
◆佐渡金銀山の情報をお伝えします
佐渡を世界遺産に

２	�����▶�「佐渡は世界の宝島」首都圏交流イベントを
開催しました	他

３	�����▶	佐渡金銀山世界遺産登録推進県民会議総
会を開催	他

４	�����▶	新潟県フェア	in	イオンレイクタウンmoriでPR	
他

5	������▶首都圏で金の道ウォーク	他
6	������▶	新聞･雑誌やインターネットを活用した情報

発信を行っています	他
７	�����▶	金銀山NEWS	戸地川第二発電所の一部が

国史跡に追加指定	他
８	�����▶平成２9年度今後のイベント情報	

第16号Sado Gold and Silver
Mine Newsletter

訃報：�与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会長としてご尽力いただいた長島忠美衆議院議員が、平成
29年8月18日にご逝去されました。これまでのご指導・ご支援に感謝申し上げるとともに、心よりご冥福をお祈りいたします。

世界遺産登録の 
早期実現を目指して！
　7月31日に開催された国の文化審議会で、平成29年度の国内
推薦候補に、大阪府の「百舌鳥・古市古墳群」が選定されまし
た。今年度の選定を目指していた「金を中心とする佐渡鉱山の
遺産群」にとっては、誠に残念な結果となりましたが、課題の解
消に取り組み、引き続き関係者の皆様と連携を図りながら、早
期の推薦と登録の実現を目指します。
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▲ 	世界遺産登録に向け「佐渡は世界の宝島」首都圏交流イベントで佐
渡おけさを披露する羽茂高等学校郷土芸能部の皆さん
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平成29年5月27日㈯にホテル東京ガーデン
パレス（東京都文京区）にて佐渡金銀山の世
界遺産登録に向けた気運を盛り上げるため、
交流イベントを開催しました。会場には首都圏
在住の佐渡出身者を中心とする約450名の方
が訪れました。
羽茂高等学校郷土芸能部による芸能披露
の後、㈱小西美術工藝社�代表取締役社長の
デービッド・アトキンソン氏から「文化財を活
かした地域の活性化」をテーマに講演いただ
き、参加者は熱心に聴講されました。その後、
世界遺産登録の早期実現を目指す集いとし
て、民間３団体が、世界遺産登録に向けた更
なる盛り上がり
を図っていくた
め、その取り組
みを強化してい
く旨の宣言を行
いました。

「佐渡は世界の宝島」首都圏交流イベントを開催しました

         応援ダンスイベントを
開催しました

平成29年６月24日㈯、北沢浮遊選鉱場において、新潟
市古町生まれのアイドルユニットRYUTist（りゅーてぃす
と）と世界遺産登録応援ソング＆ダンス「佐渡は世界の宝
島～World�Treasure�Island�SADO～」を踊るダンスイ
ベントを開催しました。
当日は、佐渡汽船㈱が企画した佐渡金銀山応援ツアー
の参加者と佐渡市民の皆さん約300人が世界遺産登録を
願う気持ちを込めてダンスを楽しみました。
この様子は、動画共有サイト「YouTube」にて配信して
いますので、ご覧ください。

北沢浮遊選鉱場 
ライブイベント

平成29年７月29日㈯に国史跡「北沢浮遊選鉱場」を会
場にライブイベント及びライトアップが開催されました。
午後６時30分から開演したライブでは、七色にライト
アップされた北沢浮遊選鉱場跡を背景に、狩野泰一氏
（篠笛）、林正樹氏（ピアノ）、金子竜太郎氏（太鼓）が共
演し、幻想的な雰囲気の中、約500名の来場者は、和洋融
合の響きを楽しみました。
また、ライブ開催前には、世界遺産推進課職員や相川ふ
れあいガイドの案内のもと、北沢地区の産業遺産散策ミニ
ツアーを行いました。
ライトアップは７月29日㈯から９月30日㈯まで実施され、
多くの観光客や地元の方から楽しんでいただきました。

世界遺産
登録

デービッド・アトキンソン氏
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佐渡金銀山世界遺産登録推進県民会議総会を開催

