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令和 4年度第 1回船橋市博物館協議会会議録 

  

1 開催日時  

 令和 4年 5月 27日（金） 午前 10時 5分から 11時 30分まで 

 

2 開催場所 

 船橋市郷土資料館 第二展示室 

 

3 出席者 

（1）委 員  木原委員 川口委員 正法地委員 寺門委員 

（2）事務局  郷土資料館       金子館長 白石館長補佐 

飛ノ台史跡公園博物館 田久保館長 三浦館長代理 

文化課 白井課長補佐（オブザーバー） 

 

4 欠席者 

  日塔委員 

 

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） 

（2）令和 4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 4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) その他（視聴覚センター廃止に伴い移管された事務事業について）（公開） 

  

6 傍聴者数 

 0人 

 

7 決定事項 

議題 1から 4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。 

 

8 議事 

 議事に入る前に、委員定数 6 名に対し 4 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。 

 また荻野委員の辞任に伴い、家庭教育の向上に資する活動を行う者として船橋市 PTA 連

合会から選出される委員について、現在欠員となっている旨報告があった。 

 

（10時 05分開議） 
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○木原副会長 

 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 

〇木原副会長 

 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 年度の事業報告につい

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。 

 

〇金子郷土資料館長 

令和 3 年度の事業報告をする前に、市内における新型コロナウイルスの感染状況につい

て簡単にご説明します。 

令和 4 年 5 月 26 日現在の市内感染者の数は、5 万 7632 人にのぼり、残念ながらコロナ

により亡くなられた方が 189 人という数字があがっております。コロナのワクチン接種が

3回目まで済んだ方が、対象年齢 12歳以上で、対象者 58万人に対し 60.3パーセント、35

万人の方が接種を受けているということです。 

昨日は 106 人の感染が確認されております。前週と比べて少しずつ、緩やかに減ってき

ている状況です。 

市内でコロナの感染については、令和 2 年 3 月 1 日に前原で初めて確認されたと伺って

います。市としては対策本部会議等を開きながら、感染予防の取組を徹底してまいりまし

た。令和 3 年度においては、8 月 31 日から 9 月 31 日までの 1 か月間は博物館等を含めた

すべての社会教育施設の臨時休館を行ってまいりましたが、以後、利用制限などを繰り返

しながら今日に至っております。 

それでは資料に基づき事業報告について順次説明いたします。 

まず展示事業は、通常の常設展示の他、屋外での蒸気機関車 D51 125号機の展示、出張

展示として、下総中山駅ジオラマの展示を西部公民館のロビーにて行っております。また、

令和 3 年度に文化課より移管されました吉澤野球博物館の資料展示についても、船橋アリ

ーナ内の展示施設にて通年で行っております。 

次に企画展についてです。令和 2年度からの継続事業である「くらしの道具展」を 33日

間開催し 2,289人の方に見ていただきました。また、企画展「船橋のおうち」については、

臨時休館等があり期間が短縮となってしまいましたが、34日間開催し 2,233人の方に見学

いただいています。そのほかにも船橋アリーナでの企画展及び、企画展 4 の「海辺のよう

すの移り変わり」についてはコロナが少し収束に向かったということで予定どおりの展示

が行われています。 

次のページに移りまして、「下総三山の七年祭り」のミニ展示を 2階の第一展示室で行い

ました。下総三山の七年祭りは丑年と未年、6 年に一度、数えで 7 年に一度開催されるも

ので、令和 3 年は丑年ということだったのですが、新型コロナウイルスの感染拡大により
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神事のみの実施ということになりました。この七年祭りにちなんだ展示を行いました。 

