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令和元年度第１回船橋市博物館協議会会議録 

  

１ 開催日時 

令和元年５月２３日（木曜日）午後２時００分～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 中田委員 須藤委員 會津委員 

 （２）事務局  郷土資料館      牟田館長 栗原館長補佐 

飛ノ台史跡公園博物館 井上館長 河西館長代理 佐藤学芸員 

 （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 

                                                   

（２）令和元年度郷土資料館・飛ノ台史跡公園博物館の運営方針について   公開 

 

（３）令和元年度郷土資料館・飛ノ台史跡公園博物館の事業計画について   公開 

 

（４）令和元年度船橋市博物館協議会 開催日程について          公開 

 

（５）その他                              公開                                                   

 

６ 傍聴者数 

  0名 

 

７ 決定事項 

 議題(１)～(５)の項目について、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 
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○栗原郷土資料館長補佐 

定刻となりましたので、令和元年度第１回船橋市博物館協議会をはじめさせていただきま

す。本日は、新年度、令和元年度となりまして、最初の博物館協議会でございます。本日、

傍聴人はおりません。ただ今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。 

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。 

 

〇岡﨑会長 

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事業報告に

ついて」。郷土資料館からお願いします。  

 

〇牟田郷土資料館長 

議題（１） 平成３０年度郷土資料館事業報告です。 

平成３０年４月から１０月の事業につきましては、昨年の第２回博物館協議会で報告済み

ですので、平成３０年１１月から平成３１年３月の主だった事業について、報告いたします。 

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」「ＳＬの屋外展示」「西

部公民館での下総中山駅ジオラマ展示」を継続して開催しております。 

２ページに移りまして、企画展⑤「モータースポーツと湾岸部の歴史」ですが、浜町・若

松地区は、船橋オートレースや船橋サーキットなど、モータースポーツと深い関わりがある

とともに、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、多くの人が集ま

る地域となっています。その浜町・若松地区の歴史を写真や映像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開催いたしました。２４日

間で 2,800人、１日平均 116人の皆さまに訪れていただき、とても好評の企画展でございま

した。また、出張展示④、そのミニ企画展を地元の浜町公民館ロビーにて開催いたしました。 

 その他、出張展示②「津田沼今昔写真展」は、東部公民館を会場として、初めて、千葉工

業大学の写真部とフォトクラブに協力を依頼し、現在の写真の撮影をしていただき、開催し

たものです。 

 また、協力展示としまして、日本大学理工学部学芸員課程有志による「地震・台風 備え

あれば憂いなし」を開催するとともに、夏休みの防災ワークショップでは、液状化現象のし

くみを、実験を通して分かりやすく説明していただき、小学生にも大変好評でした。 

 次に、教育普及事業につきましては、資料３ページから５ページに記載しております。３

ページ一番上の古文書講座は、通年で開催いたしました。毎月、広報ふなばし１日号に募集

記事を掲載しておりますが、その日の午前中には、２クラスとも定員に達するほどの人気の

講座となっております。ここで学び、指導できる人材を育成し、公民館等で講座を開設でき

るような仕組みを構築できればと考えている所でございます。 
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その他、企画展に関連したワークショップや、各種講演会、４ページに移りまして、博学

連携事業を実施いたしました。また、当館学芸員が講師派遣依頼を受け、多くの講座・講演

会を実施しております。 

資料６ページから７ページには、資料の借用・貸出など「その他事業」と「利用状況」な

どを記載しております。説明は以上です。 

 

〇岡﨑会長 

 引き続き飛ノ台史跡公園博物館、お願いします。 

 

〇井上飛ノ台史跡公園博物館長  

飛ノ台史跡公園博物館館長の井上です。本年度もよろしくお願いいたします。平成３０年

度飛ノ台史跡公園博物館事業報告でございます。こちらも、平成３０年１１月から平成３１

年３月の主な事業について、報告させていただきます。１ページにあります展示事業につき

ましては、「常設展示」「屋外展示として、史跡公園内にあります炉穴、住居跡等の模型展示」

を通年で行っております。 

企画展といたしましては、企画展②「市民アンケート企画展 『船橋のこれ、知りた

い！！』」、企画展③「くらしの道具展－道具が語るくらしの歴史－」、企画展④「ここまで

わかった！～１万年前の取掛西貝塚～」、企画展⑤「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』」を開催いたしました。今回

