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はじめに 

 

半田市立博物館（以下「博物館」という。）は、半田市郷土資料館（昭和 47 年

（1972））を前身に、半田市立図書館との複合施設として昭和 59 年（1984）10

月に開館し、今年で 37 年目を迎えました。 

博物館は、市民の教育、学術及び文化の振興に寄与することを目的に設置された登録

博物館であり、人文・自然科学分野を広く扱う知多半島唯一の総合博物館として、郷土

の歴史や芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集・保存し、調査研究を行い、

その成果を展示や教育普及活動を通じて市民に還元しています。 

特に、常設展示室Ⅱは、実際に地域の祭礼で曳き回されている市内 31 組（山）の

本物の山車を入れ替えて展示するなど、山車会館としての要素も取り入れた、当時として

は斬新な施設でありました。 

しかしながら、学芸員が知恵を絞った展示や教育普及活動を行っているものの、博物館

の入館者数は年々減少傾向にあります。 

また、施設や設備の老朽化が進み、資料収蔵のスペース不足や、開館以来、常設展示

に大きな更新がないなど、博物館としての本来の役割や機能を十分に果たせていない状況

となっています。 

こうした状況のなか、平成 27 年３月に、博物館の運営体制や活動方針、整備スケジュ

ール等の方向性をまとめた「博物館整備計画」が策定されました。今回策定した「半田市

立博物館展示整備基本方針」は、先の博物館整備計画を基に、展示整備を具体的に

進めていくための方向性や考え方を中心にまとめたものになります。 

 

 

第１章 半田市立博物館展示整備基本方針の目的 

 

１ 半田市立博物館展示整備基本方針の位置付け 

令和３年４月から、第７次半田市総合計画に基づくまちづくり、「人がまちを育み、ま

ちが人を育む、チャレンジあふれる都市・はんだ」がスタートしました。 

博物館は、総合計画で「文化の振興と継承」を単位施策、①「文化に触れ親しむ環

境づくり」、②「文化財の保存と継承」、③「地域文化への愛着と誇りの醸成」を個別施

策として推進していきますが、これらを実現していくためには、博物館としての意義や役割、

機能の再認識やその回復、または、更なる強化が必要です。 

施設機能の回復、強化のためのマスタープランが「半田市立図書館・博物館⾧寿命
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化計画（令和３年３月策定）」（以下「⾧寿命化計画」といいます。）であるのに対

し、役割の回復、強化のためのマスタープランが「半田市立博物館展示整備基本方針」

（以下「基本方針」といいます。）となります。 

本基本方針は、平成 27 年３月に策定した「博物館整備計画」を基に、展示整備

を具体的に進めていくための方向性や考え方に特化した内容としています。今後は、⾧

寿命化計画に基づく⾧寿命化改修と、本基本方針に基づく具体的な展示整備等の実

施により、博物館機能の回復と更なる強化を図ります。 

 

２ 基本方針の適用期間 

基本方針の適用期間は、⾧寿命化改修が可能な施設は改修から 40 年間使用す

るとの市の全体方針に鑑み、基本方針策定の翌年度となる令和４年度を初年度とし、

⾧寿命化改修後 40 年が経過するまでとします。 

なお、展示整備は各展示室を１単位として実施し、10 年をサイクルとして、今後 40

年間で順次進めていくこととしますが、展示整備の進捗状況や博物館を取り巻く環境の

変化に応じ、必要な都度見直しを行うこととします。 

 

 

第２章 博物館の現状と課題 

 

１ 開館当時の展示と現在の展示 

愛知県下では、人文・自然科学系双方の機能を有する総合博物館は名古屋大学

総合博物館と当館のみとなっています。 

施設を見ても、導入展示室を始め、常設展示室がⅠ・Ⅱ・Ⅲの３室、特別展示室

が１室、収蔵庫がⅠ・Ⅱの２室に特別収蔵庫１室を加えた３室を有しており、総合博

物館に相応しい施設となっています。 

博物館の展示室の概要、収蔵庫の概要は、次のとおりとなっています。 

 

（１）展示室・収蔵庫等の概要 

 

①展示室 

展示室名 展示内容・テーマ 面積（㎡） 

導入展示室 半田の歴史と文化財 88.11 
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常設展示室Ⅰ 知多半島の自然と歴史 303.97 

常設展示室Ⅱ 半田の祭礼 236.60 

常設展示室Ⅲ 半田の酢醸造 183.16 

特別展示室 企画展・ギャラリー 118.63 

 

