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平成 30年度第 2回船橋市博物館協議会会議録 

  

１ 開催日時 

平成 30年 11月 16日（金曜日）午後 2時 10分～午後 3時 23分 

 

２ 開催場所 

  船橋市飛ノ台史跡公園博物館 ワークショップ室 

 

３ 出席者 

  （１）委員   岡﨑委員 高橋委員 中田委員 

  （２）事務局  三澤生涯学習部長 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 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 

  日塔委員 木原委員 須藤委員 

 

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）新期博物館協議会 会長・副会長の互選               公開 

（２）平成 30年度 郷土資料館、飛ノ台史跡公園博物館の事業報告について  公開 

      （平成 30年 4月 1日～平成 30年 10月 31日） 

（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 

      （平成 30年 11月 1日～平成 31年 3月 31日） 

（４）その他                              公開 

 

６ 傍聴者数 

  0名 

 

７ 決定事項 

 （１）委員の互選により、岡﨑委員が会長に、日塔委員が副会長に選任された。 

（２）（３）事務局から報告があり、質疑応答及び意見交換を行った。 

 

８ 議事 

○栗原郷土資料館長補佐 

ただ今より、平成 30年度第 2回博物館協議会を開催いたします。本日の協議会出席者は、

日塔委員、木原委員、須藤委員を除く、3名でございます。 

委員の半数がご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項の規定に

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。 
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それでは、これより、博物館協議会の今期会長・副会長の選任に移らせていただきます。

会長、副会長の選任につきましては、船橋市博物館条例施行規則第 8条第 1項の規定により、

委員の皆さまの互選で行うこととなっております。委員の皆さま、よろしくお願いいたしま

す。 

 

○中田委員 

私は、岡﨑会長、日塔副会長が適任だと思いますので、推薦したいと考えますが、いかが

でしょうか。 

 

○郷土資料館長補佐 

皆さま、いかがでしょうか。 

 

○各委員 

異議なし 

 

○郷土資料館長補佐 

それでは、岡﨑委員、引き続き会長をお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 

○岡﨑会長 

日塔先生は、本日ご欠席ですので、事務局で日塔委員にご意思の確認をお願いできますか。 

 

○牟田郷土資料館長 

 了解いたしました。日塔委員の副会長の就任については、ご本人にご意思を確認いたしま

す。 

 

○郷土資料館長補佐 

それでは、岡﨑会長、ご挨拶をお願いいたします。 

 

○岡﨑会長 

私は、第 1 回目の協議会から委員をしておりますものですから、皆さまのご協力を得て、

出来る範囲でお手伝いさせていただきたいということで、よろしくお願いいたします。 

 

○郷土資料館長補佐 

どうもありがとうございました。委員の皆さま方には、これから 2年間博物館協議会の運

営にご協力賜わりますよう、よろしくお願い申し上げます。 

本日は、傍聴の希望者はおりませんことをご報告いたします。 
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○郷土資料館長 

