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日本の宝島が世界の宝に～いま最も注目を集めるスポット「佐渡島」～

知られざる10大トピックスを発表！

Support World Heritage Inscription

新潟県と佐渡市では、稀有な産業遺産である「佐渡島の金山」のユネスコ世界文化遺産登録を目指しています。
2022年2月1日、「佐渡島の金山」をユネスコ世界文化遺産へ推薦することが閣議で了解され、今年2月には正式な推薦書

をユネスコへ提出するための準備を進めています。
そこで今回は、世界文化遺産登録に向けた機運向上への期待を込めて、「佐渡島の金山」のちょっと深掘りしたトピックスと

佐渡島の見どころ・グルメ情報をQ＆A形式でご紹介します。ぜひご注目ください！

「佐渡島の金山」
News letter

さ ど

Topics① Q：
16世紀末に佐渡を治めていた上杉氏に代わって、佐渡金銀山を
天領（直轄地）とし世界最大級の金鉱山に発展させたのは誰か？

今年のNHK大河ドラマ「どうする家康」の主人公の徳川家康です。
家康は、金銀を産出する佐渡を天領に組み込むことで支配力の強化を図りま
した。側近である大久保長安（おおくぼながやす:1603年～1613年在職）
を佐渡代官（のちの奉行）に任命。長安は石見銀山の技術や経営方法を
相川金銀山へ取り入れたほか、相川に奉行所を建て、計画的な町づくりを
行い、鉱山への道路や港を整備しました。金銀の産出量は世界的にも有数の
生産量を誇ることとなり、相川は大変なにぎわいを見せました。

A：

相川金銀山は誰が発見したの？
1601年、渡辺儀兵衛、三浦治兵衛、渡辺彌次右衛門という3人の山師
が発見したという言い伝えが史料として残っています。山師とは、
鉱山経営者のことで、新しい鉱山を発見し開発するのが仕事です。

相川金銀山 「道遊の割戸」（手作業による採掘の跡・国史跡）

Topics② Q： 「佐渡島の金山」が世界文化遺産にふさわしい文化的価値とは？

江戸幕府の鎖国政策で海外との技術交流が限られる中、機械化が進んだヨーロッパとは異なり、伝統的な手工業の
みで大規模かつ長期に継続した金生産システムにより、世界に誇る質・量の金を生産した稀有な産業遺産であること
です。金の生産技術に関わる採掘・選鉱・製錬・精錬の遺跡、生産体制に関わる奉行所跡や鉱山集落跡などが
残されています。こうした遺跡が良好な状態で残るのは世界的に見ても佐渡だけです。また、幕府が日本各地から集
めた労働者たちによって、信仰や芸能、娯楽などの豊かで多様な鉱山由来の文化が育まれ、今に継承されていること
も世界文化遺産にふさわしい価値と言えます。

A：

佐渡奉行所跡
2000年、金銀を精製する
「寄勝場（よせせりば）」の
機能を併せ持つ佐渡特有の
奉行所の形態を復元。
（国史跡）

【報道関係各位】 2023年1月23日

新潟県 世界遺産登録推進室
佐渡市 世界遺産推進課

1

坑道の長さはどれくらい？
相川金銀山の坑道は鉱山のい
たるところで縦横無尽に掘ら
れました。全ての長さを合計
すると約400㎞、佐渡から東
京までの距離に相当します。

佐渡島は古くから金が採れると知られていました。平安時代末期（12世紀前半）の「今昔物語集」には砂金が採れた話が紹
介されています。佐渡金銀山では、16世紀後半からおよそ400年間に金78トン、銀2,330トンを産出。まさに日本の宝島だった
のです。その歴史を振り返ると「佐渡島の金山」は、江戸幕府の直接管理の下、高純度の金を産む生産技術や生産体制が整
備され、小判の製造も行われ幕府の財政を支えるとともに、世界でも類を見ない大規模な金生産システムへと発展していきました。



