
 

平成 28 年度岩手県立博物館協議会における意見等の反映状況 

№ 委員名 意見等の概要 反映状況等 

〇 広報関係について 

１ 前田委員 

 

【台湾人観光客への PR】について 

 平成 27 年度は台湾からの観光客が 2 名であっ

たということだが、個人で台湾からきている観光

客はかなりの数に上っていると思う。また、南部

鉄器の人気も高い。博物館で南部鉄器を見学でき

るということが分かれば、来館される方がもっと

多いのではないかと思う。ホームページ等で PR

し来館者が増えればと思う。 

【学芸第一課】 

平成 29 年度から台湾からの観光客

を含め、外国人の方に情報を提供でき

るように、ホームページを多言語化

（日本語・英語・中国語・台湾語・韓

国語）し、併せて多言語化したリーフ

レットも作成配布している。 

２ 

 

 

齋藤委員 【ツイッターの活用】について 

ツイッターは展覧会等の告知だけでなく、「こ

んな不思議なものがありますよ。」という小さな

発見のようなことをお知らせしてもらえば、より

面白く博物館内を探検することもできると思う。 

 

【学芸第一・第二課】 

 展覧会等の告知に止まらず、個別の

展示品の紹介や各種イベントの当日

の様子、四季折々の植物園の変化な

ど、博物館活動について多様な事柄を

ツイッターにあげている。 

若い世代はパソコンよりもスマホ

の利用が多い。ツイッターを通じての

発信が重要だととらえ、投稿要領を改

訂して 29年 7月から運用している。 

３ 

 

名越委員 【広報】について 

コラボによる広報活動を積極的に仕掛けてい

ただきたい。テレビとのコラボ、新聞とのコラボ、

JR東日本とのコラボ。 

 

 

【学芸第一課】 

平成 29 年度は、前年度にテレビ・

ラジオ・新聞等の各社を訪問し、パイ

プができたことから、展覧会やイベン

トの情報をメール等でお知らせし、広

報をお願いしている。また、引き続き、

読売・朝日新聞のコラムで適宜広報を

行い、併せてオープン事業団において

展覧会のプレゼンを行うなどしてお

り、その効果として報道機関からの取

材は増えている。併せて平成 29 年度

は、テレビ・ラジオ広報について、岩

手放送・IBCラジオと通年契約を結ん

での広報も行っている。テーマ展『中

世の南部氏と糠部』では IGRの旅行企

画『南部氏城館めぐり』とのコラボで、

駅構内にポスター・チラシの広報協力

が得られた。 

 



№ 委員名 意見等の概要 反映状況等 

〇 展示関係について 

４ 大沢委員 

 

【展示解説】について 

 「スポーツ博覧会いわて」では、学芸員の説明

がよかった。嬉しくて、楽しくて仕方ないという

説明に引き込まれた。あのような機会を子供達に

あげられたら、興味も増すのではないか。 

【学芸第三課】 

 種類を問わずそれぞれの展示会で

は、学芸員による解説会や外部講師に

よる講演会を行っているが、展示解説

会については、実施回数を増やすなど

の対応を図りたい。 

 

 

 

５ 斎藤文化財

課長 

 講演会等も行っているが、もっと展示室で学芸

員の生の声が聞きたいという声があった。解説員

だけでなく、学芸員の説明を聞きたいという声が

寄せられたことがあったので、学芸員が展示室に

出向いて県民と接する機会を増やしていただけ

ればと思う。 

 

６ 

 

大沢委員 

 

【ナイトミュージアム】について 

 ナイトミュージアムの参加者が少ない気がす

る。開催日程等の調整をしながら、多くの子供た

ちがワクワクする場所で楽しい時間を過ごして

欲しい。 

【学芸第三課】 

平成 28年度に試行的に実施したナ

イトミュージアムであるが、２回目と

なる 29年度は、前年と同様のプログラ

ムにより募集人数を 10名程度増やし

て実施した。また、募集人員について

は、８月の開館時間延長に伴う担当学

芸員の勤務体制の問題や参加者の安全

確保などの面から、今年度（開催回数

２回・定員 60名）程度が適当であると

考えているが、内容については、アン

ケート結果などを踏まえ改善を図りた

い。 

なお、今後、実施回数を増やす際は、

開催日を学校の長期休業期間中に設定

するなどし、多くの子どもたちに参加

してもらいたいと考えている。 

 

７ 

 