平成29年度佐渡金銀山世界遺産講座　加茂市で開催！ 
「佐渡金銀山遺跡と加茂・三条の諸鉱山～金銀生産を支えた鉛～」

平成29年5月13日㈯、新潟市内で佐渡
金銀山世界遺産登録推進県民会議の総
会を開催しました。
この県民会議は、佐渡金銀山の世界文
化遺産登録に向けた気運醸成を図ること
などを目的に、平成26年2月9日に発足し
ました。現在、1,200を超える県内外の企

業・団体が加盟しています。
今回3回目の開催となる総会当日には、定員を上回る326
名の方にご参加いただき、佐渡金銀山の世界遺産登録に向
け大変な盛り上がりを見せました。
第1部の総会では、共同代表のひとりである米山隆一新潟
県知事、顧問代表の長島忠美衆議院議員のあいさつに続き、
県民会議の決議が採択されました。この決議では、世界遺産
登録の早期実現に向け、本年度の国からの推薦を強く求める
とともに、会員が一致協力して、佐渡金銀山の価値の周知や
将来の世代へ引き継ぐ保全活動に一層取り組むことを宣言し
ました。
第2部では、まず会員の活動報告として「新潟商工会議所」
から各種啓発・ＰＲ事業について、また、「ANAクラウンプラ
ザホテル新潟」から佐渡産食材を使ったメニューの提供によ
る応援の取組について、それぞれ報告がありました。
続いて、記念講演としてＮＰＯ産業観光学習館専務理事の
佐滝剛弘（さたきよしひろ）氏からお話しいただきました。
佐滝氏は、これまでに国内各地での登録推進活動を間近
に見てこられ、その観点から、世界遺産としての価値観だけに
とらわれない資産そのものの価値や魅力を地元の方が正しく
理解し、登録後を見据えた地域のあり方を考え、体制を整え
ておくことが重要と話されました。

平成29年6月10日㈯、加茂文化会館(加茂市幸町)にて世
界遺産講座を開催し、103名が聴講されました。
今回の講座では、県教育庁文化行政課世界遺産登録推進
室の尾﨑主任調査員が加茂・三条地域の鉛鉱山について紹
介しました。この地域で産出された鉛が佐渡金銀山へ運ば
れ、金銀精錬に欠かすことのできない材料として使われたこ
とを、現地の写真や絵巻のスライドなどで説明しました。
参加者からは「地元の鉱山から産出した鉛が佐渡で使わ
れていたことを知り驚いた」、「講座で紹介された遺跡を自分
で訪ねてみたい」など、多くの感想が寄せられました。

ＮＰＯ産業観光学習館専務理事
佐滝剛弘氏
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平成29年8月
5日㈯・6日㈰、イ
オンレイクタウン
mori（埼玉県越
谷市）で「イオン
新潟県フェア」が
開催されました。米山知事による新潟県産品のトッ
プセールスや佐渡おけさの披露などで、大勢の客で
賑わう店舗が新潟県一色に染まりました。
県推進室からも佐渡金銀山のPRブースを出展
し、パネル展示と金塊つかみ体験を実施しました。
家族連れや佐渡出身者など多くの方々にご来場い
ただき、佐渡金銀山の価値を知っていただく機会に
なりました。

平成29年5月28日(日)、あいかわ開発総合センターにおい
て、新潟県（都市政策課）及び新潟県まちなみネットワーク主
催の「にいがた美しいまちなみフォーラム2017」が開催されま
した。
Studio-L代表の山崎亮氏から「コミュニティデザイン～人を
つなぎ地域をつくる～」と題して講演いただき、観光客の受け
入れは地域住民と行政とがビジョンを共有することや、市民自
らがまちを楽しみ来訪者との関係をつくることが大切である
といったことが各地の事例を交えて紹介されました。このほか
パネルディスカッション、県内まちなみ団体による活動報告が
行われ、参加者は、美しいまちなみづくりには、地域のコミュニ
ティ力向上が欠かせないことを感じ取っていました。