Topics③ Q：
「佐渡島の金山」の当時の様子を伝える「佐渡金銀山絵巻」は
何のために作られたか？

「佐渡金銀山絵巻」には、「佐渡島の金山」の主体であった相川金銀山における採鉱・選鉱・製錬・精錬・小判製
造などの一連の作業工程が描かれています。また、中には巻末に西三川砂金山の砂金採掘の様子が描写されたも
のもあります。「佐渡金銀山絵巻」は、1732年～1736年頃に初めて描かれ、以後、江戸から赴任する佐渡奉行
や組頭に提供するのが恒例となっていたようです。いわば人事異動に合わせて作成された報告書（引き継ぎ書）で、
レクチャー用の資料としての役割がありました。

A：
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現在、国内外で100点以上の佐渡金銀山絵巻の存在が確認されています。その量と質は
国内鉱山の中でも群を抜いており、近世における鉱山の実態を解明するための貴重な資料として
高く評価されています。

江戸時代、幕府から派遣され
た奉行は何人？
また、奉行所では何人くらい
が働いていたの？
江戸時代を通じて幕府から派遣
された奉行（代官）は102人。
奉行所では200人から280人が働
いていたと考えられています。
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Topics④ Q：
「佐渡島の金山」の繁栄で様々な「文化」「芸能」が盛んになり、
今日にその素晴らしい伝統を継承しています。どのようなものがありますか？

「佐渡島の金山」の繁栄に伴い、鉱山の技術者や労働者が日本各地から集まり、様々な地方の文化が持ち込ま
れました。佐渡では、現在も各地域で「能」が催されていますが、これは大久保長安が能楽師を伴って来島したこと
がきっかけと言われています。また、鉱山の労働から生まれた神事芸能「やわらぎ」は、鉱山の繁栄や坑内作業の無
事を願った鉱夫たちの祈りが込められています。他にも「鬼太鼓」、「佐渡おけさ」、「善知鳥（うとう）神社祭礼」、
「文弥人形」など、「佐渡島の金山」と結び付く独特の文化・芸能が花開き、今に受け継がれています。

A：

大膳（だいぜん）神社能舞台
（県有形民俗文化財） 佐渡に現存する最古

の能舞台。1846年に
再建された茅葺き寄
棟造りが特徴。
現在も4月18日の祭
礼には奉納能、6月
には能と鷺流狂言が
上演されます。

「やわらぎ」。固い鉱石がやわら
かくなるように、山の神様の心が
やわらぐようにと、2つの願いが込
められています。

「鬼太鼓」。厄を払い、家内安
全や豊年を祈る神事。島内に
は約120集落でそれぞれ異なる
鬼太鼓があると言われています。

Topics⑤ Q：
17世紀後半の江戸時代、江戸の町の人口は100万人近くあったことは
有名ですが、佐渡の相川エリア・約４キロメートル四方に約５万人もの
人が住んでいました。どのような町づくりをしていたのでしょうか？

相川で金銀が採れるようになると、島外から多くの人々がやって来たため、海辺に十数軒の家しかなかった相川の人口
は、最盛期には約5万人にまで増え、巨大な鉱山町へと発展を遂げました。当時としては珍しい3階建ての家屋があっ
たと言われ、その活気に満ちた賑やかな様子は、「市蔵建て続き、都をうつせるが如しとして、今も其の所を京町と申せ
り」（『佐渡風土記』）と記録されています。ちなみに現在の佐渡島の人口は約5万人です。

A：

京町通り 相川上町地区
相川金銀山と奉行所を結
ぶメインストリート。町家や
近代の鉱山労働者の社宅
など、鉱山のあゆみを物語
る各時代の建物が立ち並
んでいます。
（国重要文化的景観）

「佐渡島の金山」で働いていた人たち

「史跡 佐渡金山」の
人形。絵巻物をもとに
坑道跡に採掘作業の様
子を復元。モデルは史
跡を管理運営する
㈱ゴールデン佐渡の職
員さんだとか！？



Topics⑥ Q： 史跡 佐渡金山を最先端テクノロジーで楽しむことができるサービスは？

「アイランド・ミラージュ」です。最先端技術が
集約された「MRグラス」のメガネをかけ、端
末を持って史跡 佐渡金山の坑道を歩きな
がら体験するウォークスルー型アトラクション。
MRグラスとは、Mixed Reality（複合現
実）のことで現実空間と仮想空間を融合
させ、相互に影響し合うことができる世界を
表現する技術です。映像と音楽、プロジェク
ションマッピングによる空間演出が幻想の世
界へと誘います。佐渡金山を知っていただき、
足を運んでもらうきっかけとなるアトラクション
として、2022年4月にスタートしました。

