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令和 3年度第 2回船橋市博物館協議会会議録 

  

1 開催日時  

 令和 3年 10月 28日（木） 午前 10時から正午まで 

 

2 開催場所 

 船橋市郷土資料館 学習室 

 

3 出席者 

（1）委 員  日塔委員 木原委員 川口委員 正法地委員 荻野委員 

（2）事務局  郷土資料館       栗原館長 白石館長補佐 

飛ノ台史跡公園博物館 田久保館長 河西館長代理 

 

4 欠席者 

  會津委員 

 

5 議題及び公開・非公開の別並びに非公開の場合にあっては、その理由 

議 題 

（1）令和 3年度 郷土資料館・飛ノ台史跡公園博物館の事業について（公開） 

  （令和 3年 4月 1日から 9月 30日まで） 

（2）令和 3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 3年 10月 1日から令和 4年 3月 31日まで） 

（3）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） 

(4) その他（郷土資料館・飛ノ台史跡公園博物館の災害対応について）（公開） 

  

6 傍聴者数 

 0人 

 

7 決定事項 

議題 1から 3までの項目について、事務局から報告があり、質疑応答および意見交換

を行った。また、その他として、委員から災害対応について質問があった。 

 

8 議事 

 議事に入る前に、委員定数 6 名に対し 5 名の委員が出席しており、船橋市博物館条例施

行規則第 9条第 2項の規定により会議が成立している旨報告があった。 

 また、令和 2 年度第 2 回博物館協議会において、副会長に互選された木原委員から、副

会長就任のあいさつがあった。 

 

（10時 00分開議） 
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○日塔会長 

 それでは本日の議事に入ります。 

 お手元に配付してあります次第に沿って進めてまいりたいと思います。 

  

……………………………………………………… 

 

1．令和 3年度 郷土資料館・飛ノ台史跡公園博物館の事業について 

〇日塔会長 

 それでは、議事 1の郷土資料館、飛ノ台史跡公園博物館の令和 3年 4月 1日から 9月 30

日の事業実績について、郷土資料館長及び飛ノ台史跡公園博物館長から説明をお願いしま

す。 

 

〇栗原郷土資料館長 

前回の博物館協議会が、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため書面開催となり、一

年ぶりの対面開催となります。今年度も、緊急事態宣言や蔓延防止等重点措置が発出され

たため、事業の中止や縮小を余儀なくされました。また、両館ともに 8月 30日から 9月 30

日まで、１か月間の休館となりました。10月から開館することができ、徐々に通常の状態

に戻りつつあるといったところです。 

 館内の定期的な除菌、来館者へのマスク着用・手指消毒の徹底、職員の健康管理の徹底

などは続けており、気をゆるめることができない状態です。まだ、ハンズオン――触れる

展示――などは元のとおりにはできませんが、休館中は、在宅勤務を活用して資料のデジ

タル化や資料整理を進めてまいりました。 

それでは、令和 3 年度 4 月から 9 月までの郷土資料館事業報告をご説明します。展示事

業としては、本館での常設展示、Ｄ51 125号機の屋外の展示、出張展示としては、西部公

民館での下総中山駅ジオラマ展示、船橋アリーナの吉澤野球博物館の資料展示室――今年

度から文化課から民俗学芸員が配置され、当館が管理する展示施設となりました――こち

らでは、東京オリンピックに合わせて、常設展示の一部をオリンピック関連資料へと入れ

替えました。 

企画展としては、本館第 2 展示室での「船橋のおうち」展を、吉澤野球博物館資料展示

室での「探究！野球道具の世界～バット・ボール・グラブのひみつ～」を開催しました。

コロナ禍において、ステイホームが叫ばれ、「おうち時間」などの言葉が良く聞かれるよう

になりました。「船橋のおうち」展では、様々な意味を持つ「おうち」をテーマにした展示

で、学芸員のほか事務系の職員も一緒になって、配付したこちらのパンフレットのような

展示内容となりました。「探究 野球道具の世界」では、野球道具の歴史や現在作製されて

いるグラブやボールの作り方をご紹介しました。 

 ミニ展示としては、前原商店会のみなさんが夏休み期間中の８月に企画した「ＪＲ津田

沼駅市境を探すフォトラリー」に協賛し、2 階の展示室に津田沼界隈の昔の写真や説明パ

ネルを展示しました。６つのチェックポイントをクリアし、当館がゴールで、全部揃うと、
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電車のカード等がもらえる工夫をしたところ、親子連れなど多くの方にご参加いただけま

した。 

 今展示中ですが、下総三山の七年祭りは、本来であればことし、にぎやかに執り行われ

る大きな祭りですが、コロナ禍のため神事のみを行うということです。今回、ご寄贈いた

だいた資料を中心に、印半纏や提灯を展示しています。印半纏の折り紙も配布して、子供

たちにも喜んで地域の祭りを知っていただこうという企画です。 

 主な教育普及事業としては、ザイタク船橋調べ隊、地域史講座、古文書講座を行いまし

た。 

ザイタク船橋調べ隊は、ザイタクと名付けたとおり、家にいながら E メールで当館の学

芸員と受講者がやり取りしながら、課題について取り組み、船橋の歴史や文化について学

べる企画です。時期的に「船橋のおうち」展とほぼ同じ時期に行っておりますが、館側で

学芸員が作成した質問について課題として取り組み、調べ学習を深めていくという内容と

なっています。 

 地域史講座は、葛飾公民館と共催で、葛飾公民館にて江戸東京博物館の湯川説子氏に「永

井荷風と船橋」をご講演いただきました。古文書講座は、利用者が市内各所から来やすい

ように会場をかえ、広い部屋が確保できる公民館を利用して開催いたしました。今回は夏

見公民館での開催となりました。 

 資料には入っていないのですが、先ほど映像が流れておりましたが、昨年の末に、文化

庁の方で募集がかかっておりました、令和 2 年度戦略的芸術文化創造推進事業、文化芸術

収益力強化事業、その中の歴史博物館・自然史博物館・美術館における認知症対応プログ

ラム実践事業、歴史博物館・自然史博物館を対象とした収蔵品等の活用による回想法プロ

グラムに対し、1つは「バーチャル四畳半にあふれる思い出」、もう 1つが「オルガンと共

によみがえる思い出の調べ」の 2 つを応募したところ、2 つとも採択されました。私共が

直接作るというわけではなく、博物館の展示を手掛けている乃村工藝社と私共が協力して

作っていくということで、実際には全額乃村工藝社が文化庁からの補助金で行い、私共は

乃村工藝社と共に作っていくというものになります。 

 こちらが採択されたのが 12月の終わりごろでしたので、年度内に何とかといったところ

だったので、バッタバタだったんですけれども、1 つはスマホを使ったゴーグルで見ると

立体的に昔の道具が出てくるというものと、先ほど懐かしい唱歌が流れていましたが、郷

土資料館に寄贈され、ずっと使われなくて傷みが進んでしまっていたオルガンがありまし

て、今 2 階に展示しておりますが、こちらで修理から俳優を使った撮影――こちらは NHK

エンタープライズが行っておりますが、映像を作って DVD の作成まで行うことができまし

た。年度が明けてから高齢者福祉施設のほうに配付するという形にしたところ、今までに

7 申請、16 施設にお配りすることができました。概ね良い反応が得られているという状況

です。 

 非常に短期間に作ったのですが、コンパクトにまとまったものになっていると思ってい

ます。NHK エンタープライズのプロの方々が撮影したり編集したりしていますが、こちら

側の意図をくみ取った形での作成となっております。 
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○日塔会長 

