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平成 30年度第 1回船橋市博物館協議会会議録 

  

１ 開催日時 

平成 30年 4月 26日（木曜日）午後 2時～午後 3時 30分 

 

２ 開催場所 

  船橋市郷土資料館 学習室 

 

３ 出席者 

  （１）委員   岡﨑委員 日塔委員 木原委員 佐藤委員 高橋委員 中田委員 

  （２）事務局  牟田郷土資料館長 栗原郷土資料館長補佐 井上飛ノ台史跡公園 

博物館長 小田郷土資料館主任主事 畑山飛ノ台史跡公園博物館学芸員 

  （３）オブザーバー 道上文化課主幹（課長補佐） 

 

４ 欠席者 

  なし 

 

５ 議題及び公開・非公開の別並びに非公開にあっては、その理由 

（１）平成 29年度 郷土資料館、飛ノ台史跡公園博物館の事業報告 

（平成 29年 10月 14日～平成 30年 3月 31日）について         公開 

（２）平成 30年度 郷土資料館、飛ノ台史跡公園博物館の運営方針について  公開 

（３）平成 30年度 郷土資料館、飛ノ台史跡公園博物館の事業計画について  公開 

（４）平成 30年度 船橋市博物館協議会の開催日程について 

（５）その他 公開 

 

６ 傍聴者数 

  0名 

 

７ 決定事項 

  （１）平成 29年度 郷土資料館、飛ノ台史跡公園博物館の事業報告 

（平成 29年 10月 14日～平成 30年 3月 31日）については、了承された。 

  （２）平成 30年度 郷土資料館、飛ノ台史跡公園博物館の運営方針については、 

了承された。 

  （３）平成 30年度 郷土資料館、飛ノ台史跡公園博物館の事業計画については、 

了承された。 

 

８ 議事 
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〇栗原郷土資料館長補佐 

定刻となりましたので、これより平成３０年度第１回博物館協議会を開会いたします。資

料の確認をさせていただきます。よろしいでしょうか。 

それでは、始めさせていただきます。４月１日付けで、両館ともに、人事異動がございま

した。郷土資料館では、新館長として、社会教育課の補佐から、牟田重実が着任いたしまし

た。飛ノ台史跡公園博物館では、畑山智史学芸員が着任いたしました。彼は、貝塚研究を専

門としており、飛ノ台貝塚や取掛西貝塚の研究を進めるスタッフとしても、頼もしい人材で

す。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、牟田館長と畑山学芸員に、自己紹介をお

願いします。 

 

○牟田郷土資料館長 

４月に郷土資料館長を拝命いたしました牟田でございます。文化行政は初めてですので、

先生方のお力を拝借しながら、館の運営をしていきたいと思っております。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 

○畑山飛ノ台史跡公園博物館学芸員 

４月よりお世話になっております畑山と申します。貝塚の研究を学生時代から進めており

ます。どれぐらいお役にたてるかわかりませんが、どうぞよろしくお願いたします。 

 

〇郷土資料館長補佐 

本日、傍聴人はおりません。ただいまより、議事に入らせていただきます。本日の協議会

出席者は６名でございます。委員の半数以上が出席しておりますので、船橋市博物館条例施

行規則第９条第２項の規程により、本協議会は成立いたしておりますことをご報告申し上げ

ます。なお、船橋市博物館条例施行規則第９条第１項の規程により、議事は、会長が行うこ

ととなっております。それでは、岡﨑会長、よろしくお願いいたします。 

 

〇岡﨑議長 

それでは、議事に入らせていただきます。まず、議題１ですね。平成２９年度、１０月か

ら３月までの、郷土資料館、それから飛ノ台史跡公園博物館の事業実績について、まず、郷

土資料館からご説明をお願いします。 

 

〇郷土資料館長 

資料は、「平成２９年度郷土資料館事業報告」になります。 

初めに、郷土資料館は、無事に、耐震補強および展示室の改修工事を終えまして、平成３

０年１月２８日に、リニューアルオープンをすることができました。委員の皆様におかれま

しては、お忙しい中、式典にご参加いただきまして、ありがとうございました。 

お渡ししました、資料の５ページを見ていただければと思います。入館者数の推移という

ところがございまして、そちらに記載しておりますけれど、オープンの日から平成３０年 
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３月３１日まで、平成２９年度の入館者数が、6,720 人。一日平均で、124.4 人となってお

ります。過去のデータと比べましても、当然とはいえ、確実に増えておりますことをご報告

させていただきます。また、エレベーターを今回設置いたしましたので、高齢者福祉施設の

方とか、赤ちゃんを連れた方とか、これまで２階まで上がるのが大変だった方の観覧・入館

も増えている状況でございます。 

また、資料にはございませんが、平成３０年度、４月になってから昨日の２５日までの入

館者数が 2,239人、一日平均ですと 106.6人となっております。これからゴールデンウィー

クを迎えますので、増えていくのかなと思っているところでございます。 

それでは、議題１、平成２９年度郷土資料館事業についてでございます。平成２９年度上

半期の事業につきましては、昨年の第２回協議会で報告済みということでございますので、

下半期、先程会長がおっしゃられた１０月から３月の主だった事業について、報告をさせて

いただきたいと思います。 

展示事業につきましては、１ページに記載しておりますとおり、常設展示、野外展示、ジ

オラマ展示を行っております。企画展といたしましては、「くらしの道具」展。市制施行８

０周年記念企画展といたしまして、「ちょっと昔と今×居間」展を、あと、企画展の４、市

民アンケート企画展「船橋の「これ、知りたい！」」につきましては、５月６日まで、隣の

展示室で開催しております。この企画展は、船橋の知りたいことのアンケート結果から、縄

文土器や明治の相撲番付などの珍しい資料、また、埋め立て前の海や市内の飛び地、珍しい

地名などに関する資料を展示しております。手前味噌ですけれども、見ている方からは、と

ても好評であると思っております。 

続きまして、教育普及事業につきましては、２ページから３ページに記載していますとお

り、文化・歴史の講演会でありますとか、博学連携といたしまして、６つの小学校へ資料の

貸し出しなどを行っております。また、３ページの下の方になりますが、講師派遣という欄

がございます。当館の学芸員が、講師派遣依頼を受けまして、いろいろなところで多くの講

座・講演会をしておりますことも、ご報告させていただきたいと思います。 

４ページには、資料の借用でありますとか貸出など、その他の事業について記載をしてお

りますので、ご覧いただければと思います。簡単ではありますけれども、報告は以上となり

ます。 

 

〇井上飛ノ台史跡公園博物館長 

 飛ノ台史跡公園博物館井上でございます。３年目になります。今年度もよろしくお願いい

たします。 

 それでは、２９年度飛ノ台史跡公園博物館事業報告、こちらも後半の方をご報告申し上げ

ます。１ページ目をご覧下さい。企画展の方では、「発掘調査ってなぁに？」展を、１１月

１４日から１２月２８日まで開催いたしました。また、年明けの１月１６日から２月４日ま

で、「くらしの道具」展、本来であれば、縄文専門館でありますので、こういった企画は無

いのですけれど、学校教育などの関係で、こちらでもやった方がいいという判断から、一昨

年度からこちらの方でも実施しております。引き続き、第７回飛ノ台史跡公園博物館・海神
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中学校合同展「日本の美を今に活かした作品展」、こちらの方も第７回目を迎えました。こ

