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はじめに 

 

 

芭蕉翁は、1644 年に現在の

三重県伊賀市で生まれた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

伊賀市と芭蕉翁 

伊賀市は、わが国の詩歌史上に「俳諧」という庶民詩を確立した松尾芭蕉

の生誕地である。 

芭蕉翁は、江戸時代前期を代表する俳諧師で、約 1000 句の発句や連句、「野

ざらし紀行」「おくのほそ道」などの紀行文や日記、俳文を残した。それらの

作品を通じ、蕉風と呼ばれる芸術性の高い作風を確立したことで、日本の俳

諧・俳句の世界に多大な影響を与え、文学史上に一大金字塔を樹立した。俳

聖とも呼ばれる芭蕉翁は、この伊賀の地に生まれ、江戸に出るまでの約 30 年

間を過ごし、その後も生涯を通し度々帰郷した。 

伊賀市には、芭蕉翁や門人の遺墨、俳諧資料をはじめとする貴重な文化遺

産や蓑虫庵などの芭蕉翁ゆかりの史跡が多数残されている。なかでも上野公

園の俳聖殿は、昭和 17 年、芭蕉翁生誕 300 年を記念して、川崎克氏が私財を

投じて建設したものである。木造檜皮葺二層の建物は、芭蕉翁の旅姿を表し

ており、建立以来、伊賀を象徴する建築物として人々に親しまれている。 

 

 

芭蕉翁顕彰会の誕生 

かつて、伊賀の地には、芭蕉翁の業績を讃え顕彰するため、2 つの芭蕉翁

顕彰会が存在した。 

旧上野市では、昭和 22 年、地元の有志らが芭蕉翁顕彰会を設立し、その秋

から俳聖殿前において「芭蕉祭」が盛大に挙行された。同 30 年には法人化さ

れ、（財）芭蕉翁顕彰会が発足した。 

一方、旧伊賀町では、昭和 38 年、芭蕉翁研究を志していた人々や有志らに

より、伊賀町芭蕉翁顕彰会が設立された。同 46 年には、芭蕉翁顕彰を町行政

の一端として行うため「伊賀町芭蕉翁顕彰会に関する条例」を制定し、「しぐ

れ忌献詠俳句募集」などの活動を行ってきた。 
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はじめに 

 
 

 

芭蕉翁記念館 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
平成 16 年 11 月 1 日、上野

市・伊賀町・島ヶ原村・阿

山町・大山田村・青山町の 6

市町村が合併し「伊賀市」

が誕生した。 

 
 

芭蕉翁記念館の建設 

（財）芭蕉翁顕彰会の一大スローガンは、芭蕉翁ならびに連歌俳諧に関す

る文献・遺墨・遺品を蒐集し展示することにより、芭蕉翁の顕彰および俳文

学研究の推進拠点としての機能を果たす芭蕉翁記念館の建設であった。 

しかし、資金難のため、計画は一時膠着状態にあったが、昭和 34 年 10 月、

芭蕉翁を敬慕し自らも俳人であった(株)間組社長神部満之助氏の篤志寄付に

より、芭蕉翁記念館が建設され、当時の上野市に寄付された。 

建設された芭蕉翁記念館には、芭蕉翁や門人の遺墨、俳諧資料などが数多

く収蔵され、これらの資料は学術的にも価値が高く、全国屈指の“宝庫”と

して、芭蕉翁に関する研究のみならず俳文学研究に大きく寄与している。ま

た、国内はもとより世界各国から多くの来館者を迎えている。 

 

 

芭蕉翁記念館建設の答申 

時を刻み、芭蕉翁記念館は、施設の老朽化、収集保存および展示機能等の

諸問題が表面化してきた。そのため、平成 6年 10 月に「芭蕉翁生誕 350 年記

念事業」の一環として、旧上野市で新館建設を検討する「芭蕉翁記念館建設

検討委員会（委員長 関田庄司）」が設置され、同 10 年 1 月 26 日には「芭蕉

翁記念館建設にかかわる答申について」が検討委員会から提出された。この

答申を受け、庁内で協議をすすめていたが、具体的な時期や場所などの結論

には至らなかった。 

 

 