開催した企画展すべてが、共催事業でございます。 

平成３１年２月２日から開催した「ここまでわかった！～１万年前の取掛西貝塚～」では、

取掛西貝塚に関する関心が高まっていることや、朝日新聞夕刊等に案内記事が掲載されたこ

とから、市内や県内各市だけでなく、お問い合わせいただいて把握している限りでは、長野

県や神奈川県など、遠方からご来館いただいたところです。また当館として初めて、２月９

日～１１日の３連休に無料観覧日を設定しましたところ、大雪が降るなどして、天候が悪い

日が続いたにも関わらず、３日間で 253名の来館者がありました。来観者の中には、近くに

住んでいるが今回初めて来た人や買い物帰りに無料観覧日と表示があったので来館した人

など、これまで博物館に興味がなかった人も来館しておりますことから、今年度も実施させ

ていただきます。 

その他、「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』」では、３０年度より、教育普及事業として、高根台中学校美術科授

業への協力を始めたことから、合同展につきましても高根台中生徒の作品を、海神中生徒の

作品とともに展示させていただき、好評をいただいたところでございます。 

 次に、教育普及事業につきましては、資料１ページ下段から３ページに記載しております。 

３ページ下から２番目の「市民文化創造館主催事業への協力」では、当館２階に展示してお

りました造形作家が制作した縄文鼓を、フェイスビル６階のきららホールで毎月第３木曜日

に開催している、ちょっとよりみちライブという無料ライブで、プロ演奏家に実際に演奏し

てもらった他、当館学芸員による解説を行いました。またロビーにおいても、土器の展示や
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取掛西貝塚から出た１万年前の貝殻に触っていただくなどしました。 

また、ふなばし三番瀬環境学習館でも、縄文時代に食べたと思われる縄文汁を親子で作っ

てもらう企画に共催するなどして、機会あるごとに取掛西貝塚などの市内の遺跡や博物館を

まずは知ってもらい、少しでも興味を持っていただきたいと思い、実施したところでござい

ます。 

その他、縄文大学や考古学講座、博学連携事業、移動博物館なども例年どおり実施いたし

ました。 

４ページの主な資料貸出のうち、③の「日仏友好 160 周年記念ジャポニスム 2018『縄文

展』」へのバイオリン形土偶の出展についてですが、安倍総理大臣ご夫妻などがパリの日本

文化会館に来館なさった際、東京国立博物館学芸員の方が、「日本で最も古い土偶の 1つで

す。」と説明したところ、「ずいぶん小さいねえ。」とおっしゃられたとの報告を受けており

ます。 

「その他事業」と「利用状況」などは記載しているとおりでございます。説明は以上です。 

 

〇岡﨑会長 

ありがとうございました。郷土資料館、飛ノ台史跡公園博物館から平成３０年度の報告が

ありました。それでは委員の皆様、ご質問などがあれば、お願いいたします。 

 

〇中田委員 

 郷土資料館には、以前にも質問させてもらっていますが、東部公民館と共催してやられる

ということが多いようですが、西部公民館との共催は検討されるということでしたが、この

先何か考えていますか。 

 

〇牟田郷土資料館長 

 郷土資料館では、平成２９年度に「船橋市西部の今昔」を発行し、西図書館で写真展を開

催した経緯はございます。西部公民館の館長も替わりましたので、同じ回答になってしまい

ますが、もう少し西部公民館とどのようなことができるか検討させて下さい。 

 

〇岡﨑会長 

 いかがでしょうか。他にありませんか。 

 

〇日塔委員 

 郷土資料館の方で。（５）の調査研究活動の方で。木造和船「角明丸」について、もう少

し詳しく説明をお願いします。 

 

〇栗原郷土資料館長補佐 

 角明丸は、豊富の収蔵庫にブルーシートにくるんだまま、ずいぶん長い間そのままになっ

てしまっております。船橋港最後の木造和船で、どのような活用・保存が考えられるのかと
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いうことで、日塔先生のご協力も得まして、館山市立博物館の分館 渚の博物館、旧県立安