②収蔵庫 

収蔵庫名 収蔵内容 面積（㎡） 

収蔵庫Ⅰ 市誌・図録 103.88 

収蔵庫Ⅱ 民具・工芸品 197.96 

特別収蔵庫 美術品や寄託品など特に貴重なもの 70.73 

 

（２）展示内容 

博物館の開館当時の展示内容と現在の展示内容は次のとおりとなっています。 

学芸員の努力により一部がリニューアルされていますが、基本的には開館以来大

きな変更はありません。 

なお、図表中の空白は大きな変更がないことを示しています。 

 

①導入展示室 

導入展示室は、次のテーマにより、「半田の歴史と文化財」を紹介しています。 

 

開館時 現在 

半田の概観、歴史、文化財、伝統

産業 

半田の概観、歴史、文化財、伝統産

業、半田ゆかりの文化人 
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②常設展示室Ⅰ 

常設展示室Ⅰは、「知多半島の自然と歴史」をテーマとして、地域の自然と歴史

を「地質・動物・植物」、「原始・古代・中世」、「近世」、「近代・現代」に、時代を分

けて紹介しています。 

 

ア．「地質・動物・植物」 

開館時 現在 

知多半島の地質 地質・動物・植物 

第三紀中新世（伊勢海の時代）  

第三紀鮮新世（東海湖の時代）  

第四紀洪積世・沖積世（氷河の時

代） 

第四紀更新世・完新世（氷河の時

代）※呼称変更による 

知多半島の丘陵と湿地の動植物 身近な木・鳥（クイズ） 

知多半島の活断層 学習テーブル 

川の流れと生物  

干潟の生物  

年輪は語る  

 

イ．「原始・古代・中世」 

開館時 現在 

原始 

西の宮貝塚 

縄文時代 

岩滑遺跡 

古墳時代 

古代・中世（土器製塩の世界） 古代の塩づくり 

造仏と築窯 
中世の古窯 

藤原の仏たち 

 

ウ．「近世」 

開館時 現在 

海に生きる人々 異国船に助けられた男たち 
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むかしの船 

文書に見るくらし  

新田開発と農具 新田開発 

 

エ．「近代・現代」 

開館時 現在 

維新前後  

文明開化  

近代産業の発達  

陸軍大演習  

くらし  

教育  

戦時下 ※寄贈品を活用し展示を拡大 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③常設展示室Ⅱ 

常設展示室Ⅱは、「半田の祭礼」を紹介しています。 

他の博物館との差別化ができる展示室であり、「半田の酢醸造用具」を展示す

る常設展示室Ⅲと並び、博物館の中心となる展示室となっています。 

紹介の中心は、愛知県又は半田市が有形民俗文化財に指定し、市内 10 地

区の祭礼で実際に曳き回されている、31 輌の山車の順次展示と、各祭礼組織

（組・山）が所蔵する彫刻、幕、装束、文書等になっています。 
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山車の展示は、「立って見る」「座って見る」「歩いて見る」「上から見る」の４つの

視点で見ることが開館当初からのコンセプトになっています。 

また、「ちんとろ祭の子ども三番叟」の衣裳展示や、構造が分かり、体験できる「か

らくり人形」等についても紹介しています。 

 

開館時 現在 

山車  

山車彫刻  

幕   

からくり人形  

祭礼衣裳 
祭礼用具と文書 

祭礼文書 

祭礼絵図  

獅子館・獅子舞 ちんとろ祭の三番叟 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④常設展示室Ⅲ 

常設展示室Ⅲは、「半田の酢醸造」を 

テーマに、半田の伝統産業である、酒酢等 

の醸造が発展した理由、半田の酢造りの 

歴史や工程、海運や醸造で栄えた商家の 

様子を紹介しています。 

展示については、酢造り工程の全ての 

道具が揃っていることが全国的に見て非常 
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に貴重であるとして、平成 28 年３月に「半田の酢醸造用具」として国の重要有形

民俗文化財に指定されています。 

また、文化財として指定を受けたことから、国の補助を活用し、平成 30 年度に

映像コーナーの新設、キャプションの増設、盗難防止措置等を行っています。 

なお、日本全国で「酢の醸造用具」が重要有形民俗文化財へ指定されているも

のは、当館の所蔵資料のみとなっています。 

「半田の祭礼」を紹介する常設展示室Ⅱと同様、他の博物館との差別化ができ

る展示室となっています。 

 