ちらでは、海神中学校の生徒たちが作った作品を展示させていただいたところです。 

 縄文専門館としての企画展ではないかもしれませんが、「発掘調査ってなぁに？」展は、

発掘調査というものが実際どのように行われるのか、わからないことから、実施させていた

だいたところです。 

 次に、教育普及事業の方に移らせていただきます。今申し上げました通り、縄文大学と考

古学講座につきましては、文化課の協力を得まして、講師の選任・テーマなどを決めて、実

施いたしました。文化課の協力があり、今まで以上の集客がありまして、大変喜んでおりま

す。その他、例年通り、学校などの受け入れなど、職業体験など、また、教育フェスティバ

ルに参加、移動博物館などを行ってまいりました。その他に、４ページ目、３「その他事業

など」にありますように、千葉県教育研究船橋支会 中学校美術科研究部会の研修など、先

生方の研修も行わせていただいております。今後も話があった際には、受け入れさせていた

だきたいと思っております。 

利用状況につきましては、２８年度・２９年度と、２７年度に比較しまして、利用者が減

っております。これにつきましては、３０年度にちょっと工夫をしなければいけないと、私

自身の課題というふうに考えておりますので、今後とも、ご協力の方をよろしくお願いいた

します。以上でございます。 

 

〇岡﨑議長 

両館からの説明がございましたが、委員の皆様、ご質問ありましたら、どうぞ。 

 

〇中田委員 

飛ノ台の利用者数が減っているというのは、何か原因があるんですか。 

 

〇飛ノ台史跡公園博物館長 

団体数が、２８年度につきましては、増えているなかで全体の人数が減っていたりします

ので、ちょっと原因がわからない部分があります。ただ、毎月、利用状況を見ていただきま

すと、例年９月から１２月が他の月に比べて極端に少なかったりしていますので、今後、こ

こら辺の月について、これから３０年度の方でも申し上げますけれども、ミニ展示をやると

か、そういった形で、お客さんを呼ぶ努力をしていきたいと考えております。昨年度は天候

不順が続いていたこともひとつの理由ですが、そのような中でも来ていただけるような博物

館というのを目指さないといけないと考えておりますので、このことにつきましては、３０

年度の課題とさせていただきたいと思っております。 

 

〇岡﨑議長 

よろしいですか。他の先生方、何かありますか。 

それでは、無いようでしたら、次の議題２、平成３０年度 郷土資料館、飛ノ台史跡公園

博物館の運営方針について、説明をお願いします。 
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〇郷土資料館長 

平成３０年度船橋市郷土資料館運営方針（案）です。 

基本方針などは、平成２９年度から大きな変更はしておりませんけれども、資料館に着任

しまして、教育大綱というものを、改めて読ませていただきました。「ふるさと船橋」を誇

りに思って大切にする気持ちを育むというのがありますので、そのためにも、基本ではあり

ますけれども、収蔵資料の整理・保存・管理などについて、平成３０年度は、整理という部

分に力を入れて、実施してまいりたいと考えております。その辺は、２の運営方針の（２）

のところに、整理・保存・管理に努める。３の事業の実施の重点の（２）にも、所蔵資料が

良好な状態で、後世に伝えられるように、点検・確認を行っていくということを掲げさせて

もらいました。 

資料としましては、そんなに大きな変更はございませんが、繰り返しになりますが、資料

の整理というところに力を入れて実施していきたいと思っておりますので、お力を貸してい

ただければと思っております。説明は以上でございます。 

 

〇岡﨑議長 

それでは、次は飛ノ台。 

 

〇飛ノ台史跡公園博物館長 

はい。平成３０年度飛ノ台史跡公園博物館運営方針（案）について、ご説明いたします。 

昨年度から、こちらの方も、ほとんど変わりはございません。ただ、運営方針の方で、こ

れまで、飛ノ台貝塚をはじめ、その他の市内縄文遺跡から出土したという形で書いておりま

したけれども、取掛西貝塚の方が国指定を目指して、市が一丸となって、今、目標としてお

りますので、ここに取掛西貝塚という言葉を入れさせていただきました。飛ノ台貝塚をはじ

め、取掛西貝塚その他の市内縄文遺跡から出土した資料の調査・研究・収集・保管を行うと

ともに、という形に変更させていただきました。 

あと、３の（４）、こちらの方につきましては、先程、ご指摘がありましたように、来館

者数が減少しているということを踏まえまして、展示事業や教育普及事業などにおきまして、

さまざま工夫を行い、博物館利用者が増加するように努力するという文言を、今年度の目標

として、新たに加えさせていただきました。私からは以上でございます。 

 

〇岡﨑議長 

ご質問ありましたら、お願いいたします。 

 

〇日塔委員 

よろしいですか。郷土資料館ですけれども、この度新しくリニューアルしたことからして、

何か運営方針を、新しい基軸ということで、何かございませんでしょうか。 

あと、「これ知りたい」展ですね。そこに展示していると思いますけれども、すごく良い
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展示だと思うんですよね。やはり、こういう企画をやっていっていただきたい。これは、ま

だ続けられますか。 

 

〇郷土資料館長 

これは、５月６日までで、一度終わります。この後の話ですけれども、飛ノ台で、同じよ

うな内容での展示を予定しております。ですので、副会長が仰っている、まさに市民のニー

ズに合ったものの展示ということは言えるかも知れません。 

このように、市民の方に、船橋の何を知りたいのかというアンケートを取って、その答え

に沿って展示をするというのは、多様化している中で、確かにいろいろなニーズがあると思

いますが、的確にそれに対しての答えが出せる展示会だな、というのは、私も思っておりま

す。 

２９年度の時には、確かに、「市民の動向や利用者の多様な要請に応えていきたい」とい

うのはありましたが、字数が多くなってしまうことから、それを取ったので、ご意見として、

そういう文言が必要じゃないかということであれば、ここと被るところはありませんので、

入れていくことはできると考えております。「市民のニーズに対しての」というところをち

ょっと工夫させていただいて、表現についてはこちらにまかせていただいて、入れていく方

向で考えさせていただきたいと思います。ありがとうございます。 

 

〇日塔委員 

それから、運営するのに人数が限られていますので、やはり、ボランティアの協力を得な

いと運営が難しいのではないかと思います。その辺は、新しくなったことですから、うまく

ボランティアを生かしていくというのはどうでしょうか。 

 

〇郷土資料館長補佐 

次の企画展、５月の下旬くらいからやるものについては、市民団体からの要請もありまし

て、当館のリニューアルオープンということがあったので、それに合わせてという形で、一

部についてはご協力いただいているということと、飛ノ台史跡公園博物館と郷土資料館の両

方で臨時職員をやってくださっていた方が、年齢的に退職の年になられて、それでも自分は

この仕事が好きだということで、週に２日とか３日とか、結構、家からの距離も遠いのです

が、資料の整理であるとか、先程もこの資料を机の上に並べるとかのお手伝いをいただいて

おります。 

 

〇日塔委員 

ボランティアにも、いろいろな質もあるし、問題点が多いということも存じ上げておりま

すけれど、そうなると臨時職員という感じですね。 

 

〇郷土資料館長 

臨時で職員を雇用する予算などは取っております。それこそ、資料の整理でありますとか。
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たぶん、副会長が仰っているのは、その他にということで、図書館なんかは、毎日ボランテ

ィアが来て、ボランティアを受け入れるためのガイドラインがあり、登録制を取って実施し

ているんですね。図書館よりこちらの方が、専門的なことが多いとは思いますが、そういう

のもあるよというのは、知っている情報としては、館の中では、お話はさせていただいたと

ころなんですけれど、これからちょっと考えていなかければいけないところかも知れないで

すね。 

人に限りがあるというのはわかっていると仰っていただいておりますので、やっていくべ

きなのかなというところで、本当に今も補佐から話がありましたとおり、週２日・３日来て

整理をしていただいたり、パネルを作っていただいたりしている方もいらっしゃいますので、

全くいないという状況ではないということだけ、ご理解いただけたらと思います。それで、

また、今後、整理をしていかなければとは思っております。 

 

