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会議記録 

会 議 名 令和４年度（2022年度）第１回八王子市博物館協議会 

開 催 日 時 令和４年（2022年）５月 31日（火）午後 6時 00分～7時 25分 

開 催 場 所 八王子駅南口総合事務所会議室 

出

席

者 

委  員 
相澤守、大森映子、小此木正貴、数馬広二、鎌倉佐保、國方則和、黒

澤美代子、深澤靖幸、本田怜子（50音順） 

事 務 局 

叶清文化財課長、飯塚由則こども科学館長、北野領こども科学館課長

補佐兼主査、鈴木正生文化財課課長補佐兼主査、髙野淳文化財課課長

補佐兼主査、尾崎光二文化財課主任、森融こども科学館主任 

欠 席 者 （委員）山中将一 

議  題 

(1)令和３年度（2021 年度）八王子市こども科学館及び郷土資料館事

業実施状況と施設評価について 

(2)「小惑星探査機はやぶさ２カプセル展示会」の結果報告について 

(3) その他 

公開・非公開の

別 
公開 

傍 聴 人 の 数 ０名 

配 付 資 料 等 1.令和４年度（2022年度）第１回八王子市博物館協議会会議次第 

2.令和３年度こども科学館施設評価【資料１】 

3.令和３年度郷土資料館施設評価【資料２】 

4.令和３年度こども科学館事業実施状況【資料３】 

5.令和３年度郷土資料館事業実施状況【資料４】 

6.「小惑星探査機はやぶさ２カプセル展示会」開催結果報告【資料５】 
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会 議 の 内 容 

（要点記録） 

1.令和３年度（2021年度）八王子市こども科学館及び郷土資料館事業

実施状況と施設評価について、資料に基づき事務局から説明。 

― 質疑応答 ― 

鎌倉会長   説明が終わりました。確認したい点、御質問等はござ 

      いますでしょうか。 

小此木委員  こども科学館の施設評価の７教育普及事業の外部へ

の職員派遣、出前講座に関する評価が「達成度１」でか

なり厳しいが、もし、主たる原因がコロナ関連であれば、

１でなくても真ん中あたりでもいいのではないか。郷土

資料館では回数を増やしたら倍に増えているので、コロ

ナが主たる原因であれば、郷土資料館もそんなに増えな

かったと思う。そうすると、増やした中身、設定の仕方

についてはどうなのでしょう。 

森主任    緊急事態宣言、まん延防止の場合、児童館はすぐ中止

にしてしまうのですが、こども科学館・郷土資料館はそ

の期間も開館できたらと提案しました。児童館は子ども

向けの講座開催なので、宣言等が出たら即中止というこ

とで回数が減ってしまいました。評価にあたっては、基

準に従い目標値の１０％以下の場合は１になるという

ことで、もうちょっとで２になれるところが、数字上は

その値になってしまいました。 

       また、今年度から新たに放課後こども教室という、放

課後に学校に行って工作教室をひらくという事業があ

り、既に五つの小学校で応募があって開催を決定してお

ります。ですので、来年度は一気に実績値が上がること

になり、年度比較ではデコボコになりますけれども、で

きるだけ対応していきたいと思っております。 

小此木委員  逆に言えば、７９．６％で８割がた達成しているのに

１というのもちょっとどうかと。 

鎌倉会長   確かにこれでは厳しい気がします。やはり、子どもさ

んが相手ということで、郷土資料館よりは多少厳しかっ

たのかなというところですね。 

       ほかにはいかがでしょうか。 

深澤委員    今の件ですが、これは郷土資料館とこども科学館と

で、数値目標の入れ方が人数と件数で違うのではないで

すか。基本的には件数で数える、数をたくさんこなして 
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       いるほうが評価としては適切かなと思いました。今すぐ

