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令和元年度第２回船橋市博物館協議会会議録 

  

１ 開催日時 

令和元年１０月３日（木曜日）午後２時００分～午後４時００分 

 

２ 開催場所 

  船橋市北部公民館 第２集会室 

 

３ 出席者 

 （１）委員   岡﨑委員 日塔委員 木原委員 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 

 （３）オブザーバー 文化課菅野歴史文化財係長 

 

４ 欠席者 

   須藤委員 中田委員 

 

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．豊富第１・第２収蔵庫、角明丸の視察               非公開 

    船橋市情報公開条例第２６条第 1項（２）不開示情報が含まれる事項について 

    審議・調査等を行う場合に該当するため 

２．令和元年度郷土資料館・飛ノ台史跡公園博物館の事業報告について   公開 

 （平成３１年４月 1日～令和元年８月３１日まで）                                                  

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 

   （令和元年９月 1日～令和２年３月３１日まで） 

４．郷土資料館・飛ノ台史跡公園博物館の資料収集方針について      公開 

５．視察についての質疑応答                      公開 

６．行田無線塔模型について                      公開                                                                                                                 

 

６ 傍聴者数 

  ０名 

 

７ 決定事項 

 議題１ 豊富第１・第２収蔵庫において、木造和船角明丸及び収蔵庫内の視察を行った。 

議題２から６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 

豊富第１・第２収蔵庫及び角明丸の視察に引き続き、令和元年度第２回船橋市博物館協議

会をはじめさせていただきます。先日、皆様に本日の資料をお送りさせていただきました。

次第、青い耳のついている事業報告、郷土と飛ノ台。赤い耳のついている事業計画、郷土と

飛ノ台。そして１枚になりますが、船橋市博物館資料収集方針（案）でございます。皆様、

お持ちでしょうか。もしお持ちでないようでしたら、お声かけ下さい。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。 

本日は、中田委員、須藤委員より都合によりご欠席との連絡がありましたので、協議会出

席者は、４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、議事に入らせていただきます。まず、「令和元年度郷土資料館・飛ノ台史跡公

園博物館の事業報告」から入らせていただきます。４月１日から８月３１日までの事業報告

ですね。郷土資料館からお願いします。  

 

〇牟田郷土資料館長 

郷土資料館から参ります。視察の方、どうもありがとうございました。平成３１年４月１

日から令和元年８月３１日までの郷土資料館事業報告です。 

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。 

その他の展示といたしましては、企画展①「くらしの道具展」、企画展②「二和・三咲開

墾 150年」を開催するとともに、昨年に引き続き、日本大学理工学部学芸員課程有志による

協力展示を実施しております。 

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

２ページ一番上の地域史講座「牧と開墾」は、企画展「二和・三咲開墾 150年」の参考と

なる、下総牧における野馬の生態と管理、それと、初富関係の調査・研究成果に基づく内容

で実施いたしました。 

さらに、上から３つ目の「船橋の歴史散歩特別編・展示室から二和・三咲へ」と、ワーク

ショップ中段の「夏休み自由研究大作戦・歴史新聞を作ろう」も、「二和・三咲開墾 150年」

の関連イベントとして実施したものです。 

その他、学芸員課程実習生などの受入れや、教員のキャリアアップのための研修、当館学

芸員を講座や研修会に講師として派遣しております。 

３ページ「その他事業等」の上から２つ目の「団体見学受入れ」をご覧いただきたいので

すが、リニューアル工事にてエレベーターを設置したことから、高齢者福祉施設の見学が増
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えていることを、ご報告させていただきます。 

４ページには、「利用状況」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。 

飛ノ台史跡公園博物館、４月１日から８月３１日までの事業報告でございます。５ページ

をご覧ください。４月から８月までの利用者数は、10,785 人です。前年に比べ 254 人多く

なっております。 

企画展といたしましては、７月２1 日から９月１日の３７日間、「第１９回縄文コンテン

ポラリー展 in ふなばし」を「遺跡のアート劇場 ～縄文から古代イタリアそして現代へ～」

というテーマで実施し、日本の作家が飛ノ台貝塚などからインスピレーションを受けた立体

作品や写真などを、イタリアの作家が、古代イタリアからインスピレーションを受けた写真

や絵画、マスクなどの作品を展示しました。その他、海神中学校や高根台中学校美術部の生

徒が制作した作品も展示させていただいたところです。また例年通り、関連ワークショップ

も６日間１２回にわたり実施し、199名にご参加いただきました。 

期間中、4,031名の方にご利用いただき、７月２１日のオープニングには、イタリアから

出展した作家の方にもご来館いただくなどいたしました。 

次に郷土資料館事業への協力として、市民の方が製作した「行田無線塔模型」を６月６日

から６月３０日までの２２日間展示しました。来館した市民の方からは、子供の頃、無線塔

のこの辺りまで登ったので懐かしい、などのお声をいただきました。 

展示しておりました期間中に、たまたまテレビ朝日や日本テレビの報道番組で、平成２６

年に横浜市泉区にある旧深谷通信所跡地が返還されましたが、行田団地と同じような円形道

路があることから、ミステリーサークルとして特集、放送され、これら２つの放送局の他、

新聞社からも取材を受けたりするなど、思わぬ反響もございました。 

６ページをご覧ください。教育普及事業のうち、教育課程に基づく博物館見学については、

多い年で１８から２０校程度の見学がありますが、今年は、改元に伴い４月２７日からの 

１０連休となった影響だと思いますが、教育課程に基づく博物館見学が１５校にとどまりま

した。学校の団体見学数が減り、全体の利用者数も減るのでは、と心配しましたが、全体で

254 人の増となり、正直ほっとしております。 

その他、今年度は６月１５日土曜日の県民の日に無料観覧日を設定しました。昨年は企画

展に合わせて３日間の無料観覧日を設定しましたが、今年度は、事業計画でも申しますが、

６月１５日土曜日の県民の日と企画展に合わせた３日間、計４日間を無料観覧日として設定

しております。その他、郷土資料館と同様に、博物館実習の受入れを行っております。説明

は以上です。 
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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、事業報告について説