〇日塔委員 

もう１つよろしいですか。今度、取掛西貝塚が本格的な調査が始まったようですが。これ

は、郷土資料館でやるか、飛ノ台史跡公園博物館でやるか、それとも文化課でやるかわかり

ませんけれども、調査のワークショップ的なものを市民に対して開くということはできない

のかなあと思います。やはり、見学会などはよくありますけれど、ただ展示物として遠くか

ら出てきた土器を見るだけでなく、実際に掘るという作業を、やってみるということができ

ないでしょうか。 

 

〇道上文化課主幹 

ご指摘ありがとうございます。２９年度から調査を開始しまして、昨年度は、一番近くの

小学校が芝山西小学校なんですけども、６年生の児童に来てもらいまして、発掘体験は行い

ました。 

 

○日塔委員 

 やったんですね。 

 

○道上文化課主幹 

たくさんの小学校に来てもらう感じではなく、一番近い小学校に、まず、来てもらったと

いうことです。 

 

〇日塔委員 

一般の人を対象には考えていますか。 

 

〇道上文化課主幹 

今年はそういったもの、あるいは親子対象のものができないかを検討中です。教職員向け

の研修会には職員が出向き、今年度は積極的に、先生方に遺跡のことを知っていただいて、
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そこから子供たちに伝えていただこうということで、始めております。船橋市内５４校小学

校があって、中学合わせて８０数校です。非常に大規模ですので、今後、どうやって伝えて

いくかは、まだ課題です。 

 

〇日塔委員 

 まあ、建造物の分野でも、小中学生に体験させたいところですが。土蔵の土壁の塗り方を、

泥だらけになってやらせるとか、それから、屋根の上に上がって茅葺きを実際にやってみる。

まあ、茅葺きでは、実際には小中学生が葺いたものは、職人がもう１回やり直すということ

になるんですけれど。でもやっぱり、そういう風に、手でもって実際に触れてみるというの

は、非常に大きな感動を呼ぶんですよね。それが、またいろんな興味にもつながっていきま

すし。非常にいいんじゃないかなあと思います。 

 

〇道上文化課主幹 

 そこは、博物館とも連携して考えていきたいと思っています。 

 

〇郷土資料館長 

これから指定を目指すにあたっては、やっぱり、文化課長からも聞いている話ですが、ま

ずは、市民に多く知ってもらって、興味を持ってもらって、機運を高めていくということで

す。文化課も、本当に、それに向けて、いろんな事業をやっていますので、また、お気づき

の点などあれば、また、文化課と博物館も協働してやっていきたいと思っていますので、ま

た何かあったらお願いします。 

 

〇小田郷土資料館主任主事 

 日塔副会長のご質問に対して、多少補足できる内容があるかと思いまして、最近の状況を

報告させていただければと思います。リニューアルオープンしたのだから、平成３０年度に、

新たな活動は無いのかというご質問と、ボランティアのことについてご質問いただきました

ので、それと関連する内容としまして、リニューアルオープンをしたことによって、講座な

ど、まさにこの部屋で、例えば私ですと、古文書講座を開催させていただくことになってい

ます。だいたい月１回ぐらいのペースで、企画展の時などには、企画展も見ていただきたい

ので、多少プラスしようかということでやっているのですけれど、平成２９年度の３月末に

一度、まずは、どういう層が参加するのかというのを把握するためにやってみたのですけれ

ど、あまり告知をしていないのにもかかわらず、募集人数は埋まりました。今度、４月 

１５日号の広報で募集したところ、定員はこの部屋は２０名ですが、即日埋まってしまった

という状況です。かといって、これを１００人とか２００人とかにすると、教育効果は薄れ

ますので、どうしても２０人にしなければいけないというところはあるんですけれど、ここ

での講座としては、１回きり、１対多で教えるのではなくて、添削指導をしようとしていま

して、何回も何回も繰り返して、ちょっとずつステップアップできるような形のものをやろ

うとしているんですね。 
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それで、１回させていただいて、私が他の市で経験したよりも、かなり皆さん古文書読め

るな、歴史のこと詳しいな、という印象を受けました。ただ、課題だと思うのは、できない

ところが皆さんバラバラなんですね。歴史学を専門でやっている方だったら、これくらいは

知っているだろうというようなラインってあると思うのですけれど、そうではなくて、ライ

ンを上下している。できるところはできる。できないところはできない。例えば、ボランテ

ィアとかをお願いできるのかも知れないけれど、若干足りないところがあると感じるんです。 

だから、逆に、講座の受講生とかが、郷土資料館という場での学びを通して育っていくよ

うな可能性というのを、今後考えられたら良いのかなということを感じています。まだ１回

しかやっていないので、何とも言えないんですけれど、ボランティアはボランティアのこと

だけで考えるのではなくて、他の事業との関連の中で、ボランティアが育っていくような教

育普及事業や展示事業をやっていければ良いのかなということを、企画をする者としては感

じているところですので、発言させていただきます。 

 

〇岡﨑議長 

 他によろしいですか。 

 

〇高橋委員 

郷土資料館の方のです。まず、運営方針の３番の（３）を見ると、教育機関とありますが、

具体的にどういうところを考えているんですか。大学以外も考えているのでしょうか。 

 

〇郷土資料館長補佐 

学校との連携というと、こういうことをするという具体的な内容としては難しいところが

あるかも知れないのですが、例えば授業に沿った内容での、学校が来た時の説明をするとか

ですね。また、事前の打ち合わせを綿密に行って、学校での教育効果を補完するようなこと

をやっていくということになります。 

例えば、飛ノ台の方の例になるのですが、お隣の海神中学校と博物館が一緒になってやっ

ていこうということがありましたし、ここですと、企画展などで近隣の学校から学校資料を

お借りして、それを展示活動に生かしていく。そうすると、学校に眠ってしまっているよう

な教育史に関わる資料を生かしていくことができる、とかですね。多方面で考えていけるの

だと思います。 

先生方は、非常に忙しいです。その中で、どうやって、博物館と関係を持ちながら、博物

館側としては、子供さんが育っていく過程で、博物館に興味を持って、生きていく過程にお

いて、一生の中で博物館との関わりや美術館との関わりを持っていくきっかけになるような

ことを、やっていければ良いのかなと。それが、大人になってからも、その人の宝となって

いけば良いなというふうに考えております。 

 

〇高橋委員 

以前にも質問したかも知れませんが、連携となると協力っていうのとはまた違いますよね。
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学校教育機関が学校との協力関係を強化するということであれば良いのだけれど、連携とな

ると、お互いの特徴とか機能を出し合って作るということですよね。今のご説明だと、どち

らかというと、学校としては助かるけれども、学校との協力関係を重視するとか、学校支援

を強化してくれるということは良いこととして、連携となるとちょっと違うかなという印象

をもちます。今後、連携事業があれば良いと思いますけれども、いかがでしょうか。 

 

〇郷土資料館長 

連携というと難しくなっちゃうかな、ということですね。大学とは、これも連携と言って

良いかどうかわからないですけれど、今年度新しいことをやっていこうという考えはあるの

で、ちょっとその辺は、また、考えさせていただきます。ありがとうございます。 

 

〇岡﨑議長 

 その他に何かありますか。 

 

〇木原委員 

すいません。郷土資料館の方ばかりで申し訳ないのですけれど、３番目の事業実施の重点

の中で、１番の（１）に、各分野の学術研究の最新の成果を公開してというのは、各分野が

どの分野なのかわかりませんけれども、博物館の展示の中でなのか、広報活動なのか、書い

たものなのか、具体的とまでは言わないですけれど、どのような形で、最新の成果というの

を公開することをお考えなのかな、とちょっと気になりました。 

 

