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平成３０年度第１回袖ケ浦市郷土博物館協議会 

 

１ 開催日時  平成３０年７月３日（火） 午前１０時開会 

 

２ 開催場所  郷土博物館 研修室 

 

３ 出席委員 

委員長 伊藤 誠 委 員 佐藤 優子 

副委員長 武田 弘 委 員 篠原 美智代 

委 員 加藤 みどり 委 員 早河 祥雄 

委 員 菊池 眞太郎 委 員 山﨑 剛 

 

 (欠席委員) 

  委 員 岩﨑 照代 委 員 高橋 佳代子 

 

４ 出席職員 

教育長 御園 朋夫 副館長 西原 崇浩 

教育部参事(兼

生涯学習課長) 
小阪 潤一郎 主幹 桐村 久美子 

館 長 井口 崇 主任主事 大橋 研太 

 

５ 傍聴定員と傍聴人数 

傍聴定員 ５人 

傍聴人数 ０人 

 

６ 辞令交付 

 

７ 報告  

（１）平成２９年度郷土博物館事業報告について 

（２）その他 
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８ 議題 

 (１)郷土博物館の使命と評価について 

 (２)平成３０年度郷土博物館の事業計画について 

 (３)第５３回君津地方社会教育推進大会の参加について 

(４)その他 

 

９ 議事 

  伊藤委員長  平成２９年度郷土博物館事業の報告をお願いします。 

 

西原副館長  資料に基づき報告する。 

 

伊藤委員長  皆様、何か確認したいことなどございますか。 

 

早河委員  バスツアーなど、観光面での利用が増加したとのことでしたが、何か

増加した要因などありますか。 

 

西原副館長  特に博物館側からアプローチした訳ではないですが、観光部局の方か

ら市の知名度を高めるということで、２、３年前より、年６回程度バス

ツアーが実施されておりまして、その一環として博物館を利用していた

だいている状態です。一度博物館で体験してもらった際に評判が良かっ

たことから、コースに実際に組み込んでもらえるようになりました。 

 

早河委員   今年はまだ応募がないとのことですが。 

 

西原副館長  まだ正式な依頼はないです。雨天時の見学で回りたいという話は聞き

ますが、体験に関してはありません。昨年度の利用はありました。しか

し昨年度冬に行ったツアーでは、季節の関係上、植物のたたき染め体験

用の植物の確保が難しかったという問題もありました。したがって、今

後は夏などの利用も行っていただけるよう博物館側からアプローチし

ていく必要があると考えています。 

         

伊藤委員長  無料ということもあり、千葉市など市外からの利用も多いですね。横
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浜市や東京都からのバスが主流でしょうか。 

 

西原副館長  そうです。東京湾対岸の方々をターゲットにしていますので、東京都

や神奈川県の利用が多いです。昨年度は横浜市や川崎市の利用が多かっ

たです。 

 

武田委員  施設管理事業において、本館正面玄関の屋根の改修とありますが、玄

関以外の痛んでいる屋根の改修は行わないのですか。 

 

西原副館長  市民にとって安心・安全な博物館であるためにも今後改修を視野に入

れていきたいところですが、予算の関係もあり、可能な箇所から対応し

ていきます。また、改修工事に向けて具体的にどのような改修が必要な

のか特定する調査を、今年度７５０万円ほどかけて行っていきます。 

 

武田委員  旧進藤家住宅の屋根についても５年ほど前から協議会で挙がってい

て、雨漏りしてからでは遅いということで計画していただいたところで

す。これからも、雨漏りしたから修理するのではなく、その前から予算

を立てておいてほしいと思います。 

 

伊藤委員長  その他に報告についてなにかございますか。 

 

西原副館長  特にありません。 

 

伊藤委員長  続いて議題の方に入らせていただきたいと思います。まず、「議題（１）

郷土博物館の使命と評価」についてお願いします。 

 

西原副館長  資料に基づき説明する。 

 

伊藤委員長  何かご意見のある方はいますか。 

 

菊池委員  物流システムが機能していないということでしたが、これは博物館側
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で実施している校外学習支援や資料貸し出しが利用者に行き渡ってい

るためでしょうか。あるいはシステムの存在自体が知られなくなってき

ているのでしょうか。 

 

桐村主幹  システム発足当初は、学校の読書指導員が利用する掲示板に借りたい

本が書き込まれていたので、それを博物館側で確認して、そのリクエス

トに合うものをこちらから回させていただいていました。年間５００件

ほどの利用がありました。しかし人手の不足から、確認することが難し

くなっていき、博物館からも積極的にアピールすることがなくなってし

まいました。それから博物館キットに関してですが、現在教育センター

に４つ置かせていただいています。博物館を通さなくても、教育センタ

ーの手続きで博物館の資料が回せるようになりました。こちらが活用さ

れているかどうかの報告は博物館へは特にありませんが、先ほどセンタ

ーに確認してみましたところ、キットの１つを中学校に貸し出している

そうですので、現在でも活用されているようです。利用件数の集計は博

物館では取りまとめていませんが、本来であれば博学連携事業の一環と

して取りまとめる必要があるかと思いますので、今後見直していこうと

思います。 

 