 これはユーチューブの生涯学習チャンネルとかに出ているのですか。 

 

○白石郷土資料館長補佐 

 2 種類ありますが、VR ゴーグルで見ていただく「バーチャル四畳半にあふれる思い出」

については、ユーチューブのほうにアップさせていただいておりますが、先ほど見ていた

だいた DVD「オルガンと共によみがえる思い出の調べ」については、俳優を使っており、そ

ちらとの契約の関係でユーチューブでは流せないものとなっておりますので、作成した DVD

を高齢者施設にお配りして活用してもらっているところです。 

 

○日塔会長 

 展示しているところには、スマホで聞けるようにしてあるんですよね。 

 

○栗原郷土資料館長 

 別の映像で、オルガンの音を聞けるようにしてあります。 

 では、もとに戻りまして、その他の事業をご説明します。 

 資料の収集は、ここのところ市民の方でご寄贈を希望される方が多く、民俗の学芸員が

忙しく対応しております。本町通りの古い商店が店を閉めるとのことで連絡があったり、

高根台団地の古くからお住まいの方から高齢者施設に移るのでということで、入居された

ときの資料を寄贈したいという連絡があったりと寄贈希望が多いです。 

 この 4 月から、三山老人デイサービスセンターの廃止に伴い、当館で管理する資料の収

蔵と、学芸員の研究の拠点として、郷土資料館三山分室となりました。旧吉澤野球博物館

内で保管していた野球関連資料や美術資料類、玉川旅館の廃業に伴い寄贈を受けた調度品

や建具類などを高根小学校 4階から、三山分室へと移設しました。新しい収蔵施設なので、

現在、環境を整えつつ資料の整理を進めているところです。 

 資料の貸出しでは、お隣の八千代市立博物館の縄文時代関連企画展開催のために、桑納

川遺跡群で採集された縄文時代後期晩期の土器を 17点、また、船橋市と協定を結んでいる

野球殿堂博物館に天狗倶楽部ユニホームを貸出ししております。現在同館で開催中の「野

球伝来 150年記念ベースボールがやってきた」にて展示されています。 

 市民向けの広報誌として、お手元にあります「みゅーじあむ・船橋」17号を飛ノ台史跡

公園博物館と合同で刊行しました。そのほか、本館・豊富収蔵庫・三山分室の施設管理、

災害対応訓練、自衛消防訓練などの災害訓練を行っております。今も地震があったのです

が、10月 7日の夜の震度５弱の地震では非常参集がかかり、私と白石補佐、田久保館長は、

それぞれの博物館に参集し、被害状況の確認を行いました。特に建物や資料の被害はあり

ませんでしたが、これからも大規模な地震が想定されているので気が抜けないという状況

です。 

 4 月から 9 月までの利用状況は 4 の表にまとめております。開館している月の平均観覧

者数は、一日あたり 50 人から 60 人、D51 の土日祝日の運転席公開日は、夏場の 7 月 8 月

は少なかったものの、その他の月は一日当たり約 60人の観覧者がありました。 
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 コロナ禍前の令和元年では一日平均約 90名強の観覧者数でしたが、やはりステイホーム

ということもあり、観覧者数は少なかったということです。その代わり、ふなばし生涯学

習チャンネルでの資料を紹介する動画の閲覧数を評価してもいいのではないかと考えてお

ります。 

 郷土資料館の事業報告は以上です。 

 

〇田久保飛ノ台史跡公園博物館長 

 令和 3 年 4 月から 9 月末日までの事業についてですが、1.展示事業、2.教育普及事業、

3.その他事業等の順でご報告します。 

 初めに展示事業については資料 5 ページに記載してございます。常設展示、屋外展示、

企画展①「いよいよ国史跡指定へ 取掛西貝塚ミニ展示」、企画展②「第 20回縄文コンテン

ポラリー展 in ふなばし とびはくにもぐろう～縄文時代と対話する～」を開催いたしまし

た。 

 企画展①につきましては、当館 3 階の展示室に常設展示している取掛西貝塚の貝層の剥

ぎ取りのほか、取掛西貝塚から発掘された土器を埋蔵文化財調査事務所から借りてきまし

て、20 日間という短い期間の展示でしたが、1,689 名の入館者を集めまして――最後のほ

うの利用者状況にも影響したと思うのですが――盛況だったものと考えております。 

 企画展②、これにつきましては新型コロナウイルス感染症蔓延のため、昨年度、当館の

館齢と同じ 20 回という記念すべき回だったのが、残念ながら実施することができません

で、今回、20回に及ぶ活動の歩みなどを含め、各種ワークショップの開催等により、入館

者から好評を得て開催することができました。オープニングセレモニーなどは縮小という

ことで実施できなかったのですが、夏休み期間中ということもあり、ご好評いただいたと

いうところです。 

 続いて 2.教育普及事業、資料 5ページから 6ページになります。 

 有料、無料ワークショップ活動、博物館実習受け入れ、教員キャリアアップ研修、博物

館ツアー・夏休み自由研究相談会、小学 6 年生の博物館見学、博学連携事業、移動博物館

を実施しました。詳細については記載してあるとおりですので割愛させていただきます。 

 3.その他の事業等につきましては、調査研究やレファレンスのほか、市民大学校や公民

館などからの講師派遣の依頼ですとか、博物館資料の貸出し等を実施しております。 

 最後に、7ページの令和 3年度利用状況をご覧ください。 

先ほど栗原館長から説明があったとおり、9月は両館とも閉館しておりましたのでここは 0

人なんですけれども、一日平均利用者数の欄を見ますと、62.9という数字が出ております。

4・5・7・8月はその数字に近いところに行くと思うのですが、6月の 87.7という数字です

が、これが先ほどお話ししました取掛西貝塚に対する市民の関心の高さをうかがわせる数

字かなと思っております。 

 説明が長くなりましたが以上です。 

 

○日塔会長 

 この期間中は休館があったり、事業期間の縮小や内容の縮小などがあったことがわかる
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のですが、閉館時間の変更、短縮というのは無かったのでしょうか。 

 

○栗原郷土資料館長 

 開館時間の変更というのは特にありませんでした。 

 また、休館中は両館とも、船橋の保健所業務がひっ迫している状況でしたので、郷土資

料館と飛ノ台史跡公園博物館から各 1名ずつ保健所の応援のための職員を派遣しました。 

 

○川口委員 

 郷土資料館の民俗関係資料の寄贈の申し出があるというのは結構なことなんですが、い

ろんな美術館、博物館でよく聞くのが、あっちからもこっちからも寄贈の申し出が出てく

ると、受け取るほうもスペースが無くなってしまうという、その辺の問題はないですか。 

 

○栗原郷土資料館長 

 きょうのレジュメの最後のページにあります、船橋市博物館資料収集方針というのをつ

けさせていただいているのですが、先生がおっしゃるとおり置き場所、保管場所の問題と

いうのはついて回っております。今までの協議会でも、視察していただいておりますが、

郷土資料館では豊富に第 1・第 2 収蔵庫というのがありまして、また、本館内にも小規模

な施設がございます。また、先ほども申しましたが、この 4 月から三山小学校の一部にあ

りました老人デイサービスセンターのほうが廃止になったということで、そこを使う課は

ないかという調査があり、そこに収蔵施設を造ろうということで、この 4 月から郷土資料

館と文化課で使えるような施設となっております。そこはまだ整備中というか、主に下総

中山駅近くの旧吉澤野球博物館の野球資料を収蔵したり、文化課のほうでは美術関連の資

料を収蔵したりしています。あと、去年ご寄贈いただきました玉川旅館の資料――非常に

量が多いのですが――建具とか床柱とか昭和初期のガラスの建具類など美しいものが沢山

ありましたので、こういった寄贈いただいたものを置いております。 

 今、先生のほうから、寄贈希望があったものを全部受け入れてどうなのかということな

のですが、そのためにも資料収集方針を――時間がかかっておりますが――作りまして、

この方針に則って収集していこうということで考えております。 

 

