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佐渡を世界遺産に佐渡を世界遺産に

2020年度の国内推薦を目指して
　2018年7月の国文化審議会では「北海道・北東北の縄文遺跡群」が世界文化遺産の国
内推薦候補に選定されました。しかし、2018年度から国内推薦の枠が1国1件となり、国とし
ては最終的に、自然遺産の「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」が推薦されるこ
とになりました。
　その後、今年1月の文化審議会で、2019年度の国内推薦候補は「北海道・北東北の縄文
遺跡群」を対象として審議する方針が確認されました。
　佐渡鉱山の遺産群は、2020年度の国内推薦を目指して、国内外の専門家や文化庁から
指導・助言をいただきながら推薦書案の完成度を高めてまいります。
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　イベントのご案内
●記念式典［4/20　10:30～12:00］
　※一般のお客さまの入場は午後からになります。
●きらりうむ佐渡  展示室無料開放［4/20～26］
●まち歩きツアー（無料）［4/20～21］
　３つのコースで、ふれあいガイドによる無料のガイドツアー
が開催されます。
①北沢浮遊選鉱場散策コース②佐渡奉行所周辺散策コース
③相川下町散策コース

●まちかど郷土芸能披露［4/20］
　金山第三駐車場・佐渡奉行所・北沢浮遊選鉱場前にて
様々な佐渡の芸能が披露されます。

●物品販売［4/20～21］
　きらりうむ佐渡中庭にて、地元商店による飲食物や物品の
販売を行います。

① 循環バス：きらりうむ佐渡～
北沢～佐渡奉行所～金山茶
屋前～佐渡金山大立竪坑間
の運行

② シャトルバス：両津港～きらりうむ佐渡間（直通）
の運行

●きらりうむ佐渡  開館記念茶会［4/27］
　きらりうむ佐渡館内で開館を記念
する茶会を開催します。

● 相川循環バス・無料シャトルバスの運行［4/20］

※ オープニングイベントにかかるバス運行時間の問合せ先
佐渡市産業観光部世界遺産推進課 ℡0259-63-5136
きらりうむ佐渡 ℡0259-74-2215

佐渡金銀山ガイダンス施設

きらりうむ佐渡
2019.4.20　OPEN

きらりうむ佐渡
オープニングイベントのお知らせ
平成31年4月20日㈯、佐渡金銀山ガイダンス施設「きらりうむ佐渡」がいよいよオープンします。
開館にあたり4月20日～27日にかけてオープニングイベントを開催しますので、是非お立ち寄りください。



ウェルカムシアター　豊穣の島　佐渡 シアター１　西三川砂金山　大流し

総合インフォメーション 講堂 ライブラリー展示室
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＜施設情報＞
■開館時間：8:30～17:00 
 （受付終了時間16:30）
■休館日：12/29～1/3
■入館料：無料（展示室のみ有料）
■展示室観覧料 
 【大人300円　小・中学生150円】
　団体（15人以上） 
 【大人250円　小・中学生100円】
■駐車場：無料（専用駐車場あり）
■レンタサイクル：当館で貸出・返却可 
 （有料）

佐渡金銀山ガイダンス施設の愛称決定について
全国から応募いただいた560通の中から、新潟市在住の小学生が応募し

た「きらりうむ佐渡」に決定しました。
平成30年12月18日㈫に開催した愛称検討委員会において、検討委

員の皆様から、覚えやすく、親しみやすく、堅苦しくないネーミングであり、
「きらりと光る、佐渡金銀山情報発信の館」にふさわしいというご意見を
いただきました。

「きらりうむ佐渡」が皆様に愛される施設となるように、世界遺産登録
に向けた活動を今後も進めていきたいと考えています。

地域の方々とつくる歴史再現映像
展示室シアターの放映用に、平成30年10月21日から25日まで佐渡市の各地

で、佐渡金銀山の歴史を紹介する再現映像を撮影しました。当日はプロの役
者のほか、地域にお住まいの32名の方々にご協力いただき、佐渡奉行所の勝
場ガイダンスや笹川集落内などで行いました。出演者は江戸時代の衣装やか
つらを着用し、当時の鉱山作業を再現しました。撮影の様子は、まるで江戸時
代にタイムスリップしたかのようでした。



