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                         平成 30年 12月 25日 

  我孫子市役所企画課 御中 

 

 

 

 

            我孫子市郷土資料センターをつくる会 

 （仮称） 

                          ＜構成メンバー＞ 

                        「我孫子ガイドクラブ」 

                        「我孫子市史研究センター」 

                        「我孫子の景観を育てる会」 

                        「我孫子の文化を守る会」 

                        「ふるさと我孫子ガイドの会」 

                                   （50音順）                                

                 代表 我孫子市史研究センター 

                     会 長 関口 一郎                   

    

                     (問合せ先) 

                     事務局長 岡本 和男 

                     我孫子市湖北台 5－15－17 

                        Ｔel: 04（7149）6404 

 



 

＜ 協力五団体設立の趣旨 ＞ 

  表記「郷土資料センターをつくる会」の構成メンバーは、我孫子市民団体として名称が示すようにそれ 

 ぞれの得意分野で市民活動を積極的に行っており、その活動の対象は、我孫子の歴史や文化遺産等に関わ 

 りの深い団体である。そのなかで我孫子市史研究センター（以後市史研）は我孫子市の歴史・文化遺産の 

 研究調査を直接の事業対象としていることから、郷土資料関係施設の構築が必要であることを早くから 

 訴えてきた。その実行には上記関連団体との相互の支援協力関係が必要と、それぞれに連絡をとり具体的 

 には、平成 29年 4月に第 1回の五団体会議を立ち上げ、ほぼ隔月に例会を持って郷土資料関係施設構築 

 のための推進会議を続けてきている。なお、この推進事業について最も関係の深い市史研が、事務局とし 

 ての役割を務めている。こうした経過のなかで五団体では、青木副市長や倉部教育長に推進活動について 

 の懇談の機会も設けていただき、周辺市町の実状などの説明も行ってきた。 

 

＜ 我孫子市史研究センターの取り組み ＞  

 市史研は、初期は我孫子市史編さん事業の協力市民団体として活動をしてきたが、編さん事業終了後に 

独立し、現在設立から 43年目を迎え、会員は 145名（今年 12月現在）となっている。平成 28年 4月の 

総会において、「我孫子市に郷土資料館の設立を推進する」ことを決議し、直ちに運動を開始した。 

  先ず運動を開始するに当たり、2016年 3月に我孫子市が発表した「我孫子市の第三次基本計画」の第 

 二編・第五部・第三章の第三節「歴史的文化遺産の保存・活用」の〔現状と課題〕項を参照した。その５ 

 番目の項に以下の方針が掲げられている。  

● 今後も、我孫子ならではの歴史的・文化的遺産をより身近に感じてもらうため、歴史的・文化的遺産 の 

 適切な保存や調査、研究を行うとともに、その効果的な活用を図る必要があります。そのため、市民団体 

 などが開催するイベントや、子どもたちが我孫子市や地域の歴史について学ぶふるさとカリキ ュラム・ 

 郷土学習との連携をさらに進めていくことが求められています。また、まちの魅力アップに つなげてい 

 くため、手賀沼周辺に点在する資源をネットワーク化して、観光も視野に入れた一体的な 活用を進める 

 とともに、積極的に情報を発信していくことが必要です。 （下線は市史研） 

 

 以上の内容に明記されている我孫子市の方針に全面的に賛成し、その実現に向けて私たちの運動は始ま 

 った。以下に私たちが取り組んだ活動を列挙する。 

 ①周辺市町７か所の郷土資料館を視察し、現況を把握した。また、市内の歴史遺産の現況を調査した。 

 ②市内の関連４団体の協力を得て連携して活動をした。連携団体は既述。   

 ③市民に広く訴えて、この運動の理解・協力者を得る。これに際して、出来るだけ市教委が設立に努力し 

  た施設や後援事業の実施・活用にも留意した。 

  ａ．「湖北郷土資料室」の見学会を会員や一般人向けに開催し、講演会やまち歩きを実施した。 

  ｂ．年初に実施する市教委共催の歴史講演会で、会場にパネル展示や横断幕をもって訴えた。 

  ｃ．市教委後援による古文書講座（年間 2～3度）において同様の訴えをした。 

  ｂ．けやきプラザでのメッセや市民のチカラまつりに参加し、パネル展示などで訴えた。 

  ｅ．市内各地区の近隣センターにおいて「歴史講演会」を延べ 8回実施した。いずれも当該 

    のまちづくり協議会との共催や連携団体とのコラボレーションをもって実施した。 

  ｆ．市内の歴史文化遺産（考古資料・民具・農具・古文書など）の現況調査を行った。 

 以上が主だった活動で、この活動によって多くの知見とともに市内各地に多くの共感者を得ました。 

それらを通して得た知見をもって、意見書を提出いたします。 
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 ＜ 要望事項 ＞ 