○日塔会長 

 この問題は、議題 3のほうで取り上げたいと思います。 

 では、私のほうから。ここに文化講演会ということで、昆先生の講演会が予定されてい

るようですが、これは柴田丸と角明丸についてやられるということでしょうか。それとも

全般的な内容になるのでしょうか。 

 

〇栗原郷土資料館長 

 この件につきましては、次の事業計画のほうでご説明したいと考えております。 

 

〇日塔会長 
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 わかりました、では、船体そのものの計測のほうはいかがでしょうか。 

 

〇栗原郷土資料館長 

 コロナ禍ということもあり、昨年のちょうど今ごろ、神奈川大学の昆教授と一級建築士

で CAD を担当される須田さん、日大理工学部の学生さんに来ていただき、本来は郷土資料

館の職員がやるべきことだとは思いますが、皆さんにご協力いただき、作り上げることが

できましたが、そのほかのべか船など何艘かあるものについては、まだこれからといった

ところで、計画ができておりません。 

 これをきっかけとして船体が傷む前に記録を取りたいと考えているところです。 

また、日塔先生には、木造和船を展示している施設をご紹介いただいたり、一緒に施設

に行っていただいたりしておりますけれども、協議会のほうからも、船橋といえば船でし

ょうと、展示しないといけないねと言われておりますので、コロナ禍で調査の人々を集め

るのが難しい時代ではありますが、進めていきたいなと考えております。 

 

〇日塔会長 

 コロナ禍ということで、こういった調査というのもやりにくくなったというのも事実で

すが、ちょっと中断気味ということで了解しました。 

 

〇正法地委員 

 意見というよりも感想になりますが、郷土資料館の中で報告があった下総三山の七年祭

りのミニ展示ですが、私も見せていただいたのでその感想です。私もお祭りのファンで、

６年間待ちに待って中止ということで、この展示はタイミング的に良かったのではないか

と思います。印半纏を中心に展示されていて、また展示の向かい側にビデオが放映される

ような仕組みとなっていて、私が見学した時にそのビデオを見ている方がいらっしゃいま

した。その祭りの映像と実物を見ることで非常に臨場感があって良かったです。  

 それから飛ノ台史跡公園博物館につきましては、企画展の縄文コンテンポラリー展があ

りました。実は私は作家として写真を活用した作品を出展させていただきましたが、作家

及び作品の紹介動画をユーチューブのふなばし生涯学習チャンネルで見ることができまし

た。これがとてもいい企画だったと思います。  

私も友人や知人に「見に来てください」とはなかなか言いづらい状況だったので、こち

らの動画を紹介しました。非常に簡潔にまとめられていて、3 回に分けて配信したのです

が、7月 18日から開催されましたが、7月中には皆さんが見られるようになっていました。

紹介したところ見たという人から返事をもらい、タイミング的にも効果的だったのではな

いかと思います。ユーチューブ等を活用した広報活動は大事だと思います。 

 ただ、このユーチューブで見られるということをどのように紹介しているのか、知る人

ぞ知るでもいいのだけれども、ユーチューブの紹介を広報ふなばし以外でどのようにして

いるのかをお聞きします。 

 

〇田久保飛ノ台史跡公園博物館長 
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 委員おっしゃるとおり、ふなばし生涯学習チャンネルというプラットフォームにアクセ

スしない限り見られないという欠点があるというのは承知しています。しかしながら今後、

実行委員会で意見をいただいて、例えばフライヤーであるとかポスターといった紙媒体と

いうのは今でも力が強いので、そういったものの配布等を通じて工夫していきたいと考え

ております。 

 

〇日塔会長 

 やはりコロナ禍ということが働いて、そのおかげでこうしたユーチューブなどの動画に

よる紹介や広報が発達したのではないかと思います。コロナ禍で悪い点ばかりでなく、こ

ういったいい点もあったかなと思っています。動画を作るのもなかなか大変でお金もかか

っていることと思いますが、作るほうは大変だと思うのですが、魅力を分かりやすく理解

できると思います。ただ、正法地委員がおっしゃったとおり、それを活かしていけるよう

に、こういうチャンネルがあって、どういったものが放映されているということをいかに

して知らせるかというのが大事だと思います。 

 ただ、その生涯学習チャンネルを見ていると、なんだか変な番組も出てきてしまう。船

橋の生涯学習チャンネルの中身だけならいいのですが、違う動画が入ってきちゃうのは、

防止できないものでしょうか。 

 

〇田久保飛ノ台史跡公園博物館長 

 確かに会長がおっしゃるとおりでして、そういった状況というのは、グーグル社の傘下

に入っているユーチューブということで、企業広告や、ロボット検索の技術を入れている

ので、1 つ興味のあるコンテンツを見ると、関連しそうな動画を引っ張ってくるという仕

組みになっております。なかなかそれを市町村の都合でかえることは難しいことと承知し

ております。 

 

〇木原副会長 

 コロナ禍の中で、郷土資料館の民俗資料の調査については、直接の聞き取りなど対面し

ないとできないことがあると思います。私なども、台風 19号があったあたりから遠慮をし

ていて、そのあとコロナで、ほとんど民俗調査は聞き取りができない。ここにきてようや

く様子を見て行けるようになりましたが、連絡を取ると「来てくれるな」という雰囲気が

ありありになっている。博物館としてはやらねばならない仕事ですが、コロナ禍において

ここまではやるといった基準は持っていたのでしょうか。 

 

〇栗原郷土資料館長 

 木原委員がおっしゃったとおり、人との接触を極力少なくするという状況であったので、

ノコノコ出かけて行って聞き取りするというのは難しい状況でした。寄贈の申し入れ等が

あった場合は、後ろに延ばせるものは延ばしてもらって、最近ようやく動きが活発になっ

ているといった状況です。 

 また、閲覧希望というのも結構ありますが、古文書の複製を見たいという方も結構いま
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すが、そういったものについては高精細で写真に撮ったものをメール等に添付してご覧い

ただいたりしたものもあります。 

 実物をどうしてもという場合もあり、私が対応したものの中では、ある都内の博物館の

職員の方が、そこの博物館の展示のために中世のカワラケの調査をしているという事例が

ありました。休館している期間でしたが、職員との接触をなるべく少なくする形で、ご了

承をいただきながら、実物資料をどうしてもという場合は感染対策を取りながら工夫して

対応してまいりました。 

 

〇木原副会長 

 では、時々の状況に応じた形で対応してきたということでしょうか。そうするしかなか

ったですよね。 

 

〇栗原郷土資料館長 

 民俗などでは、市民のお宅に行って調査するということが多いのですが、場合によって

はこちらから行くのではなく、逆のパターンで、持ってきてくださるということもありま

した。やはり聞き取りというと対面での調査となるので、持ち主の方と面と向かって細か

いところまで聞き取るというのは、なかなか厳しいところでしたが、その中でも最近徐々

に動き始めているといったところです。 

 

〇木原副会長 

 わかりました、どこも同じなんだなと思います。 

 

 

……………………………………………………… 

 

 

2．令和 3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 

〇日塔会長 

 続いて議事 2、令和 3年度郷土資料館、飛ノ台史跡公園博物館の 10月 1日から令和 4年

3月 31日までの事業計画について、郷土資料館から説明をお願いします。 

 