変えられることではないと思いますが、将来そのほうが

よろしいかなと思います。 

鎌倉会長   ほかにはいかがでしょうか。 

國方委員   やはり何のために評価しているのかということで、ど

んな比較をするのが良いのかを確認したほうがいいと

思います。 

       話は変わりますが、来館者の人数の計測についてで

す。以前もお話ししたのですが、どのように計測をして

いるのか。機械分別ではなく受付に何人来たのか、とい

うことでしたが、やはりエビデンスとして見せるには、

ちょっと心もとない気がします。もう少し正確に、精度

を上げるような取組は絶対必要だと思います。数字が人

の感覚で変わるのだとすると、評価としてはどうなの

か。方向性はどうでしょうか。 

鈴木課長補佐 はちはくでは一人ずつ数えてカウントしていますの

で、かなり正確です。カウンターも導入してはいるので

すが、ちょうどセンサーの境目のところで止まられてい

るお客さんがいると正確に計れないという課題がある

ため、オープン時から、受付で一人ずつ数えているとい

う状況です。 

國方委員   以前はあまり行けなかったのですが、駅に近くなった

ので結構頻繁に行くようになった。ふらっと入るのだけ

ど、入館者数に入っているのかどうなのか気になったと

ころです。 

       もう一点、やはり見学の順路が分かりにくい。入って

どこからどう行こうかなというのが楽しみなのかもし

れないですが、ちょっと戸惑ってしまうというのが正直

なところです。 

尾崎主任   アンケートの結果なのですが、実際にはちはくに来た

人２７人中２２人、８０％の方は初めてという回答でし

た。何で知りましたか、という点は一番多かったのはそ

の他というので、来てみたらこんなものがあったとか、

ちょっと近くに来たら面白そうなので寄ったという、大

体半分の方がそういった形です。また、住まいについて

の問いも、前はほとんど市内の方だったのですが、市内 
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 の方が大体５５％、あとは多摩地域と２３区が同じぐら

い、５％ぐらいは他府県ということで、来られる客層も

変わっているのがわかります。 

叶課長    複合施設の中の施設ということもありまして、上のホ

ールでコンサートがあったときなどには、シャワー効果

で、降りてきてのぞいていくという方も結構多いという

感じです。 

國方委員   やはりそのとおりで、上の施設とコラボレーションが

できれば大きな効果があるのではないか。意図的に仕掛

けるのもありなのではないかと思っていました。意外だ

ったのが、あそこには病院が入っていて、薬を待ってい

る間にぱっと見るのにいいという方がいたので、宣伝の

仕方を考えればもっと呼び込めるのかなと。 

鎌倉会長   今まで博物館に行こうと思って来たのではない方が、

ご覧になって意外と充実していると思われたり、博物館

に行こうと思って足を運んだ方が少しイメージと違った

りすることがあり、どっちも意見があるのだろうなとい

う感じがいたします。 

       そのほかにはいかがでしょうか。 

黒澤委員   こども科学館の浅川化石観察会、３ページ目のイベン

トのところで６月と１０月開催となっていますが、浅川

であれば、７月くらいなら子どもたちがもっと来るので

はないかと思うのですが、増やす予定はありますか。 

飯塚館長   今年度は２回で、夏はほかのイベントがあったり、逆

に屋外なので熱中症の心配があったりというところもあ

ります。 

森主任    あれはもともと、こども科学館の２階で化石の解説を

してから、みんなで歩いて浅川のところまで行ったので

す。１時間ぐらいかかるのですが、今の５月はすごく暑

い日があったりすると小さい子が歩けなくなるので、今

のところ春と秋にやっているということです。 

北野課長補佐 化石観察会はどこでもできるというものではなくて、

本当に八王子市ならではというか、年間を通して開催で

きれば、常に人気のある取組になりますので、その辺り

を考えていければと。 

相澤委員   化石観察会に関して、河川敷にあるわけですから、ど 
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 うしても川の浸食とか台風が来ると流される可能性があ