続いて 2番目の教育普及事業についてです。 

こちらも接触による感染を予防するため、毎月実施していた古文書講座が 11月まで中止

となってしまいました。12 月から再開し、毎月、初級編と中級編の一日に午前と午後の 2

回ずつ行ったということで、8回という数字となっております。 

続いて公民館との共催事業、こちらも郷土資料館は積極的に行っております。古文書講

座については夏見公民館及び北部公民館で実施をしております。 

次の「船橋の歴史散歩」については、コロナ前までは学芸員等が先導して色々な地域で

歴史散歩を行っていたのですが、昨年度はコロナ感染の予防ということで、マップを皆さ

んにお配りして銘々で散策してもらったという数字です。 

地域史講座については、「永井荷風と船橋」と題しまして、葛飾公民館にて公民館との共

催事業として実施しました。 

歴史バス見学会については、バス乗車による感染が多かったということで、利用してい

た社会教育バスが事業中止となった関係で中止となっております。 

文化講演会については、「船橋の海と漁業-木造和船の実測調査から-」ということで、神

奈川大学の昆教授の協力を得て、11月 21日に薬円台公民館にて実施しました。 

その他、コロナ対応ということで、ユーチューブによる動画配信等についても、職員手

作りの動画を配信しています。 

博物館実習、講師派遣については、資料に記載のとおりです。 

4ページのその他の事業についてですが、展示・その他博物館事業に係る資料の借用や、

資料の貸出しを行っております。また、刊行物として「みゅーじあむ・船橋」を飛ノ台史

跡公園博物館と共同で年に 2回発刊しています。 

5 ページの令和 3 年度の利用状況ですが、先ほどお話ししたとおり、8 月 31 日から 9 月

末まで臨時休館となったので、この間の来館者はおりません。トータルでも少し少ない数

字になっております。資料にあります入館者の推移をみても、特に令和 2 年度は休館が多

かったということで、令和 3 年度は少し持ち直してきましたが、令和 4 年度以降の来館者

数の増に向けて更なる努力をしてまいります。 

6 ページ目の調査研究活動については、学芸員職員やその他の職員と協力して日々努力

をしております。 

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年度飛ノ台史跡公園博物館の事業報告を行います。 

 資料 7 ページの展示事業についてです。常設展示、屋外展示については昨年度、262 日

間実施しました。企画展については 4つ行っており、第 20回縄文コンテンポラリー展の作

品展示を 7 月 18 日から 8 月 29 日の 37 日間。企画展 2 の「船橋のいちばん暑かった時-縄

文時代前期の地球温暖化-」、こちらを 10 月 16 日から 12 月 5 日の 41 日間実施しました。

企画展 3「くらしの道具展-道具が語るくらしの歴史-」については郷土資料館の巡回展示

となっており、小学 3 年生で学習する市の様子の移り変わりや、道具と暮らしの移り変わ



4 

りについて、当館と郷土資料館の資料を 12 月 18 日から 1 月 23 日までの 27 日間実施しま

した。企画展 4、第 10回海神中・高根台中・飛ノ台史跡公園博物館合同展については、高

根台中学校、海神中学校の美術部の生徒さんが作成した縄文にちなんだ作品を展示しまし

た。2月 13日から 3月 6日の 16日間開催しました。 

 そのほかに、企画展 2「船橋がいちばん暑かった時」の期間中に小企画展「最新科学が明

らかにした私たちのルーツ」を 10 月 23 日から 11 月 23 日に当館 3 階の展示室にて行いま

した。これは、金沢大学を中心とした研究チームに当館の学芸員が入っており、そちらが

アメリカの科学雑誌サイエンスアドバンシスに掲載されたことにちなみ展示を行ったもの

です。 

 次に教育普及事業について、縄文大学、考古学講座、有料・無料の各種ワークショップ、

講師派遣を実施しました。 

 縄文大学については、きららホールを会場にして、10月 27日、11月 3日、10日の 3回

シリーズで実施し、トータル 145 名の参加がありました。考古学講座は当館職員と、招聘

した市川考古博物館の松本さんと千葉県教育振興財団の服部さんに講演をお願いしまして、

1月 15日、22日、29日に海神公民館で実施しました。 

 続いて 8 ページ、教育フェスティバルについては、令和 3 年度については残念ながらブ

ースを出すことはできませんでした。次の「博物館を 100 倍楽しむ方法」については、当

館の会計年度任用職員の学芸員が企画したもので、3月 4日に海神公民館で実施しました。 

 「歩いてみる飛ノ台周辺の遺跡・史跡」ですが、こちらも当館の職員が史跡等を説明し

ながら歩くというものを 3月 10日に実施しました。 

 続きまして、博学連携については学校見学を中心に積極的に実施しています。また、古

和釜小学校の古和釜ミュージアムに当館所蔵の土器片・貝殻等を貸し出して展示していま

す。また、高郷小学校でも高根木戸遺跡資料室への展示協力として当館所蔵資料の貸出し

展示を行っております。 

 教育課程に基づく博物館見学についてですが、通年受付けており昨年度は 10校だったの

が、今年度はすでに 20校来館しており、6月までほぼ毎日受けている状況です。 

移動博物館は、当館の職員が学校に土器などをもって行き、解説等を行っているもので

す。また、海神中学校美術科・社会科、高根台中学校美術科授業への協力ということで、

美術科との関係が深いものですから、両校については拓本のための土器を持って行ったり、

当館職員による解説を行ったりして授業協力を行っています。 

その他事業としては、資料収集・整理・保管、調査・研究、資料の閲覧・貸出し、刊行物

の発行、刊行物は郷土資料館との協働のものです。また、博物館実習の受入れ、など記載

の事業を行っております。特筆するものとしては、調査研究の部分で、飛ノ台貝塚の発掘

の報告書を第 2次、3 次、4次ということで、今筆耕しておりますが、そうしたことを中心

に、新たな縄文の遺物であるとか整理が終わったもの等の調査研究を平行してやっていま

す。 

令和 3 年度の利用状況についてですが、先ほど郷土資料館長が説明したとおり令和 2 年

度については、コロナの影響で開館日が少なかった関係で大きく下がっています。令和 3

年度については 2万 2千人ということで持ち直してきています。一日の平均利用者が 85.1
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人となっており、コロナ前の水準に戻ったような状況です。冒頭で説明したとおり、コロ