〇栗原郷土資料館長 

 郷土資料館の令和 3 年 10 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日までの事業計画について説明し

ます。本館と吉澤野球博物館の資料展示は、展示資料を時々入れ替えております。D51の展

示、西部公民館での「下総中山駅ジオラマ」の展示は継続となります。企画展としては、

「海辺のようすの移り変わり」と題しまして、海浜部の地形の変遷と産業など人々の暮ら

しの様子の変遷を展示します。昨年度玉川旅館からご寄贈を受けた資料類も展示する予定

としています。 

 玉川旅館の閉館にあっては、市民の反応が強いものがありまして、今でもこちらにある
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と聞いて見に来たとおっしゃる方がたまにいらっしゃいます。まだきちんと整理がついて

いるという状況までは至っていないのですが、展示の中でお見せできるものを何点か予定

しているところです。 

 教育普及事業としては、郷土資料館ではしばらく行えていなかった古文書講座を 12月か

ら、定員を減らし、感染対策を行ったうえでの再開を予定しております。船橋の歴史散歩

は、今までのやり方としては、講師と共に参加者が史跡などの説明を講師から聞きながら

移動して歩くというスタイルで行っておりました。今回からは、自由参加の形式にして、

史跡巡りのマップをホームページに掲載したり、郷土資料館で配布したりして、参加者に

は好きな時間に史跡巡りを楽しんでいただくというスタイルに変更しております。今年度

は「マップで巡る下総三山の七年祭り」を予定しております。史跡ポイントでは、マップ

についた QRコードをスマホで読み取ると、解説が出るという形になります。最後に郷土資

料館に到着すると参加賞の缶バッジがもらえるという企画を考えております。先ほども出

ましたけれども、ことしの七年祭りはコロナ禍ということで神事のみ行うということです。

少しでも地元の祭りに興味を持っていただきたいと思っており、こういった企画を考えま

した。 

 また、ことしの七年祭りの民俗学的な調査は文化課と郷土資料館で調査を行ってまいり

ます。 

 次の文化講演会では、昨年度実施した、船橋の湊で実際に操業していた木造和船の実測

調査を行っていただいた神奈川大学の昆政明先生に、木造和船の実測の調査ということと、

東京湾の漁業についてのご講演をいただきます。和船をご寄贈いただいてから大分時間が

過ぎてしまいましたが、昆先生や日塔先生、ご協力いただいた皆さんのおかげで実測図を

CAD で作成するところまで進むことができました。本来は当館が主体となってまとめるべ

きところですが、より専門性が高い先生方の協力を得ることができたため、今まで続けて

きた状況を市民の皆さんに公開して、記録として残していきたいと考えております。 

 そのほか、ふなばし生涯学習チャンネルで Web で古文書講座のユーチューブ動画を只今

準備中です。博学連携事業としては 3 ページ目に掲載しておりますが、最近は小学生の見

学などを受け入れられるようになってきております。くらしの道具の展示が、小学 3 年生

の授業と連動しているので、勉強の役に立つようそれらの資料を準備して迎えるようにし

ております。 

 定例的な事業については記載のとおりです。 

 今まで、1 階の北側が公園緑地課の職員の詰所となっておりましたが、詰所が移転し当

館で使えるようになりましたので、現在、民俗資料の仮置きのスペースとして使用してお

ります。 

 博物館実習の受け入れについてですが、資格を取りたいという気持ちで来られているわ

けなので、できなくなったら大変だということで、色々と工夫をしながら行っているとこ

ろでございます。通常ですと夏休み期間中にやっていたのですが、時期的に難しかったの

で、秋に行うということで、11月に行う予定としております。日本大学理工学部からの学

芸員課程からの依頼というのが、博物館でのボランティアを通じて単位を取得するという

ものとなっております。また、日大理工学部以外の大学の二本立てになっておりまして、
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他大学のほうに関しましては、古文書の整理であるとか、地図の整理であるとかといった

ことをやっていただき、日本大学の理工学部については、大学の教員のほうから、学生た

ちが通える状況ではなかったということもありまして、ズームなどでの授業を行いながら

テーマを決めて展示パネルを作り、それについての解説動画を作ること、そしてその展示

を当館で行うということで進めております。これも私たちが直接携わることができない中

での大学との協力体制で行っておりまして、こちらのほうも 11月の中旬以降にパネルと解

説動画を当館の 3 階のエレベーターホール、ふなばしギャラリーで展示する予定となって

おります。 

 調査研究活動については、4 ページに書かれているとおりとなりますけれども、藤原の

安川家、個人所蔵の文書について、鎌ケ谷市の郷土資料館と市川市の歴史博物館と共同で

行っております。あと本中山の個人所蔵の文書ですが、なかなか個人所蔵のところに行く

ということが厳しい中で、今後少しずつまた再開できるのかなといったところです。 

 先ほどご質問のありました角明丸、柴田丸の活用保存についてですが、物が大きいだけ

に何かするとなると非常に費用的な負担が発生するわけで、今市のほうの財政が厳しい中

で、移動するからこれだけ予算が必要ですといってもつけてもらえないという状況がござ

います。これについては色々な補助金等を検討しているところでもございます。 

 以上で郷土資料館の事業計画の説明となります。 

（※ QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です） 

 

〇田久保飛ノ台史跡公園博物館長 

 飛ノ台史跡公園博物館の 10月から来年 3月末日までの事業計画について、一部既に実施

しているものありますのでご了承ください。 

 1.展示事業、2.教育普及事業、3.博学連携事業の順でご報告させていただきます。 

 資料 5 ページになります。常設展示、屋外展示のほか、10 月 16 日から開催しておりま

す企画展「船橋のいちばん暑かった時―縄文時代前期の地球温暖化―」ですが――今お手

元のほうに図録をお持ちしましたので、お時間があるときにご覧いただければと存じます。

――今実施中で、12月 5日まで 1階ギャラリーにて実施しております。また、ちょっと期

間が被ってしまうのですが、10月 23日から 11月 23日までの 1か月になりますが、3階展

示室で小企画展「最新科学が明らかにした わたしたちのルーツ」の展示を実施しておりま

す。これについては、企画展、小企画展ともに当館の学芸員が自然史についての造詣が深

いことから、金沢大学を中心とした国際研究グループの一員として名を連ねており、そこ

で得られた学術的成果が、9月 17日にサイエンス・アドバンシス電子版というものに載っ

たということがありました。この研究に使われたものが古作貝塚出土の縄文時代後期の人

骨で、そのうちの 1体を学術研究の成果と共に復元展示しているものです。 

 今までの、いわゆる縄文と弥生といった 2 元的なルーツに加えて、古墳時代の人骨から

新たな日本人のルーツが発見されたことで、3 つのルーツで現在の日本人が形づくられて

いるということが、科学的に証明できたものです。 

 続きまして、12月 18日から令和 4年 1月 23日の期間は、先ほど栗原館長からもありま

したが、1階ギャラリーにて、当館にて「くらしの道具展―道具が語るくらしの歴史―」を
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実施する予定です。 