開館時 現在 

酢づくりの歴史 

知多半島の酒造り 

半田の酢醸造用具の映像コーナー 

酢造りの歴史と発展 

江戸前ずしと半田の酢 

酢造りの方法 

酢造の工程 

世界の酢  

原料及び原料処理 原料処理 

ふな場 フナ場 

わかし場 ワカシ場 

仕込み  

貯蔵  

濾過  

詰口  

働く人々 倉で働く人々 

樽屋作業場  

桶屋・樽屋道具  

商家  
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⑤特別展示室 

特別展示室は、企画展会場や 

ギャラリースペースとして使用してい 

ます。 

時期に合わせた企画展の開催 

を始め、「知多工芸展」、「館蔵品 

展」、「博物館友の会合同展」など 

１年を通して展示を行っています。 

 

２ 建館の理念 

博物館の建館の理念は「地域住民との結びつきを大切にし、いつ訪れても何か新しい

発見がある『地域の博物館』として、地域文化の特色を打ち出す」、「単に『観る』展示に

止めず、『触れる』『作る』という体験学習に重点を置き、各展示室はケース展示を控え

触れることのできる展示物を多くし、展示で表現できない動作や音声等は、映像機器を

充実し利用を促進する」となっています。 

 

３ 理念と現実 

学芸員の努力により、体験学習の質は維持されていますが、「いつ訪れても何か新し

い発見がある」、「触れることのできる展示を多くする」という、建館の理念は、時代と共に

失われ、展示のマンネリ化や、時代に適合していない映像が見られます。 

今一度、建館の理念に立ち返り、定期的な展示や映像の入替え等が必要です。 

 

４ 入館者数の推移 

開館当初は年間 20 万人の来館者がありましたが、その後は減少傾向にあり、平成

21 年度以降は年間 10 万人を下回る来館者数で推移しています（なお、令和元年

度及び令和２年度は、新型コロナウイルスの影響で臨時休館や利用制限を行ったことに

より、入館者数の減少が顕著になっています。）。 

近年は横這いを維持しているものの、開館以来、常設展示室に大きな更新がされて

いないこともあり、来館者が新たな気づきを得られにくく、魅力ある施設とは言い難い状況

になっています。 

利用者や協力者と博物館の関り方について見直すことで、博物館離れが進行する現

状を打開しなければなりません。 
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５ 課題への提言 

 半田市社会教育審議会（以下「社会教育審議会」といいます。）や市議会文教厚

生委員会（以下「文教厚生委員会」といいます。）、半田市博物館協議会（以下

「博物館協議会」といいます。）からは、今後の博物館運営に関し、次のとおり多様な提

言がされています。 

 

 （１）半田市社会教育審議会からの提言 

・ 郷土の歴史や文化を理解し、誇りに思うことが、市民自らの学習を深め、人づ

くり、まちづくりに繋がることから、分かり易い展示解説、ＱＲコードの設置、ＳＮ

Ｓの活用等情報発信力を強化する。 

・ 子どもの参加促進と学習意欲の醸成のため、ちびっこ学芸員等の資格取得

制度の創設、資格取得のための講座・講習等の実施、学習成果の発表や子

どもによる企画の実施等を検討する。 

 

 （２）市議会文教厚生委員会からの提言 

・ 知識の一方的な伝達でなく、自己学習能力を身につけた来館者が、自ら文
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化の継承主体として活躍できる場としていく。 

・ 常設展示室の内容をハード・ソフトの両面から再検討し、収蔵資料を活用し

て定期的に更新していく。 

・ 博物館友の会会員や専門的な知識・技量を持つ市民を核に、博物館ボラン

ティアを育成し、市民協働による博物館運営、育成システムを構築する。 

・ 展示にストーリー性を持たせ、体験型の展示を取り入れる等の工夫を行う。 

・ 他の博物館や資料館、学校等と積極的に連携協力し、博物館の活性化を

図る。 

・ 図書館との複合施設である特徴を活かした管理運営を行う。 

 

 （３）半田市博物館協議会からの提言 

・ 博物館は、「地域住民との結びつきを大切にし、いつ訪れても何か新しい発

見があり、親子の対話が持たれるような教育施設としての地域の博物館」という、

開館の理念を忘れてはならない。 

・ 博物館活動を活性化するには、学芸員のさらなる能力・技術の向上及び充

分な人数を確保することが必要である。 

・ マンネリ化の解消や、新たな感動と気付きのため、展示のリニューアルについて

検討する必要がある。 

 