A：
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史跡 佐渡金山（佐渡市下相川1305番地）
＜アイランド・ミラージュ＞
前売り 大人：3,000円 / 小中学生：2,550円
当日 大人：3,300円 / 小中学生：2,850円
電話予約：0259-74-2389
＜宗太夫坑＞ 大人：900円 / 小中学生：450円
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Topics⑦ Q： 佐渡島の価値や魅力は？

「佐渡島の金山」に加え、佐渡島には、豊かな自然、多様な食文化、伝統文化など、魅力あるコンテンツがたくさん
あります。ぜひ多くの方に訪れていただき、佐渡の魅力に触れていただきたく、ご紹介いたします。A：

佐渡島は国内最大の離島で面積は約855平方キロメートル。東京23区の1.4倍に相当します。
人口は約5万2000人（2020年5月1日現在）です。新潟港～両津港には大型カーフェリーとジェットフォ
イルが就航しており、所要時間は、大型カーフェリー2時間30分、ジェットフォイル1時間07分です。
直江津港～小木港には今春からカーフェリーが就航予定であり、所要時間は2時間40分です。

データ

「トキの森公園」は、実際にト
キに会えるスポット。
電話 0259-22-4123
休館日 毎週月曜日
（3月～11月までは無休）、
年末年始

自然

〇美しい海岸線 佐渡ロングライドや佐渡国際トライアスロンなどで、多くの自転車愛好家を魅了。
〇アクティビティ ダイビングをはじめ、釣りやシーカヤック、サーフィン体験など様々なマリンレジャーが人気。
〇トキと共生する佐渡の里山 日本で初めて世界農業遺産に認定。多様な生き物が生息できる環境づくりに島全体で取組む。

「佐渡国際トライアスロン」
バイクコースはほぼすべての
道のりで海岸沿いを走ります。
景観のよさから人気の高い
大会となっています。
9月第1日曜日開催

食文化

佐渡の多様な食文化としては、新鮮な魚介、美味しいお米、島内五蔵それぞれに個性的な日本酒、様々な種類の果物などと、
枚挙にいとまがありません。北国のりんごと南国のみかんがともに実るなど、対馬暖流が通っているため、温帯性と暖帯性の植物が入
り混じって生育することも佐渡の特徴のひとつです。

スルメイカ、スミイカ、
ヤリイカなどを年間を
通して獲ることができ
ます。

冬型の気圧配置が
強まり「雪起こし」と
呼ばれる雷が鳴り
だすと、 佐渡の寒
ブリ漁ははじまりま
す。

佐渡の米と清らかな
水から生まれる日本
酒は淡麗辛口の
スッキリした飲み口
が特徴です。

伝統
文化

佐渡は400以上の文化財（国・県・市指定文化財、国登録有形文化財）がある「歴史と文化の島」です。
外から持ち込まれた文化と、古くからある島の文化が融合して、佐渡独自の文化が形成されました。