房博物館、そちらと神奈川大学日本常民文化研究所の方に、視察に行きました。館山の方で

は学芸員に説明を受けることができて、「房総半島の漁撈用具」が２千点以上も国の重要有

形民俗文化財に指定されている中に、船橋市の岩田造船所で製作された木造和船があったと

いうことを、恥ずかしながら初めて知りました。また、安房博時代から収蔵展示という形で

展示されております。きちっと保存処置をされて収蔵されていて、実際にそれをお客様も見

ることができるのですが、ただ置きっぱなしだと劣化してくる、ですから学芸員が言うには

保存処置を継続していかなければならないということもわかりました。県立ということもあ

りますが、千葉県の広い範囲の資料が集められていました。郷土資料館の場合、船橋港周辺

の資料がかなり寄贈を受けておりますので、展示活動等にも供していきたいと思いましたし、

角明丸もどうしようかということを強く感じました。 

また、神奈川大学の常民文化研究所の方では、日塔先生のご紹介で和船研究の第一人者の

昆先生にご案内いただきました。角明丸についてご相談したところ、和船の世界は非常に狭

くて、昆先生のところには和船が好きな人々が集い、研究活動をされているようですけれど

も、実は角明丸のこともそのメンバーの中で、もうお知りになっているかたもいらっしゃる

ということでした。ぜひ、実測図をとらせてほしいということでご提案いただきました。で

きれば、今年度内に進めていく予定で、準備をしているところです。何年後にどうなる、と

いうところまでは、予定としてはたっていないところです。まずは角明丸のきちんとした図

面作成、それが第一義だと思っております。日塔先生の方からも、付け加えていただけると、

ありがたいです。 

 

〇日塔委員 

 いくつか説明させていただきます。渚の博物館に展示してある船橋港で使われていた和船

は、打瀬船という種類の船で、角明丸がどういう種類の船かわからなかったのですが、この

調査を行うことによって、同じ打瀬船ということがわかりました。 

神奈川大学の常民文化研究所の展示室を訪問した時は、ちょうど企画展をやっていて、「和

船の構造と技術」という我々にとっては非常に都合の良い企画展でした。それを見学したあ

と、研究室に行かせていただいて、角明丸をどうやって保存するのか、ということについて、

アドバイスをいただきました。その結果、それについては、「和船研究会」にお願いすれば

可能なのではないか。和船の実測というのは、全体がカーブになっているので非常に難しく、

そういう方々に協力していただけると、非常に都合が良い。それから、船大工の現状ですね。

和船を造る船大工さんがいるかどうか。これも多少問題はありますが、造れる方はいらっし

ゃるそうです。それとこれからの調査活動をどうしていけば良いか、ということについてア

ドバイスをいただきました。 

 

〇岡﨑会長 

 今、船橋漁協からいただいた船は、何艘ぐらいあるのですか？ 
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〇栗原郷土資料館長補佐 

 私も全容は把握していないのですが、漁協からですか。角明丸は、個人でお持ちになって

いたものを、船橋港最後の木造和船だということで、教育委員会会議を通して郷土資料館の

方で保存するという形になったという経緯があります。角明丸は大型のものですね。もう少

し小型のものは、収蔵庫の中に３艘、保存してある状態です。 

 

〇日塔委員 

 角明丸と小さなべか船のような船が３艘、その他に民具類があるわけですね。私の希望で

すが、一度、実際に皆さんに現地で見ていただいたらと思います。 

 

〇栗原郷土資料館長補佐 

 それでは、機会を設けさせていただきたいと思います。場所はここから離れていて、豊富

というところになります。豊富小学校の隣の敷地内になります。 

 

〇牟田郷土資料館長 

 そういう場を設けさせていただきます。 

 

〇日塔委員 

 よろしくお願いします。 

 

〇岡﨑委員 

 私は文化財審議会委員もやっています。角明丸に関しては、文化財審議会でも話がありま

した。「船橋」という地名でもありますので、これはある程度貴重なものだということで、

文化財審議会にも組み入れてみたらどうかと。郷土資料館の方で、進めていただきたいと思

います。よろしくお願いします。 

 

〇栗原郷土資料館長補佐 

 わかりました。 

 

〇日塔委員 

 市の文化財として、保存できたらするということですか。 

 

〇岡﨑会長 

 それを想定にしておいてやらなければいけないですから。研究のところ、そこをよろしく

お願いします。 

 

〇栗原郷土資料館長補佐 

 はい。 
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〇岡﨑会長 

 何かほかにありますか。いかがでしょうか。他にご質問はよろしいでしょうか。ないよう

ですので、それぞれの館の「平成３０年度の事業報告について」はよろしいでしょうか。そ

れでは、議題（２）に移らせていただきます。「令和元年度の両館の運営方針について」。そ

れでは、郷土資料館長よりお願いします。 

 