〇郷土資料館長補佐 

まず、できることとしましては、展示活動に生かしていくということですね。例えば、市

内で発見された、あるいは寄贈を受けた古文書などを、なるべく早いうちに、何年もおかな

いうちにある程度研究を進めて、公開していくと。小田の方が頑張ってくれていて、『みゅ

ーじあむ・船橋』という、お配りした冊子がありますが、その中にも、最近郷土資料館に収

蔵された資料のことをまとめ、迅速に公開していくということをしております。 

あとは、できれば、飛ノ台では『飛ノ台史跡公園博物館紀要』を出しておりますが、現在、

２館は一つの課のような形になっておりますので、『みゅーじあむ・船橋』とともに、名称

を変える必要も出てくるかとは思いますけれども、紀要を両館の研究紀要ということでやっ

ていくということを考えております。 

あと、できることとしては、市民向けの講座やふなばし市民大学校から講師の依頼なども

ありまして、そういったところで学芸員が発表するということ、頼まれたものは全部受ける

という方向でやっております。 

 

〇木原委員 

ある程度見当がついたので、ありがとうございます。それは、郷土資料館が、今年何らか

のテーマをもって研究しているとか、そういうことではなく、今の運営の中での、出てきた
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資料であるとか、その年の展示の内容であるとか、そういうのに合わせての研究ということ

ですか。 

 

〇郷土資料館長補佐 

 そうですね。結局、研究って、かなり個人的なものですので、例えば、今も学芸員資格を

持って配置されておりますのが、私を含めて３名おります。島﨑と小田が近世史が専門でし

て、私は考古ですけれど、その中で、今年はこれをやる予定だということをみんなで話し合

って決めているということではないのですけれども。 

 

〇木原委員 

各分野がということは、前に聞いたときに、具体的に、毎年何かのテーマを各分野がやっ

ているのかなとお聞きした時に、とても忙しいという声を、協議会の中でされたので、ああ

忙しいからできないんだ、じゃあ、何か報告や考えが変わったのかなというのが、ちょっと

あったんですね。だいたい意味はわかりました。 

 

〇郷土資料館長 

はい。ありがとうございます。 

 

〇岡﨑議長 

続きまして、議題（３）平成３０年度の両博物館の事業計画について、郷土資料館から、

お願いいたします。 

 

〇郷土資料館長 

はい。よろしくお願いいたします。議題の３です。平成３０年度郷土資料館事業計画（案）

について、ご報告させていただきます。展示事業につきましては、１ページ上に３つ記載し

ております通り、常設の展示、あと、野外展示、出張展示のジオラマ展示を継続して開催し

てまいります。野外の蒸気機関車の展示につきましては、これまで、運転席の公開というの

は土曜・日曜だけでしたが、親子連れ、子供もかなり喜んでいる様子も見られましたので、

３０年度からは、祝日も運転席の公開を実施することにいたしました。 

あと、企画展につきましては、まず、企画展②郷土資料館リニューアル記念特別展「知っ

てみようよ！習志野原」。郷土資料館周辺の歴史的資料を展示し、薬円台や習志野台などの、

地名の変遷をたどりながら、地域の歴史をわかりやすく展示していこうということで、５月

２９日から６月１７日までの開催予定としております。その下、企画展の③千葉県北西部地

区文化財巡回展「まちづくりのヒストリア」。これは、市川・松戸・柏の他、県北西部地区

１１市で構成する文化財行政担当者連絡協議会が、県北西部地区の遺跡を取り上げ、地域全

体の歴史に触れることができるように、展示を行うものでございます。今回の巡回展は、流

山市立博物館、柏市郷土資料展示室で実施したのち、船橋市郷土資料館で、７月２１日から

９月２日までの開催という予定でございます。その下です。企画展の④仮称、「船橋オート
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レースと地域の歴史」展。若松・浜町地区の歴史を、船橋オートレース、船橋発祥のモータ

ースポーツであるということもありますので、地域の歴史を、船橋オートレースに着目して

振り返るような展示ができればと考えております。１０月から１２月のうち１か月というこ

とで予定しております。 

次に、教育普及事業につきましては、２ページから３ページに掲載しております。教育普

及活動の１番上の地域史講座は、「知ってみようよ！習志野原」の記念講演会として、千葉

県立美術館の普及課長であります倉内郁子氏を招いて、「明治天皇と千葉」というタイトル

で、６月３日に、薬円台公民館で共催ということで、ご講演いただく予定となっております。

次の歴史散歩につきましては、これまで、外部講師に依頼して、事業を開催しておりました

けれども、平成３０年度は当館の学芸員が講師として実施をしようと考えております。２つ

下になります。夏休み宿題応援講座。これは、共催が西図書館・飛ノ台となっておりますけ

れども、西図書館とも共催してですね、郷土資料館では初めての開催ということで、子供た

ちの夏休みの宿題解決に向けた講座というふうに考えております。 

３ページに移りまして、教育普及活動で、古文書講座につきましては、先程担当がご説明

しておりますので、ここは割愛させていただきたいと思います。３ページ以降に、３収蔵関

係、４刊行物、５その他の事業など、記載しておりますので、ご覧いただければと思います。

簡単ではございますけれども、説明は以上になります。 

 

〇岡﨑議長 

それでは、飛ノ台。 

 

〇飛ノ台史跡公園博物館長 

はい。平成３０年度 飛ノ台史跡公園博物館事業計画（案）をご報告させていただきます。

以前の協議会で、高橋委員からご指摘がありましたので、野外展示につきましては、一つ事

業として、掲載をさせていただきました。その他、常設展、企画展が１から５までございま

す。今年度につきましては、畑山が、まだ来たばかりであることと、あと、合同展を行って

おります海神中学校の美術科の教諭が異動しまして、赴任したのが新採の美術科の職員であ

ったことから、事業の順番の方は、組み換えし、実施させていただきたいと考えております。 

企画展の１、縄文コンテンポラリー展の方は、今回図録の方は前回のものを置いてござい

ますけれども、今年度も実施させていただきます。今年度のテーマが、前回の委員会の方で

決まりまして、「とび博土偶のアート伝説」という言葉に決めさせていただきました。 

お手元にも東京国立博物館のチラシを配布させていただきましたが、当館所蔵、現在、郷

土資料館に展示しておりますが、小室上台遺跡のバイオリン形土偶が、東京国立博物館で展

示されることになりました。こちらの方も、貸出の申請が出ています。そして、引き続いて、

パリでも、ジャポニスム 2018 という事業で、ＪＯＭＯＮ展でも同じ資料が展示されること

になり、大変光栄なことと考えております。このように本物の土偶が、パリまで行くという

ことで、そういったテーマになりました。アートの作家さんたちが、いろいろな土偶を作成

する形で、いま進めております。２番目に、日塔先生の方からお話のありました、「船橋の
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「これ、知りたい！」」の企画展の方を、11 月ぐらいから実施させていただきたいと考えて