 

第３章 展示整備のあり方 

 

１ 博物館の存在意義 

 博物館は、資料収集、整理保管、調査研究、展示、教育普及の機能を有した施設

であり、広く市民に開放され、市民の文化的教養を高めることを目的に設置された生涯

学習施設です。本市が博物館を持つことのメリットとして、次のことが挙げられます。 

 

  ・ 本市の貴重な文化財や資料を散逸することなく収集・保管でき、良好な状態で次

世代へ伝えることができる。 

  ・ 様々な博物館活動を通じて、多くの市民に郷土の自然、歴史、文化に対して興味

や関心を高めてもらうことができる。 
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２ 展示整備のあり方 

博物館のメリットや、社会教育審議会等からの提言を踏まえ、次のことを今後の展示

整備のあり方の基本とします。 

 

（１）収蔵資料を活用した展示整備 

未公開資料を含む収蔵資料を積極的に活用し、定期的に常設展示を更新す

るとともに、ハンズオン展示や体験型展示を積極的に取り入れることで、いつ訪れて

も何か新しい発見があり、親子の対話がもたれるような地域の博物館を目指します。 

 

（２）ＩＣＴを活用した展示整備 

市民の文化的教養を高めるためには、実物を体感してもらい、感動や気付きを

得てもらうことが必要ですが、博物館に訪れてもらうためには、ホームページの充実や

ＳＮＳを活用した情報発信が必要です。 

また、直接来館された方の理解促進、満足度向上のため、ＱＲコードによる解

説や、ＶＲ機器、音声ガイダンス機器等の開発、貸出について検討します。 

 

（３）グローバル化に対応した展示整備 

近年は、グローバル化が進展し、市内在住外国人や、訪日外国人も増加してい

ます。日本語による情報発信のみならず、多文化共生を意識した外国語による情

報発信も必要になっています。 

人流が活発化することで、新型コロナウイルスなどの未知の感染症への備えも必

要となるため、来館しなくても楽しむことができるよう、展示資料のデジタル化を進め、

ホームページでの公開等を検討します。 

 

（４）感染症に影響されない展示整備 

体験型展示や講座の充実を推進していくにあたっては、新型コロナウイルス感染

症対策により培ったノウハウを活かし、消毒や換気の徹底を始め、来館者が一定の

距離を保てる方法で行うなど、未知の感染症への対策についても万全を期す必要

があります。 

 

（５）分かり易い解説を意識した展示整備 

文化の担い手である子どもを意識し、分かり易い日本語を使ったキャプション、解

説パネルの作製に配慮します。 
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（６）展示室に捉われない展示整備 

移動式展示ケース等を活用し、導入展示室や新着コーナー、通路等を使ってミ

ニ展示等を行います。博物館への誘客手法として、図書館との共用のエントランスを

活用した動機付けを行います。 

 

（７）情報収集・発信拠点としての展示整備 

本市には、山車や醸造を始め全国に誇れる歴史・文化があります。半田の山車

や醸造の歴史・文化を研究し、市民だけでなく全国に向けて発信します。情報発信

にはホームページや SNS を積極的に活用します。特に、実際に地域の祭礼で曳き

回される本物の山車を展示する利点を活かした情報収集、発信を行います。 

 

（８）市民の愛着と誇りを育む展示整備 

市民が半田の文化や文化財に愛着と誇りを育むことができるよう、「触れる」、「作

る」などの体験的要素を採り入れた、半田を特色づける展示や講座等の充実に更

に取り組みます。 

 

（９）学校教育との連携による展示整備 

次世代を担う子どもたちに、郷土の自然、歴史、文化を伝えることは非常に重要

です。今後は、学校教育との連携を更に進め、出張展示や出前講座など半田の特

色を伝えられる教育プログラムの構築を検討します。 

 

（10）出張展示等による展示の充実 

出張展示や出前講座は、幼稚園や小中学校に限らず、高等学校、大学との

連携についても検討します。また、教育部門のみならず、子育て、福祉部門等とも

連携し、保育園、子ども園での実施も検討します。なお、出張展示にあたっては、

移動式展示ケースの増設についても検討します。 

 

