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様式第３号（第７条関係） 

会 議 録 

 

１ 附属機関の会議の名称   水戸市立博物館協議会 

 

２ 開催日時  平成 31 年２月 22 日（金） 午前 10時 30 分から午前 11 時 50 分まで 

 

３ 開催場所  水戸市立博物館 視聴覚室 

 

４ 出席した者の氏名 

 (1) 委員     河原 将子，和田 祐之介，岡田 貴子，小菅 次男，笹目 礼子  

鈴木 暎一，玉川 里子，塚原 正彦，藤本 陽子，吉川 明宏  

小泉 康二 

 (2) 執行機関  白石 嘉亮，坂本 京子，大高  暁，中村 有紀子，藤井 達也 

後藤 俊則 

 (3) その他  

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

 (1) 報告事項 

・夏休み子どもミュージアム「妖怪さまのお通りだい！Ⅱ」―妖怪さまは 

今年も絶好調！！―の結果報告について（公開） 

・特別展「みと歴史探訪―明治・大正期の水戸を行く―」の結果報告について 

(公開) 

・平成 30年度教育普及事業の結果について(公開) 

・平成 31年度博物館予算(案)について(公開) 

 

 (2) 協議事項 

・特別展「水戸城遙かなり」の開催について（公開） 

・平成 31年度博物館運営方針及び努力目標について(公開) 

 (3) その他 

 

６ 非公開の理由 

 

７ 傍聴人の数（公開した場合に限る。）  ０人 

 

８ 会議資料の名称  平成 30 年度第２回水戸市立博物館協議会 

 

９ 発言の内容 
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執行機関 （資料に基づき説明） 

  委員長 只今，２つの展覧会について結果報告がありましたが，どなたか感想がありま 

したらお聞かせください。 

  委員  特別展を拝見させていただきました。展示されている写真については，懐かし 

そうに見ている方もいましたが，展示物の説明について，特に高齢の方の中には 

字が小さく見づらいと話していた方がいたのは残念でした。全体的には良くでき 

た企画の展覧会だったと感じました。      

  委員長 ありがとうございました。機会がありましたらパートⅡを実施するのも良いと

思います。アンケートにありました駐車場のことについては，市長に話してあり

ますのでいつの日か進展することを期待したいと思います。また，市議会議員の

方々が個人的に博物館に来館することは少ないと思いますので，是非，  委員

さんのお力添えで博物館に来館していただきたいと思います。 

  委員  議員の皆さんに博物館に来館していただき，駐車場の現状を見ていただいて，

問題ありとの声が上がればと思います。 

  委員長 他になければ，次の平成 30 年度教育普及事業の結果について報告をお願いし

ます。 

執行機関 （資料に基づき説明） 

  委員長 今，報告をいただきましたが，何か御感想があればお願いいたします。 

  委員  ぴ～すプロジェクトのところで，議会でも語り部を養成することが必要だろう

と話させていただいております。語り部の方が高齢となっている現状から，水戸

市としても事実を後世の方に伝えるためにも，語り部の方を養成するべきだと話

をさせていただいています。 

  委員長 貴重な御意見ありがとうございました。博物館だけでは大変でしょうから市の

方でも応援をしていただいて，前に進められればいいなと思います。他に，ござ

いませんか。なければ，次の平成 31 年度博物館予算(案)について説明をお願い

します。 

執行機関 （資料に基づき説明） 

  委員長 予算(案)について説明していただきましたが，これについて何かございました

らお願いいたします。 

  委員  仮称「水戸の大地の成り立ち」のことなのですが，いつ頃までさかのぼるので

すか。 

執行機関  日立で５億年前の地層が見つかっていることから，その頃までさかのぼる予定

でいます。 

  委員  県内の色々な資料なども展示するのでしょうか。 
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執行機関  認定が取り消されてしまった県北ジオパークに関することも展示する予定で

います。 

  委員  関連で，県北ジオパークが取り消されてしまったのは非常に残念です。県があ

まり力を入れていなかったのが実際のところですが，是非，この機会に県北の５

億年前の地層のことを含めて，水戸の大地の成り立ちと経済の発展までを紹介し

てはと思います。 

執行機関  笠原水道の岩樋など歴史とも関連する部分は紹介したいと思います。 

  委員  水戸の地名の成り立ちなども紹介するのもおもしろいと思います。 

  委員  霞ヶ浦導水で掘削したサンプルなどを，水戸の大地の特徴として展示してはい

かがかと思います。 

  委員  トンネルは開通しているので，内部を見学させることも関係機関と連携し実施

することを検討してはどうかと思います。博物館と導水事業は関係ないと思われ

がちですが，地層の観点から結びつけることも大切であると思います。通水し始

めたら見学できなくなるので，今のタイミングだと思います。 

  委員長 色々な観点や接点から取り上げることは，おもしろいと思います。ありがとう

ございました。続きまして，協議事項の特別展「水戸城遙かなり」について説明

をお願いいたします。 

執行機関 （資料に基づき説明） 

  委員長 この会議が終わり次第，展示会場を御覧になっていただきたいと思います。 

執行機関  (配布したチラシ・関連行事および頒布しているストラップについて説明。) 