明がありましたが、委員の皆様、ご質問などがあれば、お願いいたします。 

 

〇日塔委員 

 郷土資料館ですけれども、「船橋の歴史散歩特別編」というのは、今回、初めてでしょう

か。 

 

〇郷土資料館長 

 「二和・三咲開墾 150年」の関連イベントということで、ネーミングとして特別編としま

した。通常、８月の暑い時期に歴史散歩はやらないのですが。ネーミングだけの問題でして、

そんなに深い意味はございません。 

 

〇日塔委員 

 少し参加者数が少ないようですが。 

 

〇郷土資料館長 

 やはり、暑い時期でしたので。 

 

〇日塔委員 

 通常の歴史散歩も、こういう組み合わせでやられたらどうかと思います。講演と関連する

ルートを実際に歩いてみる、こういう企画をぜひやられたらどうかと思います。 

 

〇郷土資料館長 

 はい。ありがとうございます。 

 

〇岡﨑会長 

 ほかに何かありますか。ないようですので、続きまして、両博物館の９月 1日から令和２

年３月３１日までの事業計画について。郷土資料館からお願いします。 

 

〇郷土資料館長 

令和元年９月１日から令和２年３月３１日までの郷土資料館事業計画です。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まいります。 

企画展②「船橋と新京成」では、旧陸軍鉄道連隊や新京成電鉄が設立されるまでの経緯、

沿線に次々と誕生する大規模団地など、沿線の人々の生活の移り変わりを紹介する、写真や

地図、民具などの資料約６０点を展示する予定です。新京成電鉄からは、プラレールも借り

られるということで、小さなお子様も楽しめる企画となっています。 
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１ページ下段から２ページ一番上に記載のとおり、企画展「二和・三咲開墾 150年」の出

張展示を本庁舎・三咲公民館・二和公民館で開催する予定としております。 

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

２ページの下から二つ目の、「三咲歴史講座」。こちらは、三咲公民館からの依頼がありま

して、講演会とまち歩き、先程日塔委員がおっしゃったような形で開催することで決まって

おります。 

あと、教育普及活動の上から３番目、文化講演会「前方後円墳とは何か」につきましては、

明治大学文学部准教授若狭徹氏をお招きして、「百舌鳥・古市古墳群世界遺産登録の意義と

東国の古墳文化」について、ご講演いただくこととしております。１０月１日から、「広報

ふなばし」で８０名の募集をかけましたが、例年になく、多くの申し込みが殺到している状

況です。委員の皆さまにおかれましても、参加をご希望されるようでしたら、事務局までお

声かけいただければ思います。 

 ３ページ・４ページに、博学連携事業やその他事業等を記載しておりますが、詳細につい

ては例年どおりということで省略させていただきます。説明は以上です。 

 

〇岡﨑会長 

 続きまして、飛ノ台史跡公園博物館、お願いします。 

 

〇飛ノ台史跡公園博物館長 

飛ノ台史跡公園博物館の令和元年９月１日から令和２年３月３１日までの事業計画です。 

５ページをご覧ください。１１月２日から１２月１５日まで開催する「千葉県北西部地区

文化財展」では、千葉県北西部地区の各市、我孫子・市川・浦安・柏・鎌ケ谷・流山・習志

野・野田・船橋・松戸・八千代１１市のうち、浦安を除く１０市が縄文時代をはじめとする

資料を展示します。この地域は、多くの貝塚が分布するなど、海との関わりが強く、海から

の資源を活かし海と共に生きた人々の痕跡が遺跡や資料として多く残っていることから、

「海と生きる －自然の恵みと人の知恵－」というテーマで企画展を開催します。 

企画展初日の１１月２日土曜日から４日祝日までの３日間は無料観覧日とし、２日には、

各市の学芸員の方にもお越しいただき展示解説を行います。 

５ページ中段から掲載しております教育普及事業は、例年のように、縄文大学、考古学講

座、バス見学会、移動博物館などを行います。このうち縄文大学は、「縄文人の食」をテー

マに、１１月６日水曜日が「イノシシの考古学」、１３日が「縄文人は土器で何を調理して

いたのだろう」、２７日が「縄文時代早期の野生植物利用と外来栽培植物」について、大学

教授等にご講演いただきます。「バスで訪ねる博物館見学」では、県立関宿城博物館と現代

産業科学館を見学する予定です。 

その他、６ページ上段にございます「歌で綴ろう 船橋のあゆみコンサート」につきまし

ては、前回の会議でご報告させていただいたように、船橋の歴史に関するコンサートを実施

するため、１０月１６日から募集を開始します。当館で所蔵している有孔鍔付土器レプリカ

の修理が終わったことから、このコンサートの中でも演奏する予定でおります。 



6 

 

説明は以上でございます。 

 

〇岡﨑会長 

 両館から事業計画について、説明がありましたが、先生方、何か質問はありませんか。 

 

〇木原委員 

 郷土資料館になりますが、２ページ目の「時節にあった折り紙の体験」とありますが、こ

の時節というのは、正月ということですか。それとも冬場ということですか。 

 