（11）学芸員等専門職の養成と展示整備 

学芸員等の専門職の計画的な人員配置及び養成を行います。 

専門職を中心に博物館職員が一丸となり、積極的な事業展開を重ねることで、

来館者に「驚き、発見、感動」を与える展示整備に取り組みます。 

 

 



  

13 

 

（12）市民協働の強化による展示整備 

文化の担い手が市民であることを考えると、市民との協働のない博物館運営は

有り得ません。博物館友の会会員や専門的な知識・技量を持つ市民を核に博物

館ボランティアを育成するとともに、文化の保存継承を担う所有者とも協働し、市民

協働による博物館運営、育成システム等を構築する必要があります。 

 

 

第４章 展示等の充実 

 

１ 展示室等の個別整備方針 

（１）導入展示室 

①シンボル展示 

博物館入口の導入展示にて、本市 

の歴史・文化を語る資料として三筋壺 

を展示していますが、開館以来、展示 

替えが無く変化に乏しいものとなってい 

ます。三筋壺のほかにも、半田の歴史 

や文化を象徴し、博物館のシンボル 

展示と成り得る資料について議論を 

深め、定期的な展示替えを含め検討 

します。 

 

②半田の歴史と文化財コーナー 

近年、新たに指定・登録された文化財について、解説資料や所在マップが整備さ

れていないため、最新の内容に更新します。人々の営みが半田の歴史や文化を育

み、伝えてきたことが分かるように、導入展示の内容を充実させます。 

 

③映像コーナー 

映像の内容のほか、機器自体も老朽化し、更新が必要な状況です。更新にあた

っては、映像で情報を一方的に伝えるのではなく、必要に応じてクイズなども取り入

れるなど、利用者が自分のペースで自由に半田の自然や歴史、文化を楽しく学習

できる仕組みを検討します。 
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④展示（新着）コーナー 

１階展示コーナーは、２階の特別展示室 

で行う企画展・館蔵品展の導入的な位置 

づけとして主に使用されています。 

しかし、両者は距離が離れているため 

展示の流れが分断されてしまい、ストーリー 

構成が難しいという面もあります。 

そこで、特別展示室での企画展・館蔵品展 

と分離し、季節の展示やミニ企画展・館蔵品展などを定期的に開催し、より柔軟に

展示スペースを活用する方法も検討します。 

 

（２）常設展示室Ⅰ 

①「地質・生物・植物」 

知多半島南部に広く分布する師崎層群 

から見つかった化石を中心に、知多半島の 

化石や地質について紹介します。時代の流 

れとともに、現在の知多半島が形成される 

までの過程が分かる解説パネル等を設置 

します。 

また、地形や地質、気候が、半田の海 

運、醸造、山車等の文化に繋がっている 

ことを紹介する展示について検討します。 

自然のジオラマについては、実際の半田 

の自然環境と異なっている部分も見られる 

ことから、更新が必要です。市内小中学校 

理科部会等とも連携し、現在の知多半島・ 

半田の自然の様子が伝わる魅力的な展示 

となるよう検討します。 

学習テーブルについても映像ソフトの内容が古く、機器自体も老朽化しています。

映像機器の更新、あるいは学習テーブル自体の撤去も検討し、スペースの有効活

用を図ります。 
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②「原始・古代・中世」 

（ア）立体パズル等の設置  

土器の立体パズルを設置するなど 

体験型展示を取り入れることを検討 

します。 

また、縄文文化から弥生文化への 

変遷を知るうえでも重要な標式遺跡 

である岩滑遺跡の展示を強化し、 

半田が古代から文化的地域であった 

ことを伝えることで、郷土の歴史や文化に対する市民の愛着と誇りを育めるよう

検討します。 

 

（イ）中世の古窯 

常滑をはじめ、なぜ地方に多数の 

古窯がつくられるようになったのかを 

解説するとともに、古窯の構造を理解 

しやすいように、ジオラマ模型の展示を 

検討します。 

 

（ウ）藤原の仏たち 

古代史へのロマン、ワクワク感を育めるよう、仏性寺、万福寺等古代寺院の

伝説についても解説に加えます。ただし、史実との違いは明確にします。 

 

③「近世」 

（ア）異国船に助けられた男たち 

  江戸期の船頭、小栗重吉漂流の物語と海運の歴史を伝えます。 

 

（イ）むかしの船 

酒や酢を江戸や上方に運んだ弁財船を紹介します。 
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（ウ）新田開発と農具 