  委員長 展示会期間中の関連行事は好評のようですね。 

執行機関  申込受付開始早々に電話が殺到しまして，受付 20 分ほどで一杯になってしま

いまして，お叱りの電話なども受けております。 

  委員長 物理的な問題から市民の要望に応えられないことは残念なことだと思います。 

  委員  関連行事の受付対応については，何時から何時までの間の電話受付をした件数

を全部記録して実績を残して，人員定数を要求する時の説明資料とすることも重

要であると思います。  

  委員  今回の展覧会には関係ないかもしれませんが，水戸城と偕楽園の下にある洞窟

は繋がっているのではないかとの話もありますが，今回の展示会では触れていな

いですよね。個人として非常に興味のある事柄なものですから。 

  委員  先程のウォーキングの説明の中で，申し込みをされた方は市内と市外のどちら

が多かったですか。 

執行機関  やはり市内の方が多く，次に近隣市町村の順になっておりますが，中には東京

から参加する方もいます。 

  委員  梅まつりの期間中であることから，水戸に来たからには色々な行事に参加して

満喫したい方が増えていると思います。また，このようなイベントを企画して観

光課との連携などはされましたか。 

執行機関  博物館は特に観光課との連携はしておりません。 

  委員  やはり，観光課からアクションがあった方がやりやすいと思いますが，歴史を
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含めて観梅期間に連携することは重要だと思います。また，せっかく企画したイ

ベントであっても電話もつながらない，駐車場がない，イベントに参加できない

となると魅力はなくなってしまいますので，募集人数を増やすとか回数を増やす

ことも検討してはと思います。 

  委員  水戸城ウォーキングは，コース内を説明しながら歩くので人数が多いと説明が

聞こえないなどの問題もあり，この人数になっているのだと思います。また，安

全面を考慮しても 20 人は適当な人数と思います。 

執行機関  午前と午後にまたがって実施するので，短縮して行うことは無理があるため午

前午後に分けて実施することは考えませんでした。 

  委員  平成 31 年度の予算で色々な事業を行うわけですが，人がいなくて困っている

のであればボランティア制度を立ち上げてサポートしてもらってはと思います。

現在，博物館にはボランティアの方はいらっしゃるのですか。 

執行機関  土曜日や日曜日あるいは特別展の期間中に２階で受付をされているボランテ

ィアの方はおります。 

  委員長 他に，ございますか。 

  委員  ボランティアの話がありましたが，茨大にボランティアサークルがいくつかあ

ります。また，水戸市内にも色々なボランティアの団体があると思うので，その

ような団体の方々を活用することも検討してはと思います。 

  委員  ボランティアのことなのですが，博物館でボランティアの方をお願いするので

あれば，説明ができるように事前研修が必要でしょう。また，先ほどの語り部の

方について言えば，その養成とそれに対する予算を確保すべきであると思います。 

  委員  名古屋の美術館では，ボランティアの方を教育し来館者に展示品の説明を行っ

ているので検討すべきと思います。 

  委員長 博物館でもボランティアについて先進の博物館に視察に行くなど，調査と検討

をしてみてはいかがでしょうか。 

  委員  観光課だったかに歴史アドバイザーの方がいますので，そちらも参考になるの

ではないでしょうか。 

  委員長 ボランティアのことについては，調査し検討するようお願いします。次に平成

31 年度博物館運営方針及び努力目標について説明をお願いします。 

執行機関 （資料に基づき説明） 

  委員長 ただいま説明をいただきましたが，何かございましたらお願いいたします。 

  委員長 石河明善日記については，来年度も行うようですが，全巻を刊行するとなると

６年くらいかかるようです。 

  委員  関連でよろしいですか，『大日本史』は歴史上，大変貴重な文章なのですが『大

日本史』を全巻翻訳することはされていないようですがどうなのでしょう。 

  委員長 源氏物語のように現代語に訳したものはありませんが，戦前には何種類か書き

下し文にしたものがあります。 

  委員  今回の特別展を見せてもらいましたが，地道な調査や研究の成果が出ていて大

変すばらしいと思いました。また，普及事業の結果の 11 ページの所に水戸市立
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博物館が手掛けた櫻井雪保の絵がアメリカに渡り展示されるとあり，このことも

普段からの地道な活動の成果だと思います。 

  委員  博物館が休館している時に歴史館で展示を行ったり，名古屋に貸し出して展示

をしたり，場所が変わると水戸市立博物館の収蔵品はすごいとの言葉も聞こえて

きます。見せる展示を行うことはとても重要だと感じ，早くそのような博物館が

できるといいなと感じました。 

  委員長 場所が変わり環境が違うと見え方も違ってくることは大いにありますね。その

他でどなたかございますか。 

  委員  水戸市の礎を築いた水戸徳川のことについて「水戸城遙かなり」の特別展を実

施していますが，水戸にはそれ以前の歴史もございます。佐竹以前よりさかのぼ

って，渡里の官衙遺跡群は壮大な歴史がありますので，包括的に考えると県北と

の連携につながると思われることと，『水戸市史』の上巻が色々な事情があって

増刷し販売できない状況が続いている。水戸市制 150周年のタイミングで新しい

『水戸市史』の編纂事業を立ち上げてはどうかと考えています。駐車場のことに

ついては，駐車台数が足りないのか，時間的に混雑するのか，ガードマンに誘導

をお願いして対応するとか，色々なケースが考えられるので，利用者のニーズを

把握するためにもアンケート調査をしたり，ソフト面を含めて検討をしなければ

ならないと思います。 

  委員長 その他に，御意見がなければ以上をもちまして，本日の協議会を閉じさせてい

ただきます。 

執行機関  それでは，以上をもちまして平成 30 年度第２回水戸市立博物館協議会を閉会

とさせていただきます。本日は御多用のところ御出席いただき，誠にありがとう

ございました。 

 

 