〇牟田郷土資料館長 

 議題（２） 運営方針についてです。昨年度までは、郷土資料館と飛ノ台史跡公園博物館、

個々に「基本方針」「運営方針」「事業実施の重点」を制定していましたが、両館がひとつの

組織として、船橋市総合計画後期基本計画などに掲げている目標に向かう必要があることか

ら、今年度より、「基本方針」「運営方針」は共通のものとし、「事業実施の重点」について

は、それぞれの館の特性・実情に沿って定めることといたしました。 

 基本方針は、船橋市総合計画後期基本計画に掲げている、「文化を育み『豊かな心』と『生

きがい』が実感できるまち」を、さらに、船橋市文化振興基本方針の基本目標の一つである、

「『ふるさと船橋』を誇りに思い、大切にする気持ちを育む」施設であることを目指し定め

ました。 

 次に、運営方針ですが、基本方針を達成するために、資料の収集・整理・保存・研究・管

理を確実に行い、市民への還元、また、良好な状態で資料を後世に伝えるとともに、他の機

関等との連携に注力するということを定めました。さらに、各館５項目ずつ、具体的な事業

実施の重点を定めました。説明は以上です。 

 

〇岡﨑会長 

ありがとうございます。それでは委員の皆様、ご質問などがあれば、お願いします。 

ないようですので、両館の「令和元年度の運営方針について」は、よろしいでしょうか。

それでは議題（３）の「令和元年度郷土資料館・飛ノ台史跡公園博物館の事業計画について」

をお願いします。 

 

〇牟田郷土資料館長 

議題（３） 令和元年度郷土資料館事業計画です。 

資料１ページ。展示事業につきまして、「常設展示」「ＳＬの屋外展示」「西部公民館での

下総中山駅ジオラマ展示」を継続して開催いたします。 

また、企画展は、②二和・三咲地区の歴史を紹介する「二和・三咲開墾 150年」を７月９

日から開催します。今後は、学校資料、個人が所有する資料等の調査に取り掛かり、会期中

には、展示解説の後に、実際に現地を歩く見学会も計画しているところでございます。 

企画展④「船橋の『これ、知りたい！』」展では、市内小学校の社会科の先生方に、「船橋

のどのようなことを知りたいか」「子供たちにどのようなことを伝えていきたいか」などの

アンケートをとり、そのニーズに応える資料を展示していきたいと考えております。 
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次に、教育普及事業につきましては、資料２ページから３ページに記載しております。 

 先ほど、３０年度の事業報告でも申し上げましたが、好評の古文書講座は定員を５名増や

しまして、各２５名で実施してまいります。 

 地域史講座「牧と開墾」につきましては、企画展「二和・三咲開墾 150年」に関連した内

容とし、現在、「初富開墾 150 周年」の企画展を開催している、鎌ケ谷市郷土資料館の学芸

員を講師としてお招きして開催いたします。 

その他、歴史散歩・バス見学会・文化講演会等につきましては、記載のとおり開催いたし

ます。 

 ３ページ以降に、博学連携事業やその他事業等を記載しております。４ページの８調査研

究活動（２）にあります、「角明丸」の活用・保存につきましては、先ほどお話ししました

とおり、今年度は、神奈川大学常民文化研究所の昆教授にご協力いただき、詳細な実測図を

作成する予定でございます。 

説明は以上です。 

 

〇井上飛ノ台史跡公園博物館長 

続きまして、飛ノ台史跡公園博物館の令和元年度事業計画です。 

資料１ページ。展示事業につきましては、「常設展示」「屋外展示として、史跡公園内にあ

ります炉穴、住居跡等の模型展示」を通年で行います。 

また、企画展は、１ページにありますように、４つの企画展を予定しております。このう

ち、企画展③「千葉県北西部地区文化財展」は、平成３０年度に郷土資料館で実施いたしま

したが、千葉県北西部地区文化財行政担当者連絡協議会を構成している我孫子、市川、浦安、

柏、鎌ケ谷、流山、習志野、野田、松戸、八千代、船橋の１１市のうち、浦安市を除く１０

市が所蔵している縄文土器等の資料を展示する予定でございます。 

次に、教育普及事業につきましては、１ページ下段から２ページに記載しております。平

成３０年度に実施した市民文化創造館やふなばし三番瀬環境学習館への協力については、今

のところ実施予定はございませんが、市内在住のアーティスト、横洲かおるさんが船橋の縄

文時代からのあゆみを歌にしたことから、１２月８日にコンサートとして実施する予定でご

ざいます。今のところ、このコンサートは２部構成で、第 1部は取掛西貝塚をはじめとする

市内の縄文遺跡に関する解説を当館学芸員が行い、第２部でコンサートを行うことで考えて

おります。またロビーでは、無料ライブの時と同様に、土器の展示や取掛西貝塚から出た一

万年前の貝殻に触ってもらったり、西図書館との共催予定であることから、関連図書の展示

なども実施することで今後、関係者と調整して参りたいと考えております。 

実施予定の教育普及事業として、博学連携事業やその他事業等を記載しております。２ペ

ージの下段にあります、「４資料収蔵・保管・貸出関係」のうち、（１）飛ノ台貝塚遺物登録、

報告書作成については、非常勤の埋蔵文化財調査員が１名増員になったことから、特に進め

てまいりたいと考えております。説明は以上でございます。 

 