ると思うのですが、文化財、資料を保護する観点から何

か取組をされていることがあるのかどうかと、管理して

いるのが浅川の合流地点から下流は国土交通省で、北浅

川、南浅川は東京都だと思うのですが、何か連携してい

ることなどあれば教えてください。 

森主任    まず保護の件ですけれども、これは流れてしまうのは

しようがないという判断です。多分３０年ぐらい前に立

てた看板が土手にありますが、メタセコイアというスギ

の一種、この株の化石がどこにあります、という地図を

示したような説明があります。ですが３０年前の位置な

ので、もうほとんどが流れてしまっています。３年前の

台風でも結構流されて、表面が大分削られています。こ

れはしようがないかなと思っています。 

       また、国、都との連携ですが、特に連携ということで

はないのですが、観察会を開催する際は一時利用の届出

を出しております。 

相澤委員   遺跡を発掘するとき、どうしても土地の利用で埋め戻

さないといけないときはちゃんと調査をしてから埋め

戻すと思うのですけれども、それと同じように流される

前にしっかりと調査をしたほうがよろしいのではない

かと思いました。 

森主任    化石観察は、掘ってはいけないということでやってい

ますが、掘らなくてもメタセコイアの化石はそこら辺に

散らばっています。掘らないでください、でも拾ったの

は持って行っていいよと。あとは琥珀、樹脂の化石も見

つかります。これは木の表面とか草の間に入っているの

で、これも持って帰っていいよというと子どもたちが目

の色を変えて探します。 

鎌倉会長   ほかにはいかがでしょうか。 

國方委員   今の取組はすごくいいと思っています。一方で、フィ

ールドに出て一般の方々をお迎えするのは恐らくすご

い労力かかっているのかなと、それがオーバーワークに

なっていないかという心配と、回数が増えていくとどう

しても手薄になっていく安全面が気になるのですが、そ

の辺は今後どうされるのですか。 
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 森主任    年に２回ですので、大きな負担ではありません。保険

にもちゃんと入っています。化石については、もう１０

年ぐらいやっており、様子も分かっています。大体が親

子での参加なので、親が子どもの面倒を見て、ちゃんと

一緒にいてくれますので、家族単位で子どもが遠くに行

かないようにと言いながら、問題なくやれています。 

叶課長    主催者側としては結構気を使うところでして、私も２

年前やはり帯同して行ったのですが、目の前で子どもが

川に落ちてしまったり、滑っただけなのですけれど、結

構気を使うものでもあります。 

数馬委員   この参加者３６名に対して、何人ぐらい帯同されたの

ですか。 

森主任    今回の化石観察会は初めてということもありまして、

日曜日の開催で、日曜日はワクチン接種会場となって休

館なのですが、指導員３名と私の４人で行っています。 

大森委員   少し先走った話になるかもしれませんが、はちはく

は、今後どういうふうな見通しになるのでしょうか。 

叶課長    医療刑務所跡地に集いの拠点整備ということで、令和

８年度内に新しい歴史ミュージアムが開設することに

なります。そこでやはり今のような形で残すのか、二つ

を維持するのはなかなか難しいですが、はちはくに来て

もらって、さらに向こうで深堀りしてもらうというよう

な、本当はそんなこともやりたいなと私どもは思ってい

ます。一等地ですので家賃も大変かかるといったことも

含めて、今後考えていきます。 

大森委員   やはり駅に近いところで人が入りやすいということ

ですね。それがあるのかないのかというのはかなり大き

な差になってくるという印象があり、しかも新しくでき

たところと駅前とでは役割が違うことになって、双方を

何とか維持していけるような方向をお考えいただける

と、両方にとっていい作用になるのではないかと思いま

す。ぜひ、御尽力いただけたらと考えております。 

國方委員   まさに全く同じ意見です。もっと突っ込めば、今、郷

土資料館とこども科学館と分かれた形になっているの

だけれども、コラボしてもいいのではないか。 

叶課長    おっしゃるとおりで、部長からは、我々のミッション 
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    として、それぞれ単館で考えるのではなくて連携をし合