議事の前に、委員の皆さまにご報告事項がございます。前回の協議会でご紹介させていた

だきました飛ノ台史跡公園博物館の学芸員の畑山ですが、この 10 月より非常勤職員から常

勤職員となりました。飛ノ台史跡公園博物館が縄文専門館として、さらに市内遺跡の縄文時

代の研究や展示活動に邁進できるよう指導してまいりますので、先生方にもお力添えをいた

だきたくよろしくお願いいたします。 

 前回の協議会で、委員の皆さまからの質問についての回答が出てこないというご意見をい

ただきましたが、ここで、ご報告させていただきます。 

高橋委員から学習バスについてのお話がございました。 

「総合教育センターでは、三番瀬環境学習館へは学習バスを出してくれている。郷土資料

館や飛ノ台史跡公園博物館でも、そのような制度があればよいと思う」とのご意見をいただ

きました。 

総合教育センターに確認したところ、「船橋市教育委員会学習バス利用要綱第 4 条に定め

ている、校外学習に該当するので、三番瀬環境学習館と同様に使用できる」、との回答をい

ただいております。 

高橋委員から学校との連携事業についてのお話をいただきました。 

 「博学連携」といった場合、テーマを決めて小中学校や高校と、新たに何かを展示するよ

うな事業を作りあげるとなると、お互いに負担も大きくなります。 

 飛ノ台史跡公園博物館では、小中学校が授業の一環として見学に来る際には、先生方が「博

物館に求めていること」、それに対して「博物館ができること」など綿密な事前打ち合わせ

を行っております。 

 また、12 月 1 日から、千葉工業大学写真部・フォトクラブと郷土資料館・東部公民館で

「津田沼今昔写真展 PartⅤ」を開催します。学生は現在の写真の撮影、キャプションの作

成、関連イベントの開催等を行い、市側はキャプション作成のために、地元町会や商店会の

方々からお話を聞く場を設けるなどして、準備を進めております。 

 他には、博物館にある資料を活かして中学校美術科の授業を行い、作品作りにつなげると

いう事業を飛ノ台史跡公園博物館では行っております。その作品展示を、11月 30日から郷

土資料館でも行う予定です。 

どこまでが協力で、どこからが連携なのかという線引きは難しいところですが、一方から

だけのアプローチは「協力」でしかないと思いますので、今、お話ししたような事例は、連

携といって良いのではないかと考えているところでございます。 

中田委員から「和船模型」「行田無線塔模型」の展示についてのお話をいただきました。 

 和船につきましては、郷土資料館では、かつて内房の漁業に関する展示を行っております。

現在、近世史と考古専門の学芸員しかおりませんので、残念ながら和船に造詣の深いものが

おりません。和船をテーマにした企画展を開催するのであれば、やはり、船橋の港で、和船

で漁をしていたころについて調査し、研究を深めたうえで、船や漁具などの企画展を開催す

べきと考えております。 

 お話では、「江戸和船」ということで、他の博物館でも展示されているとのことです。こ
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のような資料の展示のひとつの考え方としては、「精巧にできた和船の模型を展示する」こ

とになるかと思います。船の科学館で実施した、こういった考え方に基づいた展示でしたら

できるかな、と考えております。 

行田無線塔模型につきましては、多くの市民の方に観てもらうため、郷土資料館を貸出の

拠点として、社会教育施設や小・中学校等で展示できるよう、展示ケース作成の費用を平成

31年度予算で要求しているところでございます。 

日塔委員からボランティアの活用についてのお話をいただきました。 

 郷土資料館は、現在でも、資料整理や展示の手伝い、Ｄ５１の整備や展示解説について、

4 名の方にご協力いただいております。また、3 階のエレベーターホールの広い壁面には、

地元のアーティストに船橋をテーマにしたアート作品の展示をお願いしています。 

当館としても、今後、ボランティア登録制度を設け、博物館の事業に興味があり、やる気

のある方を募り、研修などを通して、ボランティアの活用を進めたいと考えております。 

日塔委員から「角明丸」の保存・展示についてのお話をいただきました。 

 角明丸は、平成 14 年に船橋市へ寄贈された船橋漁協最後の木造船です。教育委員会行政

運営会議を経て、15 年に郷土資料館脇へ移送、28 年にエレベーター設置工事のため、豊富

第一収蔵庫脇へ移設しました。その後、ブルーシートにくるんだままにしておりましたが、

29 年にシートをはずしてみたところ、日塔先生にも見ていただきましたが、かなり傷みが

進んでしまっておりました。 

 「角明丸」は、船橋湊最後のオオマキ船・貝漁に使われた船です。活用の道を考えており

ますが、修理方法についての調査や展示・活用方法について、暗中模索というところです。

来年度には、有識者に修理方法や保存活用についてご意見を伺い、また、船橋市の関係各課

とも協議し、方向性を検討していきたいと考えています。その際には、また、委員の皆さま

からもご意見を伺わせていただきます。 

 

○郷土資料館長補佐 

さて、本日は、お手元の次第に沿って進めさせていただきます。なお、船橋市博物館条例

施行規則第 9条第 1項の規定により、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。 

          

○岡﨑会長 

それでは、議題 1 の平成 30 年度郷土資料館、飛ノ台史跡公園博物館の 4 月 1 日から 10

月 31 日の事業実績について、郷土資料館、飛ノ台史跡公園博物館の順に説明をお願いしま

す。  

 