１．歴史文化遺産の常設展示場としてのスペースを確保して頂きたい。 

  １）東葛地域近隣の市町 14市でこの種の施設がないのは残念ながら我孫子市のみである。 

  ２）この度の建設構想（案）「施設の想定規模」（P.9）の延べ床面積・建物の高さを活用して 

    この中に少なくとも約５００㎡のワンフロアのスペースを確保して頂きたい。 

     ※ ご参考までに同面積を有する柏市郷土資料展示室の平面図を添付します。                       

  ３）この度の建設構想（案）「建設予定地」（P.6）の中に”活用コンセプト”幅広い世代を 

    呼び込む賑わいの創出”とあるが、いわゆる”集客力”という点では大きな力を発 

    揮すると思われる。 

 

２．情報発信専用のスペースを確保して頂きたい。 

  ● 市民・子どもに対する歴史教育の観点とともに観光客誘致の観点から 

    ＊郷土資料・歴史講演会やセミナーの開催 

    ＊初級・中級古文書講座 

    ＊市内の文化財講座 

    ＊郷土史の子ども講座 

    ＊観光インフォメーション（「アビシルベ」類似の）施設 

 

３．歴史文化遺産の保存施設を確保して頂きたい。ただし、スペースの関係上この施設は別棟ない 

  し別の建物でもやむを得ないが、江戸時代をはじめとする文書史料の保存は喫緊の課題で、こ 

  れについては保管庫を確保して頂きたい。 

  以上、私たちは当初、「独立した郷土歴史資料館」を要望していましたが、現状かつ今後の状 

  況を鑑み、実現可能性のある「郷土歴史資料室」あるいはそれに代わるスペースの確保をお願 

  い致します。 

 

＜ おわりに ＞ 

   星野市長は「広報あびこ」に”市民に夢を・・・”としばしば謳っておられますが、“歴史 

  が文化をつくり、文化が歴史をつくる”という観点からも郷土歴史資料館は多くの人々に夢を 

  与える施設だと確信いたします。 

  また、都内からの観光客誘致に常々御苦労なさっていると伺いますが、この点においても魅力 

  ある施設になると思います。 

     

※ 以上、要望申しあげます。 

なお、① 柏市郷土資料展示室の平面図 

   ② 私どもの活動の一部「視察した郷土資料館の概要」 

        この 2 点を要望の補強資料として添付いたします。 
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設　立　年

建　設　費

建物規模

要　　員

年間運営費

年間来館者数

企画展示

講演会数

講座・セミナー
（教育普及活動）

館内施設

開館に至る経緯

立地条件

訪問期日

※　上記の資料館は全て入館料無料

展示室、収蔵庫２(古文書関係)、備
品庫

柏市は従来より、大量に古文書資
料を収集・保管していたが、保管施
設については十分ではなかった。
平成17年合併により新柏が誕生
し、沼南庁の歴史が閉じたことを機
に、企画サイドから合併特例債を
使って、保管展示施設設置の提案
があり、沼南庁舎第１庁舎を改造
して設置した。

市域の南部、ＪＲ柏駅からは遠く、
交通至便とは言えない。

Ｈ．３０（2018）年3月1日

当初予算９00万円弱

5000人以上（参考；平成29年度
6３00人）

3回

無し

一般子供向け体験学習1回・市教
委文化課主催で古文書講座・講演
会を別会場で開催している。

柏市郷土資料展示室

Ｈ．20年8月　　41.5万人

合併特例債を使用し、柏市沼南庁
舎を改修

上記庁舎2階・506.75㎡

学芸員は配置無し・4人（シルバー
人材センター）への管理委託

市の中央に位置し、交通至便。
市の南端、印旛沼に近接、小学
校の隣に位置する。

市域の北端、成田線木下駅近
く。市街を見下ろす丘上の公園
の中に存在。

市域の中央、田園の中。生涯
学習Ｃに隣接。　　交通不便
か？

市の中央部、郊外の文化施設の
集中するゾーンに存在。

Ｈ．２８（２０１６）年11月4日 Ｈ．２９（２０１７）年３月１５日 Ｈ．２９（２０１７）年３月１５日 Ｈ．２９（２０１７）年７月７日 Ｈ．２９（２０１７）年10月３日