伊賀市の誕生と芭蕉翁顕彰会の統合 

平成 16 年 11 月 1 日、伊賀地域の 6市町村が合併し、「伊賀市」が誕生した。

合併を機に、旧上野市と旧伊賀町でそれぞれ顕彰活動を行ってきた 2 つの

芭蕉翁顕彰会が統合するため、平成 17 年に「芭蕉翁顕彰事業調整会議」が設

置された。両顕彰会による議論を経て、平成 19 年 4 月 1日に 2つの芭蕉翁顕

彰会が統合され、新たな（財）芭蕉翁顕彰会として、伊賀市全域で顕彰活動

を行うことになった。 
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はじめに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 19 年 11 月 1 日、 

第 1 回（仮称）新芭蕉翁記

念館整備検討委員会を開催

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（仮称）新芭蕉翁記念館建設への展望 

平成 18 年 6 月に策定した「伊賀市総合計画」では、伊賀市のめざす将来像

を「ひとが輝く 地域が輝く～住み良さが実感できる自立と共生のまち～」と

し、これを実現するため基本構想では、「松尾芭蕉を核とした特色ある地域づ

くりに向けて、学習・交流機会をつくることにより文化の継承を拡大できる

よう、博物館機能等を有した施設の整備を促進します。」と、新施設の整備が

位置づけられた。 

まさに（仮称）新芭蕉翁記念館の建設は、伊賀市が掲げる“松尾芭蕉を核

とした地域づくりの推進”のための拠点施設として欠かせない整備事業であ

る。 

また、近年、全国各地には、郷土の歴史文化遺産を活用し、地域の活性化

に結び付けた最新の設備を備えた新しい博物館や資料館が建設される中で、

芭蕉翁記念館は、本年で築 48 年を経過し、老朽化が一層進み、施設全般に大

きな問題を抱えている。 

これらの状況を踏まえ、新施設の整備構想を検討するため（仮称）新芭蕉

翁記念館整備検討委員会が設置された。委員会では、芭蕉翁の生誕地・伊賀

市にふさわしい（仮称）新芭蕉翁記念館の目的、基本理念、めざす姿などを

明確にし、基本構想としてとりまとめるものである。 
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目的と基本理念について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈目的〉 

伊賀市は、日本の詩歌史上に俳諧の第一人者としての地位を築いた松尾芭

蕉の生誕地であることから、芭蕉翁を核とした多様な交流事業の展開や新た

な文化の創造など、芭蕉翁の生誕地として特色ある地域づくりに努めている。

さらに、「伊賀市総合計画」に位置づけた伊賀市のめざす将来像の実現に向

けた取り組みとして、“松尾芭蕉を核とした地域づくりの推進”を掲げている。

このため、（仮称）新芭蕉翁記念館は、伊賀市がめざす将来像実現の一翼を

担う拠点施設として整備するものである。 

 

 

 

〈基本理念〉 

伊賀の郷 人づくり まちづくり館  

～芭蕉翁と共に未来へ羽ばたく記念館～ 
 
 伊賀市から世界的な偉人である松尾芭蕉を輩出したことは、伊賀市にとっ

て大きな財産であり誇りである。 

芭蕉翁の生き方を広く伝えることにより、人々の「心の豊かさ」を育み、

めまぐるしく時が流れる現代社会を生きる我々に新たな活力を与えること

や、次代を担う子どもたちの人間形成につなげていくことができる。 

また、市民一人ひとりが、芭蕉翁を通し郷土への誇りと愛着を持ち、活発

な活動を展開することで、個性と魅力にあふれたまちの形成につながり、伊

賀市のまちづくりに大いに貢献する。 

記念館の目的に掲げた伊賀市の将来像を実現するため、芭蕉翁と共に、人

づくり、まちづくりに寄与する独自性と専門性を兼ね備えた記念館をめざす。
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めざす姿について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