〇岡﨑会長 
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ありがとうございます。それでは委員の皆様、ご質問などがあれば、お願いいたします。 

 

〇中田委員 

 資料館の方になります。行田の船橋無線塔ジオラマのことになりますけれども。前回の会

議で、ケースの予算がついたということで、聞いていますが。強度の問題があるということ

ですが、その後、製作者とコンタクトをとったのですか。 

 

〇牟田郷土資料館長 

 はい。１１月の段階では、まだ予算の査定は出ておりませんので、予算取りをしていると

いうことで、説明をさせていただきました。そのあと、お話をさせていただき、専用の展示

ケースでは強度に問題があるということで承知しましたので専用の展示台ということで作

らせていただこうかな、ということで、近々入札をかけようと考えています。４月の上旬に、

展示台の予算はつきましたということは、製作者の方に申し上げております。市長の意向と

しては、できる限り多くの方に見ていただける方策をということで言っておりますので、製

作者の方にも、まず６月の上旬から末ですね。コンテンポラリー展が、７月から始まります

ので、その間に飛ノ台史跡公園博物館で。その後は１０月２１日から１週間、市役所の美術

コーナーの予約もとっておりますので、その間、何もしないということもできませんので、

展示台はまだできませんが、西部地区の公民館、行田無線塔の地元はそちらですので、そち

らの公民館長にお話しをしておきたいというふうにお伝えはしてあります。ただ、西部公民

館、館長も今年替わっておりますし、約半数の地区館の館長も替わっておりますので、当初、

西部公民館の館長とはゴールデンウィーク明けの５月の地区館が集まる館長会議で、依頼さ

せていただきたいとお願いはしてあります。まだその日程の返事が来ていない状況ですが、

そこでお話をさせていただく予定です。製作者の方に対しましては、一つの塔を分割してご

自宅で保管されているのですが、それは１～２回、私が習えば組み立てられるものですかと

伺ったところ、それは難しいだろうと。 

 

〇中田委員 

 なぜ、直接話し合わないのですか。直接話し合えば、製作者がこうしてほしいということ

が、すぐに分かるのではないですか。それをメールでやりとりしていても、なかなか見えて

こない。公民館長の５月の会議は、今の段階であるのですか。 

 

〇牟田郷土資料館長 

 やる予定と聞いております。 

 

〇中田委員 

 これからやるのですか。やるとしたって、いくらも日にちがない。その会議の通知は来る

のですか。 
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〇牟田郷土資料館長 

 私の方には、通知は来ません。先日、１６日に西部公民館長にも会いましたので、お願い

していた会議はいつやりますかと聞きましたら、ちょっとまだ決まってないとのことですが、

５月にはやるということでした。 

 

〇中田委員 

 その辺も、日程がずれそうであれば、連絡をして下さい。あと、６月５日からの展示です

が。 

 

〇牟田郷土資料館長 

６月の上旬にはできるとお伝えしてあります。 

 

〇中田委員 

 もう５月の下旬ですよね。もう話合いをしないと。これには、間に合わないと思います。 

 

〇牟田郷土資料館長 

 ６月上旬から展示は可能ですので、都合のつく日を教えていただきたいというふうにメー

ルでお伝えしている状況です。 

 

〇中田委員 

 行き違いがない様、製作者に会って調整してください。 

 