無名異焼（むみょういやき）
金山周辺から採れる赤い土
「無名異」を使用した陶器。
相川には人間国宝に認定され
た伊藤赤水の窯元があります。

文弥人形（ぶんやにんぎょう）
1人で1体の人形を操る人形芝
居。江戸時代後期に関西で流
行したものが佐渡へ伝えられたと
言われています。

佐渡おけさ 江戸時代に
北九州のハイヤ節が、
北前船などにより佐渡へ。
やがて変化し、おけさ節に。

マリンアクティビティも満喫できます。

©︎ISLAND MIRRORGE

・『ISLAND MIRRORGE』公式HP
https://www.island-mirrorge.com

・『ISLAND MIRRORGE』トレイラー
https://youtu.be/BzlrwIS1Q0

Y

https://youtu.be/BzlrwIS1Q0Y


Topics⑧ Q： 人気のサイクリングコースは？

「サドイチ」です。島の周りをぐるっとめぐる通称「サドイチ」は、人気のサイクリングコース
です。日本海最大の島を自転車で一周、210㎞と130㎞のコースがあります。
ぜひサドイチに挑戦して、佐渡の豊かな自然を体感、満喫してください。
また、観光スポットめぐりにオススメなのが、レンタル電動自転車「エコだっチャリ」です。
ゆったりとしたスピードで、じっくりと佐渡の自然や文化などをお楽しみください。

A：

Support World Heritage Inscription佐渡を世界遺産に
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サドイチ佐渡一周 210㎞コース
日本有数の距離を誇るルート。
両津港を出発し、北前船で栄えた
小木・宿根木の町並みや、たらい舟
の浮かぶ小佐渡一周を経て、市街
地の佐和田で休憩。そのあとはサドイ
チのハイライトである大佐渡一周へ
挑戦です。

【問い合わせ先】
[両 津] 一般社団法人佐渡観光交流機構 佐渡観光情報案内所

TEL 0259-27-5000
[小 木] 一般社団法人佐渡観光交流機構 南佐渡観光案内所

TEL 0259-86-3200
[相 川] 一般社団法人佐渡観光交流機構 相川観光案内所

TEL 0259-74-2220

レンタル電動自転車「エコだっチャリ」
電動アシスト付きのクロスバイク「スポーツタイプ」、「スポーツタイプミニ」、
手軽にご利用頂ける「シティタイプ」の3種類があります。

Topics⑨ Q： 佐渡島の人気スポットは？

四季の変化に富んでいる佐渡島。その楽しみ方はいろいろありますが、この島には見るものを魅了するたくさんの
風景があふれています。代表的なビュースポットをいくつかご紹介します！A：

北沢浮遊選鉱場跡
ジブリの世界を彷彿とさせる景観が話
題。日本で最初に金銀鉱石に浮遊選
鉱法を採用した選鉱場跡です。
1936年に工場建設に着手。完成後
の鉱石処理量は、1か月5万トン以上
に達し、その設備規模は「東洋一」と
うたわれました。

万畳敷 海底が地震によって盛り上がってできた
平らな土地（隆起波食台）が広がっています。
風が穏やかな日には、平らな土地に薄く水が張っ
た状態になり、まるで「ウユニ塩湖」のような鏡面の
世界を楽しめます。

あめやの桟橋 真野湾にいだかれた波穏やかな
遠浅の海岸が特徴の佐和田海水浴場にありま
す。通称「あめやの桟橋」と呼ばれる橋は撮影ス
ポットとして人気です。

大野亀とトビシマカンゾウ 標高167mの
一枚岩が海に突き出している姿は圧巻。
『ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン』二つ星と
して掲載された巨岩です。あたりは50万株
100万本ものトビシマカンゾウの群生地で、
黄色い花が一面に広がる季節は多くの人が
訪れます。花の見頃は5月下旬～6月上旬
で、6月の第2日曜日は「佐渡カンゾウ祭り」
を開催。鬼太鼓や民謡が披露されます。

ライトアップで幻想的な世界へ。圧巻です。
期間:2023年2月28日迄17:00～22:00



地産地消がモットー、2022年7月オープン。自社グループ会社で育てる
黒豚をメインとした洋食を提供するレストランです。「北沢浮遊選鉱場
跡」の敷地内にあり、店内の大きな窓からは選鉱場の全容を見ることが
できます。
特に幻想的なライトアップのシーンとともにいただくディナーは素敵です。
佐渡島黒豚プレミアムハンバーグ 1650円（税込）