〈めざす姿〉 

芭蕉翁の業績を讃え顕彰し、その功績を後世に継承する生誕地にふさわし

い記念館をめざす。 

また、芭蕉翁の顕彰を通して、文化活動など人々の交流を促し、伊賀市の

文化や歴史などを発信することでまちの活性化に寄与する記念館をめざす。

さらに、芭蕉翁や俳諧・俳句関連の資料を収集、保管、調査、研究、公開

することにより、芭蕉翁の顕彰・研究ならびに俳文学研究の中心的な存在と

なる記念館をめざす。 
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交流

顕彰

発信

研究

芭蕉翁を核とした郷土
ふるさと

づくり 

伊賀の郷 人づくり まちづくり館 

～芭蕉翁と共に未来へ羽ばたく記念館～ 



 
方向性について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【現在の俳諧・俳句関連の

文化活動】 

●夏休み子ども俳句教室 

●芭蕉祭全国俳句大会 

●歌枕俳枕講座 

●しぐれ忌俳句大会 

●土芳を偲ぶ俳句会  

などがある。 

 
 

〈方向性〉  

（仮称）新芭蕉翁記念館のめざす姿を実現するため 、 次の 4 つの方向性を掲

げる。 

 

芭蕉翁を顕彰する記念館 

・芭蕉翁の業績を讃え、後世に継承する。 

・芭蕉翁を通して、市民一人ひとりの郷土愛を育む。 

・芭蕉翁を通して、心の豊かさや精神的なゆとりの尊さを伝える。 

 
 

交流を通して新たな文化の創造や次代を担う子どもの育成、

生涯学習の一翼を担う記念館 

・市民はもとより、国内外を問わず、訪れるすべての年齢層の人々に開かれ

た記念館をめざす。 

・伊賀市にとどまらず、全国の芭蕉翁関連施設や俳諧・俳句関連施設との連

携を図る。 

・俳諧・俳句関連の文化活動など多様な活動を積極的に展開し、新たな文化

の創造をめざす。 

・子どもたちの好奇心を喚起させるとともに、学習の場をサポートし、文化

にふれる機会や場づくりを図る。 

・市民に親しまれ、地域に根ざした記念館をめざす。 

 
 

まちの活性化に寄与できる発信力のある記念館 

・芭蕉翁、俳諧・俳句を世界へ発信する。 

・芭蕉翁が生まれ育った地にふさわしい記念館として、伊賀市独自の歴史・

文化などを広く国内外へ発信できる記念館をめざす。 

・市内に点在する芭蕉翁ゆかりの史跡や伊賀市の風土、魅力を伝え、まち全

体への回遊を促す記念館をめざす。 

 
 

資料を収集、保管、研究する記念館 

・芭蕉翁に関する研究ならびに俳文学研究において、全国の中心的な存在とな

る記念館をめざす。 

・芭蕉翁ならびに俳諧・俳句に関する資料を収集、保管するとともに、資料

の公開や閲覧、研究の発表を積極的に行う。 

 

顕彰 

交流 

発信 

研究 
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基本的な機能について 

 
〈機能〉  

（仮称）新芭蕉翁記念館のめざす姿の実現には、芭蕉翁や俳諧・俳句に関

する資料をわかりやすく展示し紹介することや、様々な交流活動を促したり、

伊賀市の魅力を発信する役割を担う機能が求められる。 

 また、芭蕉翁の顕彰・研究ならびに俳文学研究の中心的な存在にふさわし

い記念館として、専門的、学術的な収集・保管・研究を担う機能が求められ

る。 

 

 

顕彰に関する機能 

・芭蕉翁ならびに俳諧・俳句関連資料により「芭蕉翁の生涯」をわかりやす

く展示し紹介する。 

・次代を担う子どもたちが芭蕉翁への興味や関心をもち、芭蕉翁が築いた文

化が継承される仕掛けづくりを行う。 

・魅力ある展示や体感的な空間を通して、芭蕉翁への理解を深めることや、

俳句人口の拡大を図る。 

 

 

交流に関する機能 

・国内外を対象とした俳句大会、講演会、研修会などが開催できる機能を備

える。 

・子どもから高齢者まで、市民が主体となり、芭蕉翁ならびに俳諧・俳句へ

の興味や学びあいの楽しさを感じる活動の場づくりを行う。 

・学校の授業の一環として活用できるような機会や場所を提供する。 

・市民のさまざまな文化活動を支えるため、多目的に利用できる機能を備え

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 



 
基本的な機能について 

 

 

