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会 議 次 第 

 

1. 開会 

2. 挨拶 

3. 協議事項 

(1) 生涯学習計画について 

(2) 教育委員会諮問 

平成２４年度の東村山市文化財指定について 

（資料１、２） 

(3) ２５年度教育普及事業について 

 （資料３） 

4. 報告事項 

(1)文化財ウィークについての報告 

5. その他 

6. 次回の開催と今後の予定 

7. 閉会 

問い合わせ先 

教育部ふるさと歴史館文化財係 

担当者名 高野 

電話番号 ０４２－３９６－３８００ 

会  議  経  過 

１．開会 

２．挨拶 

○会長 

３．協議事項 

(１) 生涯学習計画について 

○社会教育課長 

東村山市では、教育委員会内の各審議会から生涯学習計画についての意見をいただ

いている。生涯学習協議会でも「生涯学習」の概要という形で意見集約をしているが、

文化財保護審議会からも意見をいただきたい。 



○Ｂ委員 

 生涯学習の考え方については「生涯学習協議会」において共通認識をはかっている。

東村山市は、生涯学習計画は他市に比べ遅れている。生涯学習は社会教育と学校教育

にまたがる両方を含む概念なのだが、なかなかつながらない部分がある。幅広い意見

を聞きながらまとめていきたい。 

○社会教育課長 

今までに出た主な意見を紹介する。 

 ・学びの場とそれを生かせる活躍の場の２つがあることが生涯学習である。 

 ・学校・地域だけではなく家庭と一帯となって学んだことを活かすことが重要であ

る。 

 ・地域のコミュニティづくりが難しくなっているので、地域への帰属意識を強めて

いく必要がある。 

 ・市役所の横の連携をとってほしい。 

 ・様々な人との出会い、関わり合いによっての学びが生涯学習である。 

 ・情報の提供の中で、生涯学習を広げる。 

 ・ボランティアをしたい人は潜在的に多いが、その窓口やＰＲが必要なのではない  

  か。 

 ・「市民力の育成が重要」となってきている。 

 ・リーダーの育成についても生涯学習が大きな役割を果たす。 

○Ｂ委員 

 文化財に関する生涯学習に絞って意見を出してはどうか 

○社会教育課長 

 「地域の特色を学ぶ教育の推進」などに関連した意見を出してほしい 

○Ｃ委員・根岸会長 

 東村山市生涯学習計画（案）の３６頁、第４章 生涯学習の方向と施策の展開／多

様な生涯学習の展開と支援／市民力を高める学習機会の推進／こころ豊かに学び合う

教育の推進／《目指すべき方向性》 

 「地域の歴史テーマや郷土史の研究をしたいと思っている市民に対して、適切な資

料の提供などを行っていきます。」の後ろに「また、研究活動の基礎となる遺跡・資料

などの文化財の保存と活用につとめていきます。」の一文を入れてほしい。 

○Ａ委員・根岸会長 

 地域住民への啓発、周知の活動が必要。 

○根岸会長 

 郷土学習と関連して「歴史」という言葉がある。環境という言葉には「学習環境」

という人為的な人のまわりという意味と、「自然環境」という大きな環境という意味と

二つの言葉がある。現在の（案）では、「自然環境」と「歴史」との関わりがうまくつ

ながっていない。 

「地域をとりまく自然的歴史的環境を人々が認識することによって」などとして明確

にしてほしい。 

また、市民力の高め方として、地域を育んできた文化財や環境を生かすことも考え

た方がよい。 

○Ａ委員 

 今までの教育は個人が対象、今後はコミュニティが対象。文化財をソフトとして、

まちづくり・人づくりにつなげていこうという印象を持った。博物館など社会教育施

設には目的を持ってでないと人は来ない（敷居が高い）。港区では子供やお年寄りなど、



誰でも気軽に立ち寄れる施設があり、講座などをとおして交流があるので、東村山で

も同様なしかけができないか。 

○根岸会長 

 東村山には東村山・久米川・秋津などといった人の流れが集まる交通の核がある。

そこでの人の流れに注目するような提言はできないか。それぞれの拠点に稲木委員の

おっしゃったような場や、解説のパネルがあればよい。東村山駅のみが観光をうたっ

ているような印象がある。 

○事務局 

３駅の駅前などには、付近の文化財を紹介する案内板はある。 

○Ｂ委員 

東村山駅西口サンパルネの産業・観光案内コーナーには人は行かない。なぜなら駅

にサンパルネへの案内表示がないからであろう。何度も指摘しているがなかなかでき

ていない。せっかくのコーナーがもったいない。久米川や秋津などにもそういうコー

ナーがあればよいと思う。 

○社会教育課長 

いただいたご意見を考慮して計画（案）を改訂するので、次の会議でも意見をうか

がいたい。 

○根岸会長 