 令和 4 年 2 月 13 日から 3 月 6 日の期間において、海神中学校、高根中学校合同展とし

て、1階ギャラリーにて「日本の美を今に活かした作品展」として、両校の生徒が縄文の資

料からインスピレーションを得て制作した作品の展示を行う予定です。 

 では、2番の教育普及活動の予定を申し上げます。 

 実は、昨日から 3回シリーズで実施しております縄文大学ですが、こちら、11月 3日と

10日の 3回シリーズで実施しておりまして、午後 6時からきららホールを会場として、外

部からの講師を招いて行います。 

 また、身近な遺跡や地域の歴史を学ぶ考古学講座を当館学芸員をはじめ、外部講師等を

招いて行う予定としておりまして、令和 4年 1月 15・22・29日の土曜日に実施する予定と

しております。 

 そして、有料・無料ワークショップ、移動博物館については実施していく予定としてい

るところですが、教育フェスティバル参加については昨年同様、実施を見合わせるという

こととなっております。 

 新型コロナウイルス感染症対策について、引き続き万全を期す所存ですが、海神公民館

と共催する、当館職員が案内する「あるいてみる飛ノ台周辺の遺跡・史跡」については実

施する予定となっております。手探りではあるのですが、このまま感染状況が落ち着く状

況であるので、なるべく市民の要望には応えていきたいところです。 

 説明は以上です。 

 

〇日塔会長 

 両館長から説明がありましたが、ご質問等ありましたらどうぞ。 

 

〇木原副会長 

 先ほどから出ている、三山の七年祭りについてですが、神事は当然やるのですが、ほか

の 4 市町村からの参拝を見送るというのは大分前から聞いてますけれども、それについて

の展示と、文化課と共同で調査というのですが、具体的に今回はどんなことを行うのでし

ょうか。 

 

〇白石郷土資料館長補佐 

 神事のみ行うということとなっておりまして、近隣の 9 社の氏子総代など関係者が神社

に集まって神事のみ行うと伺っております。当然多くの方の見物はできないこととなって

おりますけれども、文化課のほうで交渉していただき、数人であれば調査していいよとい

うことで許可をいただいています。実はあすが禊式です、本来は夜中にやるのですが今回

は昼間にやるということですので、禊式につきましては郷土資料館の学芸員と私の方で現

地に伺い、どういう状況で実施するのかといったところを調査させていただきます。 

 そして、本祭につきましては二宮神社で神事のみを行うと伺っておりますので、文化課

のほうで調査に入るということです。 

 コロナ禍のおかげといっていいのか分かりませんが、こういったごく稀なケースになり



13 

ますので、私共といたしましてもどのような形で行われたのかということを後世に残すこ

とは重要だと思っております。 

 

〇木原副会長 

 有名になってくるとどんどん形が崩れていく。磯出の時などは、本来は明かりを全部消

さなければならないのに、煌々となっていたり、人が入ってきたりだったものを前回の時

にかなり戻して良くなっていた。考え方によっては、長い歴史の中で、こういうことがあ

って、本来の厳粛な神事だけを追えるというのは確かにいいチャンスだと思います。 

 ただ、これは二宮神社のみだけでなく、幕張のほうは行かないのですか。どのようにな

っているのか聞いてますか。 

 

〇白石郷土資料館長補佐 

 本祭のほうが磯出式の幕張のほうと本祭のほうと分かれているということは存じており

ますが、そちらのほうはちょっと聞いておりません。申し訳ありません。 

 禊式に関しては習志野市の運動競技場で行うというのは伺っておりますので、おそらく

磯出式のほうも場所は変えずに現地に行って神事を行うものと思います。 

 

〇木原副会長 

 前回の時に、たまたま幕張地区の調査に入っていたのですが、かなり優遇して中に入れ

たので、私は入れなかったのですが、一人送り込むなどしていい形でできたのです。幕張

は幕張の行事があるので、皆さんそれぞれ自分の地元は大事にしてるけれども、祭りの流

れは 2 つあって初めて 1 つになるので、あまり関係ないと思われるかもしれませんが是非

磯出のほうも、可能であれば、大分役員も変わっているとは思いますが、当然のように時

間を設定して明け方の 3 時から 4 時の間にやることになると思うので、密にもならないと

思うので、その辺のところもできたらやってほしいです。お願いします。 

 今まで見ていると、皆さん自分のところだけで行っていない。竹矢来の中に入らないと

中でやっていることが見えない状況ではありますが、その辺のところがいいチャンスだと

思います。 

 

〇白石郷土資料館長補佐 

 ご意見いただきまして、なるべく現地に行けるよう文化課のほうと調整したいと思いま

す。 

 

〇正法地委員 

 ことしのビッグニュースである取掛西貝塚の国史跡指定ということで、船橋市では初め

ての国の指定ということです。私はよくユーチューブを見ていますが、予告の形式で 2 分

編、3分編があり、今は特集ということで 15分編がユーチューブで紹介されて、そこに「こ

れが凄い」というタイトルがついています。10月に指定されて、これから取掛西貝塚につ

いての皆さんへの広報というか知っていただくための手段がこの計画に見当たらないので
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すが、今後の取掛西貝塚の認知度を上げるための施策があれば教えてほしい。 

 

〇田久保飛ノ台史跡公園博物館長 

 取掛西に関する広報についてですが、こちらの所管は文化課になっておりまして、ユー

チューブのコンテンツのほうも文化課で作って配信しているところです。 

 私どもは博物館として、埋蔵文化財調査事務所のほうで整理の終わった遺物については

移管されることとなっています。そこで学芸員のほうで調査研究した物を企画展示として

文化課と連携しながら報告等も含めて展示、広報に取り組んでいきたいと考えております。 

 

〇正法地委員 

 皆さんに知っていただけるよう、広報を継続してやってもらいたいです。 

 

〇日塔会長 

 私のほうから簡単なことを教えてほしいのですが、小企画展でやる国際研究グループ、

そこに参加している学芸員の方のお名前を教えてほしい。 

 

〇田久保飛ノ台史跡公園博物館長 

 畑山智史という者になります。研究者の検索でヒットするはずですのでよろしくお願い

します。 

 

〇日塔会長 

 それから、飛ノ台の企画展についてですが、海神中学校とはずっと一緒にやってこられ

たと思っているのですが、ことしから高根台中学校が入ってきたようです。ちょっと離れ

ているようですが、今後とも連携してやっていく予定なのでしょうか。 

 

〇田久保飛ノ台史跡公園博物館長 

 ご指摘のとおり、高根台中学校と海神中学校は離れておりまして、実はこの取り組みを

始めたエピソードになるのですが、海神中学校の美術教師で石原先生という先生がいらっ

しゃって、その先生が飛ノ台史跡公園博物館で生徒さんの活動をしたいということから始

まったという経緯がございます。その先生が今、高根台中学校に赴任されています。指導

者が高根台中学校にいます、そして海神中でも継続して取り組んでいることから、両校で

行うようになり、今回の展示のような形での実施は、ことしで 2回目になります。 

 

〇日塔会長 

 やはり、指導の先生が赴任した学校が参加する形になっていったといことですね。こう

いったものはやはり有効だと思うのですが、みんなが参加されれば良い教育になるのでは

ないでしょうか。 

 

〇河西飛ノ台史跡公園博物館長代理 
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 石原先生が高根台中学校で活動を続けていて、高根台中、海神中の作品が縄文コンテン

ポラリー展のほうでも展示しております。市の指導課からほかの中学校でもこういった活

動を取り入れてくれないかという話があります。じつは高根台中学校の生徒さんが当館に

来るというのがなかなかできないので、当館の学芸員又は職員が本物の土器をもって出前

授業に行って、スケッチをしてもらっています。これが市内全域に広がってしまうと対応

しきれないということで、非常に良い取り組みだとは思うのですが、マンパワーも考えて

今後動きたいと思っております。 

 

〇日塔会長 

 成果も上がっていて、なかなかいい企画だと思います。 

 

……………………………………………………… 

 

3．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 

〇日塔会長 

 それでは続きまして、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、郷

土資料館長から説明をお願いします。 

 