新潟県フェア in イオンレイクタウンmoriでPR

「にいがた美しいまちなみフォーラム」が佐渡相川で開催

佐渡金銀山をキレイにし隊 鶴子編
平成29年6月17日㈯、国史跡鶴子銀山跡
で、「鶴子銀山へ続く道を歩こう」が中心とな
り、地元有志ら約20人が草刈りなどの清掃活
動を行いました。
今回は、鶴子銀山公園や代官屋敷跡、荒町
遺跡、大滝間歩周辺で、草刈機や鎌を使い、
草や雑木の刈り払いに汗を流しました。
清掃活動後は、佐渡市世界遺産推進課・宇
佐美係長が、「大滝間歩」等を回りながら参加
者に説明を行いました。初めて訪れる場所もあ
り、皆さんは感心しながら説明に聴き入ってい
ました。
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これまでの佐渡金銀山世界遺産登録活動
に対する報告と御礼を伝えるため、新潟まつ
り「万代お祭り広場」に出演しました。ステ―
ジイベントでは佐渡市世界遺産推進課・深野
課長がこれまでの活動に対する感謝と引き
続きの支援をお願いしました。
また、佐渡の芸能グループ「金北民謡の会
なぎさ会」の皆さんによる佐渡民謡の熱演に
は来場のお客さまから熱い拍手をいただきま
した。
一方、同広場のテントブースでは「金山名
物・金塊つかみ」や「砂金採り体験」を出展
し老若男女のハートを掴むとともに、“国内推
薦再挑戦”の意気込みをアピールしました。

首都圏で金の道ウォーク 御 金 荷 の 道

新潟
まつり「万代お祭り広場」で佐渡金銀山をアピール

主催：佐渡を世界遺産にする　佐渡の会・新潟の会・首都圏の会
大宮から３回に分けて企画した金の道ウォークの最終
区間「板橋宿～日本橋」は、6月10日㈯、晴天に恵まれ民
間３団体82名の参加を得て実施されました。
タイムスリップした往時のいでたちで沿道の関心を誘
いながら「新潟からですか？ご苦労さまです。応援してい
ます」等の声を頂き、ＰＲのビラを配布し約10㎞の道のり
を、４時間かけて日本橋に到着。金荷受け取り役の藤木副
市長に証文をお渡しし、参加者全員で「国内推薦勝ち取
るぞ！」を三唱、成功裏に終えました。
（�４月からの参加者は延べ160人、次回は登録に向けて
更に多くの参加者で臨みたいです。）

「金を中心とする佐渡鉱山の遺産群」の世界文化遺産
国内推薦を目指す気運が島内外で高まる中、御金荷の道
ウォークが７月１日に真野新町から小木町まで、７月17日に
相川佐渡奉行所から真野新町までそれぞれ行われました。
7月1日は途中激しい雨に見舞われるも、椿尾や小木稲
荷町の歓待を受け無事終了しました。7月17日は炎天下
の中、7月1日同様100人程の参加者で、沿道の応援にも
励まされ、手ごたえを感じながら歩き終えました。

支│援│団│体│の│活│動│状│況
佐渡を世界遺産にする会

佐渡を世界遺産に
する新潟の会

日本橋にて

中央区日本橋付近

佐渡を世界遺産にする首都圏の会

8月5～6日
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全国での認知度向上に向け、新聞（全国紙首都圏版）や雑誌へのPR広
告の掲載、東京メトロ構内でのポスター集中掲示などの取組を行っていま
す。また、昨年7月に動画配信を開始した世界遺産登録推進応援ソング・
ダンス「佐渡は世界の宝島」は、この8月までに再生回数2万回を超えまし
た。
10月からは、新潟県世界遺産登録推進室のホームページもリニューアル
されますので是非ご覧ください。
（URL：https://www.sado-goldmine.jp/）

平成29年４月18日㈫、与党新潟県選出国会議員、新潟県、佐渡市の各世界
遺産登録推進議員連盟会長が、菅内閣官房長官や松野文部科学大臣、宮田
文化庁長官へ、佐渡金銀山の世界遺産登録の早期実現について要望を行いま
した。要望には、米山知事や三浦市長も同行しました。
また、平成29年6月26日㈪にも、米山知事と三浦市長、佐渡を世界遺産に
する会等民間３団体の会長が、松野文部科学大臣に要望を行いました。

新聞･雑誌や 
インターネットを 

活用した 

情報発信を 
行っています

国への要望を行いました

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」を設置
しています。
平成28年度までには、総
額２，３５１，８５９円のご寄
附をいただきました。
平成29年度も多くの皆様
からご寄附をいただいてお
ります。
皆様からのご芳志は、保
存活動を支援する事業な
ど、様々な活動のために活
用させていただきます。