ナによる行動制限が緩和されたということで、感染防止対策を引き続き行いながら、来館

者の期待に応えられるよう工夫していきたいと考えております。 

説明は以上です。 

 

○木原副会長 

 コロナの影響で、事業や来館者に関して変動があり大変だったと思います。そんな中で

我々も対応するよう学習してきたので、少しずつ活動が出来るようになってきてよかった

と思います。 

 委員の皆さんのほうで、只今の説明についてご意見やご質問はありますでしょうか。 

 

〇正法地委員 

 利用者数について、令和元年度と 3年度と比較すると、公開日数はほぼ同じであるのに、

郷土資料館のほうは減っていて、飛ノ台のほうは増えている。企画事業等の影響もあろう

かと思うが、このあたりの要因はどのように分析しているのかわかる範囲でお聞きします。 

 

〇金子郷土資料館長 

 今現在、飛ノ台のほう来館者が増えている状況で、郷土資料館は元年度と比べ回復とま

ではいっていない状況です。推測の域を越えないが、その理由として考えられるのは令和

2 年度後半から学校施設での感染が広がってきており、飛ノ台も状況としては同じではあ

りますが、施設に来る方が少なくなったというのが要因にあると思います。 

 当初、新型コロナウイルスについては高齢者の感染を危惧してワクチンの優先接種を行

っており、高齢者については抗体がついてきています。今現在でも 12歳未満の小さなお子

さんのワクチン接種は推奨していないといった事実もあるので、やはり子供たちが施設内

に立ち入る機会が減ってしまったというのが回復までに至っていない原因ではないかと思

っています。 

 今後については、国のほうでも屋外についてはマスクを着用しなくてもいいのではない

か、屋内でも間隔が離れていて会話をしなければいいのではないか、といった方針も示さ

れているので、市民の皆様も以前と違って博物館は安全に見学できるんだという意識が芽

生えてくれれば、令和４年度は更に来館者の数が増えるのではないかと考えています。 

 

〇田久保飛ノ台史跡公園博物館長 

 郷土資料館長の状況分析で間違いないと思います。正法地委員から数字を見ると飛ノ台

のほうが目覚ましい回復をしているとのご指摘は幸甚ですが、こうした状況に甘んじてい

られる状況ではありません。冷静に見ますと、平成 27 年度から 30 年度の水準に戻っただ

けだと承知しています。厳しい言い方をすれば、V 字回復したというよりは開館している

ときに来やすい人が来ているということです。私共の館は、初めて来館される方よりもリ

ピーターと呼ばれる方や学校見学が多く来ていただいているところです。今後はそうした

人たちも含めて、動画配信などの新しい取り組みや工夫を取り入れて、館運営に努めてい
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きたいと考えています。 

 

○木原副会長 

 それぞれの館の特色であるとか、地域的な条件など様々な要因があるようです。どちら

の館も色々な形で苦慮され、前向きに工夫されていることがわかりました。 

 

〇正法地委員 

 もう 1 つとても細かい話で、今の利用者数のところの表記ですが、飛ノ台のほうは利用

者数となっており、郷土資料館のほうが観覧者数、入館者数、利用者数という言い方をし

ているので、できれば統一されたほうがよろしいのではないかと思います。 

 

〇金子郷土資料館長 

 次回以降の協議会では調整したうえで資料作成していきます。 

 

○木原副会長 

 こうした時期で、見学会などができない状況ということですが、郷土資料館のほうで資

料を見ながら三山の七年祭りの史跡を回るという企画をされました。これは各自が期間中

に決められた場所を回ってその報告をするといったものなのでしょうか。 

 

〇金子郷土資料館長 

 お配りした地図を見ながら、銘々が思い思いに歩いていただき郷土資料館がゴールとい

う設定となっております。ゴールで報告を受けた歩いた方の人数を資料に記載しておりま

す。 

 

○木原副会長 

 それは、指定された日に指定された時間内に回ってもらうということでしょうか。 

 

〇金子郷土資料館長 

 事業実施の期間は設けましたが、参加する日時や制限時間などの細かい設定は設けてお

りません。 

 