○郷土資料館長 

平成 30年 1月 28日のリニューアルオープン後は、1日平均 100人程度の入館者数となっ

ており、「船橋ヒストリーＱ＆Ａ」など、映像を取り入れたコーナーは好評で、小学生を含

めた多くの方にご利用いただいております。 
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それでは、議題 1 平成 30 年度 4 月～10 月の郷土資料館事業報告です。（１）展示事業に

つきましては、1 ページに記載のとおり、「常設展示」「野外展示」「出張ジオラマ展示」を

開催しております。 

企画展等としまして、①市民アンケート企画展 船橋の「これ知りたい！」、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」、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」を開催いたしました。 

②の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」では、宮内公文書

館所蔵の明治天皇のご宸筆もお借りし展示することができました。会期中、毎日、郷土資料

サポーターズの方々が展示解説をしてくださり、地域とも連携することができた企画展でし

た。 

また、博学連携としまして、日本大学理工学部学芸員課程有志による、防災をテーマにし

た企画展示「地震・台風 備えあれば憂いなし」も開催しております。 

（２）教育普及事業につきましては、7月に夏休み歴史見学会として久留里城址資料館へ行

きました。鎧を着る体験もでき、子どもたちは大変喜んでいました。 

防災ワークショップでは、日本大学理工学部学芸員課程の学生が、参加者の自宅周辺の地

図をその場でプリントし、公共施設や危険個所の確認等をしながら、防災マップを作成しま

した。また、液状化現象が起こるしくみを、わかりやすく小学生にも説明していました。 

千葉県北西部地区文化財巡回展の関連イベントとして、実物の縄文土器を使った拓本ワー

クショップを行いました。同様の拓本を公民館非常勤職員研修でも実施しましたところ、と

ても好評で、「ぜひ、事業で取り上げたい」との声も聞かれました。 

今年から毎月開催している古文書講座ですが、初級クラスなどは、毎回、申し込み開始日

の午前中には定員 20名が埋まってしまうほどの、人気の講座となっております。 

教育課程に基づく博物館見学につきましては、今月、高根小学校と市場小学校も来館いた

します。 

講師派遣につきましては、掲載のとおり、当館学芸員が多くの講座等に出向いている状況

です。 

（３）その他事業等につきましては、リニューアルオープン後はエレベーターを設置したこ

とで、高齢者福祉施設の方々の来館が増えております。 

 調査研究活動といたしまして、掲載のとおり文化課と協力し、個人所蔵の資料調査を進め

ているところでございます。 

 最後となりますが、NHK「西郷どん」で「明治天皇駐蹕之処の碑」が 10 月 28 日に放映さ

れました。その後は、テレビで見たという方の来館も増えております。 

 説明は以上です。 

 

○井上飛ノ台史跡公園博物館長 

それでは、飛ノ台史跡公園博物館の事業報告をさせていただきます。 

常設展は通年で 10月末までの開館日数は 183日、13,634人でございます。また、野外展

示は、2,211人でございます。郷土資料館と開館日数が違いますのは、郷土資料館において



6 

 