おります。基本的には、内容は、ここで展示した内容で実施したいと考えております。これ

は、もちろん郷土資料館と共催という形でございます。３番目、「くらしの道具」展。これ

も、先程、事業報告いたしましたように、例年行っている事業でございます。先程申し上げ

ました通り、本来であれば、縄文専門館で実施するような事業ではござませんけれども、小

学生の地理的なこともございますので、西部地域にある、飛ノ台でも実施の方をさせていた

だくことで考えております。４番目として、企画展、こちらの方が、船橋市内の遺跡に関す

る企画展を実施する予定で、今、畑山の方が、取掛西貝塚を中心とした内容ということで話

をしておりますので、どういった形になるか、これから検討する形にはなりますけれども、

実施をさせていただきたいというふうに考えております。５番目といたしまして、例年行っ

ております、海神中学校との合同展「日本の美を今に活かした作品展」を実施予定です。た

だ、今申し上げました通り、海神中学校に赴任した先生が、新規採用なので、少し負担が大

きい部分があるのでは、と思っています。また、今年３月まで海神中におりました石原先生

も、今度赴任した高根台中で実施したいとのお話をいただいていますので、高根台中も一緒

に展示することを考えてまいります。ただ、そこら辺については、内容を詰めていない状態

ですので、今後、また、何か変更がありましたら、ご報告させていただきたいと考えており

ます。 

次に、２の教育普及活動の方に、移らせていただきます。縄文大学・考古学講座につきま

しては、昨年と同様に文化課など関係部署と内容について調整の上、実施の方をさせていた

だきたいと思います。取掛西貝塚も何らかの形で実施するのでは、と考えておりますので、

今後ともよろしくお願いいたします。  

次に、バスで訪ねる博物館見学に移らせていただきます。こちらは、５月２６日に１回目、

１１月１７日に２回目を予定しております。１回目が、土浦市上高津貝塚ふるさと歴史の広

場他を考えております。２回目については、未定ではありますけれども、昨年度が明治大学

の博物館へまいりましたので、東大の博物館ですとか、國學院の博物館など、都内にあって

も、なかなか一人では行きづらいところに行こうと考えております。大学の博物館は学芸員

の方もしっかりしておりますし、内容もしっかりしておりますので、そういった形での方向

で、考えていきたいと思っております。 

次、２ページ目の方に移らせていただきます。ワークショップ、こちらの方も年に１４０

から１４５回ぐらいになると思いますが、ワークショップ活動を行ってまいります。先程、

来館者が少ないという話がありましたけれども、ワークショップによっては参加者が少なか

ったりする事業もございますので、事業を入れ替えたりとか、行う時期を変えたりとか工夫

をしながら、参加してくれる方の人数を増やしていきたいというふうに考えております。 

次に、移動博物館に移らせていただきます。例年、総合教育センターで行われます教育フ

ェスティバルに参加させていただいておりますので、今年も１０月２０日・２１日に実施い

たしますので、参加したいと考えております。その他に、学校の依頼に応じて、実施させて

いただく予定でございます。次に、「あるいてみる飛ノ台周辺の遺跡・史跡」。こちらの方は、

わたくしどもの博物館の職員が、海神公民館の職員とともに、飛ノ台周辺の遺跡と史跡を回
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るという事業でございます。こちらの方も、１回が２回コースで２回、計４回の実施を予定

してございます。 

先程、牟田館長の方から話がありましたように、次の、「船橋市の歴史をしらべてみよう」

という言葉で書いてしまいましたけれども、今年度につきましては、郷土資料館も実施する

ということで、郷土資料館と西図書館と共同で、博物館には学芸員がいて、図書館には司書

がいて、うちには教育指導員、学校の先生、校長先生がいますので、夏休みの宿題を調べる

には、恰好の場所と人材がいるというふうに思いますので、それを有効に使いながら、調べ

物学習の相談などに応えていきたいというふうに考えております。 

３といたしまして、博学連携事業についてです。４月から、小学校の学校見学が始まって

おります。今年度は、今日現在で４月が８校、５月が８校、葛飾小が２日間にわたり行いま

すので、日数的には９日間、６月に１校、計１７校が見学の予定になっております。その他、

例年ですと、「くらしの道具」展で、近隣の学校が来るケースもございますので、１８、９

校ぐらいが来館するということで考えております。次に中学校につきましても、例年通り、

教育課程に基づく職場体験などを、だいたい例年１０校程度、受付を行っておりますので、

実施させていただきます。海神中につきましては、何度か申し上げました通り、新採の先生

ということですので、海神中とは、中学１年生とのみ、連携事業を行うということで、話を

進めさせていただいております。その他、美術部員もおりますので、そこら辺も含めて、今

後も連携を続けていきたいと思っております。その他、刊行物につきましては、書いてある

とおりでございます。 

その他といたしましては、防災訓練ということで、例年通り、自主防災訓練などを実施し

たいと考えております。先程、目標の中で申し上げましたとおり、新しい工夫としまして、

先程、郷土資料館で古文書講座のお話がありましたけども、こちらの方でも、平日のワーク

ショップ室が開いておりますので、そういった縄文関係の講座ですとか、場合によっては、

郷土資料館の協力を得て、古文書講座もやってもいいかなと考えています。今後、うまく行

けば、次年度以降、もっと拡大しての利用ということを、考えていきたと思います。 

また、その他としましては、ひとつの企画展が終わり、次の企画展が始まるまでの間、１

階のギャラリーをクローズしておりましたが、それはもったいないということに気が付きま

して、ミニ展示ですとか、そういったことも、ちょっと検討したいと思います。具体的には、

今度の６月の学校見学が７月の上旬、約１か月間と、あと１０月、今度コンテンポラリー展

が終わる９月の上旬から１０月の下旬、これは次の企画展の準備などの関係もありますけれ

ども、それくらいの期間が空きますので、そこで何かミニ企画展などのような形で実施して、

必ずギャラリーは開いている状態、何かやっている状態を作って、できれば、今回ちょっと

間に合うかどうかわかりませんが、広報で簡単に案内して、という形で、企画の方を何らか

変化させながら、呼び込んでいきたいと考えております。私からは以上でございます。 

 

〇岡﨑議長 

ただいま、両館から平成３０年度事業について説明がありました。ご質問などございまし

たら、お願いします。 
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〇中田委員 

郷土資料館の方ですが、展示事業の補足になりますけれど、出張展示で下総中山駅のジオ

ラマ展示と書かれています。千葉県に鉄道が入ったのが明治２７年、その時に走っていたイ

ギリスのピーコック社製の蒸気機関車がジオラマにセットされました。ですから、もし、宣

伝などを行うときは、うたって戴きたい。それから、もう一つ、船橋の「船」。文化財審議

会と合同の内覧会の後の意見交換会でも申し上げましたが、船の展示が少ないという事です。

２年ほど前から申し上げているのですが、江戸和船を芝山在住の方が作られています。７０

分の１の模型で船の科学館などにおいてかなり実績があります。西部公民館でも３月２４日、

２５日に展示され郷土資料館前館長も見学しました。その後、引き継ぎがどうなっているの

かわかりませんが、前館長の話では、リニューアルに向けて是非やってみたいが、時間的に

間に合わない。年末には計画したいという事でしたが、一向に計画に出てきていない。どう

なっているのか、お聞かせ戴きたい。 

 

〇郷土資料館長 

そうですね。和船を作る方はいらっしゃるよ。西部公民館でやったよというような話は聞

いておりますけれども、具体的に、ここでそれを実施したいと、そこまでの話は、実際、引

き継ぎは受けていない状態でございますので、何回も同じことになっているのかも知れませ

んが、ちょっと考えさせて下さいということになってしまいます。申し訳ありませんが、内

部での行き違いで申し訳ございません。 

 

〇中田委員 

学芸員さんに見てもらわないとね。話は進まないと思いますよ。ぼくは、２日間、詰めま

した。詰めてみましたところ、来られる方が非常に多いのですね。なんで、こんなのが郷土

資料館に置いてないのという意見もずいぶん出ました。ですから、まあ、１回ご覧になれば。

非常にすばらしいものだとわかると思います。それを船橋の船としてね。１つの企画展で展

示できれば、非常に良いのじゃないかなというふうに思って、言わせてもらいます。 

 

〇郷土資料館長 

ありがとうございます。 

 

〇岡﨑議長 

他に。 

 