「新田開発と農具」のコーナーを 

「新田開発と水との戦いの歴史」に 

改め、コーナーの充実を図ります。 

龍骨車や踏車、木樋のミニチュア 

を使った揚水、通水の体験ができる 

コーナーの整備を検討します。 

また、黒鍬人足の活躍や民の力 

で行った新田開発（山方新田と源兵衛橋）等をストーリーとして伝えます。 

 

（エ）道標・庚申塔コーナー 

実際に設置してあった場所や使われ方について、地図等を使って解説しま

す。 

 

④「近代・現代」 

（ア）教育 

「教育」のコーナーは内容が分かりにくくなっています。市内小中学校にある

歴史的資料を集め、半田市の教育の歴史が分かるような展示を検討します。 

 

（イ）戦時下のくらし 

「戦時下のくらし」のコーナーは戦争 

関係の収蔵資料を活用し、展示の 

充実を図ります。また、艦上偵察機 

「彩雲」のカウリングや主車輪などを 

はじめ、中島飛行機半田製作所の 

関連資料を中心に「半田空襲」や 

「昭和東南海地震」も関連づけて 

展示の充実を図ります。 

 

（ウ）くらし 

「くらし」のコーナーは「昭和の暮らし」にテーマを改め、台所や茶の間の様子

など、庶民の家庭を再現展示します。また、洗濯機や冷蔵庫、テレビなど急速

に進化した機器の進化の過程が分かる展示の充実を図ります。 
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（３）常設展示室Ⅱ 

海運、醸造業で財をなした豪商・旦那衆 

が支援者となり、市民が中心となって祭礼 

文化が生まれ、今日まで守り伝えられてきた 

歴史を紹介します。  

半田型（知多型）として分類が確立 

している山車の構造、他地域の山車との 

違い、祭礼の特色などを紹介するコーナー 

を充実させるほか、映像コーナーの更新 

笛太鼓等の体験展示も検討します。 

また、収蔵資料を活用し新美常次郎 

（彫常）や早瀬⾧兵衛（彫⾧）、立川 

和四郎に関する資料を展示します。 

そのほか、からくり人形や囃子の実演、 

展示解説等について、関係団体等との 

協働を検討します。 

 

 

（４）常設展示室Ⅲ 

平成 30 年度に国の補助金を活用し、展示物の防犯対策強化、映像コーナー

の新設等、展示室の一部リニューアルを実施しました。「補助金等に係る予算の執

行の適正化に関する法律（補助金適正化法）」により、暫くは大きな改修等が

できない状況ですが、次期整備には、ミツカンミュージアム（ＭＩＭ）との連携、展

示内容の棲み分けについて検討する必要があります。 

また、商家の展示コーナーは、常設展示室Ⅰの「くらし」コーナーにある民具や収

蔵資料を活用し、さらに商家にふさわしい雰囲気を醸し出す展示を検討します。 
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（５）特別展示室 

特別展示室のガラスケース内は、 

温湿度管理ができる空調設備が整 

っていないため、特に夏場においては、 

温湿度の変化に敏感な絵画等を 

展示することが難しくなっています。 

また、防犯・防火・防災対策上 

からも貴重な資料の展示が難しい 

状況です。 

地域資料を展示し、市民の学習に寄与することは必要ですが、市民の文化的

教養を更に高めるためには、国や県の文化財級の資料を展示し、市民に強い感動

や刺激を得てもらうことも必要です。 

今後は、⾧寿命化改修にあわせて、温湿度管理、防犯・防火・防災対策のでき

る設備等の導入を検討する必要があります。 

 