○木原副会長 

 新しい形の見学の方法につながるように思います。こうした試みは大変だったと思いま

すが、いい形で活用できればと思います。 

 寺門委員何かありますでしょうか。資料の読み解きが大変かと思いますが。 

 

○寺門委員 

 学校のほうで、例えば宮本の時などは飛ノ台から来てもらって職員の方に説明してもら

ったということもありましたし、色々なことをやっているんだなという印象です。 
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 飛ノ台のほうはマンションなども多く建っていて子供も増えているということがあった

り、交通の面でも郷土資料館は道路が混雑したりするので、飛ノ台のほうが行きやすいの

ではないかと考えています。郷土資料館は歴史がある一方、飛ノ台は勾玉づくりなどがで

きるので、そちらのほうに流れているのではないでしょうか。  

 行田のほうはマンションがどんどん建っているので、来館者も少しずつ増えているので

はないでしょうか。 

 

○川口委員 

 日大理工学部学芸員過程の展示というのがありますが、船橋市内には日大の理工学部以

外の大学はあるのでしょうか。 

 

〇金子郷土資料館長 

 市内だと、日大の理工学部及び薬学部、あと薬学部が中心だと思いますが東邦大学、そ

れから、市内ではありませんが隣接するところで千葉工業大学があります。 

 

○川口委員 

 特に問題があるというわけではないのですが、日大の理工学部とだけ特別に強い関係を

もつというのは、ほかの大学の存在を考えたときに公益性というところで問題になるよう

なことは無いのでしょうか。 

 

〇金子郷土資料館長 

 日本大学については学芸員過程というコースがあり、実習の単位を含めた形での大学と

の連携となっています。ただ、今後の展望としては学芸員過程が無くても市内にある大学

とは連携を進めていきたいとは考えております。何かご提案等いただければありがたいと

思います。 

 

〇田久保飛ノ台史跡公園博物館長 

 先ほど当館のほうで、当館の学芸員が参加してサイエンスアドバンシスで取り上げられ

たという報告をしたと思いますが、これは金沢大学が主軸となって研究を進めたものです。   

大学との連携というところでは、例えば日大理工学部に電子顕微鏡を貸してもらうとか、

千葉大――医学部だったと思うのですが――に古い資料の分析などの協力要請をしていま

す。東京大学の博物館であるとか、そういったところと連携を図っております。 

ただ、学生さんなどが私共の博物館に出向いて何かをするということであれば、それは

これからの課題であると認識しています。 

 

○木原副会長 

 私もほかのところで話を聞くと、その土地にある大学でなくても様々な大学と、あるい

はこうした委員会の先生とのつながりであるとか、博物館実習に来られた方とのつながり

であるとか、色々な形で接触をして関わりを持つことがあるので、それは学生たちにとっ
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ても良いことだと思うので、ぜひいろいろな分野で連携出来たらと思います。 

 

 

……………………………………………………… 

 

 

2．令和 4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 

〇木原副会長 

 続いて議事 2、令和 4 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、郷

土資料館長から説明をお願いします。 

 

〇金子郷土資料館長 

 令和 4 年度船橋市郷土資料館・飛ノ台史跡公園博物館の運営方針につきまして説明しま

す。１基本方針、博物館法第 2 条の規定する定義とありますが、こちらは博物館とは「歴

史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管し、展示して教育的配慮

の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために

必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関」

とされておりますので、この定義に則って基本方針を定めさせていただいております。 

 運営の要点になりますが、1番、船橋市を中心とする地域の歴史・文化等に関する資料の

調査及び研究を進め、その成果を展示事業や刊行物の発行等により市民に提供する。2 番

としては、船橋市の貴重な文化遺産である郷土資料を収集し、整理・保存・管理に努め、

良好な状態で後世に伝える。3、社会教育機関、学校教育機関等の関係諸機関並びに施設・

団体と連携し、事業を効果的に推進する。また、市民の学習要求や社会の動向に配慮しな

がら事業を実施し、利用者の多様な要請に応えていく。ということを要点として掲げてお

ります。 

 事業実施の細目に関しては記載のとおりでありますが、一番下の 6 番目、こちらは平成

3年度（後刻「令和 3年度」と訂正）より新たに加えたもので、新型コロナウイルス感染症

の拡大に対応した細目ということで伝えさせていただきます。 

 

○木原副会長 

 今（６）のところで、「平成 3年度」との説明であったが「令和」ではないか。 

 

〇金子郷土資料館長 

 失礼しました、令和 3年度です、訂正願います。 

 

○木原副会長 

 令和 3年度にコロナの影響でこれが増えたということでよろしいですね。 

 説明は以上です。委員のほうで質問等ありますでしょうか……。 

 では、私から、運営の要点の（2）のところで、「資料を収集し、整理・保存・管理に努
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め、良好な状態で後世に伝える」とありますが、昨今は船橋市に限らず、どこの博物館も