遠藤会長 昼では味わえない雰囲気を味合わせたいとい

うこと。そうすると、懐中電灯を持たせて光を当

てると普段と全然違うものが見えてくる。これは

驚きだと思う。例えば、今年度はこの分野を重点

的に、来年度は別の分野をということで、欲張ら

ないで部分部分で実施していくことも可能だと

思う。 

 

 

８ 齋藤委員 ナイトミュージアムの大人バージョンも計画

して頂けたらと思う。 

 

９ 

 

前田委員 

 

【博物館まつり】について 

 当日、周辺が大変な渋滞であり、来館者は大変

だったと思うので、何とかならないものかと感じ

た。10月 16日の設定は寒かったのでもう少し早

めに開催されればと思う。 

【総務課・学芸第三課】 

平成 29年度は、少年刑務所との合同

開催（10月 1日）ということで、駐車

場不足が心配されたが、警備員８名の

外部委託や、職員駐車場の開放、また、

新たな駐車場用地の確保などにより、

渋滞時間は最大で前年度の約半分の

30分程度であった。しかし、渋滞によ

るクレームは依然寄せられており、来

年度以降も少年刑務所と合同で行う場

合は、駐車場可能台数を増やす対応が

必要である。 



№ 委員名 意見等の概要 反映状況等 

１０ 

 

 

 

前田委員 

 

 

 

 

【レストラン企画メニュー】について 

 展示に合わせたレストランの企画メニューが

面白い。制約が多い中で工夫していると思う。今

後も企画に合わせたメニュー開発を行ってほし

い。 

【考古部門】 

外部団体が運営している喫茶「ひだ

まり」においては、平成 29年度の企画

展『遮光器土偶の世界』に関連して、

夏休み期間中の企画メニューとして１

日 20食限定で土偶アイスを提供する

など、展示会に合わせた企画メニュー

を提供している。 

〇 入館者の確保関係について 

１１ 

 

 

沼里委員 【高齢者の集客】について 

 学習意欲盛んな高齢者をいかに博物館に取り

込むか。何か良いプランがないかと思う。 

 

【学芸第三課】 

学習意欲の高い高齢者の方は多いの

で、例えば、サークル活動で講堂などの

館内施設を利用してもらい、さらに展示

資料を観覧するような使い方をしてい

ただければと考えている。そういったこ

とから昨年度、松園地区の団体の利用方

策について、町内会役員等と意見交換を

実施した今後においても、高齢者の活動

支援といったことも考えていければと

思う。 

１２ 

 

遠藤会長 高齢者は移動手段の問題がある。それぞれの地

方では老人大学が開設されていて、バスで来館し

て見学することも考えられるし、あるいはこちら

から資料を持参して出向くということもある。そ

うやって、若い人からお年寄りまで呼び込む手立

てを考えられればと思う。 

【学芸第三課】 

これまで実施してきた学校との連携

事業などをベースに、高齢者の方々と

の交流をどのような形で進めていくこ

とができるか、改めて検討していきた

い。 

１３ 

 

 

 

 

 

 

 

前田委員 

 
 お年寄りは昔のものを見て懐かしくお話する

ことが多いようである。以前、博物館蔵の画像を

お借りして陸前高田のお年寄りに昔話をすると

いう機会があった。その時の写真を非常に懐かし

そうにご覧になり、様々なお話をされていた。そ

ういった形で、高齢者の方々に活用される余地は

ありそうなので、工夫されると良いかと思う。 

(意見№11.12に同じ) 

 

１４ 

 

 

 

沼里委員 

 

 

【北海道からの集客】について 

 北海道新幹線の影響で北海道からの修学旅行

生が増えているようだ。5～6月が多いようだが、

その時期に展示内容をうまくマッチングさせれ

ば、岩手での思いがけない体験として楽しんでも

らえると思う。 

【学芸第一課】 

平成 29年度も前年度に引き続き、修

学旅行での学習利用案内のチラシを北

海道南から札幌市の中学校に送付した

ほか、29年度は旅行企画を行う旅行代

理店にも新たに送付した。 



  

№ 委員名 意見等の概要 反映状況等 

〇 博学連携について 

１５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高橋委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【岩手デジタルミュージアム構築事業】について 

岩手デジタルミュージアム構築事業について、

教材化されたものを学校で活用できるのはいつ

頃からか。ＤＶＤ等で貸し出すということか。 

博物館にある資料をデジタル化したというこ

とか。 

 

 

 

 