〇日塔委員 

今のことに関連して、よろしいですか。船の保存は難しいところがございまして、今仰っ

ている方と現地の方でお会いしました。角明丸ですね。いろいろ話し合ったのですけれども、

やはり、漁船についてはかなり詳しい方ですよね。この前４月３日に船橋港で行われる水神
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祭を見学しましたが、船橋は漁業ですよね。漁船がやっぱり重要だなということがわかるの

ですが、ぜひとも計画を立てて、保存を図っていただきたいと思います。これは、時間がか

かると思います。簡単にできるものではないと思いますので、しっかりした計画を作ってい

ただいて、保存していただきたいと思います。 

 

〇郷土資料館長 

ありがとうございます。 

 

〇岡﨑議長 

その件についてですが、みなさまから要望があればこうして欲しいということを書いたも

のを送っていただいて、少し強く出していただいたらよろしいのではないでしょうか。 

 

〇日塔委員 

前回、調べた結果のレポートを作っておりまして、その中にそういったことを、最後の方

に付け加えてあります。 

 

〇岡﨑議長 

そういうものを、何かの機会に出してもらえればですね。 

 

○郷土資料館長 

 はい。よろしくお願いいたします。 

 

〇高橋委員 

質問して良いですか。この夏休みの宿題応援というのは、非常にありがたいです。しかし、

飛ノ台の方は２日間ということなので、もう少し増やすことは可能ですか。 

 

〇郷土資料館長 

うちの方ですよね。うちが未定になっていて、飛ノ台の方が２日になっているけれど、ど

んなことを考えているかという。 

 

〇小田郷土資料館主任主事 

郷土資料館と飛ノ台史跡公園博物館の、同じ内容についての記載が違うということに関し

ては、飛ノ台史跡公園博物館は、去年実施しているので、去年のことをベースに書かれてい

ます。郷土資料館の方の記述は、郷土資料館は今年度新しくですし、西図書館も新年度担当

者が変わっているので、西図書館から話をいただいたんですけれど、西図書館の方にどうい

うふうに書いたら良いですかということを伺って、その方と、こういう形で書いておこうか

と相談した結果が書かれています。なので、若干相違しているということと、あと、３館合

同での話については、今度、ゴールデンウィークに予定されているので、詳細は決まってい
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ないということによります。 

 

〇郷土資料館長 

こういうことをやろうよというところまでは決まっておりますけれども、詳細についての

詰めというのは、来週２日に集まって決めるということなので、日数的なものとかも全く未

定です。やることは決まっておりますけれども。 

 

〇高橋委員 

それでしたら、統一させる必要があるのではないかということと、できれば、ぜいたくな

お願いなのですが、こういう講座に来なくても、たとえば、子供たちに「縄文の博物館に行

ったら、教えてもらえるよ」と言っていいのでしょうか。宣伝は可能ですね。その辺はどう

ですか。 

 

〇飛ノ台史跡公園博物館長 

図書館でも博物館でもレファレンスを行っていますので、何かわからないことを聞いてい

ただければ、お答えさせていただいております。夏休みの自由研究については、調べる方法

やまとめ方があるようなので、そういうことはやっぱり先生の経験が役に立つと思います。

自由研究で調べるには、実物だけでなく、本で調べることも必要です。そうすると、図書館

と一緒に事業を行うことが必要です。まだ２回目で手探りの状態ですし、日程などについて

も、いろいろな意見がございまして、なかなか難しいところがあります。そこらも含めて、

次回集まった中で検討させていただいたいと考えております。 

 

〇高橋委員 

私が言っているのは、講座云々とは別に、ヒョコっと来てね、「先生これ見つけたのだけ

れど、これなあに」と聞いたり、「これ調べてわからないんだけど」とか質問したり、お願

いしたりするのは可能かどうかということなんです。いつもレファレンスやっているのはわ

かっているのですが、その辺はどうですか。 

 

〇飛ノ台史跡公園博物館長 

ただ、先生方から、自分で調べるのも一つの勉強というご意見も聞いておりますので、調

べ物学習のプロセスを踏んだ中で、最終的にわからないことについて、博物館学芸員に聞い

ていただくのは良いのかなと思いますが。学校教育の中で、きちんと調べ物学習という、学

習の場であると思いますので、そこで調べていただいて、わからないことについては専門の

学芸員に聞くというのが、流れが良いかと思っています。そういう基本的な考え方の中で、

実施させていただいています。ですので、わからなければ、質問していただくのは構わない

と思っています。 

 

〇高橋委員 
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私も普段の授業だったら良いんだけど、夏休みの自由研究みたいなのになると、子供たち

は遺物とかみつけると、急に何なのかを知りたいときがあるんです。そういう時に、普段か

らそちらの方にね。お邪魔していると思うのですが。それを夏休みの時期、積極的に宣伝し

ていいのか、しない方が良いのかということです。 

 

〇飛ノ台史跡公園博物館長 

最初に図書館で聞いて来る人もいると思うので、まず自分で調べ物をして、調べてわから

なければ、博物館に聞くというのが、流れが良いと思っています。博物館に来て答えを教え

て下さいというのは、学校教育的にどうなのかな、と思っています。 

 

〇高橋委員 

私が飛ノ台に居た時にも、いろいろなものを持ってきた人がいました。子供でも、拾った

とか何とか言って来ることがあるので。そういう時に、ちょっと教えてあげればどうでしょ

う。あとは、こういう本で調べてごらんって言えば、子供たちの意欲になるじゃないですか。 

 

〇飛ノ台史跡公園博物館長 

にわとりと卵とどっちが先かみたいなんですけれども、答えを聞いてから自分で調べるの

か、自分で調べて、わからないことを学芸員に聞くのか、どちちが良いのかというのは、私

にもわかりません。 

 

〇高橋委員 

私が言いたいのは、現物が例えばあって、見たってわからない場合がある。その時は行っ

ても良いのではと思うのですが。学習の順番とかそういうことを言ってるのではないのです。

だから、そうであれば大々的に広報をやっても良いのではということです。 

 

〇郷土資料館長 

そこは、大々的というか。高橋委員の仰っていることはわかります。ただ、本来であれば、

せっかくある博物館ですから、大々的に言っていただいて、いっぱいの子に来てもらうのが

一番だと思っておりますけれども。うちの場合も、できる限り、常時、学芸員は一人はいる

ような体制をとるようにしていますが、留守になる時間もありますし、実情はわかっていた

だいていると思うので。何かお願いしたいとかそういうのがあれば、学校の校長会とかそう

いうところでお話をさせていただきながらですね。本来個人の考えを話す場じゃないかも知

れませんが、できることであれば大々的にやりたいのはありますけれども、その辺は、また

検討させていただいてということで、よろしくお願いします。 

 

〇飛ノ台史跡公園博物館長 

よろしくお願いいたします。 
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〇高橋委員 

あと、資料の３で、市民団体というのが２つありますね。企画展と、それから、地域研究

見学会。この市民団体について詳しく教えて下さい。 

 

〇郷土資料館長補佐 

まず、企画展では、この地域の団体で、薬円台公民館で活動されている正伯塾という団体

と習志野台公民館で活動をされている習志野原歴史研究会という団体、それにその知り合い

の方たち。特に、市民大学の卒業生の方たち、そういった方たちが加わったのが、主なメン

バーです。「郷土資料サポーターズ」という名称です。そちらの方が、こういうことをやり

たい、こういうものを展示したいということを仰っているものがありまして、そういったも

のを私どもの方で、企画案を立てて、共催という形で実施していく予定です。それで、企画

展②のところの、「知ってみようよ！習志野原」の会期が、５月２９日から６月１７日と決

定しており、それほど長くないので、やりたかった事業が、ここの期間内でスケジュールの

調整がききませんでした。打ち合わせでは、その方たちが街歩きみたいなことをやりたいと

いうことでした。この地域は、国道 296号線の向こう側に陸上自衛隊があり、中に空挺館と

いう資料館がございます。歴史的な建物でもあります。空挺館の見学は、公開日が設けられ

ていてもちろんできるのですが、習志野駐屯地内の見学もさせてくれるということで、この

地域の公民館の事業で実施しているようです。まず、それを一つやりましょうということで。

特に空挺館には、歴史的な資料がいっぱいありますので、これから自衛隊の方と交渉に入り

ます。それが一つと、陸上自衛隊の演習地内は、すごく広大ですが、その中に、野馬土手で

すとか、石造物が残されているものがあるというんですね。それについて、調査をしたいと

いうことが、この団体の方から出ておりまして、それでは、この機会にやりましょうという

ことで、１０から１１月頃を予定となっておりますけれども、これから自衛隊の方と詰めて

いきますので、ひょっとしたらまた前後するかも知れないのですが、このような形でやって

いきたいと思っております。 

 