資料館も、保存・管理がなかなか難しくて、収蔵庫がどこも満杯状態で整理しなければな

らないというのが実情だと思います。それでなおかつ後世に伝えるという役割も負ってい

るので、そのへんのところが皆さんが苦慮されているところだと思います。さらに市民の

皆さんからの寄贈の申し入れ等も多いと思います。特に郷土資料館が切実だと思いますが

そのへんは考えていかないといけない時期だと思いますが、いかがでしょうか。 

 

〇金子郷土資料館長 

 おっしゃるとおり。数日前に朝日新聞で全国どこの博物館等でも収蔵庫がパンクして受

入が難しい状況という報道がありました。受け入れるだけ受け入れたはいいが、調査研究

できずに平積みになっているという声も聞かれています。実際問題として、郷土資料館に

おいても豊富に収蔵庫２棟、また昨年より三山小学校に隣接している三山デイサービスセ

ンターの廃止に伴い、郷土資料館三山分室として、収蔵施設、研究施設として位置づけら

れましたので、多少なりとも収蔵スペースは広がっています。 

 また、飛ノ台史跡公園博物館ですが、市の埋蔵文化財調査事務所で発掘調査した埋蔵資

料については、今年度は古和釜中学校２階の余裕教室を借用し、保存箱 250 ケースを 6 月

下旬に移送する準備を現在進めています。こちらについても、埋蔵物の調査が進めば飛ノ

台史跡公園博物館のほうも埋蔵資料が増えていきます。 

 郷土資料館ついては、昔使っていた道具を――みなさん思い出のある品だから――次の

時代の人たちにも見てもらいたいということで、寄贈の声がたくさん上がっているという

のが現状です。一律にこれを受け入れないということはできないので、市民、団体など様々

なところからそうした声をいただいた際には、学芸員を含め調査をし、その物の歴史や保

存状態などを勘案したうえで市の保存資料として受けていきたいと考えております。 

 入口のところで白黒と判断できないのが現状ですので、困った際には委員の皆さんにご

相談させていただくようなこともあろうかと思います。 

 

○木原副会長 

 ありがとうございます。少しずつでもなんとか良い方法が見つけ出されるといいと思い

ます。 

 

……………………………………………………… 

 

3．令和 4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 

〇木原副会長 

 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事業計画について、両館長

から説明をお願いします。 

 

〇金子郷土資料館長 

 郷土資料館より、令和 4年度の事業計画を説明いたします。 
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 展示事業については例年どおり、常設展示、屋外展示、出張展示を継続させていただき

ます。またことしは、郷土資料館が 6 月 10 日に開設 50 周年を迎える節目の年ということ

になります。昭和 47 年 6 月 10 日当時の船橋市は、人口はおよそ 35 万人、世帯数が 10 万

世帯という状況です。また、当時の国鉄ですが、総武線の東京と津田沼駅間が複々線にな

った年でもあります。翌 48年には若潮国体が千葉県で開催され、船橋市内では運動公園を

会場として馬術、体操、重量挙げが行われました。今現在企画展の内容については検討を

進めているところですが、50 周年ということで「船橋を知るための 50 の扉」という題を

つけ、船橋に関する 50の秘密についてご紹介できるような内容を検討し作業を進めている

ところです。会期は 7月 16日から 11月 30日を予定しています。 

 続いて企画展 3 ですが、吉澤野球博物館の旧蔵資料を船橋アリーナで展示する内容にな

りますが、期間が 8月と記載されていますが、予定では 10月 8日から 11月 6日の期間で、

今回は「野球を盛り上げた立役者」といった内容での企画を現在進めています。 

 次のページに移りまして、教育普及事業です。古文書講座については今年度すでに実施

していますが、例年と違う点としては、新型コロナの感染が収まっていないということで、

定員を 10人に絞り、距離を取っての開催となっています。 

 2 つ目のザイタク船橋調べ隊については、郷土資料館開館 50 周年記念企画展にあわせ、

夏休み期間中に小学生に参加いただき企画展の展示に活かせるような内容にするよう準備

を進めております。 

 その他については例年どおり変わらないのですが、教育フェスティバルについても令和

4 年度に実施されるようであれば積極的に参加していきたいですし、一番下のユーチュー

ブ配信も年 4 回情報発信していきます。また、デジタルアーカイブ化についても博物館と

して事業展開していくことを考えています。 

 次のページの博学連携事業ですが、今年度に入り学校の施設見学については要望がかな

り上がってきています。例年ですと毎年 10校以上、見学していただいていますが、今年度

は少なくとも 10校は超えるものと考えています。 

 その他、資料収蔵、保管、貸出関係、刊行物は記載のとおりです。 

 講師派遣事業として、公民館と連携する形で多くの公民館から当館の学芸員による講座

の要望をいただいています。このほかにも船橋市民大学校マイスター学科からの講師派遣

要請も受けているので、積極的に博物館が外に出向いての事業展開を進めていきたいと考

えております。 

 調査・研究活動、施設管理については記載のとおりです。 

 