って、お互いに補完できるような進め方を、という話も

あります。そこで今、夏休みは特に図書館も含めて３館

合同事業ということを考えております。今後は観光の視

点も入れて、あるものをどんどん連携させて、お互い相

乗効果でやっていこうということを十分意識して進んで

行きたいと思っています。 

鎌倉会長   ほかにはありますでしょうか。 

深澤委員   新博物館の件ですが、新館の建設予定地は、今計画と

しては順調に進んでいると思うのですが、あの場所その

ものも近代の文化財の範疇に入ると思いますので、その

調査もしっかりされた上で、そういった情報も新館にフ

ィードバックできるようなことがあればいいなと思い

ました。 

       あともう一つ、資料購入について。こちらは本当にい

い資料を買われて、私も大分前に山梨から借りた記憶が

あり、買いたかったというのが正直なところです。多少

無理をしてでも継続的に資料購入していくのがよろし

いかと思います。 

叶課長    集いの拠点整備についてですが、計画地内からレンガ

が出土しておりまして、今年は予算を取って発掘調査を

するということで進めています。もう１点、そこには横

浜に続く絹の道が一部残っているところがありまして、

そういったものもしっかりと新しい施設の中でも生か

していくべきと考えております。 

本田委員   新館のことですが、私も新館の検討会に参加させてい

ただきましたが、応募した動機として、その頃まだ旧郷

土資料館があって、老朽化していて、若い人の認知があ

まり大きくなかったので、何か新しい風を吹かせたいと

いう気持ちがすごく大きくて。一方で、昭和４２年から

郷土資料館では様々な貴重な研究結果、収蔵物があると

いうことを知りました。新しいものを作るのも大切だと

思うのですが、やはり積み重ねて来られたものをちゃん

と新館に受け継いでいっていただきたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

叶課長    お気持ちはしっかりと受けとめてまいります。博物館 



8 

     も、今までどちらかというと保存がメインになっていま

したけれども、今後はいかに活用するかということで、

今、本田委員がおっしゃったように、今まで調べてきた

ものや購入した収蔵物等がいろいろありますので、そう

いったものを今後どういうふうに見せていくのか。もち

ろん新しく見せていくことも必要でしょうし、積み重ね

てきたものは、これからも必要な見せ方で見せていくと

いうことも当然必要だと思っていますので、そうした精

神をしっかり受け継いでいきたいと思っております。 

鎌倉会長   ほかにはよろしいでしょうか。 

       それでは続きまして、議題２「小惑星探査機はやぶさ

２カプセル展示会」の結果について、説明をお願いいた

します。 

 

2.「小惑星探査機はやぶさ２カプセル展示会」の結果報告について、

資料に基づき事務局から説明。 

― 質疑応答 ― 

鎌倉会長   今の説明について、確認したい点や御質問等はござい

ますでしょうか。 

小此木委員  感想ですが、これは私も見させていただいて本当によ

かったなというふうに思います。当日、行ったときに、

森さんから解説を受けて感動しました。それは、このカ

プセルと通信のツールは八王子のベンチャー企業が作

ったものが使われているのですね。これは八王子市民と

しては非常に誇りに思います。その辺をもう少しＰＲ

を、一企業なのでＰＲしていいのかどうか何とも言えな

いのですが、もう少しＰＲしてもよかったのではないか

なと感じました。 

森主任    「はやぶさ２」には子機が三つあるのですが、子機が

「りゅうぐう」に着陸するのですね。その子機と「はや

ぶさ２」が通信する。その機械は、名刺大で厚さが１セ

ンチです。ＪＡＸＡからは、１００グラムで作ってくだ

さいという指定だったのですけれど、８０グラムで作り

ましたということを解説に入れました。 

北野課長補佐   委員のおっしゃるとおり、関連性のあるところです

ので、もっともっとそういったところをアピールしてい 
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 きたいと思います。 

鎌倉会長   ほかにはいかがでしょうか。 

國方委員     すばらしい展示だと思います。僕は初日に見たのです

が、やはりストーリーをどう作っていくのかが大事だと

思います。せっかく来てくださったお客様が、もっと八

王子に来たいと思う仕組みがあったほうがいいのです

けれども。ほかの展示を全部やめてしまったという、あ

れはちょっともったいなかったかなと。 

       また、今後もこういった企画展をやるときは、ストー

リーをちゃんと作って、それに合うように仕込んでおい

て、流れで作っていくことができるといいかと思いまし

た。やはり宇宙に行ったものが返ってきているという特

別感ですね。それをいかに演出できるかというのもある

と思うので、そこは工夫をして。個人的には展示が見ら

れてすごくうれしかったです。 

鎌倉会長   ほかにはよろしいでしょうか。 

       それでは、その他についてです。 

 

3.その他について、八王子駅南口集いの拠点整備関係のスケジュール

について、事務局から報告。 

― 質疑なし ― 

叶課長    ３年を１期としまして、この博物館協議会も本日をも

って終了となります。これまで３年間熱い議論をいただ

き、今日の本田委員のご意見からも郷土資料館への愛を

感じましたので、そういった面をしっかりと受けとめて

次に発展させていきたいと思います。退任される委員に

つきましては、本当にありがとうございました。再任と

なる委員につきましては、今後ともどうぞよろしくお願

いいたします。本当にありがとうございました。 

鎌倉会長   それでは、以上をもちまして令和４年度第１回八王子

市博物館協議会を終了いたします。 

 

－ 閉会 － 
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