〇郷土資料館長 

 わかりづらくて申し訳ございません。先程の事業報告の２ページ、ご覧いただけますでし

ょうか。ワークショップとそこにもございます。「折り紙ワークショップ自由体験型」のと

ころの、４月６日から５月１９日に、「こいのぼり」とか「かぶと」とか、あと、夏休みに

は、「スイカ」とかというような時節です。これからの時期、たとえば１２月に入ればサン

タクロースというような折り紙です。 

 

〇岡﨑会長 

 その他に何かありますか。よろしいでしょうか。それでは、事業計画については終了しま

す。それでは、以前から問題になっておりました、「資料収集方針」について、館の方から

案が出ておりますので、説明をお願いします。 

 

〇郷土資料館長補佐 

 それでは、ご説明いたします。前回、岡﨑会長から「資料収集方針」を作るようにとの宿

題をいただきまして、私が近隣の博物館の学芸員に聞き取り調査をしたり、インターネット

等を利用したり、公開されている他館の「資料収集方針」、船橋市の博物館条例、博物館法

等を参考にして、原案を作ってみました。なかなか難しいことでして、先程、豊富収蔵庫を

視察していただきましたが、実際、今までの資料収集方針というものが、長く在籍している

職員がおりませんので、わからない部分もあります。しかし、少しでも、現在抱えている問

題を解決できる糸口になれば良いなと考えています。 

まず、「目的」としては、第１条。「この方針は、船橋市郷土資料館及び飛ノ台史跡公園博

物館において、博物館法に規定された事業を推進するために、下記により資料収集について

必要な事項を定めるものとする。なお、必要な方法については、必要に応じ別途定めるもの

とする。」。第１条については、船橋市博物館条例ですね。条例では、あまり細かいことは規

程されておりません。博物館法に則って運営するということなんですね。それで、ここでも

「博物館法に規定された事業を推進するために」ということにしました。 

次に第２条。「この方針において、資料とは、博物館等において、調査研究並びに展示、

教育普及活動、市民の閲覧等に供する船橋市域に関連する次の資料をいう。」。ここでは、郷

土資料館も飛ノ台史跡公園博物館も船橋市立の博物館ですので、「船橋市域に関連する」と
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しました。（１）考古・歴史・地理に関する資料 （２）生活・民俗に関する資料 （３）

文化・芸術に関する資料 （４）教育に関する資料 （５）産業に関する資料 （６）自然

科学に関する資料 （７）個人（団体）コレクションによる資料 と分類しましたが、横の

青文字は、今までの郷土資料館の資料台帳に登録されている分類となっています。私がこの

今までの分類を見ておりますと、例えば「歴史」と言いましても、非常に幅広い分野を含ん

でおりまして、これらの登録作業を行った人たちは解るのだと思いますが、検索するのが難

しかったり、どこに登録されているのか全くわからなかったりするものがありました。そこ

で、今までの台帳の分類を全く使わなくするというわけではなくて、大きく（１）から（７）

の分類も併せて記入していったらどうかと思いました。多分、不思議に思われるかもしれな

いものとして、「自然科学に関する資料」があります。なぜ、文系なのに、これなのかと思

われるかもしれません。飛ノ台史跡公園博物館では、年代測定や地形の成り立ちについて、

紀要でも発表しておりまして、貝化石などの資料が集まってきておりますし、郷土資料館の

方でも、公共工事の際に採集した土層のボーリングサンプルというものが相当量あるという

ことがわかりました。今まで、そういったものも集めておりますので、自然科学に関する資

料という項目も入れました。 

第２条の第２項についてですが、「上記第１項の資料について、調査研究を行い、当該資

料に関わる学術研究の状況、地域における資料の所在状況及び展示上の効果を考慮し、博物

館等の運営に必要な資料を体系的かつ計画的に収集する。」としました。「体系的かつ計画的」

というのは、先程、豊富収蔵庫を見ていただきましたが、ほぼ同じものが何十個もあって、

ないものは全くないという状況なんですね。例えば、農作業の工程で、すべての工程が１セ

ット揃っていれば良いのですが、ここの部分はない、ここの部分は大量にあるとなってしま

うと、展示をするにあたって、やりづらいということになります。この前、大田区にある大

森海苔のふるさと館に伺った時に、海苔づくりの一連の工程がわかる展示をされていて、素

晴らしいと思いました。 

次の「収集資料の範囲」。第３条第１項。これは、地理的な範囲ですね。「収集資料は、市

内に所在するもののほか、市外に所在する資料も調査し収集する。比較資料や参考資料も収

集対象とする。」。これは、第２条を受けての内容になりますが、市内に所在する資料はもち

ろん収集するし、船橋市域に関連する資料であれば市外に所在する資料や、比較や参考とな

る資料について、収集対象とするということです。 

第２項は、「収集資料は、実物資料（一次資料）のほか、拓本、写真、複製品などの二次

資料や資料に関連する電磁的記録（デジタルデータ）も収集する。」ということですが、実

物資料のほか、たとえば、石碑の拓本、写真類の他に、複製品とありますが、これはどうし

ても実物が展示できないときや、出張展示の時などに複製品を展示することもできるという

ことがあります。また、最近では、写真をフィルムで撮影することはなくて、写真や映像な

どのデジタルデータも重要な資料となっております。また、フィルムや紙焼きの写真が劣化

していくので、デジタル化していくことも重要になってきています。 

次に第３項「映像及び音源等の視聴覚資料を収集する。」ですが、これについては、郷土

資料館に１６ミリですとか８ミリ映写機や録画したものが残っております。また、議員の方
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からも、視聴覚資料を市としてどのように収集していくのかという質問がありまして、郷土