〇田久保飛ノ台史跡公園博物館長 

 19ページをご覧ください。 

 常設展、屋外展示は通年で実施してまいります。 

 企画展については、第 21回縄文コンテンポラリー展は 7月 17日から 8月 28日で期間は

決定しています。各アーティストの皆さんには随時準備を進めていただいているところで

す。パフォーマンスと記載があります。行動制限が大分緩くはなっていますが、やはり人

同士が密に接するのはどんなものかということもあり、作品展示、ワークショップを中心
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に考えているところです。 

 企画展 2 の県の巡回展ですが、石器時代から近世までの展示ということで、10 月 15 日

から 11 月 27 日に実施する予定です。こちらは県内の財団のほうでワークショップ等につ

いても実施する予定となっています。 

 企画展 3、縄文時代中期に関する展示ですが、去年が縄文時代前期でしたので、ことしは

中期ということで、時代がだんだん現代に近づいていくという趣向でして、12 月 17 日か

ら年が改まって 2月 5日まで開催する予定です。 

 最後に、第 11回飛ノ台史跡公園博物館・海神中学校合同展となっておりますが、高根台

中学校のほうが美術の担当教師がいないというところで、高根台中のほうは未定となって

おりますが、例年どおり当館の資料から生徒たちがインスピレーションを得て作った作品

などの展示を行います。これが 2月 19日から 3月 5日までの予定です。 

 教育普及活動の、考古学講座については、会場であります海神公民館が工事に入ってお

り、年度の後半にならないと使用できないということもあり、予定としては 3月 18日、25

日の各土曜日となっております。 

縄文大学は、きららホールを使い、11月 2・9・23日実施に向け、講師の先生方と調整し

ているところです。 

20ページに移り、有料・無料のワークショップですが、昨年度まで定員を 8名までとし

ていましたが、10 名まで枠を広げて館内でワークショップを実施することとしています。

やり方によってはもう少し人数が増やせるのではないかと見込んでいますが、今のところ

は 10名で実施いたします。 

まちづくり出前講座は通年、公民館等の依頼により事業を実施しています。 

教育フェスティバルは昨年度は参加できなかったのですが、ことしについてはその時の

状況が許せばブースを出展したいと考えています。 

そして、歩いてみる飛ノ台周辺の遺跡・史跡は時期未定ですが実施する予定です。 

また、夏休み自由研究支援やユーチューブ動画による情報発信をしていきたいと考えて

います。 

博学連携事業ですが、市内小中学校、特別支援学校への支援協力ということで、当館の

資料を貸し出して当館職員により授業のお手伝いをしております。 

教育課程に基づく博物館見学、移動博物館――学校のほうに当館の職員が出向き、説明

するということ、これは当館の目玉ですので続けていきたいと考えています。 

教育課程に基づく職場体験、こちらは未定ですがあるとすれば 11月から 1月くらいかと

見込んでいます。 

海神中学校社会科授業への協力、当館は海神中学校の西校舎という立ち位置で 22年間続

けていますので、こちらも続けてまいります。 

続いて 21ページの 4番、資料収蔵・保管・貸出関係ですが、飛ノ台貝塚第 1次、2次報

告書の作成ということで、取り掛かっています。 

資料収集・整理・保管は通年行っております。 

次の他博物館・研究機関への資料の貸出しですが、現在、千葉県の中央博のほうにクジ

ラの骨、皿のような物をご覧になったことがあると思いますが、鯨骨をメインに貸し出す
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といったことを行っています。そのほかの資料の貸出要請があった場合応じるということ

でやっています。 

刊行物としては、館報「みゅーじあむ・船橋」の発行は郷土資料館と合同で行っており

ます。また、研究成果の発表ということで、飛ノ台史跡公園博物館紀要を年 1 回発行して

います。 

その他の事業については記載のとおりです。 

 

〇木原副会長 

ありがとうござました。質問やご意見はございますでしょうか。 

 

〇正法地委員 

 方針にありました、事業実施の細目の 4 番に「公民館・図書館等と連携して、効率的か

つ弾力的な事業を実施することにより、利用者へのサービス及び利便性を向上する」とあ

りますが、公民館の生涯学習コーディネーターの連絡会に参加しており、地域に存在して

いる公民館の役割のなかで、先ほどの報告にも、計画にもありましたが、講師の派遣依頼

が公民館からたくさん来ているようですが、これは公民館からの要望に対してそのまま博

物館として受けているのか、実際の事業としての決め方というか、公民館からの要望があ

ればそのまま受けるのか、事業を決めるにあたっての過程について教えてほしい。 

 

