魅力の向上を図る 
   

中長期的整備 【目標年次 2026年】 

  グランドデザインに基づく 

  史跡と博物館の整備 

加曽利貝塚でしか体験できないメニューの導入を目指す  
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ご清聴ありがとうございました 