資料館が収集していくとお答えしております。今、郷土資料館にあるものを、出して調査し

ているところですが、実際に映写ができない状況なので、難しいところがあります。 

次は第４項「収集資料は、地質時代から現代までの時代を対象とする。」とあり、とても

長い時代を対象としているわけです。考古資料の中には、貝化石などもあり、どの層がどれ

ぐらい古いものかを調べますので、考古学芸員からの意見がありました。 

次の「資料の収集方法」ですね。第４条第 1 項「資料の収集は、購入のほか、庁内他課か

らの移管、個人や団体からの寄贈または寄託などにより、いずれの場合もこの方針を準用す

るものとする。」。郷土資料館は、昭和４７年の開館から、購入、移管、寄贈、寄託により、

資料を収集してきており、飛ノ台史跡公園博物館では考古資料の購入はありませんが、やは

りかなりの量の寄贈を受けております。第２項の「博物館等は、寄贈者等に対して、今後の

資料の取扱いについて書面にて知らせるものとする。」ですが、少しそっけない書き方です

が、当然、寄贈者に対しては、謝意を表すとともに、展示に使うこともあれば、小学校の見

学で子供さんたちが来たときに、ハンズオンに使うという場合もあるとお伝えする。最近は、

体験型というのが流行で、資料に同じものがいくつもある場合、例えば唐箕のようにいくつ

もあるものは、ぐるぐる回して空気が出てくるのを体験に使ったりするので、そのような内

容を寄贈者に対して書面でお知らせするということです。これは、現在もやっていることで

す。 

第３項の「博物館等において、資料の内容により、どちらの館が収集するかは両館の協議

において決定する。また、必要に応じて、庁内他課（文化課・西図書館・視聴覚センター等）

と協議する。」ですが、寄贈を受ける場合、郷土資料館ではなくて文化課の方が良い場合も

あります。例えば、美術作品ですね。西図書館でも、ご存じのように多くの歴史的資料を所

蔵し、ノウハウもあります。視聴覚センターでは、多くの視聴覚資料を保存していますし、

機材なども多く持っています。これらのことから、資料の内容によっては、他課にお願いし

た方が良いこともあります。 

第５条の資料収集基準の第１項「資料収集にあたっては、次の各号に留意すること」です

が、こちらは、注意事項ですね。（１）に「来歴の明らかな資料を収集することを原則とす

るが、資料の性質によってはそれに限らない。」とありますが、「資料の性質によってはそれ

に限らない」というのはどういうことかと申しますと、古文書をやっている学芸員が言うに

は、古書店で売りに出される古文書がありますが、その中には来歴のわからないものもある

そうです。その来歴を調べることが、調査研究になるとのことでした。考古資料では、どこ

から出土したものかわからないものは、受け入れることはできませんが、資料の性質によっ

てはそうとは限らないということです。（２）に「思想的・宗教的・政治的思考や個人的な

関心や思考による取捨選択を行わない。」とありますが、これは公立の博物館なので、そう

いったことには配慮するということです。（３）に「資料の有する個人情報の取扱いに留意

する。」とありますが、資料が有する個人情報としては、寄贈者や寄託者に関することもそ

うですし、古文書に書かれている内容についても、場合によってはあまり表に出したくない

というものもありますので、配慮しなければならないということです。（４）に「実物資料
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の収集が困難な場合は、複製及び模型または画像・映像等のデジタルデータを作成する。（以

下「複製等資料」という。）。複製等資料については、学術的な内容を踏まえたものを収集ま

たは作成する。また、著作権法その他の法令に規定する権利を侵害することのないように留

意する。」とあります。実際に実物資料を収集することが困難なことはよくあります。そう

いった場合は、複製品や模型、画像・映像等のデジタルデータを作成することも、最近は多

いです。パネルを作って展示することもよくありますし、模型を作ることもあります。ただ、

模型等を作成する時には、学術的な内容を踏まえたものとするということが大切だと思いま

す。また、著作権や肖像権等については、最近大変厳しくなっておりますので、博物館の職

員は、十分、注意しなければなりません。ですから、私たちも常に勉強していかなければな

りません。 

 次に収集資料の選定です。第６条の第１項に「収集資料の選定は、担当学芸員により資料

の内容及び性格等について調査の上、職員による合議を経て、それぞれの博物館の館長が決

定する。」とありますが、こちらについては、現在でも寄贈希望の資料があった場合、担当

学芸員がそれについて調べて、館長までの決裁をあげて受入れについて決定するということ

になっています。ところが、寄贈希望が寄せられた場合、いただいて良いものかどうか、悩

むことも多いです。やはり、収集方針がきちっとできていないと、すべてを頂くことになり、

収蔵場所の問題もありますし、系統的な収集ができなくなってしまうので、やはり複数名で

考える必要があるのではないかと思います。そこで、第２項に「収集すべき内容を有するか

どうかの判断が困難な場合は、有識者（別記１）に意見を求めるものとする。」とあり、別

記１として、「船橋市博物館協議会委員、船橋市文化財審議会委員等による」というふうに

付け加えております。これは、前回、岡﨑会長からもこのようなことをやってみたらどうか

というご意見をいただいて、それを受けたものです。他の博物館では、資料選定委員会を開

くこともあるそうですが、郷土資料館や飛ノ台史跡公園博物館では、今までにそのような会

を開いたことはございません。 

 あと、資料の下の方に、【参考 一部抜粋】とありますのが、博物館法第二条の第一項、

同じく博物館法第三条の第一項で、どういうものを収集するかということが書かれています。 

あと「博物館の設置及び運営上の望ましい基準（平成２３年１２月２０日文部科学省告示第

165 号）」ですが、私はこれらの内容を参考にして、このような原案を作成しました。一応

国の方針に沿った形ということで作ったつもりでおります。ただまだこれで決定ということ

ではなく、また、先生方からご意見をいただいて、修正を加えていって完成させていきたい

と考えています。これで説明を終わらせていただきます。 

 