は、燻蒸消毒を行った関係で、臨時休館しているからでございます。 

次に企画展です。例年行っております「第 18回縄文コンテンポラリー展 inふなばし」で

す。今回は「とび博 土偶のアート伝説」をテーマにして行いました。関連ワークショップ

には 7 日間 14 回、参加 238 人、8 月 5 日に行った土偶をテーマに行ったレクチャー＆トー

クには、41 人が参加しております。今回期間中の参加者は 4,205 人で、昨年が 3,551 人で

したので、同じ会期日数ですが 700人ほど多く来館していただいております。増加した要因

としては、東京国立博物館で開催された縄文展の影響かと考えております。 

次に教育普及事業でございます。最初に、ワークショップ事業です。こちらは通年で実施

し、土曜、日曜、祝日や夏休みに実施し、これまで 97 回、2,368 人に参加していただきま

した。 

次に「バスで訪ねる遺跡・博物館見学」です。第 1 回目は、5 月 26 日に土浦市上高津貝

塚ふるさと歴史の広場（考古資料館）と筑波宇宙センターを見学しております。参加者は

34 人です。市民の方から博物館の見学会なのに筑波宇宙センターを見学するのは、いかが

なものかとのご意見をいただいておりますが、児童生徒が気軽に参加してもらいたいと考え

ておりますので、今後もこのような形で実施したいと考えております。 

次の学芸員実習につきましては、郷土資料館と共同で受入れを行い、実施いたしました。 

また、夏休み自由研究相談会につきましては西図書館、郷土資料館と共催して実施いたし

ました。 

次の教育課程に基づく博物館見学につきましては、通年受入れで、まだ受入れております

が、4 月～6 月まで来館した小学校が 16 校 1,672 人で、例年 20 校程度来館していることを

考え合わせると、少ないと感じております。 

次に海神中学校、高根台中学校との美術科連携授業です。前回報告させていただきました

30 年度事業計画には高根台中学校との美術科連携授業は入っておりませんでしたが、海神

中学校から高根台中学校に異動した美術科教諭から、要望がありましたので、実施させてい

ただきました。高根台中学校からは全学年で実施したいと要望がありましたが、高根台中ま

では遠く職員の負担になることを考慮して、1、2 年生だけ実施させていただきました。海

神中学校との美術科連携授業は現在行っております。海神中学校とは社会科 1年生でも連携

授業を実施いたしました。 

10月 20日、21日に行われた総合教育フェスティバルへは例年通り参加し、展示とワーク

ショップを行いました。移動博物館につきましては 6 月 12 日に八栄小学校で「縄文土器」

の解説や地域の貝塚等に関する説明を行いました。 

その他の事業につきましては、資料のとおりでございます。このうち、県立高等学校教諭

2 年目研修や千葉県教育研究会船橋支会小学校高学年社会科部会研修会など教諭の研修は

今後も積極的に受入れてまいります。 

主な資料貸出等協力ですが、東京国立博物館の縄文展に当館の小室上台遺跡土偶を貸出・

展示が行われました。引き続き、現在もパリで開催中のジャポニスム 2018「縄文展」にお

ける展示のため、パリ日本文化会館において現在も展示されております。先日、東京国立博

物館の担当者より 12月 20日に当館に返却される予定との連絡がありました。年が明けてか
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ら、東京国立博物館やパリで展示をしていただける程、貴重であることを市民の皆さまに分

かっていただくような準備を行い、展示したいと考えております。 

以上で報告を終わります。 

 

○岡﨑会長 

ありがとうございました。それでは委員の皆さま、ご質問などがあれば、お願いいたしま

す。 

 

○中田委員 

質問ではありませんが、下総中山駅ジオラマ展示について近況をご報告させていただきま

す。 

平成 27 年 4 月から西部公民館で展示されましたが、非常に好評です。また、西船橋駅と

下総中山駅には無料でポスターを張っていただいておりまして、4月には新しいポスターへ

の張り替えもしたりしています。今後も掲示していただけるよう駅長ともコンタクトを取っ

ていきたいと思っています。 

 西部公民館は児童ホームを併設していますので、4歳ぐらいから小学校低学年の子どもた

ちが、下総中山駅のジオラマというよりも、電車のミニチュアがあるということで喜んで見

ています。それに合わせて、お母さんやお父さんが下総中山駅ジオラマを見ていくという姿

が多く見受けられます。 

公民館の職員から、新しいサークルの方々が、ジオラマをよく見ているということも聞い

ておりますので、西部公民館に設置していただいて良かったと思っています。 

 

○高橋委員 

利用状況について、以前、郷土資料館と飛ノ台史跡公園博物館両館で報告の様式を合わせ

ると言っていたが、（4）利用状況の項目名が、郷土資料館は観覧者数、飛ノ台は利用者数に

なっており、月ごとの項目も、郷土資料館は観覧者数と SL観覧者数が別掲になっているが、

飛ノ台は野外展示の人数が入っていない。どうなっているのか。 

 

○郷土資料館長 

 項目名については、今後、飛ノ台と調整してまいります。 

 

○飛ノ台史跡公園博物館長 

 野外展示の人数 2,211人につきましては、10月までの利用者合計に含めておりますので、

郷土資料館と同様に、別掲とするようにいたします。 

 

○岡﨑会長 

他にご質問はよろしいでしょうか。ないようですので、それでは、議題 2に移らせていた

だきます。平成 30年 11月 1日から平成 31年 3月 31日までの事業計画について、説明をお
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願いします。  

 