〇栗原郷土資料館長 

 資料収集方針ですが、こちらは大分長い時間をかけておりまして、委員の先生方もかわ

られたこともあるので、最初のとっかかりから説明させていただきます。 

 郷土資料館が開館から 50 年近くが過ぎ、平成 28 年度からの耐震補強工事があったわけ

ですが、その時に職員がほとんど総入れ替えのような形になりました。そしてここに残さ

れている様々な資料をどういう風に展示されているのかですとか、その保存状態がどうな

のかというのを見たときに、協議会の先生方にも豊富の収蔵庫のほうを見に行っていただ

いたりとか、しているわけなんですけれども、かなり直していかなければならないだろう

という状況でした。 

 資料収集のやり方、収蔵にかかる問題ということが多々あるということがありました。

それを改善する必要性に迫られて、この船橋市博物館資料収集方針というものを作ろうと

いうことになりました。 

 たたき台は私のほうで作成いたしまして、よその博物館の資料収集方針が、ホームペー

などに出されているものもあるし、電話で問い合わせしたところ、そういったものを作る

とそれに縛られて色々できなくなるから作らない、というところもありましたし、なかな

か難しいところではあったのですが、ただ、今も資料収集活動は行っておりますが、ある

程度の基準がないと、価値判断というのが担当する職員によって振れ幅が広くなってしま

うということになりますので、郷土資料館と飛ノ台史跡公園博物館 2 館またがっての方針

を作っていこうと考えました。 

 分野としては、考古学もあれば、古文書などの歴史もあれば、民俗資料もあれば、その

他の資料も大量にある。その大量にある様々な資料にまたがる方針ということになるので、
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使う言葉ですらぴったり来ないところもありまして、古文書を扱う人と、考古資料を扱う

人とでは使う言葉自体が最初から、出だしから違っちゃうので、なかなか難しいところも

ありましたが、手を入れてもらって、こうじゃないかという繰り返しを何回か行って、前

回協議会で報告させていただき、先生方からいただいたご意見を取り入れて、現在ここの

ところまで進んできたというところです。一応両館の職員でこれでいいかねというところ

まできたところです。 

 前回の岡﨑先生、日塔先生からいただいた重要なご意見の中では、まずは、船橋市にゆ

かりの物を収集するということと、あとは集めてからどうするのかということを入れたほ

うがいいのではないかというご意見があったので、一応そこの部分は最後のほうになって

しまいますが……。船橋市ゆかりのというのは前のほうに出てくるのですが、最後のほう

に資料の保存管理という項目を入れました。 

 今も収集活動をやっていますけれども、それを常に整理して分類するなりなんなりする

ことを続けていかないと、収集したものが死蔵されてしまうという状況に陥ってしまうの

で、そうならないようにするにはどうしたらいいかというところで、これがベストだとは

言い切れない部分もあろうかとは思いますが、まずはこれに沿った形で進めていきたいと

考えております。 

 今後収集していくものということと、今あるものをどうしていくかという問題は非常に

大きいもので、郷土資料館に関していえば 50年かかって収集してきたもので登録までされ

ていない物が大量にある。その時の収集した職員が誰も残っていないという状況で、今後

どうしていこうかという、本当に苦しい段階ではあるのですけれども、やはり博物館の使

命を果たしていくためには、時間がかかっても少しずつでも向かわなければならないなと

思っているところです。 

 文化課の白井補佐がまだ来ていないのですが、埋蔵文化財に関しては文化課とも協力し

ながらの資料の取り扱いというところでも、ラインを決めてやっております。以上です。 

 

〇日塔会長 

 この資料収集方針については、3 年がかりで進めてまいりまして、一応これがまとまっ

たところということですが、ご意見ありましたらどうぞ。 

 

〇木原副会長 

 確かに 50年経つと、物によっては経年劣化が激しいものと変わらないものとの差は大き

くなります。これに関しては資料収集なんですが、豊富収蔵庫の現状を見ると、かなりの

経年劣化をしていて、特に民俗系資料の藁とか布製品に関しては再生が無理なのではない

かという物もありますし、やがては言葉は悪いけれども処分という形で整理しなければな

らないこともあると思う。あまり明確化しないまでも意識したうえでそういったことも含

みおいていただいたほうが、今後の後の人たちにとってみれば楽になるのではないかと思

うのですが、いかがでしょうか。 

 

〇栗原郷土資料館長 



17 

 今、木原先生がおっしゃったとおり、本当にどうにもならなくなってしまったような物

について、それは処分できるのかどうかという議論というのがなかなかできないというと

ころですので、よその例とかも調べてみたりとかして、収集ではないけれども、収集した

あとに場合によっては少し整理していくという過程も今後考えていく必要があるのかなと

いうことは、民俗の学芸員と話すことはあります。一回収集した物は絶対に廃棄できない

といわれがちなんですけれども、ただ、話を聞いてみると記録を取ったうえでのきちんと

した処理をすれば、そういったこともありなんだという風な話も聞く。そこら辺について

は私も実はやったことがないのです。木原先生からも参考となる例がございましたらご教

示いただいて、決めていきたいと思っております。 

 実際、一年間でも相当な資料が膨大に膨れ上がっていく。市の財政状況も厳しい中で、

入りきらないから新しい収蔵庫を建ててくださいと言っても建ててくれることはまずない。

市の建物というのは、保全計画という計画の中で改修を行っていくのですけれども、その

保全計画も少しずつ後ろにずれて、その年にできないような状況が続いているので、新た

にというのはなかなか厳しいのですけれども、このリニューアルしたあとに、今まで行っ

ておりませんでした温度・湿度の記録を取るといったことですとか、デジタルで温湿度の

記録がとれるデータロガーで展示室とか収蔵庫の記録をとるとか、そういったことは少し

ずつ改善をしているところです。三山の分室に関しても、高齢者施設でしたので、環境と

してはそれほど良くはないのですが、それなりに専門業者を入れて、清掃したりですとか、

職員が時々行って空気の入れ替えを行うとか、そういった形では資料が傷まないようにと

いうふうな工夫はしているところでございます。 

 また、木原先生のお話しでは、私たちが今考えている一番の問題点です。実際のところ

職員が入れ替わってしまうと、収蔵管理の在り方というものが 100％伝わっていくという

ことはないんだなと、私がこの郷土資料館に来てからの感じることです。よその博物館の

職員ともそういう話をするのですけれども、学芸員が複数名いたとしても、その専門専門

で一人という形での採用となるので、なかなかそれが引き続いてっていうのはなかなか難

しい。また、50年前と今の保存の記録の仕方も、今はほぼデジタルですが、50年前までは

まだ紙のカードでという時代ですので、それをある程度エクセルなどに入れてございます

けれども、ちょっと情報量としては足りなかったり、まだ変えていかなければならないこ

とがあるという状況です。今後に向けてそこら辺も改善していきたいと考えているところ

です。 

 

〇日塔会長 

 この問題は、難しくて微妙なところがあるのですが、ほかにご意見ありますでしょうか。 

 

〇川口委員 

 今、皆さんがおっしゃったことは本当に深刻な問題だと思うのですが、物がどんどん増

えていくとスペースの問題というのもあるし、今栗原館長からもありましたが、それをど

うやって維持、管理していくのかというのはものすごく大きな問題です。そして、物が増

えると、人がかわってどこに何があるのかわからなくなってしまう。そうするとそれは無
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いのと同じになってしまいます。じゃ、リストを作って写真を撮って毎年それを更新して