展示室・映像室・出版物
コーナー・文書庫（金庫）文
化財整理室・洗浄工作室

展示室・収蔵庫２・学習室・燻蒸
室　　倉庫４　別棟収蔵庫２

展示室・収蔵庫２・古文書資料
収蔵庫・作業室

展示室・収蔵庫・燻蒸室

常設展示室・企画展示室・収蔵庫・特
別収蔵庫・燻蒸室・多目的室・体験実
習室・資料図書研究室・他に屋外展
示（ＳＬ機関車・復元した農家・商家・
水車小屋）

＜詳しい経緯は不明＞
東武野田線・新京成線・北
総線が交差する発展著しい
都市である。資料館も新京
成線の初富駅から５分の交
通至便の地に旧銀行社屋
を改修して設立された。
※５０ページに及ぶ資料館
年報を発行している。

印旛沼の北岸に位置し、”宗像
十三社”が分布する古い歴史の
ある印旛村に設置された。千葉
ニュータウンの建設もあり、生活
様式の変化に伴い文化財が姿
を消す事態を憂慮した村がＳ．
58に「印旛村総合計画」に資料
館建設事業が盛り込まれた。

Ｈ．２２に印西市・本埜村・印旛
村が合併して新印西市が誕生し
た。為に現在市史編纂事業が進
行中（～Ｈ．32）でこの業務を主
要なものとして市民の共通財産
である歴史資料の収集保存を
目的に、加えて展示・講座を開
設する施設として誕生。木下駅
圏の整備事業の一環として行わ
れ、国のまちづくり交付金を利
用している。

住宅開発の進展に伴い文化
財・民具が散逸する危機に対
し地元に郷土史研究に熱心
なグループが強く要望した。
町長の熱意もあり、建設の機
運が盛り上がった。柳田国男
ゆかりの地であることも影響。
（1990年、我孫子市と柳田国男
ゆかりサミットを共催した）　現在
教委管轄下の生涯学習課に
属する。

住宅整備公団の働きかけで市北
部にニュータウン建設が始まる。
事前の発掘調査により大量の遺
物が出土。収蔵の必要性が生じ、
併せて市史編纂事業（ｓ５６～H．
１１）の過程で文化財が豊富に出
る。Ｓ．60；文化会館　Ｓ62．；図書
館　Ｓ．64；郷土資料館建設と文
化施設が整備された。　開館2年
後に管理団体に委託し、現在に
至る。

2回　資料館セミナー4回 １回 市史編纂事業関係の講演１回 1回

6回　資料館セミナー4回他
に史跡・文化財探訪（ガイド
ボラの協力）　古文書講座
文化財教室　体験学習

一般・子供向けの体験学習2回
資料館講座；1回

現在のところ無し 古文書講座２　機織りＧ活動

5000人以上 約1000人 ５９００人（参考；開館初年度）
約1100人（企画展開催では＋
1000人）

３万人（レーザーで計測）市内ほ
か他市（取手・阿見町）～小学3年
生が見学に来館

1回　他にミニ展示１ １回 ミニ展示；２回 最近は隔年開催 1回（今年８月１日～１０月１５日）

4人（学・2人）他に再任用職
員2人　　非常勤職員2人

館長は生涯学習課課長が兼務
4人（学・1人）内再任用職員3人

生涯学習課文化班に所属
4人（学・２人）

生涯学習課に所属
1人（学・0人）

指定管理団体　4人（学1人）
資料館ボラ；約30人

約2000万円（当初予算）（非
常勤職員の給与含む）

27・28年度決算額の平均；527，
３万円(非常勤職員の給与含む)

28年度決算；１６８３万円（非常
勤職員の給与含む）

200万円弱（補修費・光熱費・
消防・セコム代・・・）

3700万円（人件費込み）実質
1500万円

・元銀行の建物を改修
1億3900万円　文化財保存施設
整備事業補助金1500万円)によ
る

約2億円・元印旛高校の一校舎
を改修・交流の杜広場の一角に
建設。

約8000万円
約7億５300万円　（用地買収代
別）地域総合整備事業費

668.7㎡　・　二階建て ８２２㎡　・平屋 ５５４㎡　・平屋 ３４４㎡　・平屋（高床式構造） １４２１㎡　・　ニ階建て

龍ヶ崎市歴史民俗資料館

Ｓ．６２（１９８７）　11万人 Ｓ．61.10（1986）　　　　　9万人 Ｈ．２８．４（２０１６）　　　　　9万人 Ｓ．５７．１１（１９８２）　1.7万人 Ｈ．２．４（1990）　　7.8万人

利根町立歴史民俗資料館
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