〇郷土資料館長 

１ページ、２ページに書いてあります市民団体というのは、同じで、「郷土資料サポータ

ーズ」という名称の団体ということで、一緒でございます。 

 

〇高橋委員 

ありがとうございました。 

 

〇岡﨑議長 

他に。 

 

〇中田委員 

郷土資料館の方ですけれど、牟田館長はご覧になったと思いますけど、例の船橋の無線送
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信所のジオラマの件。情報として聞いていただきたいと思いますが、かなり精巧にできてお

りまして、滝口先生も何回かアドバイスをしに来られました。そして最終的にできあがりま

した。そういったことで、ぜひ、これも学芸員の方に見ていただきたい。ああいったものも、

船橋の歴史の１ページですよね。ぜひ、郷土資料館として、検討していただきたいと思いま

す。滝口先生の方も、５月９日に地名研究会の見学会と講演会を予定しているそうで、新聞

関係も、船橋よみうりが、４月２８日に折り込みで入るそうです。あと、朝日新聞にも話し

てあるので、情報としてここでお話しておきます。 

 

〇郷土資料館長 

ありがとうございます。すごいものですよね。はい。ありがとうございます。 

 

〇岡﨑議長 

その他。 

 

〇高橋委員 

岡﨑先生、飛ノ台についてでも良いですか。野外展示についてですが、ありがとうござい

ます。展示にしていただいて。ただ、亀裂がちょっと入っていますね。将来的には、どのよ

うなことを考えているんですか。 

 

〇飛ノ台史跡公園博物館長 

今、ご指摘がありましたように、亀裂などがかなり激しいです。毎年メンテナンスを行っ

ておりますが、予算の関係で、本当に簡単な修理しかできておりません。栗原補佐にお聞き

したところ、かなり前に一度、大規模な修繕を行ってという話は聞いておりますので、来年

度以降、近々できるだけ早く実施したいと思っています。施設の方もだいぶ傷んでいます。

設備は古くなってきており、特に電化製品などの故障などが頻繁におきています。今年度に

入り電話もおかしくなりました。このようなことから全体的な兼ね合いを見ながら、野外展

示の予算要求をしていきたいと考えています。建物のきしみですとか、細かい修理はしては

おりますが、予算が限られている中で実施しておりますので、積み残しがかなりあります。

そういった事情がありますので、全体の中でのバランスをとりながら予算要求はしたいと考

えております。以上です。 

 

〇高橋委員 

「くらしの道具」展を飛ノ台でやっているけど、去年これを見ると、学校の利用が１件で

すね。数が減っているので、もう少し何とかならないのかなと思います。 

 

〇飛ノ台史跡公園博物館長 

もう 1校来たいという小学校はありましたが、日程が合わなかったので、残念ながら受け

入れができませんでした。黒電話ですとか、そういったものがありますので、周辺の学校に
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宣伝し、周知の方を行いたいと考えております。以上です。 

 

〇高橋委員 

去年から、三番瀬の学習館へは、学習バスを出してくれています。あそこ専用です。そう

いうようなバスを出してくれれば、学校としては助かるのですが。 

 

〇郷土資料館長 

学習館もバスを出していますか。リサちゃん号とかですかね。じゃなくて。何だろうな。 

 

〇高橋委員 

教育センターの方でやっているバスがあって、あそこに行くということであれば、バス出

しますよというのがあるんです。あと市内見学というのがあります。それから、一宮。プラ

ネタリウム。この４つについては、予算がついていて、学校は助かっているのですが。そう

いうのに、うまく入れていくことはできないですか。郷土資料館は、バスを借りてもちょっ

と置くところがないから、仕方がないけれど。例えば、飛ノ台は、１台２台ならバスを置け

るから、なんとかうまくできないかな、と思うのですよね。 

 

〇郷土資料館長 

すみません。環境学習館の話、初耳でした。その辺、ちょっと研究します。 

 

〇岡﨑議長 

その他、ございますか。無いようでしたら、次に、議題４ですか。平成３０年度の、博物

館協議会の日程について。 

 

〇郷土資料館長 

よろしくお願いいたします。これまで年４回実施していましたが、委員の皆様方から、回

数を減らして、視察を入れてほしいというご要望があったと聞いております。それで、今年

度は会議としましては、４月、今日ですね。あと、１１月の年２回。それに、２月に視察と

いう形で、こちらのペーパー１枚ですけど、考えさせていただきました。 

１０月３１日までで、今回の任期が終わりますけども、１１月に新委員の委嘱式と、平成

３０年度第２回の協議会を合わせて行って、２月に他市の博物館などの施設見学を予定して

おります。説明は以上になります。 

 

〇岡﨑議長 

これについて、何か、質問はございませんか。 

 

〇高橋委員 

直接じゃないんだけれども、学校側の勝手な事情ですが。我々は、結局４月になってから、
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誰がどこの委員をやるかが決まるのです。そうすると、去年も、その前もそうなんだけれど、

結局定年だとかなんとかがあるから、半年とか 1年近く、結局、学校代表で出る人がいなく

なってしまう。だから、規程でそうなっているからなんだろうけれど、良い方法が無いかな

と思います。 

 

〇郷土資料館長 

そうですね。どっかで思い切って変えるっていうのしか無いかと思うのです。私も、来て

初めて、飛ノ台ができたときに、博物館条例を改訂し、その時に、協議会を設置したと聞い

ておりますので、時期が１０月までで、１１月改選って、市の附属機関の会議では珍しいと

私も思うんですね。で、実際、この後もお話がありますけれど、ＰＴＡにしてみましても、

委員は５月の総会までなんですよね。ただ、その間に今のところ、会議を予定しておりませ

んので、空席のままということで、佐藤委員には、ＰＴＡの役員を降りるということなので

辞退届を書いていただこうと思っております。あと、校長会の方には、異動はどうなるかわ

かりませんのでしょうがないですけれども、退職というものは配慮してほしいとお願いをし

ていくしかないのかなと。あとは、もう根本的なところで、任期を変えるしかない状況だと

思います。 

 

〇高橋委員 

我々の都合で申し訳ないのだけれど、定年もあるし、定年じゃなくても、行政に入るって

こともあるので、申し訳ないと思って、結局半分出られないことになってしまいます。 

 

〇郷土資料館長 

すみません。これ、日付は案としては入れさせていただきました。ただ、１０月末で、次

また改選がありますので、新しい委員になられる方がどなたかっていうのはわからないです

し、一応こちらの予定では、こういう形で行きたいなということで、高橋委員からは伺いま

したけれど、年２回の会議と 1回の視察という、基本的にはそういう形でということで、よ

ろしいですか。では、このような形で。ありがとうございます。 

 

〇岡﨑議長 

では、議題５ですね。その他に移ります。 

 