 

 

 

【学芸二課】 

作成されたデジタル画像の一部を

教材シート化し、博学連携による教

育現場での活用もめざしている。現

在、岩手県立博物館関係資料が教材

シート化され、博物館に来場する児

童・生徒への解説、学芸員の出前講

座等で活用されている。今年度から、

他機関が所管する資料の教材シート

化も進める予定である。将来的には、

著作権、所有権等の権利処理を行い、

学校の先生方が任意に活用できるシ

ステム構築を図りたいと考えてい

る。 

１６ 

 

髙橋委員 【教育現場との連携】について 

県立高校の場合、同じ資料がどの学校でも使え

るかというとそうではない。学校の専門性と一致

するものがあれば、食いつく用意があると思って

いる。一気に大量動員ということはなかなか難し

いかもしれないが、小規模なものを積み重ねてい

くということも今後の研究課題になるのかなと

いう印象を受けた。 

【学芸第一・第三課】 

高等学校との連携については、普通

校・実業校、それぞれのニーズに応じ

た柔軟な対応を図りたい。29年度は、

衣装製作では平舘高校家政科学科と、

クリーニング委託では、盛岡峰南高等

支援学校との連携事業を実施した。        

また、当館から学校に出向く「出前

講座」の開催や、教材資料を一定期間

貸し出すことなども行っており、これ

らの取り組みについて、積極的に情報

を発信していきたいと考えている。 

また、博学連携に関して現場の理解

を進めるよう、今年度も 12月に、国

立科学博物館とのコラボ事業である

「教員のための博物館の日」事業（目

的：①博物館に親しんでもらう、②博

物館の活用法を知ってもらう、③研修

の場を提供する）を実施し、多くの教

員の参加を得た。 

１７ 

 

 

 

高橋委員 

 

なかなか中学校のカリキュラムに校外活動を

組むのは難しい。そういった中で、キャリア教育

の体験的活動、ボランティア的な活動の場合は参

加の機会を学校側も求めているところである。 

平舘高校とのコラボ事業は、是非中学校でも、と

思っている学校もあるのではないか。 

１８ 

 

 

遠藤会長 高校生・中学生は土日なく忙しため、なかなか

週末家族で行くことも難しいであろう。やはり授

業との関りの中で博物館に行ってということに

なろうかと思う。担任や教科の先生がそれを知ら

ないでいると進められないと思うので、先生方へ

の PRも大事だと思う。 

１９ 

 

 

 

 

沼里委員 

 

 

 

教育現場、先生方と博物館の連携がカギだと思

う。文書によるやり取りもいいが、何よりも人と

人が直接話して投げかけられれば、その提案は無

下にできないと思う。 

 



 

№ 委員名 意見等の概要 反映状況等 

〇その他 

２０ 

 

 

鈴木委員 

 

 

【調査・研究予算】について 

 今後も様々な展覧会が予定されているが、その

展覧会の裏付けとなるのは日ごろの調査研究だ

と思う。予算的に厳しい時代を迎えているとは聞

くが、できるだけその環境を整えていただいて、

頑張っていただきたいと思っている。 

【学芸第一課】 

科研費の申請について、これまで

26 年度は地質・生物・文化財科学の

３部門各 1 件、27 年度は文化財科学

部門１件、28 年度においては生物部

門 2件の申請を行ったが、いずれも不

採択となっている。29 年度は生物部

門で 1件を申請予定であり、今後も継

続して申請を促し応募者の拡大を目

指したい。 

なお、参考までに、科研費の応募総

数は約 10 万件で、うち採択数は約 2

万件、採択率は約 26％となっている。 

２１ 

 

 

名越委員 

 

 

 

 

 

 

【調査・研究】について 

 これまでの学芸員の研究成果が実り、科学研

究費助成事業（科研費）応募の資格を本館は取り

付けた。 

そこで、是非、各学芸員が申請して欲しい。そ

の内容は、文学、社会、芸術まで大きくくくられ

ているので、全員の申請をお願いしたい。 

 

２２ 

 

前田委員 【駐車場の利用等】について 

 デイサービスなどで毎日お出かけしている施設

では、どこに行こうかと行き先を探しているよう

である。 

足腰の不自由な方がいらっしゃるわけだが、車

は上まで上がってこれるのか。 

 

【総務課】 

可能である。 

身体が不自由な方や高齢者、妊婦等

の方は、入口に最も近い駐車場を利用

していただいている。 