〇岡﨑会長 

 只今、有意義な案を出していただきました。これにつきまして、先生方から意見を出して

いただいて、内容を確認していきたいと思います。何かありましたら、発言して下さい。 

非常に丁寧に作ってありますね。 

 

〇日塔委員 
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 資料収集方針ということですが、収集してどうするかということがあるのではないかと思

います。そちらの方の方針的なものをお作りになるというのは、ございませんでしょうか。

たとえば収蔵をどうする、維持管理というものをどうするか、それも合わさらないとまとま

ったものにならないような気がするのですが。 

 

〇岡﨑会長 

 この件について、どうでしょうか。 

 

〇郷土資料館長補佐 

 はい。日塔委員がおっしゃった通りでございまして、この収集方針（案）を作るときに、

他の館のものを集めてみたんですね。そうしましたら、大変大きな「ここの館では何をあつ

めるぞ」ということだけを挙げている館もあれば、「これを集めるぞ」ということをやって、

「最後はどうするぞ」というところまでまとめている館もありました。実は、当初は私も、

「どうするぞ」というところまで入れておりました。ところが、館内の他の職員から、「収

集方針」なので、収集以外の部分はいらないのではないかという意見が出て、今回ははずし

ております。ただ、今後、収集した後の、収蔵管理についてもう少し細かく決めていきたい

と思います。というのは、今までこれらのことについて、明文化されたものがありませんで

した。職員の数も少ないですし、先生方に事業計画と事業報告を見ていただきますと、ぎっ

しりですね。これだけの事業を回していくとなると、職員は目を白黒させてやっている状態

で、本当のことを言うと、なかなか豊富収蔵庫まで手が回らないというところです。しかし、

角明丸もそうですが、朽ち果てさせては博物館の存在意義がなくなってしまいます。郷土資

料館は、リニューアルオープンしたことでもありますし、どうやって収蔵する資料をきちん

と残していくかを、収集方針だけではなく、収蔵方針とか計画、あと手引きとか基準のよう

なもの。足りていないこととして、郷土資料館で今問題になっているのが、館内にカビが発

生してしまって困っています。資料を保存していくためにも、カビ、埃、虫そういったもの

についての対策を講じていきたいと思います。今年度は、専門の業者さんになりますが、豊

富収蔵庫内の除塵滅菌作業を少しですが、行いました。全館ですと何百万もかかるというこ

とでしたので、作業員さんたちに２日間来てもらってできるところまで。先週は、ボランテ

ィアさんたちに来てもらって、できる範囲のお掃除をしました。決して良い状態ではないの

は確かですし、環境調査というのを専門業者にやってもらっていて、どこをどのように改善

していくかということについても数年内には、ある程度、博物館としての機能を果たせるよ

うに、今後の職員たちに引き継いでいってもらえるようなシステム作りをやっていきたいと

考えています。資料を収集した後にどうするか、管理はどうするか、ということについてま

とめておきたいと考えております。 

 

〇岡﨑会長 

 ありがとうございました。私から一つ。もしできればですね、学芸員の数も限られていま

すので、できればなんですが、考古・民俗・自然科学、ある程度の専門分野の学芸員を揃え
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ておく形で、人を要求するということを腹案でやっておいていただけるとありがたいなと思

います。それとどこの地域に行っても、自然科学だけが弱い。例えば長岡や釧路は自然科学

が中心になっているところもありますが。この分類をもうちょっと細分化して、船橋に自生

する植物や船橋に特徴的な化石層を入れるようにして、それに必要な人材というものをどこ

かにうまく入れていただければありがたい。 

 

〇郷土資料館長 

 今、会長からお話のありました学芸員ですが、今、文化課に２年前から民俗の学芸員が入

っております。あと、美術専門の学芸員おります。文化課と協議しながら学芸員の採用につ

いては力を入れていて、当局の方も協力的にやっていただいています。学芸員の採用につい

ては、今後も文化課と協議をしながら進めていきたいと思っております。ご報告だけさせて

いただきます。 

 

〇岡﨑会長 

 自然科学の方に船橋市には素晴らしいものがたくさんあると聞いています。その割には、

そこらへんが遅れていると思います。 

 

〇郷土資料館長 

 そういうご意見をいただいたということで、文化課と話しをさせていただきます。 

 

〇岡﨑会長 

 他に先生方、何かありませんか。 

 

〇日塔委員 

 今日、収蔵庫の中を見させていただきまして、中に入っているものがとても多くて、一人

二人では対応できないような状態ですよね。それを整理する際に、学芸員を急には採用でき

ないのであれば、専門知識を持ったボランティア的な方に来ていただいたらどうかな、と思

いますが。今、そういう方がいらっしゃるのではないかと思うのですが。ボランティアとい

う方は、どういう待遇で来ていただいているのですか。例えば交通費とか、昼食代ぐらい出

しているのか、どういう待遇をされているのですか。 

 

〇郷土資料館長補佐 

 今、SL の整備や解説のボランティアをしていただいたりしている方たちと、考古資料の

整理をやっていただいている方たちには、微々たるものですが、図書券とか記念品的なもの

がありますので、そういったものをお渡ししております。 

 

〇郷土資料館長 

 図書券というのも、年に 1 回ですね。毎回来ていただく度というわけではなくて、ほぼ、
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無償でやっていただいていて、1 年間やっていただいて、今年度ありがとうございました、

という形で年度末か年度が開けてからお渡ししております。 

 