佐渡金銀山世界文化遺産学術委員会（国際専門家会議）

世界遺産セミナー「未来へつなごう！佐渡金銀山の魅力と輝き」

首都圏での講演会「鉱山都市相川の風景とその魅力」

平成30年度 佐渡金銀山世界遺産連続講座

平成30年8月30日㈭から31日㈮、都道府県会館（東京都千代田区）において、第
23回佐渡金銀山世界文化遺産学術委員会（国際専門家会議）をイギリスから2名の
海外専門家（クリストファー・ヤング氏、バリー・ギャンブル氏）をお招きして開催し
ました。2日間の会議を通して、昨年3月に提出した推薦書案の内容を検討し、さら
に佐渡金銀山の普遍的価値をわかりやすくするための修正方針を確認しました。そ
の後、新潟県と佐渡市は海外専門家の協力のもと、価値の骨子を修正し、平成31年
3月18日に東京で開催した第24回同学術委員会でその修正内容の検討を行いまし
た。

平成30年11月18日㈰、朱鷺メッセにおい
て、世界遺産セミナーを開催し、241名の方々
が参加されました。

文化庁文化財調査官の下田一太氏から、
「世界文化遺産に求められる価値とその発
信」と題して、世界遺産登録の現状などについ

て講演いただいただきました。その後、新発田市立米子小学校と魚
沼市立堀之内小学校の6年生のみなさんが、「どうすれば世界遺産
になれるか」や「佐渡に倣って自分たちの地元で取り組みたいこと」
についての学習発表を行いました。

平成31年2月2日㈯、星陵会館(東京都千代田区)
にて講演会を開催し、220名の方々に参加いただき
ました。

京都工芸繊維大学教授の清水重敦氏から「鉱山
都市としての風景－構造と変遷－」と題し講演いただ
きました。相川の文化的景観に関する調査に携わっ

た経験をもとに、相川の町なみについて詳しく紹介していただきました。
また、講演に先立ち、首都圏を中心に活動されている「若波会」の皆様による相川音頭、佐渡おけさが披露されました。

平成30年8月25日㈯、9月22日㈯、10月20日㈯の3日にわたり、新潟市中央区「ほんぽーと新潟市中央図書館」で世界
遺産連続講座を開催しました。

それぞれ、佐渡市世界遺産推進課の宇佐美亮調査係長から「近代
鉱山の幕開けと操業」、青山学院大学教授で東京大学名誉教授の伊
藤毅氏から「佐渡相川の文化的景観の特質と魅力」、松江工業高等
専門学校教授の久間英樹氏から「遠隔操作ロボットと3次元レーザス
キャナを用いた佐渡金銀山遺跡の調査報告」をテーマに、調査研究の
成果が紹介されました。延べ180名を越える参加者から「新しい視点
で佐渡金銀山のことを考えるきっかけになる」「ロボットが撮影した映
像で坑道の内部が見られてよかった」といった感想が寄せられました。

この連続講座は、来年度も8月から10月の間に３回開催する予定で
す。日程等の詳細は春頃に県広報などでお知らせします。
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４市交流宣言 佐渡金銀山世界遺産講演会

「佐渡金銀山」世界遺産登録 
推進議員連盟の勉強会

佐渡金銀山
遺跡 現地ボランティア活動

平成30年７月12
日㈭、新潟市内に
おいて、新潟市、長
岡市、上越市、佐
渡市の４市が、佐
渡金銀山の世界文
化遺産登録の実現
に向け、新潟県知
事の立合いのもと
「交流宣言」に署名しました。