〇金子郷土資料館長 

 私は前職が東部公民館でした。公民館は市内 5 ブロックに分かれていまして、それぞれ

基幹となる公民館において船橋市民大学校を終了された皆さんが、生涯学習コーディネー

ターとして、公民館の事業、企画、運営等に携わっていただいています。公民館からの事

業の申し出ですが、公民館の事業というのは、今お話しのありました生涯学習コーディネ

ーターさんも企画立案に参加されているので、その求めによって郷土資料館は各公民館に

講師を派遣し、公民館等が企画した内容について講演しています。 

 今回の郷土資料館の教育普及活動の中で、地域史講座を宮本公民館で６月２６日に実施

する予定となっております。この内容につきましては公民館からの依頼ではなく、郷土資

料館及び文化課の職員が考え、企画したものを公民館の協力を得て実施する形です。当日、

皆様にもご参加いただけると嬉しいのですが、公民館の地域、エリアに合わせた歴史的な

内容であったり、多くの市民の皆さんに知ってもらいたいという博物館側からの意図を入

れたものとなっております。 

 郷土資料館においては薬円台公民館とも文化講演会という形で実施する予定となってお

りますが、これについては郷土資料館が主体的になって内容を考え、定め、実施するもの

です。 

 公民館から依頼のあるものについては、職員の数も限られていますが、協力できるもの

は協力して、講師を随時派遣していきたいと考えております。回数的にはかなり負担にな

ってきているというのも事実です。 
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〇木原副会長 

 講師派遣の依頼について、公民館側と郷土資料館ないし飛ノ台史跡公園博物館など博物

館との間で、どういった希望に対しどこまで折り合うか――私も個人的に公民館などから

依頼されることがありますと、その時に言われるのは、館では地域性に絡めてこのような

ことをやりたいとか、あるいはコーディネーターさんからはこういった希望が出ていると

か、相談を受けて調整していくのですが、見学を伴うものなど中身によっては難しいもの

もあるわけで、直接コーディネーターさんと会うことはなくても公民館を通して、意見な

り希望なりが出てくるので、そのへんは尊重しながらやっておられると思います。 

 

……………………………………………………… 

 

4．その他（視聴覚センター廃止に伴い移管された事務事業について） 

〇木原副会長 

その他ということで、視聴覚センター廃止に伴い移管された事務事業について、郷土資

料館長から説明をお願いします。 

 

〇金子郷土資料館長 

 令和 3 年度、実際には令和 4 年の 1 月になりますが、社会教育課の所管でありました東

町の総合教育センターとの複合施設ですが、視聴覚センターの廃止に伴いそれまで視聴覚

センターが所管していた業務のうちの 21 世紀デジタルプロジェクトの業務が郷土資料館

に移管され、職員も視聴覚センターから郷土資料館に異動しております。 

 21世紀デジタルプロジェクトというのは、資料に記載のとおりですが、貴重な写真や映

像のプリントした物、フィルムであっても年が経てば色あせやなどにより、皆さんにご覧

いただけなくなることを防ぐために、様々な方法を用いてデジタル処理をしております。 

 今現在のデジタル化した内容ですが、個人の方や企業から、昔の風景など様々なものを

市に寄贈いただいており、写真の点数として 1 万 2403 件がデータ化した点数となります。 

視聴覚センターは市役所の 1 階ロビー等で 21 世紀デジタルプロジェクトの公開事業と

して写真展を平成 12 年度から実施しており、今現在 53 件まで実施しております。また、

視聴覚センター主催という形ではないのですが、色々な写真のデータの貸出しを行ってお

ります。例えば前原駅周辺の写真を前原駅の商店会で写真展を開きたいということで、昔

の写真を提供して写真展等の協力を行っておりました。その数は廃止されるまでの間に 219

件にものぼっております。 

今後、そうした写真のデジタル化はもとより、最近では町会の何十周年記念の記念誌又

は会館でパネルを展示して、会員の皆さんに見ていただきたいというご要望に応えるため

の提供事業が結構多くなってきています。今後も皆様から寄せられた写真やフィルムのデ

ジタル化に努め、貴重な内容を後世に残していくという取り組みを行っていく予定です。 

その点が、視聴覚センター廃止に伴い郷土資料館に移管を受けた事業です。 

 

〇木原副会長 
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 ありがとうございます。 

 よく耳にするのは、色々なところでそうした施設が廃止なり統合なりされると、郷土資

料館のような施設に資料が送り込まれてきて、保管して管理してくださいということが増

えてきているようで、益々大変な立場になっているかと思います。 

 