〇飛ノ台史跡公園博物館長 

 一応飛ノ台の方も、ボランティアがおりまして、小学校の博物館見学の時に解説のボラン

ティアをお願いしています。うちの方も図書券をお渡しする形になっています。 

 

〇日塔委員 

 そういう完全無償のものではなくて、それなりの必要経費は出して、やってもらうのが、

そういう方が必要ではないかな、と思いますが。本来は、そういう姿に改めないといけない

と思うのですが。交通費とプラスアルファですよね。最低そうすれば、いろいろな方が応募

してくるのではないかと思いますね。東京のある施設の見学説明員も無償ボランティアなん

ですよね。私も以前ボランティアをやっていましたが、船橋から通うのは大変なのでやめて

しまいました。交通費プラスαを必要経費として出せば、喜んできてくれる方がいるのでは

ないでしょうか。 

 

〇郷土資料館長 

 ご意見ありがとうございます。これだけの仕事があって、何をやってもらうのかを明確に

しなければならないですし、それに対してどれぐらいの人工が必要かということを行って予

算要求となりますと、来年度すぐにとか、有償でということは、正直、予算要求の時期が終

わっていますので難しいところです。先生が今おっしゃったように、考えていかなければい

けないのかなと思います。物事をひとつずつ精査して、要求できるだけのものを、こちらも

作り上げていかないと思いますので。また、何かありましたらいろいろとご相談させていた

だければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

〇岡﨑会長 

 他に何かございますか。木原先生、いかがですか。 

 

〇木原委員 

 今のボランティアに関してですが、無償で質の高いボランティア、これが一番の理想かと

思います。ボランティアをやる側と来てもらう側の両方をやって、感じたことがあるのです

が。館側は、ボランティアに対して、無償だから強く言えない部分と専門の知識があるボラ

ンティアと市民からのボランティアでは、全然質が違います。聞いた話では、半日やったら、

もう十分にやりましたと言って帰ってしまうとか、実はそういう弊害もあるので。私自身も

ボランティアを経験したことがありますが、無償でもこれを何とか守らなければならないと

なれば、やりたいという方はいると思います。それに甘えてはいけないと思いますが。その

気持ちと質の高いボランティアを育てるということも、博物館にお願いしたいところです。 

あと、先程、第１と第２の収蔵庫を見せていただきました。新しい資料が入った時の今後



13 

 

の形ということがありましたが、ぜひ忘れられている古い資料の方も、確認をして下さい。

自分が担当していたときのものは、覚えているけれども、過去のものについては手付かずに

なっているものが多い。私、収蔵庫でずっと探していたものを先程見つけました。収蔵はし

たけれども、誰も手を付けなくて整理する人がいなくて数十年過ぎてしまったというものを

見まして、そういうものにも何らかの手をいれていくということをぜひお願いしたいと思っ

ています。 

 

〇岡﨑会長 

 資料収集方針については、今、たたき台を作っていくというところでやっているのですが、

余計なことになってしまいますが。私は、郷土資料館の民俗の学芸員の方々と長いつきあい

があったものですから。飛ノ台が考古の郷土資料館の分館となっていますが、それと同じよ

うに、民俗学の関係の分館を作る必要があると思います。これは、ぜひともやってほしい。

もう、あの状態ではどうやったって無理ですから。できれば、そういう方針を。はじめはど

こかの教室か公民館などを利用させてもらうなどで、そこに人を張り付けてということを考

えたらどうでしょうか。５０年からの資料ですから、物理的に考えて無理だと思います。そ

れ相応のものをもう一つできないでしょうか。そういうことを考えて、いただけないでしょ

うか。 

 他に何か、忌憚のないところで。 

 

〇郷土資料館長補佐 

 本日、角明丸のシートを職員が午前中から出てきて、剥がして、先生方に見ていただきま

した。角明丸については、ご意見とか、何かございませんでしょうか。 

 

〇岡﨑会長 

 あれはもう、船橋市のものでしょう。だから、そういうものを室内で展示するように、そ

ういうものを先生方のお力を得て、文化財審議会にも保存科学が専門の者がおりますので、

お伺いして、やっていただければ。あれは、もったいないというか。船橋市としては、メイ

ンの展示になると思いますよ。そういう感じで考えていきたい。角明丸を動かすとなると、

どれぐらい、経費がかかりますか。 

 

〇郷土資料館長 

 郷土資料館から工事のために動かした時の費用はわかると思いますが。 

 

〇郷土資料館長補佐 

 運んだ時に比べて、大分傷みが進んできていますので、２点吊りができるかどうか。２点

にワイヤーかけて吊り上げたら、割れてしまうかもしれませんね。 

 

〇日塔委員 
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 正直言って、２点吊りはもう無理だと思いますね。もう１艘、似た船が収蔵庫の中に入っ

ていることが確認できたのですが。 

 

〇郷土資料館長補佐 

 柴田丸ですね。 

 

〇日塔委員 

 柴田丸ですか。 

 

〇郷土資料館長補佐 

 資料をスキャンして先生にもお送りします。 

 

〇日塔委員 

 大きさは同じくらいかなと思いますが、あちらの方の製造年が古いのではないかと思いま

す。エンジンを積まない昔の帆を立てて走る船だと思います。ただ大きく違うのは、破損度

が違います。やはり雨にあてていなかったから、非常にしっかりしていますので。そうする

と、船橋には２艘あるわけですね。実際には２艘同じような打瀬船がありましたので、ちょ

っと新たな展開をしなくてはいけないのではないかな。２艘を保存していくか、それともど

ちらかの１艘に絞っていくのかということがありますね。あと、展示スペースがかなり必要

になるわけですが、それをどこに設けるか。新しい別館としての民俗館ができれば、まあ、

そこに保管することもできますが。スペースをとるから、なかなか大変かなということもあ

ります。ちょっと考えたのが、三番瀬環境学習館。新しい三番瀬のための館ですね。海に関

係しているわけですから、船もその部類に入るのだろうと。行ったことはありませんが、グ

ーグルアースなどで見るとかなり大きい建物に見えますので。あるいはあの周辺に置くのも

一つの案かと思います。 

 