○郷土資料館長 

 平成 30 年度 11 月からの郷土資料館事業計画です。（１）展示事業につきまして、常設・

野外・出張展示は、引き続き実施してまいります。 

企画展等につきましては、企画展①「モータースポーツと湾岸部の歴史」です。本日、チ

ラシをお配りさせていただきましたが、浜町・若松地区の埋立ては昭和 10 年代から始まり

20 年代に大規模な工事が行われました。その後、浜町には船橋オートレース場をはじめ、

船橋ヘルスセンター、ららぽーと、屋内スキー場ザウスなどが建ち、市内外から多くの人が

集まる地域となっています。また、昭和 40 年 7 月には船橋サーキットで全日本自動車クラ

ブ選手権大会が開催されるなど、モータースポーツにも深い関わりがあります。 

このように、モータースポーツと、浜町・若松地区の歴史を写真や映像などで振り返る企

画展を、郷土資料館の 1階ロビーから 3階展示室まで、すべてのフロアを使い、11月 20日

から開催いたします。 

連携展示事業②「津田沼今昔写真展 PartⅤ」です。東部公民館を会場として、津田沼・

前原周辺の新旧写真を比較する写真展です。先ほども申し上げましたとおり、今年度は、千

葉工業大学の写真部とフォトクラブとの連携で実施いたします。会期は 12 月 1 日から 12

月 28日でございます。 

次に、（２）教育普及事業です。「古文書講座」、「移動博物館」等は、引き続き実施してま

いります。 

11月 18日、明後日となりますが、東京農業大学非常勤講師・木村李花子氏を招いて、文

化講演会「ウマを極める」を、薬円台公民館との共催で開催します。飛鳥時代から現在にい

たるまで、船橋市はウマとの関わりが深い地域です。第一線で活躍するウマ研究者・木村先

生に、ウマの特徴や人との関わりについてお話しいただきます。 

委員の皆さまにおかれましては、お時間がございましたら、ぜひ、お運びいただけたらと

思います。 

（３）その他の事業等については、記載のとおりですが、レファレンスにつきまして、今

年度より、レファレンス対応の迅速化・良質化を図るため、船橋の歴史や資料に関して受け

た質問内容と回答をデータベース化しております。事例蓄積と情報共有により市民サービス

の質も向上すると考えております。 

説明は以上です。 

 

○飛ノ台史跡公園博物館長 

それでは、飛ノ台史跡公園博物館の事業計画を報告させていただきます。 

はじめに常設展、野外展示ですが、通年での実施ですので、3 月末まで実施いたします。 

次に企画展です。最初に現在開催している「市民アンケート企画展 船橋のこれ、知りた

い！！」です。この企画展は今年 3 月 29 日～5 月 6 日まで郷土資料館で実施した市民アン

ケート企画展の飛ノ台史跡公園博物館版で、新たに「縄文時代の生活を知りたい」などを付
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け加え実施させていただいております。また同時に 10月 20、21日に開催された教育フェス