北沢Terrace
佐渡市相川北沢町 2
TEL 0259-58-7085
営業時間
10:00～17:00
定休日 火曜日・水曜日

Topics⑩ Q： ご当地グルメは？
佐渡島の名物・ブリ料理をはじめ、島の食材を生かしたメニュー
やロケーションが魅力のお店をご紹介します。
（編集部調べ）

A：

Support World Heritage Inscription佐渡を世界遺産に

5

旬の寒ぶりを刺身としゃぶしゃぶで
堪能。脂ののったぶりの甘味がお口
いっぱいに広がります。
セリ、白菜、シイタケなど、地元産
の野菜たちもまた主役級です。
ぶりしゃぶ鍋の提供は冬季限定で
11月～2月の金土日となります。
２日前要予約
8800円（税込） 3人前

■本件に関するお問い合わせ、ご取材のお申し込みは、下記までご相談ください。
「佐渡島（さど）の金山」世界遺産推進PR事務局 （広報代理：フロンティアインターナショナル内） 担当：北川・関野
TEL：03-5778-4844 ／ FAX：03-5778-6516 ／ E-mail：frontier-pr@frontier-i.co.jp
北川（070-2197-8790）、関野(070-2197-8799) 

佐渡天然ブリカツ丼
ブリはもちろん、お米や衣に使う米粉、タレまで徹底
的に「佐渡産」にこだわったご当地グルメです。
天然ブリをコシヒカリの米粉でカラッと揚げ、サクサクの
歯ごたえがたまりません。アゴ出汁ベースの醤油ダレが
丼全体にしみ込んで、ご飯は進むよどこまでも。
佐渡天然ブリカツ丼 1320円（税込）

味彩
佐渡市千種113-12(たびのホテル佐渡1F）
TEL 0259-58-8010
営業時間 11:30～14:00 18:00～21:00
定休日 水曜日

メレパレカイコ
佐渡市虫崎213番地 TEL  0259-26-2856
営業時間 10:00～15:00 定休日 月曜日、火曜日

※冬季営業は11月～2月。冬季営業期間はディナー予約も可。

佐渡島黒豚プレミアムハンバーグ

佐渡島の美しい景色と
しまのかぜ薫る
ベーカリ＆カフェです。
自家製酵母でじっくりと醗酵さ
せて焼き上げたパンと、
手作りのお菓子など、
佐渡産の食材を生かした料理
を島の風光明媚な景色のもと
いただけます。

へんじんもっこウインナーの
ホットドッグ 620円（税込）

しまふうみ 本店
佐渡市大小105-4 TEL 0259-55-4545
営業時間：10:00～16:00
定休日：【3月まで】火曜、水曜 第2・第4木曜日 【通年】水曜

目の前に真野湾が広がるオープンテラスで
ランチタイムをどうぞ。
テラス席は日没まで。好きな時に水平線を
眺め、波の音、心地よい海風を感じながら、
リゾート気分を満喫できます。

※へんじんもっことは、佐渡の方言で「頑固者」の意味。
佐渡の頑固者がつくるドイツ式のサラミやソーセージ。

へんじんもっこウインナーの
ホットドッグ

ぶりしゃぶ鍋



Support World Heritage Inscription佐渡を世界遺産に

6

❶ 史跡佐渡金山、アイランド・ミラージュ
❷ 佐渡奉行所跡
❸ 北沢浮遊選鉱場跡
❹ きらりうむ佐渡（佐渡金銀山ガイダンス施設）
❺ 大膳神社能舞台
❻ トキの森公園
❼ あめやの桟橋（佐和田海水浴場）
❽ 万畳敷
❾ 大野亀
➓ 佐渡西三川ゴールドパーク
❶ メレパレカイコ
❷ 味彩（たびのホテル佐渡1F）
❸ 北沢Terrace
❹ しまふうみ 本店

① 新潟港～両津港
大型カーフェリー2時間30分
ジェットフォイル1時間07分

② 直江津港～小木港
カーフェリー2時間40分（今春就航予定）

1
2

3

4

きらりうむ佐渡
（佐渡金銀山ガイダンス施設）
佐渡市相川三町目浜町18番地１
TEL 0259-74-2215

「佐渡島の金山」News letter
主なご紹介拠点 プロットマップ
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➓
佐渡西三川ゴールドパーク
砂金採り体験もできる体験型資料館
新潟県佐渡市西三川835-1
TEL 0259-58-2021
※2023.02.28まで休館
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