いけばいいのではないかということになるのですが、それはそれで大変な仕事で、それだ

けのために人を何人も雇わなければならないということで、本当に物が増えるというのは

大変なことなんです。スペースと維持管理というのは大変大きな問題なのですが、もう一

つよく聞くのは、どれを受け入れてどれをお断りするのかという取捨選択をどういう基準

で決めるのかということを明確に説明出来るようにしておかないと、後々来たものは全部

受け入れないといけないということになってしまう。何年か前に東北地方の博物館に聞い

たことがあるのですが、ある地域で、その家で昔から使われていた機織りみたいな民具を

博物館でどうですかという話があり、それは結構な話だということで、受け取ったのはい

いのですが、それを知ったほかの家が、それならうちにもあるということで、次から次に

出てきてしまって、断る理由がなくなってしまい、全部受け取る羽目になってしまったと

いうことで、結局どうなったかというと、博物館でも何でもない、昔小学校で廃校になっ

たところに並んでいるということでした。 

 美術館だと質の問題が絡んでくるのでもっと深刻だと思うのですが、博物館でも、何を

受け取って、何をお断りするのか、取捨選択の線引きを説明できるように、ある程度明確

にできないと、今後大きな問題になる。その辺に含みを持たせたような……。最後のほう

に職員の合議により館長が決定すると書いてはあるけれども、こういった形で少し含みを

持たせた方がいいと思います。 

 

〇日塔会長 

 今川口委員からご意見をいただきましたが、そういったことも考えてこの収集方針とい

うのを定めようかということで、この作業が始まっているのですけれども、やってみます

と色々なものが出てきて難しい。現実に船橋の民俗系の収蔵庫には同じような物品がずら

っと並んでいるというのも事実でして、一方で経年劣化で傷んで手が付けられないような

ものもある。ある時期にそういう物は整理していかないと増える一方になるので、廃棄と

いうことも考えないといけないです。そうすると寄贈された方には申し訳ないので、そう

する際にはどういう手続きでやるということまで実際には考えていかないといけない。 

 この方針案について、この中で、第 5条の（2）に「職員の思想的・宗教的・政治的志向、

関心・嗜好による取捨選択を行わない」と出ていますが、これは当然のことでして、これ

はわざわざ入れますかね。これは、なにか過去の経験からきているのでしょうか。 

 

〇栗原郷土資料館長 

 実を言うと、この文言は、ご存じかと思うのですが、船橋では図書館で司書の問題が起

きたことがあります。全国的に大きな問題が起きたことがあります。それで、あえてこち

らに入れました。 

 船橋市ということだけで、それを言われることもあります。 

 

〇日塔会長 

 そうですね、全国的に有名になってしまいましたから……。 
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 この件に関して委員の先生方からご意見ありませんか。 

 

〇木原副会長 

 私が市史編さんの業務を行っているときに図書館の問題が起きたのを記憶している。や

はり資料を収集する機関として、これは大事だと思う。今まである、博物館なり文化財担

当する方たちというのは、千葉県の場合考古の方が多い。古文書は歴史的な要素という意

味で考えられるのですが、民俗のことばかり言いますけれども、自然科学とかほかの分野

になると、なかなか自分の範囲内にないと、興味がまず無い、調べない、放っておく、分

からなくなる、ということをずっと見てきました。どれにこだわるのではないけれども、

思想的・宗教的、政治的……。これは大事だと思います。必ずどこかで引っかかることが

あると思うので、私は入れておくべきだと思います。 

 極端な政治的、宗教的というのは無いと思うのですが、宗教的という面でいうと、一時

市町村の公的機関の中で、祭礼とか芸能というのが、神社や寺に関わる行事ということで、

宗教的ではないかということで広報に写真を載せるのもやめさせられたという事実も他の

市でありました。宗教というのは 2 つの取り方があり、キリスト教とか仏教といった信仰

としての宗教と、生活の中にあって生活のパターンとして……。例えばお葬式があります

が、果たしてあれが宗教かということ、でもそれは人を送るセレモニーであるという見方

をすると、宗教という見方が全く変わってくる。そういうことも含めると、両方のことを

考えて、言葉は少し変えたほうがいいのかもしれませんが、職員の判断のとき、それから

何かあったときに、今の時代ナーバスになっているので、見方によっては写真を載せない

とか扱ってはいけないといったことは、ある意味で宗教弾圧かと思いたくなるような感じ

だったので、そういったものを含めると、守るところは守っておかないといけないので、

ぜひ削らないでいただきたい。 

 

〇川口委員 

 なかなか難しいですね、関心・嗜好による取捨選択を行わないとなると、関心を持って

いるものは集めてはいけないとなりませんか。 

 

〇栗原郷土資料館長 

 ここの文言については、やはり学芸員のほうから、それって専門性のことなのではない

かという指摘がありました。ただ、例えば私は考古学をやっているのですが、例えば奈良

時代や平安時代の物は好きだけれども、旧石器時代の物は興味ないなどといって、奈良時

代や平安時代の物ばかりを展示するといったようなことは、やはりやってはいけない。そ

ういうこともありまして、取捨選択を行わないという……。専門性を持ちながらも――そ

れこそ国の機関の研究員であれば、スペシャルなことだけやっていればいいのだろうけど、

こういった市立の博物館の職員の場合、ありとあらゆることを対象にしてやっていかない

といけないというのも事実です。 

 私も別に近現代史は全然専門ではありませんが、郷土資料館にくる質問の中では、やは

り習志野原はなぜ船橋市なのになぜ習志野なんですかというものが多い。そうすると近現
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代史の専門でなくてもある程度は調べますし、色々とお答えするということもあります。

専門性を持ちながらも市の職員として、自分の関心に偏った判断を下さないようにしなく

てはいけないかなということは、私が常日ごろ感じているところではあります。自分がど

うしても苦手だなという分野のことについては、それぞれ文化課とか考古の中にも時代時

代に応じて専門の者がおりますので、そういった者に相談するとか、そういった形で対応

しております。 

 

〇日塔会長 

 こういった取り扱いは、学芸員ということになると思いますが、やはり学芸員の職能と

しては、専門があるのは当然ですが、それ以外にも幅広く目が配れるような勉強もしてお

かなければいけない、知識を持っていないといけないとなると思うのですが、専門性とい

う言葉をどこかに入れておいた方がいいのではないかと思ったりもしているのですが。そ

れも含んでいるということであればこれはこれで良いのですが。 

 学芸員からすれば常識的なことといってもいいようなものなんですけれども、やはり色

んな事例を見ると、これも項目として挙げておいたほうがいいという意見が強いわけです

が、この問題についてご意見ありますでしょうか……。 

 では、これはまだ「案」という形になっているので、そういったことも加味して正式に

決めていただきたい。 

 

〇栗原郷土資料館長 

 一応この形で、部長決裁までとおって……。いや、時間がなくて部長決裁までは持って

いけなかったのですが、一応これはまだ案の形なんですけれども、今の「関心、嗜好」と

いう言葉が、「専門性による」とかのほうがふさわしいということであれば……。恥ずかし

い話なんですけれども、図書館のやつをほぼそのまま引き継いでおります。ちょっとこの

とおりではないのですが「思想的・宗教的・政治的志向」であるとか「関心・嗜好による」

というところは、これは図書館のものです。ただ、図書館と博物館は果たす役割が違うの

で、私が考えた中ではこういった文言もあったほうが、専門性に寄らない――これが好き、

だからこればかりやっているよといったのではなく――幅広く対象にしていかないといけ

ないということですので、ちょっと考えたいと思います。 

 