〇岡﨑会長 

 あの場所は、次元が違います。デジタル化の最先端をいっていますから。中の展示は、こ

ういうものとは、別の世界です。今の子供たちがやっているゲームと同じような。 

 

〇日塔委員 

 テーマパークというような。そういうところなんですか。 

 

〇木原委員 

 テーマパーク。そうですね。 

 

〇岡﨑会長 

 そうです。テーマパークというような。私もできた時に行かせていただきました。素晴ら
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しいものです。 

 

〇日塔委員 

 デジタルを利用した、とびぬけた感じなのですね。 

  

〇岡﨑会長 

 そういうところです。どれぐらいかかったのかは知りませんが、あんな素晴らしいものが

できたのだなあと。ある程度の年齢までの方にとっては。行ってびっくりですね。だから、

船橋市はできるんじゃないかというのが、私の考え。ですから、そういうことも含めて、こ

の協議会で考えて、盛り上げていきましょうというのが、私の考えです。私ももう少しだけ

お手伝いして。 

 

〇日塔委員 

 船の保存も考えた民俗資料館を。 

 

〇岡﨑会長 

 それも含めて、漁業も含めて。郷土資料館は、文書関係とか、船橋の総合という形にして、

その分館という形にすれば、私は難しくないと思いますよ。そこには、土台とそこにいるス

タッフが必要なんだということをつきつけるということが、まず、一番いいことかなと。 

 栗原さんの方で、資料収集方針については良くまとめていただきましたので。これについ

ては、大賛成なので。この後にもう少し、膨らまして。船橋独自のものを作っていただけれ

ば、大変ありがたいと。 

 

〇日塔委員 

 これに、プラス方向性を示したような言葉を付け加えたものを作り、方針とする、という

ことですね。 

 

〇岡﨑会長 

 はい。そんなところでどうですか。 

 

〇郷土資料館長補佐 

 ありがとうございます。 

 

〇郷土資料館長 

 続いて議題の６、「行田無線塔模型」について、ご説明ご報告をさせていただきたいと思

います。先ほど、飛ノ台からの事業報告にもありましたが、６月に飛ノ台の方で展示をいた

しました行田無線塔模型ですが、現在、郷土資料館にて展示しております。夏休み期間中は、

自由研究などで熱心に説明パネルを写し取っている中学生の姿なども見受けられました。製
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作者からは、寄贈の申し出を受けております。模型につきまして、飛ノ台井上館長を含めて

話をしたところですが、この模型は行田無線塔を研究されてきた滝口昭二先生の資料に基づ

いて、製作されていること、あと行田無線塔の資料については、ほとんど残されていないと

いうことも言われております。そういうことを、検討したところ、行田無線塔というものが

ランドマーク的にあったんだということを伝えていくためにも、寄贈をお受けする方向で事

務を進めていきたいと考えているところです。万が一破損したとか、郷土資料館においても

通年で展示するのは、企画展の時期などは厳しいので、展示期間、展示方法については、今

後、製作者の方とも協議をしていくというようなことは、まだまだ残っておりますが、寄贈

を受ける方向で事務を進めたいということで考えておりますので、ご報告いたします。繰り

返しになりますが、先ほど、栗原の方から収集方針の説明がありましたが、今後、収集すべ

きかどうかとか、寄贈を受けるかどうかということが起こりましたら、先生方にご相談して

進めていきたいと考えております。行田無線塔模型については、そういう、方向性で進めて

いきたいということでご報告させていただきます。以上です。 

 

〇岡﨑会長 

 わかりました。 

 

〇日塔委員 

 行田無線塔模型ですが、写真は何かありますか。 

 

〇郷土資料館長補佐 

 製作者からいただいたものがあったと思います。 

  

〇岡﨑会長 

 昔の写真のことですか。 

 

〇日塔委員 

 いいえ、模型の写真です。 

 

〇郷土資料館長 

 すみません。本日、ちょっと資料を持ってきておりませんので。 

 

〇日塔委員 

 かなり精巧に作られているのですか。 

 

〇郷土資料館長補佐 

 そうですね。滝口昭二先生が、『行田無線史』を、何冊かに分けて刊行していたものを、

１冊にまとめたものを刊行されたということを伺っております。非常によく調べられたもの
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です。製作者は、滝口先生にもいろいろ伺って作られたと聞いております。 

 

〇郷土資料館長 

 製作者は滝口先生が書かれたものを西図書館で見て、それで作ってみようと考えたと伺っ

ています。これは製作者も言っておりますが、模型ですので、ほんのちょっとのアレンジと

いうようなのはどうしても出てくるのですが、かなり忠実に作られているものだと思います。 

 

〇日塔委員 

 ああ、そうですか。（写真を見て）ああ、本当だ。すごいですね。 

 

〇郷土資料館長補佐 

 只今、郷土資料館の方に、展示してあります。飛ノ台のあと、郷土資料館へ持ってきて展

示してあります。 

 

〇郷土資料館長 

 次の「船橋と新京成」という展示が始まりますので、そのスペースも使いたいので、その

間は収蔵庫の方へと思っておりますけれども。今月末ぐらいまでは、展示します。 

 