前回の審議内容が計画に反映されていないように思われる。今回の意見はぜひとも

反映してほしい。 

 (２)教育委員会諮問 

●平成２４年度の東村山市文化財指定について（熊野神社遺跡出土陶磁器／資料１） 

○Ｃ委員 

 内容は問題ないと思う。 

○Ａ委員 

 説明の冒頭にある「中世」だが、明代・中世であっているかどうか？「明時代」と

したほうがよいのではないか。 

○Ｃ委員 

 説明冒頭の「中世の中国製陶磁器」を「日本の中世に相当する時代の中国製陶磁器」

としてはどうか。 

○根岸会長 

 年号の書き方は、行政としてはどうなのか。 

○Ｂ委員 

 元号（西暦）の方がよいのではないか。 

○事務局 

 「中世の中国製陶磁器」を「日本の中世に相当する時代の中国製陶磁器」とし、年

代の書き方については元号（西暦）に修正する。 

○Ａ委員・Ｃ委員・根岸会長 

 指定しないものは資料内訳の文言から除き、末尾あたりに他にこういうものがある

とするべき。 

○事務局 

 指定１３点の説明を先にし、残り２点は最後に載せたい。修正した調書はまた見て

いただきたい。 

○全員 

 上記意見を踏まえ訂正した調書（案）を、会長に最終チェックをしてもらうことで



了承。 

●平成２４年度の東村山市文化財指定について（川島人形店「はなびや」押絵羽子板

製作関連資料／資料２） 

○根岸会長 

 全体としてわかるが、指定理由と説明の混同が見られる。丁寧に説明されているの

だが、もう少し簡潔にした方がよいのではないか。指定理由のほとんどは説明に書く

べきもので、理由には押絵羽子板全体・文化財の中での位置付けや、特徴を書くべき

であろう。 

○事務局 

 指定理由は、下絵から完成品までを網羅しているということと、本来は残りづらい

資料がまとまって残っているという点である。作成の過程が分かるものとして紹介し

たい。 

 説明部分が長くなる可能性があるので、大薮主任と相談したい。 

○Ｂ委員 

 指定理由は強調してほしい。 

○根岸会長 

 はなびやの説明についても簡潔にしてほしい。 

○事務局 

 資料は、歴史館職員が探し出していただいてきた経緯もあり、来歴が全てわかるわ

けではない。 

○Ａ委員 

ほかの事例と比較して、具体的な資料の説明をしてほしい。 

○事務局 

あくまで調書であるので、簡潔にまとめる方向として調整したい。 

○全員 

 上記意見を踏まえ訂正した調書（案）を、会長に最終チェックをしてもらうことで

了承。 

○事務局 

次回は教育委員会に答申する。 

(３)２５年度教育普及事業について 

○事務局 

今回以降、文化財保護審議会からも教育普及についての意見をいただくようにした

い。文化財保護の観点という形だと足りない部分もあるかもしれない。資料は概要の

ものを出させていただいた。 

【２４年度ふるさと歴史館・たいけんの里の主な事業】 

企画展は年４回である。社会科見学対応展示は市内小学生が社会科見学で来るため

の展示で、３名の職員を各コーナーに配置し、１回８０～１３０名の小学生が来館す

る。企画展では講演会やギャラリートークが行われる。また本年からロビー展示とい

うことで年中行事以外のものも実施している（戦時中の東村山／旅する博物館など）。

さらに年中行事にかかわる体験事業も実施し、本年より１０数名の文化伝承サポータ

ーの協力を得ている。 

 東村山考古学ボランティア養成連続講座は、たいけんの里・歴史館の考古学に関す

るボランティアの養成講座である。講座終了後ボランティアを続けることを表明した

のは１５名中１０名程度である。 

東村山学は歴史館１０周年時から継続しているもので、学芸員が自分の扱う資料を



地域学として講座をしている。 

定例講座としては機織り・古文書・伝統食などの活動がある 

考古学講演会は、実際は八国山たいけんの里の事業ではあるが、今年度は場所の関

係で歴史館視聴覚室を使用する。テーマは各時代（縄文・古代・近代）の考古学関連。 

たいけんの里には、はっちこっくメイト６０名程度の登録があるが、実際には３分

の１程度の人が活動している。講師としての担い手となるべく、日々の活動はその研

さんの意味で活動している。  

【課題】 

ふるさと歴史館の課題として入館者数の減があり、生涯学習の拠点づくりを進めな

くてはならないことを痛感している。 

講座受講者の減少は広報・宣伝の問題もあるが、表題的にも魅力ある講座をめざす

必要がある。 

新規の来館者を増やすべきだが、博物館としての敷居が高いのかもしれない。昨日

の狭山丘陵市民大学（自由民権運動／新井勝紘講師）は視聴覚室が満杯となり８割新

規の来館者であった。新しい視点が重要なのであろう。 

また、文化財・資料データベースの更新や常設展示室リニューアル等の課題がある。 