（６）収蔵庫 

博物館には、館内に４つの収蔵庫（収蔵庫Ⅰ・Ⅱ、特別収蔵庫、特別資料室）

を備えるほか、堀崎町地内に資料庫があります。 

収蔵庫Ⅰでは、主に化石や出土遺物、鉄製品などの比較的温湿度変化に強い

資料を、収蔵庫Ⅱでは主に木製の民具や紙資料を収蔵しています。特別収蔵庫

では、美術品や寄託品など半田市として特に貴重な資料を、特別資料室では古

文書資料を収蔵しています。また、堀崎町地内の資料庫は、旧図書館施設を活

用したものであり、出土遺物や近代生活用品、収蔵庫に収納できない大型民具

等、毀損・滅失の恐れが少ないものを保管しています。 

なかでも、特別収蔵庫は特に貴重な資料を保管しているため、24 時間 365 日

空調を稼働させて温湿度を一定に保つようにしています。現在の空調機器は、平成

10 年度に更新してから既に 23 年が経過し、老朽化が進んでいるため、いつ故障し

てもおかしくない状況です。メーカーによる部品供給への対応期間も過ぎており、故

障すると部品の交換が難しく、保管している貴重な収蔵資料を毀損、滅失させるお

それがあります。また、空調の系統が１系統であるため、故障や停電、点検の際に

は空調が機能しないという点も問題があります。特別収蔵庫の空調設備更新につ

いては、特別展示室の展示整備にあわせ、空調の２系統化によるリスク回避や非

常用電源の設置についても早急に検討していきます。 
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資料庫は、毀損、滅失の恐れが少ない資料を保管しているものの、博物館本館

よりもさらに老朽化が進んでいるため、⾧寿命化改修にあわせて博物館敷地内への

建て直し等の検討が必要です。 

また、現在は価値が無いと思われるものであっても、50 年後 100 年後の将来に

価値が見直される可能性がある資料を保管、整理、研究、公表することも博物館

に求められる役割になります。 

収蔵庫にも限界があり、無尽蔵に保管できる訳ではないため、他の地域博物館と

の連携を強化し、収蔵、展示する資料の棲み分けを行うなど、半田を特色づける資

料への特化も今後検討していく必要があります。 

 

２ 展示整備等のサイクル 

 ⾧寿命化改修後の 40 年間で行う展示整備等については、10 年を１サイクルとし、

概ね次のスケジュールで取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 実施計画に基づく整備 

展示の整備については、本基本方針を基に、学芸員の創意工夫により可能な限り自

主製作で行いますが、テーマの中心となるもの、または、自主製作が困難なものについて

は、３か年実施計画により具現化していきます。 

なお、未公開資料等を活用した展示の入替え、キャプションの更新、学芸員による展

示の自主製作については、３か年実施計画に基づき整備した展示室についても引き続

展示整備等のサイクル（イメージ）

場所・期間

常設展示室Ⅱ
（祭礼民俗）

準
備
・
作
製

リ
ニ
ュ
ー

ア
ル

常設展示室Ⅰ
（自然）

準
備
・
開
発

リ
ニ
ュ
ー

ア
ル

導入展示室
（映像ｺｰﾅｰ）

準
備
・
作
製

リ
ニ
ュ
ー

ア
ル

常設展示室Ⅰ
（歴史・産業）

準
備
・
作
製

リ
ニ
ュ
ー

ア
ル

※　常設展示室Ⅲは平成30年度に整備済み

建
替
え

10年間 10年間 10年間 10年間

展示の定期的な入替、未公開資料の活用、キャプションの更新

展示の定期的な入替、未公開資料の活用、キャプションの更新

展示の定期的な入替、未公開資料の活用、

キャプションの更新

展示の定期的な入替
未公開資料の活用

キャプションの更新
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き定期的に行っていきます。 

 

 

第５章 その他 

 

１ 学芸員等専門職員の養成 

（１）現状と課題 

資料収集、整理保管、調査研究、展示、教育普及等の博物館活動を行うに

は、資料の取扱いや地域の自然、歴史、文化についての豊富な知識を持つ学芸

員等専門職員の存在が不可欠であり、⾧期的かつ計画的な人員配置及び養成

が必要です。 

開館当初は、昭和 48 年の「公立博物館の設置及び運営上の望ましい基準」に

より、学芸員６人の配置が必要であったため、専任学芸員３人、専門員３人の計

６人体制で学芸部門を運営してきました。 

平成 15 年と平成 23 年には、博物館の規模及び活動状況に応じ、また、時代

の変化に対応した博物館としての役割を発揮できるよう、配置基準の見直しが行わ

れており、これを受け、現在は専任学芸員３人、専門員２人の計５人体制となっ

ています。 

配置基準の見直しにより、学芸員の配置についての数的制約は無くなりましたが、

実施する事業に応じた博物館ごとの学芸員の自主配置や、資料の収集、保管又

は展示に係る業務、調査研究に係る業務、学習機会の提供に係る業務等を担当

する職員の専門的な能力を養う体制の整備が求められるようになっています。 

山車を始め半田を特色づける文化の調査研究、情報発信が更に必要となってい

る今日においては、考古、歴史、民俗分野を専攻する学芸員等専門職員の計画

的な配置及び養成、学芸員を中心とした展示整備、体験型講座等による博物館

活動の活性化が喫緊の課題です。 

 