〇日塔委員 

 あと、もう１点。神奈川の方で、同じような無線施設があったということなんですけれど

も、そちらの方はどういう状況でしょうか。もう壊されているのでしょうか。 

 

〇飛ノ台史跡公園博物館長 

 今は公園になっています。通信所の跡地ということで、無線塔ではなかったようです。 

 

〇日塔委員 

 やはり円形だったということ？ 

 

〇菅野歴史文化財係長 

昔の通信所のあった場所で、その後、米軍に接収され、２６年に返還されたということで

す。その跡地をこれからどうしようかという話です。その中で、船橋の行田にも丸い形があ

ったので、注目を浴びたということです。 

 

〇日塔委員 

 そちらの方は資料がいっぱい残っているのでしょうか。 

 

〇歴史文化財係長 

 ものは、あまり残ってはいない。無線塔自体は残っていなかったようで。 
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〇郷土資料館長 

 テレビ番組の作り方としては、円形の土地があった、船橋市にも同じ円形の土地があり、

そこには無線塔があった。だから無線塔があったのではというような言い方ではなく、サー

クルがあるという言い方でした。横浜については、無線塔とかそういったことは一切出てい

ませんでした。計画はしたけど、建たなかったのか、あったのかということも、私は調べて

いないので。もしかしたら建たなかったのかもしれません。そういう可能性もある感じです。 

 

〇日塔委員 

 模型を展示する際にも、そのような情報を提供するようなことが必要なのでは。テレビで

やったとすると、興味を持った人から、いろいろ質問があるかもしれません。 

 

〇郷土資料館長 

 飛ノ台は行田に近いので、模型がないときには、ワークショップ室でパネルを展示してい

て、そのパネルをそのまま使って今展示しています。そのパネルの方も作りなおそうかとい

うことで、話しています。そういうのも参考にさせていただきたいと思っています。 

 

〇岡﨑会長 

 これ（資料収集方針）は、このあとどのように持っていきますか。 

 

〇郷土資料館長補佐 

 本日の先生方からのご意見を付け加えたり、館内でもう少し詰めたりして、決定していき

たいと考えています。場合によっては、またもう一度、協議会で審議していただければと思

っています。あと、先ほど日塔委員からのご意見で、収集した後のことですが、それも整備

していかなければと考えておりましたので、また、原案を作って職員の中で詰めて、先生方

のご意見を伺うという形にしていきたいと考えています。 

 

〇岡﨑会長 

 代々学芸員の方も変わるし、基準の価値観というものですね。これをどういうふうに表す

かということが、非常に難しいと感じることなんですね。その辺を十分お考えいただいて、 

決める時に、これは受け入れる、これは受け入れないというその基準、価値観ですね。それ

をどのような形で表現するのかということですね。それが一番難しいところなんですよ。県

で唯一、船橋市で唯一、日本で……、というような価値観の持ち方もあるだろうし、いろい

ろあるので。私は前々から、船橋市とゆかりのある、船橋の、という、それをまず基本にし

て考えていましたから、そういうことをうまく入れて、価値基準というのを一度書いていた

だければと思います。そうすれば、またいろいろ考えます。よろしくお願いします。 

 

〇日塔委員 
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 これは収集方針ですので、今、先生のおっしゃったことは基準になるので、また、別個に

すれば良いのではないかと思います。方針はある程度大きなことをうたって。 

 

〇岡﨑会長 

 方針の中に、基準は入っちゃうんですよ。 

 

〇日塔委員 

 先に基準を作った方が簡単に作りやすいのでは。方針の方は基準よりも上位なので、方針

の内容を変更するには、手続きが大変で変えづらいのでは。方針と基準を別個にすればよい。 

 

〇郷土資料館長 

 図書館では、収集の方針があり基準があります。 

 

〇日塔委員 

 二つあるのですね。 

 

〇郷土資料館長 

 それを参考にして、これを作るにあたって、栗原ともいろいろ話をしてきたのですが、方

針の中に基準を入れてしまおうということで、これを作らせていただきましたので。もし、

分けた方がいいということであれば、そういったご意見もあったということで、もう一回考

えてみたいと思いますが。あえて今回は、方針ですが、細かいところまで入れ組んであるの

です。 

 

〇郷土資料館長補佐 

 私がこれを作るにあたり、一番参考としたのが、江戸東京博物館のものです。ホームペー

ジにアップしているのですが、収集から管理をどうするかというところまで、短くまとめて

盛り込んでいるものでした。別な博物館では、目標を大きく掲げているところもありました

し。館によって、本当に別々でした。近隣の博物館には、電話で問い合わせてみましたが、

ないところがほとんどでした。「なぜないの？」と聞いてみましたら、それに合わないもの

が出てきた場合、困るからということも聞きました。一つ一つのモノに対して、その場その

場で考えてやっているよ、というところもありました。その館、その館によって、いろいろ

な状況とか、その館の持っているミッションによって、県立とか国立とか市町村立、専門に

特化した博物館、そういったところでまた違ってくるということがあるようでした。こちら

は、郷土資料館も飛ノ台も含めてということで、考えてみました。ただ、本当のことを言う

と、目標的なものがもう少し入ってもいいので、そこを考えて手直ししたいと思っています。 

 

〇岡﨑会長 

 私の考えというのは、市町村が積み重なって県になり、県が積み重なって国になるわけで
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すから。市は一番下なんですよ。だから一番重要なんです。そこのところをよろしくお願い

します。他に何かご意見ありませんか。ないようですね。 

 これで、令和元年度第２回博物館協議会を終わります。貴重なご意見、ありがとうござい

ました。 

 

                                 （終了１６：００） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