この交流宣言により、佐渡と本土の航路を有する３市
が、世界遺産登録に向けた取組を強化するとともに、登
録後の保存・活用を含め、持続的な来訪者の獲得に向け
た取組を行うことが確認されました。

平成30年７月14日㈯、
金井コミュニティセンター

（佐渡市千種）において、
佐渡金銀山世界遺産講
演会（ロボット製作体験と
講演会）を開催しました。

ミニチュア坑道探査ロ
ボットの製作体験では、松江工業高等専門学校の久間英樹
教授と学生の皆様からご指導いただきました。参加した皆さん
は、目を輝かせてロボット製作に取組んでいました。

講演会には60名の方が参加され久間教授から、独自に開
発されたロボットによる坑道調査の成果と過去の絵図とを比
較した報告をいただきました。

平成31年2月6日(水)、衆議院第二議員会館において、国
会議員をメンバーとする「『佐渡金銀山』世界遺産登録推
進議員連盟」の勉強会が開催されました。

花角知事、三浦市長、県市議会議員も出席し、文化庁文
化資源活用課文化遺産国際協力室の渡辺室長から、世界
遺産登録を取り巻く現状について説明がありました。参加
者からは国内推
薦までの今後の
見通しなどにつ
いて質疑があり
ました。

平成30年10月６日㈯、地域住民や「佐渡金銀山世界
遺産登録推進県民会議」の会員を含む佐渡市内外から
の約150人が参加し、国史跡北沢浮遊選鉱場跡で草刈
等のボランティア活動に汗を流しました。

活動を通じて、世界遺産登録を目指す「佐渡金銀山」
の保存・整備の大切さを改めて考えていただける良い機
会となりました。
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EVENT 親 子 で 歩 く 佐 渡 金 銀 山
平成30年７月２8日㈯に、「親子で歩く佐渡金銀山（西三川編）」を実施しました。
地元の「笹川景観を守る会」にご協力いただき、集落散策と河川での砂金採り体験を行いました。

　ぼくが、行って楽しかったことは、砂
金採りが楽しかったです。ズボンがぬ
れて、長ぐつに水がたくさん入って、く
つしたもぬれたけど、気持ちよかった
です。大山祗神社にこま犬がいたから
かっこよかったです。

　昔、砂金を採っていた笹川を歩いた感想は、
笹川は笹川十八枚村といって、一ヶ月に2.9㎏の
砂金が採れたと聞きびっくりしました。
　あと、川で砂金採りをしたことが楽しかったで
す。私より先に弟が砂金を見つけて「あったー」
と言っていました。私は少ししか見つけられませ
んでした。昔の人が採りすぎたせいだと思いま
す。今度ある時も行きたいです。
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支│援│団│体│の│活│動│状│況
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　世界遺産ステッカーを貼ったトラックが県庁より出発（一社）佐渡を 
世界遺産にする会

今年度は、恒例の「御金荷の道」に加え
て、「子どもサミット」「佐渡金銀山出前授
業」「トラック出発式」という事業にも取り
組みました。「子どもサミット」は、新潟の
会と連携して開催。「出前授業」は、小・
中・専門学校で８回実施しました。次年度
は、一般対象の講座も行います。「トラック
出発式」では、「めざせ‼佐渡金銀山世界
遺産」のステッカーを貼ったトラックが県
庁から勢いよく走り出しました。その勢い
で世界遺産登録を目指します。

世界遺産に向け熱いメッセージを小学生が発信！ 
（11月10日「佐渡金銀山を世界遺産に！子どもサミット2018」を開催）

「佐渡を世界遺産にする新潟の会」は、平成27年度から県
の依頼で県内小学校へ佐渡金銀山出前授業を実施してきまし
た。このたび、佐渡への修学旅行体験や総合的な学習で学ん
だ佐渡金銀山の歴史や価値をより深めていただくため、発表・
意見交流の場として「佐渡金銀山を世界遺産に！子どもサミット
2018」を開催しました。（会場：メディアシップ20階・そらの広
場）