〇正法地委員 

 視聴覚センターは素晴らしい施設だったと思うのですが、廃止に至った理由は何だった

のでしようか。 

 

〇金子郷土資料館長 

 廃止に至った経緯ですが、おそらく 21世紀デジタルプロジェクトがある程度目途がたっ

たということを踏まえ、視聴覚センターの施設に後に入ったのは船橋市民大学校です。こ

ちらの事務局及びそこのホールを使っての事業展開を行うと聞いています。今まで、船橋

市民大学校は市場にある JA市川の船橋支店のフロアをお借りしておりましたが、そこを借

りずに視聴覚センターの後に移ったというのが経緯です。 

 視聴覚センターのデジタル化以外の DVD、8 ミリ、16 ミリフィルム、映写機等の貸出し

事業については、後に入りました船橋市民大学校が引き継いで対応しております。 

 

〇正法地委員 

 わかりました、ありがとうございます。 

 

〇木原副会長 

 この写真については色の退化を抑えるであるとか、色々あると思うのですが、写真はビ

ネガーシンドロームといってフィルムなどが酸化して劣化してしまうことがあります。こ

うなってしまうとデジタル化するしか残す道がない、デジタル化したら前の資料は処分す

るしかないといったことがありますが、こちらの船橋市では、そういったような問題は出

ていないのでしょうか。 

 

〇金子郷土資料館長 

 デジタル化する際は写真やフィルムをお借りするのですが、デジタル化した後は原則と

して、ご本人様にお返ししています。現物を保存するのではなく、デジタル化したデータ

を保存しています。 

 人によっては、写真は返却しなくてもいいからそちらで引き取ってほしい、といった申

し出を受けることもありますが、ご本人の大切な物ですから返却することを前提にお話し

させていただいています。 

 著作権や肖像権等については、色々と書類を書いていただき、それらを含めて市に寄贈

していただき、広く公開していけるようにしています。 

 

……………………………………………………… 
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4．その他（美術館構想について） 

〇木原副会長 

 その他、委員の皆さんからご発言等ありませんか。 

 

〇川口委員 

 船橋市には、美術館を造るという構想があったが、中止となったといった話を聞いたが、

その件についてわかる範囲でいいので事情などを教えていただきたい。 

 また、椿貞夫関連の絵画資料があったと思いますが、それらはどこの所管で、どこに保

存されているのでしょうか。 

 

〇金子郷土資料館長 

 郷土資料館の所管ではないので、間違えたことをお答えするわけにはいかないので……。 

 

〇白井文化課長補佐 

 美術館関連については文化課で所管しております。 

 建設する場所については色々と候補があったのですが、なかなか条件が合わず、建てら

れない状況となっております。細かいところまでは私も把握していないのですが、美術館

の建設については動けない状況となっています。 

 寄贈されている美術品については、文化課で所蔵しており、東京に温湿度管理ができる

倉庫があり、基本的にはそこで保管しています。 

 年 1 回、船橋市民ギャラリーにて市の所蔵展を開いております。そちらで市民の皆さん

に公開しているのと、バーチャル美術館というのを新たに開設いたしまして、以前の所蔵

展の様子ですとか、絵画等のデジタルデータを市民の方が見られるような形で公開してい

ます。 

 

〇木原副会長 

 美術館のほうも、色々と難しいところがあるようです。川口委員よろしでしょうか。 

 

〇川口委員 

 結構です。 

 

……………………………………………………… 

 

4．その他（講師派遣について） 

〇正法地委員 

 先ほどの、飛ノ台の事業計画の 21ページに書かれている、講師派遣についてですが、先

ほど公民館のことは伺ったのですが、自治会等からの要望に基づく講師派遣とありますが、

具体的にはどのような形で派遣要望がなされるのでしょうか。 
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〇田久保飛ノ台史跡公園博物館長 

 今のところ具体的に要望が来ているというわけではありません。ただ、そういったとこ

ろにも間口を広げているということで記載しております。 

 

〇金子郷土資料館長 

 自治会からの要望というのは、教育委員会社会教育課にまちづくり出前講座というもの

がありまして、そのなかに行政から教育委員会からの様々なメニューがあるので、そちら

への申し込みもこちらに含まれるものとご理解いただけるとありがたい。 

 

 

（11時 30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 4年度 郷土資料館・飛ノ台史跡公園博物館運営方針 

（4）令和 4年度 郷土資料館事業計画 

（5）令和 4年度 飛ノ台史跡公園博物館事業計画 

（6）船橋市視聴覚センター廃止に伴い移管された事務事業について 

 

10 問い合わせ先 

 生涯学習部 郷土資料館   047-465-9680 

 

 