西原副館長  校外学習支援などが行き渡ったから利用が少なくなったのではなく、

システムに対しての意識が遠ざかってしまったがために利用が少なく

なったと考えられます。 

 

井口館長  現在でも、学校から個別にリクエストがあった際には資料の貸し出し

など対応させていただいています。 

 

伊藤委員長  機能していないというと、全く博学の連携が取れていないように聞こ

えてしまいますが、実態はそうではないですよね。アウトリーチや出前

授業などで学校とはよく連携されていることと思います。そう考えます

と、この目標はかなり厳しめの目標設定かと思います。 
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武田委員   市民のニーズを調査とありますが、展示を対象としたアンケートの他

に博物館全体を対象としたアンケートを設置してはいかがでしょうか。

見学者の意見が聞こえてくるようにしてほしいです。 

 

篠原委員   アンケートの質問項目はどのようなものがありますか。 

 

西原副館長  展示のみでしか集計していないのですが、どこから来たのか、年齢、

今回の展示について気になったこと、今後どのような展示をしてほしい

かなどです。子供の方は恐竜や昆虫など、大人の方はもっと具体的に、

古墳や郷土料理、商工業の歴史、幕末の袖ケ浦などに興味がある傾向が

あります。 

 

篠原委員   それら展示してほしいテーマが職員の専門性と合わないということ

でしょうか。 

        

西原副館長  そうです。知識がないと展示することはできないので、どうしても自

分の調査研究を行ってきたものに関する展示が主になってしまいます。

本来であればニーズを把握して、中長期的な展示計画を立てなければな

りません。昔はそのような中長期的な計画を立てていたようですが、こ

こ数年は計画しておらず、年度ごとに計画を立てている状況です。来館

者のニーズに沿った計画も立てられておらず、問題だと感じています。 

 

伊藤委員長  アンケートの要望は多岐にわたるため、すべてに応えるというのは難

しいと思います。しかし、そういった意識は必要なのかもしれません。 

 

桐村主幹   現時点では、中長期的な展示計画を皆さんにお届けできる形にはなっ

ていないのですが、２～３年後までの展示計画について今年の秋を目途

に学芸内で話し合い、立てようと思っております。なるべくバラエティ

に富んだ展示計画としていこうと思っています。 
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井口館長   アンケートでは生き物など自然関係のニーズも多いです。ここは歴史

系の博物館ということもあり、そのような要望に応えにくい状況であり

ましたが、最近理系の学芸系職員も入りましたので、今後も応えていけ

ると思っています。今年の夏にも、なるほど館で毒のある生物について

の展示も行いますし、長期的には上池の自然や動植物をあつかっていく

プランも持っております。理系の学芸系職員がいるうちに体制を整えて、

多くの市民の皆様に調査結果を還元していきたいと考えております。 

 

伊藤委員長  評価が全体的に厳しいのではないですか。例えば「新旧住民の交流の

場となり～」などは、ミュージアム・フェスティバルで十分達成してい

るのではないですか。夏のはくぶつかんも、広報に課題はありましたが、

イベント自体はお年寄りも子供も交流があると思います。目標を設定す

ることで、逆に難しくなってしまっているのではないですか。 

 

西原副館長  厳しいというご意見も是非ください。協議会の場で皆様に見直してい

ただく意味もあり掲載させていただいております。 

 

篠原委員   目標が多岐にわたっていてこれでは博物館職員が本当に大変だと思い

ます。例えば「博物館に縁遠かった人びとを呼び込み～」では各種イベン

トの開催など様々な目標を掲げられていますが、来ない人は興味がないの

で来ないのではないですか。博物館のあるべき姿のレベルが高すぎると思

います。 

 

伊藤委員長  公園内に立地しており、公園利用者も取り込めるといったところで、

そういった努力はしていただいています。 

 

篠原委員   確かにそうですが、職員の人数も限られている中一生懸命やっておら

れますので、博物館のあるべき姿は見直してもいいのではないですか。 
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西原副館長  この使命、あるべき姿というのは今となってはハードルが非常に高い

ものであります。厳しいというご意見を頂いたところですが、本来であ

れば数年ごとに見直しをしなければいけないということを策定時は定め

ていました。しかし実際には見直しをできておりませんので、時代に合

わせて変えていく必要があると思います。いつ変えられるかはまだわか

りませんが、今後見直させていただきたいと思います。「３０の展望」の

３０は博物館開館３０周年ということで設定させていただいた数字なの

で、この数字の変更も含めて考えさせていただきます。 

 

井口館長  「そではく３０の展望」は、市民学芸員の方７～８名と当時の学芸系職

員とが、今後博物館をどのようにしていけば良いのかということを議論

して、その後博物館協議会にもご意見を頂いて、修正を重ねて今の形に

なりました。当時は５年ほどで人の考え方や世の中の要求も変わるかも

しれませんので、袖ケ浦市教育委員会の教育ビジョンのように５年で見

直そうということになっていました。ですから、見直しも含めて考えて

いければと思います。 

 