〇日塔会長 

 それから項目として、調査した資料の記録方法をどういった形で行うというのは、どこ

かにありましたでしょうか。例えばこれとこれは必ず記録するといったカルテのような感

じで、今は紙ではなくてもデジタルでもいいのですが、記録を残しておくというやり方と

いうのはこの中には出てこないですよね。 

 それから、資料の保存管理ということで、「保存措置及び修復」というのが入ってまいり

ましたので、これはこれで結構だと思います。 

 この、記録方法をどうやって行うかというのは、たぶん学芸員の専門性によってちょっ

と違うのかなと思うのですが、ある程度のフォーマットがあって、それには必ず書かなけ
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ればいけない、それで、専門性で特に重要だというところは詳しく書いておくとか、そう

いう形でどうでしょうか。 

 

〇栗原郷土資料館長 

 カルテのような記録を取るものということですが、やはり扱う資料によって多少はちが

ってくるのですが、検索できるということになりますと、デジタル化を進めていくという

ことに尽きるのかなと考えておりますので、そういった文言も入れたいと思います。 

 

〇日塔会長 

 文化財指定するときには、そういったフォーマットに則って書いて、重要なところは別

添か何かでという形をとっていると思うのですが、それに倣ったような準じたような形で

記載方法を決めたフォーマットがあればいいと思います。 

 ほかにございますでしょうか……。 

 では、部長決裁で変更は大変だと思うのですが、多少修正していただいたほうがいいと

思います。記録の取り方ということで……。 

 それから 5 条（2）については、このままでも専門性のことは表しているわけですから、

このままでも構わないと思います。 

 では、議事 3を終わりたいと思います。 

 

……………………………………………………… 

 

4．その他（郷土資料館・飛ノ台史跡公園博物館の災害対応について） 

〇日塔会長 

その他ということで、委員の皆さんから博物館運営全般のことについて、ご意見やご質

問はありますでしょうか。 

 

〇荻野委員 

 たくさんの資料があるということで、その収集方法や保存の方法について議論になって

いましたが、先ほども地震があり、この間も大きな地震があったりして、またちょっと前

に家の近くで大きな火事があったりしたのですが、災害の時にこの大切な物たちをどのよ

うに守られていくのかというのを教えていただきたい。 

 

〇栗原郷土資料館長 

 地震対策としては、物が落ちてこないようにベルトのようなもので固定しております。

また、震度 5 強とかですと私たち職員が、避難所開設であるとか、職場に残って調査した

りとかするわけなんですけれど、日常的にこういったものは状態を確認してずれ落ちない

ようにしています。また、火事については、もちろん消防の査察が入りますし、通路にも

のが置いてあって逃げられないようになっているようなところがあったりすると、点検を

ちゃんとやるようにという指導が消防から入ったりします。 
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 日常的に収蔵庫の環境であるとか、大きな地震が起こった後には点検をするとか、そう

いったことはやっております。 

 

〇田久保飛ノ台史跡公園博物館長 

 委員ご指摘のとおり、災害というのは市全体として取り組んでいる地域防災計画という

ものに基づいているということになります。これは地震などの自然災害と、水害について

は水防というのですが、そういったくくりで大きなものを作っております。 

 翻って、博物館はどうしているのかというご指摘ですが、栗原館長から説明があったと

おりです。防災計画に基づいて震度 5 強以上になれば、職員は参集しなければいけないと

いう形になっております。 

 まず、人命第一で、そこに付け加えるとなると、3.11からもう 10年になりますが、あれ

を契機にまずは自分を守りましょうということで大転換されています。まず、職員自身が

身を守ったうえでの行動ということになります。博物館については、避難計画等に基づい

てやることになっているというのが人の手配です。委員のご指摘は、遺物であるとか展示

物のことかと承知しております。例えば私どもの博物館では考古の資料になるので、天箱

といって発掘した物を保存している箱があるのですが、それはかなりの重量物でして、小

学校ですとか、そういったところに、展示しきれない、調査しきれないものが置いてある

ような状態で、それが耐震対策がされているかというと、残念ながらそれは保管場所、例

えば小学校なり中学校なりの空き教室を使わせていただいている状態での計画に依拠せざ

るを得ない状況となっております。 

 そして、館自体としては、先日の地震のご指摘ですが、私共も夜に行きました。そもそ

も、土器とかが多いものですから、割れたりしないようにちゃんとやれよというところで、

普段から口酸っぱく言っておりまして、展示台が動かないように固定をしたりしています。

今回は震度 5弱ということでしたが大丈夫でしたので、ちょっと安心したところです。 

 火事について、目の行き届かないところについては、防災設備ですとかそういったとこ

ろで対応しています。また、訓練等も行うこととなっております。飛ノ台だけに関すると、

海神中学校と施設的に躯体が一体化しており、しかも 1 階が給食室となっており、火元が

博物館とは限らないという特殊事情がございます。実際はなってみないとわからないとい

う、非常に乱暴な言い方になってしまいますが、煙突効果というのをお聞きになったこと

があろうかと思いますが、それは懸念されるところです。もう、そうなってしまうと、私

ども 1号消火栓というのがありますが、ホースで自衛消防するしかなくなってしまいます。 

 まとめますと、まずは人命第一、また普段からの防災・防火対策というのを訓練を含め

てやっていくということになると思います。 

 

〇白石郷土資料館長補佐 

 きょうご協議いただいている郷土資料館の事業報告 3 ページにもありますが、災害対応

訓練、自衛消防訓練を 4 月 22 日と 6 月 29 日に実施しております。水消火器という物を使

い火を消す訓練も行っておりますし、火災が発生したときに職員がどのような動きをすべ

きかをまとめたアクションカードという物を作りまして、市指定の文化財なども展示して
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おりますので、もちろん人命最優先ではありますが、そのアクションカードの中には、市

指定の文化財を持ち出すというアクションカードも作ってあります。その発生した時の状

況、職員の人数等によってどこまで指示が行き届くか分かりませんので、カード化しまし

て、それを館長から渡された職員はカードの指示に従って行動するという、アクションカ

ードという物を作りまして、市指定の文化財を外に持ち出すという対応を取らせていただ

いております。 

 

〇日塔会長 

 首都直下型地震というのが非常に懸念されているのですが、もし震度 7 なんかが起きた

ら、対応はなかなかできないですよね……。震度 5 強や 6 弱くらいならまだしも、それ以

上となったら難しいのかなと思います。 

 

〇栗原郷土資料館長 

 国宝などを収蔵しているようなところの職員と話をしたことがあるのですが、ただの展

示台ではなく免振構造の展示台などがあるのですが、震度 7 になったらもう役に立たない

そうです。日本は地震が多いので、できる限りのことはやっていくのですが、震度 7 とか

になったらまず人命最優先ということで、日ごろから心して訓練などは毎年行っておりま

すので、ご安心ください。 

 

〇日塔会長 

 地震対策でいまのところ一番進んでいるのは、免振構造だそうですね、建物全体を免振

にするにはなかなか大変な工事が必要で、費用もかかりますから全部をやるわけにはいき

ませんから、創意工夫しながら対応していくほかないと思います。 

 それでは、令和 3 年度第 2 回船橋市博物館協議会を終了します。ありがとうございまし

た。 

（12時 00分終了） 

 

――――――――――――――――――――― 

 

9 資料 

（1）令和 3年度 郷土資料館事業報告 

（2）令和 3年度 飛ノ台史跡公園博物館事業報告 

（3）令和 3年度 郷土資料館事業計画 

（4）令和 3年度 飛ノ台史跡公園博物館事業計画 

（5）船橋市博物館資料収集方針（案） 

 

10 問い合わせ先 

 生涯学習部 郷土資料館   047-465-9680 
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