〇郷土資料館長補佐 

ペーパー1 枚で、「こわがまミュージアム」というプリントをご覧下さい。学校側で作っ

てくださり、地域の皆様にお配りしたものです。昨年、東中山のある民家に、農家のお宅で

すけれども、大量の明治・大正・昭和前半ぐらいの民具とか、農具とかの一括資料で、大変

状態の良いものがありまして、それらのご寄贈を受けました。ところが、郷土資料館の方で

は、それらを収めておく場所、収蔵庫が満杯の状態でして、たまたま、飛ノ台の博物館に以

前勤めていらっしゃって、現在、古和釜小学校の校長先生でいらっしゃる宮野先生にご相談



23 

 

いたしました。とても良い資料があるのだけれども、置く場所がなかなか確保できないので、

協力して子供さんたちに見せられるようにするから、ゆとり教室に置かせてもらえませんか

とご相談申し上げたところ、じゃあ、一緒にミュージアム作りましょうということになりま

した。先生方に本当にご協力いただき、埃だらけだった民具の埃を取っていただいたり、う

ちの職員が作った説明書きを向こうで展示できる形のキャプションにしてくださったりと

かですね。そういう過程を経て、「こわがまミュージアム」という形でオープンしていただ

きました。古和釜小学校のご協力があって、やることができて、なおかつ、地域の住民の方

にも公開して下さっています。飛ノ台でも時々展示しておりました蓄音機がございまして、

これを鳴らして、ちょっと良い感じのレトロ感がある音楽を聴いていただくというようなこ

ともして下さっているそうです。 

その他に、縄文土器ですとか、飛ノ台でも体験用に展示している縄文服、着ることのでき

る縄文服のレプリカと言いますか、それらも子供さんたちが体験できるように、置かせてい

ただいております。 

一番問題になっているのが、資料をどこに運ぶのか、置き場を確保するかということが苦

労しているところですが、良い状態の資料を、学校のご協力があって、展示するところまで

できたという、郷土資料館としては良い仕事ができたかなということで、ご紹介したいと思

います。 

 

〇岡﨑議長 

その他にありませんか。 

 

〇文化課主幹 

文化課です。博物館に関連ある事項として、いくつかご報告させていただきます。お配り

した資料が、平成３０年度予算説明資料１というもので、今年の３月議会で提出した資料で

すが、すでに内容が議決されておりまして、公開済ですので、そのまま使わせていただきま

す。それが１ページ目。１ページ目が取掛西貝塚に関すること、２ページ目が指定文化財に

関すること、３ページ目、取掛西貝塚保存事業スケジュール、その裏面が、調査する地点な

どの情報です。一番最後のページが美術館の出張展示に関するご案内の資料になります。 

１ページ目に戻りまして、昨年もご報告させていただいたのですが、国指定史跡を目指し

まして、取掛西貝塚、約１万年前の、日本列島の中でも大変貴重だという評価をいただいて

おります、貝塚・集落跡の調査を３か年で進めております。３ページ目のところにスケジュ

ールを示しておりますが、昨年度平成２９年度は、この地図で言いますと東半分、今年は黄

色の西半分を調査予定ですが、昨年は東半分の発掘調査を行っております。約２万平方キロ

メートルを行いまして、私たちも大変驚いたのですが、約１万年前の竪穴住居跡、貝塚、集

落がかなり高い密度で、東西約２００メートルの範囲に広がっているという状況でございま

した。 

今年度は、この黄色い所、西半分、約２万平米を、試し掘りをしてまいります。どこまで、

そういった古い時代の遺跡が広がっているのかということを確認し、国指定史跡の範囲を、
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国・県と協議して決めていく調査を今年度も実施いたします。詳しくは先程お配りいたしま

した、『ふなばしの遺跡』、今年の３月に発行いたしまして、文化課、埋蔵文化財調査事務所

の考古の専門職と、歴史文化財担当の職員が、全員で執筆いたしましたが、そこにご案内し

ておりますので、ご覧いただければ大変ありがたいです。 

今年度、新規の事業としては、１ページ目のところに書かせていただきましたが、自然環

境分析ということで、谷のところをボーリングによる地質調査をいたしまして、約１万年前

の地形や植生を調べる、古環境と言っていますけれど、調査を実施してまいります。 

それから、ドローンを飛ばして、三次元地形測量を実施して、旧地形などを調べてまいり

ます。 

次に、今年度は調査検討委員会を設けます。調査検討委員会は、考古や自然環境分野の専

門家の方に入っていただいて、どのような調査をするのか、また、整備をしていくのかとい

うことを、検討してまいります。 

他には、現地の見学会、小学生対象及び市民の方向け現地見学会を実施します。 

それから、３ページ目のスケジュールのところにお示ししていますけれど、３月に勤労市

民センターで講演会を実施予定で、今年の調査報告会と、有識者の方の講演会を実施予定で

す。また、決まりましたら、チラシなどをお配りしたいと考えております。 

他に、土地購入も行っておりまして、すでに、ここを開発したいという相談が、いくつか

あがっておりまして、それは、市の単独で土地購入を進めている状況です。今年はフルカラ

ーで８ページのパンフレット、取掛西貝塚のパンフレットを発行予定でございます。 

あと、２ページ目裏になりますけれども、予算説明資料２というところですが、市の指定

文化財に関するものです。下野牧二和野馬土手を、市の指定文化財にいたしました。具体的

には、市内の二和小学校の前の約４００メートル、江戸時代の野馬土手が残っているのです

が、最も残りの良い部分、１９０メートルを、昨年度、市の指定文化財といたしました。こ

れは、先程お配りしました『ふなばしの遺跡』でご紹介しておりますので、詳しくは、そち

らをご覧いただけるとありがたく思います。 

他に、その下に太字で書いておりますが、昨年度、神楽伝承団体の交流会を実施いたしま

した。市内に神楽を伝承しておられる団体が５つございまして、なかなか団体さん同士で交

流することが無いということなので、市が仲介しまして、情報交換会を行いました。引き続

き、今年度も実施する予定です。 

１番最後の船橋市出張美術展と学芸員による対話型鑑賞の授業の資料ですけれども、船橋

市では、美術館建設の準備をしておりまして、昨年度、市で初めて美術が専門の学芸員を１

名採用しました。今年度はそれに加えて、非常勤の学芸員１名を採用しております。美術館

建設は先の話ですが、それに先駆けて、学芸員が自ら学校などに出かけていって、市で所蔵

している美術品椿貞夫の作品などを、実際に本物を目の前に置いて、子供たちに説明をし、

子供たちの感想を聞きながら、対話型の鑑賞の授業という方法論を実践しております。簡単

ではありますけれど、以上です。 

 

〇岡﨑議長 
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あと、何かありますか。 

 

〇中田委員 

館長も代わられたという事でお願いがあります。今までの会議では「検討します」という

文言に対する回答が無い。先ほどの船の件についても、文化財審議会との意見交換会で、「検

討します」と言いながら、その結果が出てこない。東部公民館と郷土資料館は、かなり密接

にタイアップしてやっているけれども、西部公民館とはやっていない。それを是非やってほ

しいという事に対し、「検討します」と言っていながら出てこない。それから、船橋の猟師

町の方言を取り上げてみたら良いんじゃないか、という事に対し、「検討してみます」、これ

も出てきません。結果を出してもらいたい。検討した結果、駄目な理由を明確にしてもらい

たい。うやむやのうちに処理される事のないようにお願いしたい。新館長、よろしくお願い

いたします。 

 

〇郷土資料館長 

はい。ありがとうございます。 

 

〇岡﨑議長 

他の先生方、ございますか。 

これで、平成３０年度１回の博物館協議会を閉じさせていただきます。ありがとうござい

ました。 

 

〇一同 

ありがとうございました。 

 

１５：３０終了。 

 