ティバルの中で、市内小中学校の社会科作品展に展示された縄文時代に関する作品 14 点も

展示しております。例年ですと縄文時代に関する作品は 4、5点ですが、今年は 14点と多い

です。作品を見ると、東京国立博物館の縄文展を見て、自由研究を行った人が多かったこと

がわかりました。 

次は、「くらしの道具展」でございます。小学校 3・4年生で学習する「むかしの道具とく

らし」に合わせ、むかし使われた道具の展示を行います。こちらは、縄文とは関係ありませ

んが、学校教育に必要なものとして、また市内東西にある 2つの博物館という観点から実施

しております。 

次に、仮称ですが、「船橋の遺跡展」です。内容等につきましては現在学芸員が検討して

おりますが、取掛西貝塚を中心とした企画展になります。最後にこれも仮称ですが、第 8

回飛ノ台史跡公園博物館・海神中学校・高根台中学校合同展「日本の美を今に活かした作品

展」です。今年度から海神中学校だけでなく、高根台中学校へも美術科授業への協力を行い

ましたので高根台中学校にも参加していただき、生徒たちが制作した作品を展示する予定と

なっております。 

次に（2）教育普及事業に移らせていただきます。 

まず、ワークショップです。こちらは通年ですので、3月末まで実施させていただきます。 

次に、縄文大学です。11 月 7 日に第 1 回を行い、103 名の参加がありました。第 2 回が

21日で、「縄文犬の研究」、第 3 回が 28 日で「縄文時代初期の石偶と土偶」でございます。 

次の平成 31 年 1 月に実施予定の考古学講座につきましては、現在、内容、講師等につい

て検討を行っているところでございます。 

次に「バスで訪ねる遺跡・博物館見学会」の 2 回目で、明日 17 日に埼玉県深谷市鹿島古

墳群と立正大学博物館に参ります。応募は 34組 56名あり、そのうち、小学生を含んだ親子

からの申込みが 3 組ありました。「あるいてみる飛ノ台周辺の遺跡・史跡」は 11 月 24 日と

12 月 8 日の 2 回行います。こちらは海神公民館との共催で、募集等は海神公民館で行って

おります。最後に移動博物館です。こちらは小学校などの要望に応じて、当館資料などを持

参し、解説を行います。今のところ、来年 1 月 22 日に宮本小学校において実施する予定で

ございます。 

（3）その他の事業は資料のとおりでございますが、12ページをご覧ください。お手元に

リーフレットをお配りいたしましたが、市民文化創造館主催事業への協力といたしまして、

12月 20日に市民文化創造館主催の「ちょっとよりみちライブ」にて、当館で所蔵している

造形作家の戸祭君香氏が制作した縄文鼓をパーカッション奏者の和田啓氏に演奏していた

だきます。よりみちライブに来館する方で博物館へ行ったことがない人もあるかと思います

ので、数分ですが、市内の遺跡について説明させていただこうと思っています。 

以上で事業計画の報告を終わります。 

資料の訂正とお詫びがございます。資料 11 ページ中段、「あるいてみる飛ノ台周辺の遺

跡・史跡」のうち、「①－Ⅰ海神から海神をあるく」と記載してございますが、正しくは「①

-Ⅰ海神をあるく」でございます。お詫びして訂正させていただきます。 
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○岡﨑会長 

ありがとうございました。それでは委員の皆さま、ご質問などがあれば、お願いいたしま

す。 

○中田委員 

飛ノ台の 2階の展示室で、以前は壺が置いてあったところに、展示物がないのに、照明が

あてられたままになっているが、どうなっているのか。 

 

○飛ノ台史跡公園博物館長 

大変申し訳ございません。縄文鼓が置かれていた場所かと思います。すぐに対応するとと

もに、今後は気を付けてまいります。 

 

○中田委員 

 全体のことですが、先ほど、郷土資料館から前回の質問に対する回答を言われましたが、

もう少し具体的な話が出てこないのかなと。というのは、行田無線塔については、「ケース

を作っています」ということだが、いつまでに作るのか、そこまで出すべきではないか。 

 

○郷土資料館長 

 郷土資料館を貸出しの拠点として、社会教育施設や学校で展示するためのケース製作費を、

31年度予算で要求しているところです。 

 

○中田委員 

 製作者とコンタクトを取って、ジオラマの強度の問題もあるので移動等についてはよく相

談してほしい。 

 和船のジオラマについて、企画展程度であれば可能ということだったが、具体的に、いつ

までに計画し、いつ実施するのか、スケジュールを示して早めに対応してもらいたい。 

 次に、議事録について、かなりの時間を費やして、学芸員が議事録を作成しているが、学

芸員は本来の業務があるので、事務の効率化・簡素化についても検討をお願いしたい。「市

議会だより」のような形にすることはできませんか。 

 

〇三澤生涯学習部長 

 会議録の公開については、市の「附属機関等の会議の公開実施要綱」に規定されています。

「市議会だより」は、ダイジェスト版として印刷したもので、そのもととなったものを市議

会のウェブサイトで公開しています。 

 

〇中田委員 

もう一点、平成 27年に寄贈された吉澤野球博物館の土地・建物について、手付かずの状

態だが、何か動きはないのでしょうか。 
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○道上文化課主幹 

 耐震性等の問題もありまして、公開はしておりません。活用方法については、内部で検討

中でございます。 

 

○中田委員 

 例えば、美術館を建てるとか、公民館の土地を拡張するとか、そういった話は出ていない

のでしょうか。 

 

○文化課主幹 

 跡地利用についての計画は、明確に出されている状況ではありません。 

 