〇岡﨑委員 

 わかりました。私の方から、言わせていただきます。長い間、私は遺跡を調査して、意見

を述べさせていただいているわけですが、文化財審議会でも同様なことがありましたので、

それをこちらでも使えないかなと考えたわけです。 

郷土資料館なりに、いろいろのモノがいっぺんにわっとやってくる。それを取捨選択する

時に、それは船橋とどういう関係があるのだということを前提にしなければなりません。実

は文化財審議会でも同じようなことがありました。たとえばお金持ちの方が重要文化財なり、

それに匹敵するようなものを購入するわけです。そしてそれをもって、審議会の方に文化財

に指定してくれないかと言って来るわけです。文化財審議会というのは、これは船橋市のも

のです。その品物は、船橋市から出たものですかと。今は船橋にあるかもしれませんが、そ

れまでの過程・プロセスはどうでしょうか。それを全部受け付けていたら、文化財審議会は

つぶれちゃいますよ、ここら辺で一つ指定の基準を決定しませんか、ということで私が提案

したのが、半世紀船橋市に、生涯船橋市にあるものであれば良いだろう、できれば船橋市に

在住した方、あるいは関連するモノであれば、それは条件として整うので指定してもよいだ

ろう。条例とか、そういうものではなくて、皆様の共通理解の上で、やりませんかというこ

とを私から申し上げましたところ、審議会長が、「それはいいだろう。５０年たったら考え
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よう。」とされ、船橋市に関連があるものが、指定の条件となりました。 

ところが、こちら（博物館協議会）では、そのようなことがないです。ですから、これを

機会に、事務方と委員の先生方で、入ってくる資料の受入れや展示について、その二つを考

えて船橋にとってそれが重要だということに関連づけることができるものについては、資料

館なり、飛ノ台史跡公園博物館なりで受け取りまして、それを博物館で展示したらというこ

とを提案させていただきます。そういうことについての、文化財審議会では、民俗学や歴史

学など、いろいろの専門部会がありますので、相談したら良いのではないかと思います。安

川家文書などもありますので。次の回で良いので、こういったことを考えていただけたら良

いのではないかと思います。若干付け加えていただきたい。 

 

〇栗原郷土資料館長補佐 

 実際に、寄贈の申出の最近の例としては、民俗関係の資料から現代に作られた複製品。例

えば美術館に収蔵されている貝合わせの精巧な複製品。坪井の農家が使っていた 1940 年代

の発動機。受け取ってくれるのならあげるよ、いらないなら捨てちゃうよと言われますが、

これがなかなか即断することができない。資料館の近くにある日大の理工学部に学芸員課程

があり、近く電気のことでミニ展示を考えています。そこで担当の先生に発動機を日大の

CSTミュージアムで展示しませんか、と持ち掛けましたら、まずは「置くところがない」と

いうことでした。資料として、いただきたい気持ちは山々ですが、実のところ、収蔵庫の問

題が常にございます。発動機は、どうしようもなく大きいというものではありませんが、そ

れに四苦八苦しています。また、大正時代から昭和前半ぐらいのご家庭で使われていたもの、

例えば、「のし」のようなもの、当館ではもういくつもあるものとかもありますし。実にい

ろいろな種類のものが、均すと 1週間にひとつぐらいの寄贈希望が寄せられます。即断でお

断りすることもあるし、少し時間を下さいということもあります。「見させてください」と

いうこともありますし。どれぐらいの基準で資料館に受入れるのか、博物館資料として登録

していくのか、詳細に明文化されたものがあるようで、ないのですね。ざっくりとしたもの

です。今までは、昭和４７年にオープンしてからは、おおらかに、何でもかんでももらって

きた歴史があるようで、収蔵庫内でぎゅうぎゅう詰めになってしまい、片付けないと次が入

らないという状況です。郷土資料館は、確かにこのようにきれいになりました。しかし、収

蔵管理については、人口６３万人の都市としては、片手落ちと言わざるを得ない状況ですの

で、そういったところで、先生方にもご協力いただきながら、受入れる・受入れないという

判断基準もご相談しながら、また、収蔵庫内のいろいろなモノについて、私たちでわからな

いもの、先生方で情報をもっているものがあれば、ご協力いただきながら、少しずつでも整

理していきたいと考えているところです。 

 

〇岡﨑会長 

 その関係ですが、それは博物館側の考え方でしょ。 

 

〇栗原郷土資料館長補佐 
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 そうです。 

 

〇岡﨑会長 

 資料の寄贈の話が出た時に、それに関わる先生方にちょっとご相談する機会を持ち、そし

てこのような会議があったときに、一覧表をつけて、皆さんからご意見をいただくというダ

ブルチェックができるように、そういう形にできればよいのではないかと思うのですが。そ

ういったことでやっていただければ、いいのではないでしょうか。大変だと思いますが。 

 

〇日塔委員 

 運営方針の中に、「郷土資料を収集し、整理・保存・管理」に努め、良好な状態で後世に

伝える。」とありますが、今、おっしゃたことは、「どうやって収集するか」ということです

よね。寄贈を受けるか、購入するか、そういったときの判断は、市の方ではなかなか難しい

のではないかと思います。受入れるかどうかという場合、協力者会議を作り、諮問検討会議

を設け、その中には専門の方がいて、なぜ必要か、どういう価値があるのか、保存するとす

れば方法は妥当かどうかを、やはり文書としてまとめておく必要があると思います。 

 