【２５年度 ふるさと歴史館・たいけんの里事業の方向性】 

２５年度は広報活動の強化を模索している。 

展示については、見せる側としての資料の切り口を考えていく 

文化財保護に結びつく出前事業を検討している。今は「町の宝もの」として、石造

物等を探してもらうことをやっている。また、学校教員が若年化しているので、その

レクチャーが必要。 

２５年度は下宅部遺跡漆工関連資料の重要文化財指定にむけ、盛り上げていくよう

な講座を展開したい。 

東村山市史から地域史を学ぶ講座を実施する。 

観光ボランティアとの連携を進めている。 

文化財保護に結びつける事業の提案をいただきたい。 

○Ｂ委員 

文化伝承サポーターとは何か。 

○事務局 

主に民俗分野のボランティアで、市内小学校の出前授業での脱穀の応援など、しょ

うぶの花びら染め、しめ縄づくり、社会科見学の対応などを実施している。 

○Ｃ委員 

最近、学校教員の地域への関心が薄くなっている。市内の教員への博物館に関する

研修を行わないと子どもたちの地域への関心も広がらない。 

○根岸会長 

教育委員会との連携で、そうした研修はできないのか。 

○事務局 

新着任教員向けの研修は行っている。研究事業で地域を学ぶというのもある。社会

科部会というのがあり、そちらに話を持っていこうと思う。 

○Ｂ委員 

校長会でも話をしておいた方がよいだろう。学校と社会教育がつながらないと生涯

学習がなりたたない。小・中学校で地域の歴史・地理の授業を行うことになっている。 

○事務局 

学校教員向けの出前研修をやることも考えている。教員がほしい教材を提供するこ



とで、地域の歴史を知ってもらうことを目的としている。 

○Ａ委員 

山口県立美術館で教員向けテキストを作った。雪舟についての情報データをこまか

く出し、１冊で網羅できるようにした。評判がよく全国に市販された。博物館側の方

で、何があるかをわかりやすく提示する必要がある。自分の好きな町の中のもの、身

近にある大切なもの、未来に残したいものなどを調べさせるなどの仕掛けも必要。そ

うすることで自発的な関心を引き出すことができるだろう。 

○Ｂ委員 

どこの博物館に行っても感じるが、ふるさと歴史館の機能を広げるべきである。こ

こに来れば東村山の本がいっぱいあるとか、調べるスペース（机）があるなどの環境

を拡張できないか。市史以外でも子ども向けの歴史に関する本などの充実が必要。 

○Ｃ委員 

研修室の活用（自習室的な）も考えるべき。学校教員への意識づけが必要で、教員

が外に出て知識を広めるようにしたい。 

○根岸会長 

古い写真の学校への貸出はできないか。パワーポイントでその学校の学区内の古い

写真を使用すると子どもたちの理解もよかった。インターネットのホームページへの

公開もよいと思う。インターネットを通じて歴史館へ来させるという方法も考えてほ

しい。したがって歴史館ホームページの充実が必要。 

○事務局 

市のインターネットに制限はあるが、できる範囲での公開はしたいと思う。 

○事務局 

文化財めぐりを歴史館パターンで考えたい。 

○Ｃ委員 

地域に根差した文化財・宝を見出し、周知する必要がある。自分の住んでいる所に

新たな歴史や価値が見つかれば興味は広がる。 

○事務局 

市内の峯薬師も周辺の方が興味を持っていて、会場が満杯になった。文化財が人を

引っぱることができる。地域住民の理解が文化財保護につながる。 

○根岸会長 

かなりやさしい話をしていかないと、市民はついてこない。 

○Ａ・Ｂ委員 

古典や近代文学などが読まれなくなっている。漢字・文章が読めず、日本の精神性

的なものが継承されづらくなってきている。 

○事務局 

予算の問題もあるが、取り組めるものについては、すぐにでも取り組みたい。また、

地域の特性を出す方向性を出しながら、学校教員を取りこむことを考えるようにした

い。 

○根岸会長 

インターネットのホームページに、歴史館に来ればもっとわかる、もっとよいもの

が見られるなどの言葉を掲載する。また、学校教員にも教え方を交えながら説明する。 

○Ｂ委員 

地域の教材をつくる必要がある。 

○Ａ委員 

参加型の展示などの仕掛けが必要になる。 



○事務局 

できることもありそうなので、次回の保護審議会までには充実させられるようにし、

さらにご意見をいただきたい。 

４．報告事項 

（１）文化財ウィークについての報告 

○事務局 

たいけんの里での下宅部遺跡資料展示やはっけんのもりでの体験事業などを実施し

た。天気に左右されてしまった印象があるが、継続して取り組んでいきたい。ガイド

ブックに訂正が多いのでその改善を東京都に求めた。 

５．その他 

特になし。 

６． 次回の開催と今後の予定 

 ２月７日（木）、１４日（木）、２８日（木）で調整。 

７． 閉会 

 