○岡﨑会長 

他にご質問は、よろしいでしょうか。ないようですので、計画に沿って適切な事業の実施

をお願いいたします。それでは議題 3のその他について何かございますか。 

 

○郷土資料館長 

 前回、第 3回協議会については、平成 31年 2月に他市の施設見学ということで、ご提案

させていただきました。 

 今年は、松戸市立博物館の展示室及びバックヤードの見学を予定しています。およそ２時

間の予定で、2月中旬で調整させていただいております。2月 6日から 15日までで、ご都合

の悪い日がございましたら、事務局にお知らせ下さい。 

  

○文化課主幹 

 お手元に「船橋の遺跡マップ」「取掛西貝塚（7）確認調査成果と今後の計画について」を

お配りさせていただきました。 

 博物館協議会においても、随時、報告をさせていただいておりますが、取掛西貝塚の国指

定を目指した確認調査ということで、資料 5ページの地図をご覧ください。 

 今年は、西半分約 15,000 ㎡を対象に、6 月 19 日から 9 月 30 日まで確認調査をいたしま

した。昨年度は、東半分の調査をしており、取掛西貝塚は約 76,000 ㎡と、とても広い面積

でございますが、調査の成果が出てまいりましたので、簡単にご報告をさせていただきます。 

 文化庁と県に提出する資料をアレンジしていますので、専門用語が入っていますが、その

点はご容赦願いたいと思います。 

 取掛西貝塚は、縄文早期前半約 10,000 年前と読み替えていただきたいと思います。それ

から、縄文前期約 6,000年前の貝塚と集落跡でございます。船橋市では国指定史跡を目指し

て、今年度も調査費 2,136万円を計上しまして、約半分は国から補助をいただき、また県か

らの補助もいただいて進めているところでございます。調査中は、国の調査官と県の担当者

も視察に来まして、ご助言をいただいているところであります。 

 今年度の成果でございますが、資料は A3 判で折り込んだ成果図をご覧ください。今年度
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の調査では、約 10,000 年前の竪穴住居跡 7 軒を発見しております。これまでの成果と合わ

せますと、約 10,000年前の竪穴住居跡が 39軒見つかっておりまして、この台地の端から端

までが東西約 500ｍございますが、この全体に約 10,000 年前の集落が広がっていることが

判明いたしました。これは、少なくとも関東最大級の規模と評価を受けているところでござ

います。 

 これ以外に、縄文前期約 6,000年前の竪穴住居跡・貝層も発見しておりまして、6,000年

前の集落が広がっていることも確認しております。 

 その他に、弥生時代中期約 1,100年ぐらい前ですが、その時代の竪穴住居跡 6軒が、青色

に塗られている西の端で確認しておりまして、弥生時代中期の集落跡が船橋市で発見された

のは初めてのことでございます。 

貝塚も発見されておりまして、約 10,000年前の東山式土器が見つかる時代ですけれども、

海の水と川の水が混じる汽水産のヤマトシジミの貝層が主体でございます。それから、縄文

前期約 6,000年前は、ハマグリとかハイガイの海水産の貝層が主でございまして、周辺の環

境の違いが、貝塚の貝の種類の違いにも反映されているということと、貝塚が作られるのは、

この時代に限定されているということが分かってまいりました。 

来年度は補足調査として、最終年の調査になりますが、補足でのトレンチ調査や、実際に

発見された竪穴住居跡の一部を掘り下げて、10,000 年前の住居の構造を調べ、将来は史跡

公園になった時に復元住居などを作って、市民の皆さんの学習の場となるようなデータを得

るための調査を行う予定でございます。 

資料 2ページをご覧ください。普及事業としまして、今年は子どもや教員への普及活動に

力を入れようということで、「親子 de発掘体験」「小学校教員社会科副読本研修会」「小中学

校初任者研修会」などを、初めて開催いたしました。 

講演会・展示等予定にもありますとおり、今後は、勤労市民センターで取掛西貝塚の調査

報告会と講演会や、飛ノ台史跡公園博物館で縄文早期を中心とした展示などを開催する予定

となっております。 

ご報告は以上です。 

 

○岡﨑会長 

他によろしいでしょうか。それでは、これで平成 30 年度第 2 回船橋市博物館協議会を終

了いたします。 