〇岡﨑会長 

こういったことがある場合に、専門的な先生にこれはどんなもんですかね、とご意見を伺

うのはどうでしょうか。せっかくこれだけの組織があるわけですから、それを利用して。時

間的に急ぎのものは、誰かプロパーな方に意見を伺って決めるというような、いろいろな方

法はあるかと思うので。私の提案ですが。次の会議までに、方向性を決めていただけると。 

 

〇牟田郷土資料館長 

 ありがとうございます。 

 

〇中田委員 

 話は元に戻りますが、行田の『船橋無線送信所』は、第二次世界大戦勃発時に開戦の信号

を送った施設ですから非常に大きな歴史の１ページを担っていると思います。そのジオラマ

を滝口先生指導のもと、本中山在住の方が作られ、非常に精巧に出来ています。無線塔は、

何校かの校歌にも歌われていますが、子供たちは、無線塔を知らずに歌っています。子供た

ちに知ってもらうためにも、悲惨な戦争を体験した人達にも、是非、見てもらいたいと思い

ます。 

 

〇岡﨑会長 

 ちょっと口を差し挟ませてもらいます。それは文化財審議会でやっているのです。ところ

が、県から必要なしと言われたのです。文審は、あれを保存したい、残したいといったので

す。そうしたら県が、その下にあった行田貝塚も調査しないで終わりですから。県はそうい

うことをやるのです。ですからね、簡単なものではないのです。こちらはそういう意図でい
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ても、県になると。県は県で、住宅公団、道路公団、そういうものには、私たちは関われな

いのです。ですから、こちらだけで云々というのは、行田の無線塔については、注意した方

がいいです。私たち、文審は保存したいということをやったのですから。 

 

〇牟田郷土資料館長 

 中田委員からありました製作者の方に会って話すというのは、私も大事なことだと思って

おります。 

 

〇岡﨑会長 

 他にご質問は、よろしいでしょうか。それでは議題（４）の「令和元年度船橋市博物館協

議会 開催日程について」に移ります。これは、事務局から説明をお願いします。 

 

〇栗原郷土資料館長補佐 

 本日、第１回が５月２３日木曜日午後２時から、第２回目が１０月３日木曜日午後２時か

ら飛ノ台史跡公園博物館でよろしいでしょうか。 

 

〇牟田郷土資料館長 

 豊富収蔵庫を見たいということであれば、他の日程を組むのは大変なので、北部公民館で

あれば、そこでの開会も可能です。 

 

〇栗原郷土資料館長補佐 

 あと、３回目は前回と同じく他の博物館の視察を考えておりますが、松戸市立博物館を視

察した際のアンケートで、浦安市郷土博物館を視察したいというご意見がありまして、先程

の船の件もありましたので、浦安市に日程を確認したところ、２月１４日金曜日午後で大丈

夫ですというお返事をいただいております。いかがでしょうか。今すぐということではあり

ませんが、今月中にでも連絡いただければ、日程の擦り合わせをさせていただきます。 

 

〇牟田郷土資料館長 

 開催日程については、以上になります。 

 

〇岡﨑会長 

 その他に何かありますか。 

 

〇日塔委員 

 下にポスターが張ってありまして、その中に東京の大森の「海苔のふるさと館」で「舟大

工の仕事」という企画展があり、これを資料館の方で、見学にいくという予定はありますか。 

 

〇栗原郷土資料館長補佐 
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 仕事中にはなかなか難しいので、個人的に行こうと思っています。 

 

〇日塔委員 

 行かれる時に、お声かけ下さい。 

 

〇栗原郷土資料館長補佐 

 はい、わかりました。 

 

〇岡﨑会長 

 「その他」に何かありますか。 

 