次代を担う子供たちの体験や学習に光をあて、学校・家族・地
域へと関心の輪が広まっていくことを願うものです。

初回は新潟、長岡、上越、佐渡の４市の小学校（新潟市立上
山小学校、長岡市立下川西小学校、上越市立三郷小学校、佐
渡市立相川小学校、佐渡市立真野小学校）より発表いただきま
した。

また、佐渡市青木子供鬼太鼓の皆さんより勇壮な鬼太鼓を披
露いただいたほか、参加児童による“サミット宣言”も行い、子供
の立場で世界遺産に向けた熱いメッセージが表明されました。

佐渡を世界遺産 
にする新潟の会

稲葉信子先生講演 「世界遺産は国のアイデンティティ」
平成30年11月23日、ビジョンセンター浜松町（東京都港

区）で第4回佐渡を世界遺産にする首都圏の会総会、講演会
を開催しました。

記念講演では、講師の佐渡金銀山世界文化遺産学術委員会
副委員長で筑波大学大学院教授の稲葉信子氏から参加者に、
世界遺産の基本理念や登録の意義、また登録後の資産の保存
･管理などに対する地元の責任などが投げかけられました。

最後に「世界遺産とは、地球のあらゆる地域の様々な人々
が、与えられたその時々の課題にどのように答えてきたか、その歴史を語るもの」と結び、佐渡金銀山の世界
遺産登録への期待を示されました。

佐渡を世界遺産に
する首都圏の会

御金荷の道

トラック出発式

出前授業



新潟県では、佐渡金銀山の歴史や世
界遺産に向けた取組などを紹介する小・
中学生を対象にした出前授業を実施して
います。

また、各種団体の勉強会など一般の方
向けの出前講座も実施しています。ぜひ、
ご利用ください。
〔問合せ先〕 新潟県教育庁文化行政課世

界遺産登録推進室
 ㉄：025-280-5726
　　E-mail  ngt500080@pref.

niigata.jp

佐渡市では、各団体が希望する会
場へ講師を派遣します。また、市のマイ
クロバスを使用し現地視察をする「佐
渡金銀山歴史・文化探訪事業」も実施
しています。

佐渡金銀山を知っていただくチャン
スです！
〔問合せ先〕 佐渡市産業観光部

世界遺産推進課
 ㉄：0259-63-5136
　　E-mail  k-goldmine@city.

sado.niigata.jp

佐渡市以外の市町村佐渡市内

佐渡を世界遺
産に
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世界遺産推進基金寄付金協力のお願い

署名活動への協力をお願いします！

佐渡市では、佐渡金銀山の貴重な文化遺
産を守り、伝え、活かすため、「佐渡市世界遺
産推進基金」を設けています。

今年度も多くの皆様からご芳志をいただき
ました。

佐渡金銀山世界遺産登録推進県
民会議は、「佐渡金銀山」の世界文
化遺産への早期登録を目指し、地元
の熱意を国にアピールするため署名
活動を進めています。

署名活動は、国内推薦実現まで
継続しますので、一人でも多くの方か
ら署名いただけるようご協力をお願
いします。

皆様からのご芳志は、資
産の保存整備のために活用
させていただきます。今後と
も引き続き、ご支援のほどよ
ろしくお願いいたします。

○平成30年度 寄付者のご紹介
　ANAクラウンプラザホテル新潟　様
　キリンビール株式会社新潟支社　様
　佐渡汽船運輸株式会社　様
　オートバンク佐渡支店　様
　㈱伊藤園　様
　佐渡民謡舞踊連盟　様　他

署名の方法
★インターネットによる署名

「佐渡金銀山 金を中心とする佐渡鉱山の遺産群」(https://www.
sado-goldmine.jp)にアクセスし、入力フォームに必要事項を入力し
てください。