（２）学芸員等専門職員の養成方針 

学芸員等専門職員として必要となる豊富な知識や技術は、短期間のうちに修

得できるものではありません。 

学芸員等専門職員の養成については、平成 18 年度に文化庁が実施した「公

立の美術館・歴史博物館の組織・運営状況に関する調査結果」を踏まえ、⾧期的

かつ計画的な人員配置、専門職員を養成できる体制の確保について、組織全体と
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して取り組んでいく必要があり、具体的施策の実施に対しては以下の点に配慮しま

す。 

 

参考:平成 18 年度文化庁「公立の美術館・歴史博物館の組織・運営状況に

関する調査結果」（要約抜粋） 

 

・ 博物館には、⾧期的なビジョンに基づく取組みとそれを支える専門職が必

要である。 

・ 博物館には、地域の自然、歴史、文化を調査、研究し、その結果を展

示や講座を通じて市民に発信する専門性と質の高い人材を育成する必

要がある。 

・ 自然、歴史、文化が地域ごとに異なり、所有する資料等も独自性が高い

ため、独自性をもって博物館を運営できる専門職が必要である。 

・ 文化財の保存、民俗文化の振興、貴重な資料の収集、保管、調査研

究は、継続性が求められ、展示についても、経験年数、在館年数、専門

的知識をもつ職員が行うことが必要である。 

 

①実務を通じた能力の向上 

学芸員は、その職務として資料収集、整理保管、調査研究、展示、教育普及

活動を行う専門職員です。その技術・能力を磨くためには、経験を有する学芸員の

指導の下、様々な実務を通して能力の向上を図ることが重要です。特に、収蔵資

料及びフィールドワークや文献調査等で郷土の自然、歴史、文化についての知識を

深め、その研究成果を展示や教育普及活動を通して市民に還元するとともに、各

種学会や紀要等で発表することで、学芸員としての技術・能力を磨いていくことが重

要です。 

 

②他の博物館施設等との交流 

市内外には、公私を問わず複数の博物館施設があり、経験豊かな学芸員が配

置されています。学芸員の養成においては、各施設・機関との人的交流が重要であ

り、学芸員同士の情報交換や共同事業の実施などを積極的に行います。また、博

物館等との永続的及び公式の交流の場として、既に当館が加入している愛知県博

物館協会組織を有効に活用することによって、学芸員同士の交流を促進します。 
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２ 市民協働の更なる推進 

（１）現状と課題 

当館は、山車等の各種資料の寄託展示をはじめ、各種事業の企画運営など、

地域住民との結びつきを大切にしてきました。 

現在、博物館友の会と協働体制を敷いていますが、今後、更に地域の歴史、文

化に重点を置いた展示を充実していくためには、展示解説ガイドや体験講座を始め、

博物館の諸事業に対する企画運営についても、市民ボランティアや文化の担い手と

連携した市民協働システムを構築する必要があります。 

 

（２）市民協働による博物館運営の施策 

開館以来、博物館を中心に活動している博物館友の会、或いは、博物館利用

者の中には、これまで資料収集、博物館運営等に様々な形で協力いただいている

方が多くいます。協力者、ボランティアがより活動しやすい体制を構築する必要があ

ります。 

 

３ 補助金・交付金等の活用 

展示等の整備にあたっては、国や県の補助金や交付金、民間の財団法人が実施する

博物館向け、文化財向け支援等についての情報収集に努め、利用が可能なものについ

ては、積極的に活用していきます。 

 

４ ＳＤＧｓとの関係 

ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals）とは、地球上の「誰一人取り残

さない社会」の実現を目指す世界共通の『持続可能な開発目標』のことであり、社会、

経済、環境の３つの側面から捉えることのできる17の指標を総合的に解決しながら、持

続可能なより良い未来を築くことを目標にしています。 

本基本方針は、社会教育施設としての博物館の使命、役割に鑑み、分かり易い解説

や解説の多言語化を通じた、全ての人への質の高い教育の提供のほか、市民やボラン

ティアとのパートナーシップによる博物館運営を推進していくことから、ＳＤＧｓの 17 指

標のうち、「４.質の高い教育をみんなに」、「17.パートナーシップで目標を達成しよう」と

大きく関係しています。 
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