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【報告の目的】 

この報告により、 
・博物館協議会で寄せられた意見・要望 
・郷土博物館の取組み 
・今後の課題 

について、各委員の理解を促し、今後の協
議会における諮問・検討に資する。 
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【博物館協議会委員の意見・要望】 

１ 資料収集・保存等について（１項目） 

２ 展示の構成及び内容について（３項目） 

３ 教育普及活動について（２項目） 

４ 館の運営全般について（３項目） 
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【委員の意見・要望と館の対応】 
１ 資料収集・保存等について 
  

 

 

  

 

意見・要望 対応状況等 

収蔵庫の容量が限ら
れる中、資料の受入
の基準や、管理・整
理における長期計画
の策定 

未実施 
※収蔵施設の増設等、当館の収容能力 
  の向上を伴う。 
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【委員の意見・要望と館の対応】 
２ 展示の構成及び内容について 

  

 

意見・要望 対応状況等 

郷土博物館を千葉市
の全体的な歴史情報
センターに位置づけ、
来館者に対して分か
りやすく本市の歴史
を情報提供できるよ
うな展示手法の工夫 

平成22年度に以下の通り常設展示の見
直しを実施 
1 階 ： 原 始 古 代 か ら 現 代 ま で の 
   歴史年表・四季の行事展示等 
2階：千葉市の歴史・民俗に関す 
   る企画展示・特別展示 
  ※企画展等開催期間外は、収蔵 
   資料に見る日本の武器と武具・ 
   天文資料コーナー 
3階：千葉氏に関する展示 
4階：明治から昭和までの展示 
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【委員の意見・要望と館の対応】 
２ 展示の構成及び内容について 

  

 

意見・要望 対応状況等 

展示におけるＩＣＴ
の導入と活用 

未実施 

各展示スペースの目
玉となる展示資料の
設定、それらを通じ
た他の時代の状況比
較と関連性の理解が
容易となるような展
示の工夫 

1階：原始古代から現代までの歴史 
  年表 
2階：千葉市の歴史・民俗に関する 
  企画展示・特別展示 
3階：千葉氏の興亡に関する展示 
4階：明治から昭和までの展示 
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【委員の意見・要望と館の対応】 
３ 教育普及活動について※数値はH28年度実績（12月末時点） 

  

   

意見・要望 対応状況等 

教育普及活動の拡充  【新規事業】 
・鎌倉修学旅行事前学習（6校） 
・バックヤードツアー（9回） 
・教職員への教材研究支援等（6回） 

日本の独自性が顕著
な大鎧の「鎧づくり
講座」での作成  

未実施 
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【委員の意見・要望と館の対応】 
４ 館の運営全般について 

   意見・要望 対応状況等 

館の運営・活動等
における将来的な
展望の設定 

 

【28年度】 
・自己点検・自己評価（試案）の実施 
・短期目標の設定 
【中長期】 
 未設定 
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【委員の意見・要望と館の対応】 
４ 館の運営全般について※数値はH28年度実績（12月末時点） 

   意見・要望 対応状況等 

来館者、特に小学
生がアクセスしや
すい博物館への取
組、来館者に千葉
市の歴史を効果的
に周知できる活動
の推進  

・鎧やむかしの着物の着用体験（12回） 
・ちょっと昔のあそび体験（12回） 
・鎧づくり講座（3回） 
・夏休み小中学生郷土史講座（2回） 
・市内小中学校への出前講座（8回） 
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【委員の意見・要望と館の対応】 
４ 館の運営全般について※数値はH28年度実績（12月末時点） 

   意見・要望 対応状況等 

来館者、特に小学
生がアクセスしや
すい博物館への取
組、来館者に千葉
市の歴史を効果的
に周知できる活動
の推進  

・学校・団体等への館内解説講座 
 （学校：27回、団体：33回） 
・展示解説ボランティアの育成・導入 
 （登録数：62人、解説回数：2,189回） 
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【委員の意見・要望と館の対応】 
４ 館の運営全般について※数値はH28年度実績（12月末時点）   

意見・要望 対応状況等 

来館者、特に小学
生がアクセスしや
すい博物館への取
組み、来館者に千
葉市の歴史を効果
的に周知できる活
動の推進  
 

・市史研究講座（2回） 
・初級古文書講座（午前・午後各6回） 
・中級古文書講座（6回） 
・市史ミニ企画展「展示で古文書講座」 
 （期間：10/7～12/11） 
・市史ボランティアによる古文書講座 
 （1回） 
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【委員の意見・要望と館の対応】 
４ 館の運営全般について※数値はH28年度実績（12月末時点） 

   意見・要望 対応状況等 

他部局、他団体、
学校教育等との 
連携推進 

【①本市他部局との連携】 
・埋蔵文化財調査センター巡回展の実 
 施（1回） 
・公民館や図書館への講師派遣（7回） 
・「中央区ふるさと祭り」（中央区地 
 域振興課）への協力（1回） 
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【委員の意見・要望と館の対応】 
４ 館の運営全般について※数値はH28年度実績（12月末時点） 