ポスター集中掲示（東京メトロ霞ヶ関駅） ポスター集中掲示（東京メトロ虎ノ門駅）

世界遺産推進基金

寄附金のお礼

▲	4／18の菅内閣官房長官への
要望の様子

6／26の松野文部科学大臣への ▼

要望の様子　
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戸地川第二発電所建物と河川水源となる山々

取水口付近の石積導水路 石積排水路

大正8（1919）年に戸地川沿い
に建設された戸地川第二発電所
は、昭和52（1977）年に閉鎖され
るまでの間、鉱山への電力供給を
目的に稼働した佐渡鉱山を代表す
る水力発電所の一つです。
戸地川第二発電所は、これまで
にも段階的に国史跡に指定されて
きましたが、今回の水路部分の追
加指定により、発電所のシステム
全体がカバーされ、国指定文化財
（史跡）として守られることになり
ました。

新潟県と佐渡市では、現在、相川地区にある旧佐渡会館
跡地に、佐渡金銀山の魅力や価値を伝える情報発信拠点
である「佐渡金銀山ガイダンス施設（仮称）」を建設する計
画を進めています。
平成29年8月7日㈪、あいかわ総合開発センターにおい
て、住民説明会を開催しました。説明会では、佐渡市世界
遺産推進課から佐渡金銀山の魅力や価値を改めて紹介す
ると共に、ガイダンス施設の整備方針と基本設計の概要に
ついて説明しました。
説明会には25名が参加し、参加者からは整備の内容について多数の
質問が寄せられ、合わせて「魅力ある施設となり、地域活性化につなが
ることを期待している」とのご意見も頂きました。
ガイダンス施設は平成31年４月のオープンに向け、今後、施設の詳細
な設計を進めていきます。

戸地川第二発電所の一部が国史跡に追加指定へ

佐渡金銀山ガイダンス施設を建設

金銀山
NEWS



新潟県・佐渡市

平成29年9月29日発行

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

※詳細は、チラシやホームページ、市報等でお知らせします。

平成２9年度 今 後 の イ ベ ン ト 情 報

★HPをリニューアルしました
　県文化行政課世界遺産登録推進室では、このたび、ホーム
ページを全面リニューアルしました。
　ぜひチェックしてみてください。
https://www�sado-goldmine�jp/

■佐渡金銀山遺跡現地ボランティアツアー
　お申込み先：新潟県文化行政課　℡025-280-5726

◆�遺跡周辺の草刈りやごみ拾いなどを行います。ボランティア活動終了後、産業遺産を巡るオプションツアー（通常
料金の半額）をご用意しています。

・日時：平成29年10月7日㈰　10:15～12：00　・会場：佐渡市北沢地区　・主催：新潟県、佐渡市

■世界遺産登録推進シンポジウム「佐渡金銀山の価値と魅力を考える」
　お申込み先：新潟県文化行政課　℡025-280-5726

◆�佐渡金銀山の価値と魅力について、専門家による基調講演とパネルディスカッションを行います。
・日時：平成29年10月21日㈯　13:30～15:30　・会場：スクワール麹町（東京都千代田区）	

　・主催：新潟県、佐渡市

■佐渡金銀山世界遺産講演会「佐渡金銀山調査報告」
　お申込み先：佐渡市世界遺産推進課　℡0259-63-5136

◆�構成資産の坑道に係るロボットを用いた坑道跡等の調査報告を行います。
・日時：平成29年10月28日㈯	13：30～15：30　・会場：金井コミュニティセンター　・主催：新潟県、佐渡市

■佐渡金銀山現地ツアー
　お申込み先：佐渡市世界遺産推進課　℡0259-63-5136

◆�専門ガイドが、相川金銀山坑道内を案内します。
・日時：平成29年11月12日㈰	9：00～12：00　・会場：相川金銀山　・主催：佐渡市

■�佐渡金銀山世界遺産講座(新潟)
　お申込み先：新潟県文化行政課　℡025-280-5726

◆�佐渡金銀山に関する最新の研究成果等を紹介します。
・日時：平成29年11月18日㈯	14:00～16:00　・会場：新潟県立生涯学習推進センター　・主催：新潟県、佐渡市

■世界遺産セミナー
　お申込み先：新潟県文化行政課　℡025-280-5726

◆�佐渡金銀山についての講演や県内小学生による佐渡金銀山学習発表会を行います。
・日時：平成30年2月12日㈷	13:30～15:30　・会場：新潟市民プラザ　・主催：新潟県、佐渡市