〇道上文化課主幹 

 文化課の道上です。文化課からご連絡させていただきます。取掛西貝塚は、ただいま国指

定史跡を目指しております。このたび概報を作成しましたのでお配りいたします。冊子の方

になります。芝山西小から少し西の方に行ったところで、全体面積が７万６千㎡、東京ドー

ム約２個分弱の広さに、縄文時代早期前半１万年前と前期６千年前の貝塚と集落です。日本

列島で人類が定住を始めたころの遺跡で、東京湾東岸部では最古の貝塚であり、重要な遺跡

です。本市では、国指定史跡を目指して３か年の計画で調査を行っています。今年は、この

調査の最終年度になります。概報は、その成果をまとめたものです。またこの遺跡では、日

本最古の動物儀礼跡が発見されています。この概報は少し専門的な内容になります。それか

らもう１枚、黄緑色のリーフレットです。これは、遺跡のことをあまりご存じでない方に向

けたリーフレットで、昨年１万部刷りまして、小学生から大人まで配らせていただいていま

す。船橋市は開発が多いものですから、このまま放っておくと乱開発されて、遺跡が破壊さ

れてしまいますので、船橋市としては、市の政策として取掛西貝塚を特に重要な遺跡と考え

て保護し、国指定史跡を目指し、市として取り組んでいるところです。ほかに読売新聞の記

事を配らせていただきました。これは、これまでの調査の状況をとてもよくまとめておりま

すので、ご一読いただければと思います。今年は調査最終年ということで、６月中旬から９

月末まで調査をいたします。その中で、８月１０日は市民向けの見学会を予定しています。

また広報などでお知らせします。他に、芝山東小、中教協の見学、芝山西小６年生の発掘体

験、芝山高校、小中学校教員初任者向け研修、小中学校教頭会見学会といった学校関係の行

事もいろいろやらせていただいています。また調査が始まる前ですが、６月５日に小中学校

初任者研修を取掛西貝塚で予定しています。 

 先程、井上館長から話がありましたが、１２月１４日は千葉県北西部地区の１１市による

千葉県北西部地区合同文化財発表会を船橋市が主催市として中央公民館で行います。また、

飛ノ台史跡公園博物館で、１１月２日から１２月１５日まで、船橋市は取掛西貝塚を中心と

して、他市の展示も交えた合同展示を予定しています。３月１４日には、勤労市民センター

で、元文化庁の主任調査官の禰冝田さん、植物考古学の専門家、及び私どもの取掛西貝塚の

担当者による遺跡調査成果発表会を予定しています。随時、行事については広報等でお知ら
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せします。 

 

〇栗原郷土資料館長補佐 

 よろしいでしょうか。前回、松戸市立博物館での視察レポートの中に、郷土資料館の資料

の温湿度などの保存状態が心配だというご意見がありました。それについて、先程も議題に

なりましたが、郷土資料館は昭和４６年度に建設、４７年６月にオープンしております。こ

の度、平成２７年度から耐震補強工事やエレベーター設置、常設展示を替えたりということ

は行っておりますが、基本的な建物の躯体を丸々変えたわけではございません。法律に適合

するように耐震補強をして、展示設備も内容については当館の学芸員が考え、専門業者に見

せ方の部分をやってもらいました。本館の収蔵庫については、前室がなくて、いきなりシャ

ッターをあけるとモノが入っているような状態で、そういったものは直しようがなかったん

ですね。今までエアコンが無い収蔵庫や資料室もありましたが、エアコンについては、ほぼ

入れることができました。入れられなかったところについても、昨年度の予算要求の時に、

調湿剤を収納棚にとりつけるタイプのようなものがございまして、それをつけていただける

予算をとることができました。これからは湿度が特に高くなってきてしまいます。展示室に

行っていただけるとわかるのですが、これからは除湿器を入れたり、冬場は加湿器を入れた

り、カビの菌が飛んで行ってはいけないというので、非常勤の職員さんたちに、しょっちゅ

う水を替えてもらったり、フィルターの掃除をしてもらったりをやって、できる限り頑張っ

てやっているところです。それでもまだまだ、十分ということはございません。あと、遺跡

で出土した金属製品、例えば鉄鏃とか、刀とか、鉄鍋とか、漆製品などの保存処置をしたも

のについては、湿度が６０％と４５％に調湿できるものをそれぞれ購入することができまし

たので、そちらに保管しております。あと、フィルム類。今はデジカメですが、ちょっと前

までフィルムでやっておりまして、かなりの量があります。そういったものも、どんどん劣

化が進んでしまいますので、湿度を下げることがなかなかできないのですが、できる限りエ

アコンを効かせた中で保管するようにしています。本当のことを言えば、館自体の建て方の

問題ですが、これから２０年以上この建物を持たせなければいけないというところで、でき

る範囲の努力はしているということをお伝えしておきたいと思います。以上です。 

 

〇岡﨑会長 

  みなさんよろしいでしょうか。それでは、これで令和元年度第１回船橋市博物協議会を 

 終了いたします。 

 （15時 30分終了） 

 