   意見・要望 対応状況等 

他部局、他団体、
学校教育等との 
連携推進 
 

【①本市他部局との連携】 
 都市アイデンティティ推進室との連携 
・千葉開府890年啓発事業への協力（2回） 
・「千葉氏ゆかりの地をめぐるスタン 
 プラリー」への協力（1回） 
・マンガ「千葉常胤公ものがたり」の 
 編集及び販売協力（販売数：812冊） 
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【委員の意見・要望と館の対応】 
４ 館の運営全般について※数値はH28年度実績（12月末時点） 

   意見・要望 対応状況等 

他部局、他団体、
学校教育等との 
連携推進 
 

【②本市外郭団体・指定管理者との連携】 
・「駅からハイキング」（観光協会・ 
  JR東日本）の実施（9日間） 
・「まなびフェスタ」（教育振興財団） 
  への協力（1回） 
・「千葉氏を学ぶ」（教育振興財団） 
  の共催（3回） 
・「千葉が学べる施設紹介」（教育 
  振興財団）への協力（1回） 
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【委員の意見・要望と館の対応】 
４ 館の運営全般について※数値はH28年度実績（12月末時点） 

   意見・要望 対応状況等 

他部局、他団体、
学校教育等との 
連携推進 
 

【②本市外郭団体・指定管理者との連携】 
・市民ギャラリーいなげ企画展「観光 
 地・いなげ」（教育振興財団）への 
 協力（1回） 
・「いのはな山秋祭り」（塚原緑地 
 研究所）への参加（1回） 
・「サマーフェスティバル」（ハーモ 
 ニープラザ管理運営協同事業体）へ 
 の協力（1回） 
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【委員の意見・要望と館の対応】 
４ 館の運営全般について※数値はH28年度実績（12月末時点） 

   意見・要望 対応状況等 

他部局、他団体、
学校教育等との 
連携推進 
 

【③民間団体・NPO等との連携】 
・「千葉開府記念祭」（同祭実行委員 
 会）への協力（1回） 
・「親子三代夏祭り」（同祭実行委員 
 会）への協力（1回） 
・「千葉一族入門辞典」（千葉氏サ 
 ミット実行委員会）の執筆参加（1回） 
・「千葉湊大漁まつり」（産業まつり 
 実行委員会）への参加（1回） 
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【委員の意見・要望と館の対応】 
４ 館の運営全般について※数値はH28年度実績（12月末時点） 

   意見・要望 対応状況等 

他部局、他団体、
学校教育等との 
連携推進 
 

【③民間団体・NPO等との連携】 
・「千葉市フェスタ」（イオン鎌取）  
 への協力（1回） 

・「歴史講座」（千葉経済大学）の 
  共催（3回） 
・関係諸団体（千葉歴史学会・房総史 
 料調査会）との研究会の共催（4回） 
・「落語国際大会in千葉」（NPO団体 
 フォーエバー）への協力（1回） 
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【委員の意見・要望と館の対応】 
４ 館の運営全般について※数値はH28年度実績（12月末時点） 

   意見・要望 対応状況等 

他部局、他団体、
学校教育等との 
連携推進 
 

【④学校との連携】 
・校外学習等を利用した市内小中学校 
 等への館内解説の実施 
 （27回）[一部再掲] 
・5階市民ギャラリーにおける小学生の 
 作品の掲示（1回） 
・市内小中学校への出前講座（8回）  
 [再掲] 
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【委員の意見・要望と館の対応】 
４ 館の運営全般について※数値はH28年度実績（12月末時点） 

   意見・要望 対応状況等 

他部局、他団体、
学校教育等との 
連携推進 
 

【④学校との連携】 
・鎌倉修学旅行事前学習（6校）[再掲] 
・バックヤードツアー 9回）[再掲] 
・教職員への教材研究支援等 
 （6回）[再掲] 
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【委員の意見・要望と館の対応】 
４ 館の運営全般について※数値はH28年度実績（12月末時点） 

   意見・要望 対応状況等 

他部局、他団体、
学校教育等との 
連携推進 
 

【⑤他自治体との連携】 
・フォーラム「房総の牧を考える」
（酒々井町）での事例報告（1回） 
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【総括 取り組むべき課題について】 

【委員の意見・要望等から】 

①資料の収集・管理・整理における長期計画の策定  

 （収蔵庫等の収蔵環境の改善等） 

 

 

②展示の構成及び内容の継続的な改善 

 （ＩＣＴの活用を含む） 
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【総括 取り組むべき課題について】 

【委員の意見・要望等から】 

③教育普及活動の拡充 

 

 

④郷土博物館の運営・活動等における将来的な 

 展望の設定 
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【報告者の意見】 

①展示の改善及び教育普及活動の拡充による 

 「郷土博物館の利用促進」  

 

②資料の収集・保存のための収蔵環境の改善及び 

 展示・教育普及活動の充実に必要な全館空調等の 

 「施設改修」  

【総括 取り組むべき課題について】 

23 



【報告者の意見】 

③上記の項目の実施における、のぞましい基準となる 

 「中長期的な博物館の運営指針の制定」  

 ※運営指針の制定においては、「都市アイデンティティ戦略プラン」の策定に伴う、 

   運営の核としての「千葉氏」の位置付けについても考慮する必要がある。 

【総括 取り組むべき課題について】 
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