篠原委員   来館者の年齢層の割合はどのようになっていますか。博物館の情報発

信がうまくいっていないことの原因の１つに、ネットを使わない高齢者

の割合が大きいのではないかと考えました。ご年配の方や小さな子供な

どのネット環境のない方も多くいることと思います。むしろ紙ベース、

アナログでの広報活動に力を入れられてはいかがでしょうか。 

 

西原副館長  傾向としては大人の方が多いです。大人が７割ほどです。大人（高校

生より上）の詳細な年齢については集計していないためわかりません。 

 

佐藤委員   夏休みは小学生が多いなど、年間を通して来館者の年齢層にも波があ

ると思います。そういった方々に絞って適切な広報活動を行えば、より

効率的に広報活動を行えるのではないかと思います。 
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伊藤委員長  議題に戻りますが、郷土博物館の使命と展望については、今後皆さん

の意見踏まえながら、展望の見直しを行っていければと思います。皆さん

よろしいでしょうか。 

 

議題（１） 承認 

 

伊藤委員長  続いて「議題（２）平成３０年度郷土博物館の事業計画について」に

移らせていただきます。 

 

西原副館長  資料に基づき説明する。 

 

伊藤委員長  皆様なにかご意見ございますか。 

 

桐村主幹   事業計画表について修正点がございます。市民学芸員関連の事業にて

１０月６日（土）に十五夜コンサートが入っておりますが、こちらにつ

いては９月の１５日（土）付近で旧進藤家住宅のオープニングイベント

と併せて実施する方向で考えています。確定ではないですが、日付の修

正をお願いいたします。 

 

西原副館長  旧進藤家住宅のオープニングイベントについては、すでに武田委員の

方でもいろいろ考えているところですが、あくまで私どもの方で一度案

を作り、できるだけ早い段階で友の会・市民学芸員の皆様にお示しし、

協力体制を仰いでいきたいと考えています。 

 

伊藤委員長  十五夜コンサートでは琴など様々な和楽器の演奏をやっておられ、毎

年たくさんの人が集まっていますね。 

 

加藤委員   市内からの来客も多いですが、市原など市外からの来客も多かったで

すね。 
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西原副館長  シティライフという、市原市や外房地域で配布されている広報紙を活

用して周知したことも大きいのではないかと思います。 

 

菊池委員   ミュージアム・フェスティバルにて木更津高校の出演がありましたが、

以前は袖ケ浦高校のみしか呼んでいなかったと思います。高校との連携

を強化しているのですか。 

 

西原副館長  そうです。高校との連携は強化しているところです。連携自体はイベ

ント時の協力が主で、それ以外の連携はほとんどないのですが、袖ケ浦

高校さん、木更津高校さんには協力していただいています。今度の旧進

藤家住宅のオープニングイベントでは、木更津東高校さんと連携を組ん

でいこうかと考えているところです。 

 

井口館長   ３代前の副館長が、高校生たちにミュージアム・フェスティバルに参

加してもらって、博物館に足を向けてもらおうということをやりはじめ

まして、それが恒例となり今に至っております。袖ケ浦高校さんは毎年

参加して下さっていますし、木更津高校さんも今年で３回目になります。

木更津高校ジャグリング部さんは最初にきていた１年生が今年３年生と

なって最後の出演となり、演技終了後に挨拶にきていただいた際には涙

ぐんでおりまして、大変嬉しく思いました。 

 

伊藤委員長  木更津高校ジャグリング部の方々は市民会館まつりでも出演されて

いました。発表の場は必要だと思いますし、こういった取り組みは将来

の来館者増につながると思います。では、議題（２）については皆さん

承認でよろしいでしょうか。 

 

議題（２） 承認 

 

伊藤委員長  続きまして、「議題(３)第５３回君津地方社会教育推進大会の参加に

ついて」お願いいたします。 
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西原副館長  資料に基づき説明する。 

 

小阪課長  市内の今年の表彰対象者は、奈良輪小を中心にボランティアで読み聞か

せ活動をされております「らッキー隊」の方々です。 

 

伊藤委員長  行ける方は是非よろしくお願いいたします。では議題３についてはよ

ろしいでしょうか。 

 

議題（３） 承認 

 

伊藤委員長  その他なにかございますか。 

 

山崎委員   根形中学校では、地域の読み聞かせ隊や学校の委員会の取り組みなど

で、年間平均２７冊ほど本を読むということをやっております。以前新聞

やテレビなどでこの取り組みをお話しさせていただく機会がありました

が、その際には周りの学校から「そんなに読むのですか」というお話をさ

れるほど本を読んでいる学校です。市が読書を推進しているということも

あるのですが、今後も図書の利用を進めさせていただきたいと思っていま

す。もしそういった取り組みに関する情報がございましたら、地域の活性

化にも繋がることと思いますので教えていただけますとありがたいです。 

 

伊藤委員長  学校ボランティアなどもございますし、各学校でそういった取り組み

を是非進めていただきたいと思います。では皆さんよろしければ、以上

で議題を終了させていただきたいと思います。 

 

西原副館長  それでは、以上にて平成３０年度第１回博物館協議会を終了させてい

ただきたいと思います。ありがとうございました。 

 

 