★用紙による署名
　上記ホームページからダウンロードし、記入後は郵送又はＦＡＸに
て県民会議事務局にお送りください。

〔新潟県〕郵送： 〒950-8570  新潟市中央区新光町4-1
　 新潟県教育庁文化行政課

FAX：025-280-5764　㉄：025-280-5726
〔佐渡市〕郵送：〒 952-1292 佐渡市千種232

佐渡市産業観光部世界遺産推進課
FAX：0259-63-6130　㉄：0259-63-5136

キリンビール株式会社新潟支社  様 ANAクラウンプラザホテル新潟  様

佐渡汽船運輸株式会社  様※ふるさと納税の「佐渡金銀山の世界遺産登録応援コース」からも寄付していただけます。
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平成₃₁︵₂₀₁₉︶年度の活動スケジュール 講座・イベント

新潟県・佐渡市
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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
 E-mail ngt500080@pref.niigata.lg.jp
佐渡市産業観光部世界遺産推進課
 ℡0259-63-5136
 E-mail k-goldmine@city.sado.niigata.jp

年月日 曜日 イベント名 開催場所

H30
（2018）

4/22 日 佐渡金銀山世界遺産登録推進県民会議
平成30年度総会 朱鷺メッセ（新潟市）

4/28～
10/31

土
～
水

北沢地区ライトアップ 北沢浮遊選鉱場

5/19 土 「佐渡は世界の宝島」首都圏イベント 大崎ブライトコアホール（東京都）
6/9 土 佐渡金銀山キレイにし隊 鶴子銀山公園
6/9 土 佐渡金銀山世界遺産講座 寺泊文化センター（長岡市）
7/12 木 ４市交流宣言 ホテル日航新潟（新潟市）
7/14 土 佐渡金銀山世界遺産講演会 金井コミュニュティセンター
7/28 土 親子で歩く佐渡金銀山（西三川編） 笹川地区
8/10 金 新潟まつり民謡流し 新潟市
8/25 土 世界遺産連続講座（第１回） ほんぽーと中央図書館（新潟市）
9/9 日 佐渡金銀山を世界遺産に！GoGoフェスタ2018 新潟ふるさと村（新潟市）
9/22 土 世界遺産連続講座（第2回） ほんぽーと中央図書館（新潟市）
10/6 土 佐渡金銀山遺跡現地ボランティア活動 北沢地区
10/13 土 佐渡金銀山現地ツアー（相川編） 相川地区
10/20 土 世界遺産連続講座（第3回） ほんぽーと中央図書館（新潟市）
11/10 土 佐渡金銀山を世界遺産に！子どもサミット2018 新潟日報メディアシップ（新潟市）
11/18 日 世界遺産セミナー 朱鷺メッセ（新潟市）

H31
（2019） 2/2 土 佐渡金銀山世界遺産登録推進講演会 星陵会館（東京都）

年月日 曜日 イベント名 開催場所

H31
（2019）

4/20 土 きらりうむ佐渡オープニングイベント きらりうむ佐渡
5/25 土 佐渡市世界遺産連続講演会（第１回） きらりうむ佐渡

6/2 日 佐渡金銀山世界遺産登録推進県民会議
2019年度総会 朱鷺メッセ（新潟市）

7月上旬 佐渡市世界遺産連続講演会（第２回） きらりうむ佐渡
7/20 土 親子で歩く佐渡金銀山（西三川編） 笹川地区
8/4 日 世界遺産連続講座（第1回） ほんぽーと中央図書館（新潟市）
9/7 土 世界遺産連続講座（第2回） ほんぽーと中央図書館（新潟市）
10/5 土 佐渡金銀山現地ボランティア活動 北沢地区
10/13 日 世界遺産PRイベント 新潟市内
10/19 土 世界遺産連続講座（第3回） ほんぽーと中央図書館（新潟市）
10月下旬 佐渡金銀山現地ツアー（相川編） 相川地区
11月上旬 佐渡市世界遺産連続講演会（第３回） きらりうむ佐渡

2020 2月頃 佐渡金銀山首都圏講演会 東京都内