 
発信に関する機能 

・芭蕉翁に関連する情報発信の拠点施設として、その役割を担うため、最新

の設備と体制の充実を図る。 

・独自性のある趣向を積極的に取り入れ、幅広い年齢層に対し情報発信を行

う。 

・伊賀市にある芭蕉翁ゆかりの史跡などを紹介し、まち全体への回遊を促す

ような情報発信拠点としての活動を行う。 

・伊賀市独自の歴史・文化などを展示し、芭蕉翁が生まれ育った「伊賀の地」

を広く国内外にアピールするため、情報発信の強化を行う。 

・最新のＩＣＴ（情報通信機能）を積極的に導入し、独自のコンテンツ開発

やホームページの開設を行い、芭蕉翁に関する知識や情報を広く世界に発

信する。 

 
 

研究に関する機能 

『収集機能について』 

・資料などの長期的な収集方針を立て、芭蕉翁ならびに俳諧・俳句関連施設

の中心的な施設としてふさわしい機能と体制を整える。 

・収集・登録・管理された資料及び情報が、わかりやすい分類検索システム

の構築により有効活用できる設備を整える。 

・収集した資料などを閲覧できる体制を整える。 

・伊賀市と（財）芭蕉翁顕彰会が芭蕉翁記念館に所蔵する学術的に価値の高

い資料を有効的に活用しながら、今後も芭蕉翁や門人に関する遺墨、俳諧・

俳句関連資料を継続的かつ計画的に収集保存する。 

 

『保管機能について』 

・伊賀市と（財）芭蕉翁顕彰会が芭蕉翁記念館に所蔵する貴重な資料や、連

携施設、団体、個人から寄贈、寄託などを受けた資料を、適正な環境と体

制のもとに保管し継承する。 

 

『調査研究機能について』 

・芭蕉翁ならびに俳諧・俳句関連の資料について専門的、学術的な調査研究

を行い、その成果を発表する。 

・調査研究活動にあたっては、広く市民や連携施設、団体と共同で行う体制

を整える。 
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管理運営について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定管理者制度 

平成 15 年 9 月に地方自治

法の一部を改正する法律

が施行され、「指定管理者

制度」では従来の公共的団

体や出資法人に加え、民間

企業や NPO法人などの団体

にも、公の施設の管理運営

を委ねることができるよ

うになった。 

〈管理運営〉 

 （仮称）新芭蕉翁記念館の基本的な機能を満たすためには、効率的・効果

的な管理運営を行うことが必要である。また、施設の博物館登録を視野に入

れた上で運営組織や運営形態を検討することも望まれる。 

 さらに、現在、芭蕉翁記念館の指定管理者となり、管理運営を行っている

（財）芭蕉翁顕彰会は、収蔵品のほとんどを所有しているほか、学芸員を配

置していることから、今後も同顕彰会の協力を得ることが必要である。 

 

運営組織 

・市民のニーズに応えるとともに、記念館の円滑な管理運営ができるよう、

館長、学芸員、事務職員など必要な職種と適正な人員、人材の配置を検討

する。 
・より高度な専門性をもったサービスを提供できる組織をめざす。 
・ＮＰＯなどの団体をはじめ市民の積極的な運営への参画を促す仕組みを検

討する。 
 

 

運営形態 

・継続的な管理運営を可能にするため、市の財政状況を鑑み、効率的な運営

形態を検討する。 
・中長期的な視点に立ち、指定管理者などによる運営形態について検討する。
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立地場所について 

 

 

 

 

 

＜立地場所＞ 

(仮称)新芭蕉翁記念館の立地場所は、市民はもとより、国内外を問わず、す

べての年齢層の人々が利用するために、公共交通機関や道路を使ってアクセス

しやすい場所にあることが重要である。さらに、芭蕉翁の生誕地・伊賀市にふ

さわしい記念館として、周辺環境との調和を考慮するとともに、拠点施設とし

て芭蕉翁ゆかりの史跡などと連携できる場所にあることも求められる。 

こういった基本的な考え方を踏まえ、平成 10 年に提出された「芭蕉翁記念

館建設にかかわる答申について(委員長 関田庄司)」の候補地と委員会で提案

された候補地に基づき検討を行った。 

 

候補地 

候補地について検討を行った結果「桃青中学校」「市街地・まちなか」「市役

所」の 3候補地と「特定の候補地を示さない」意見があげられた。 

なかでも、「桃青中学校」を候補地とする委員の意見が多数を占めた。 

「桃青中学校」を候補地とする主な理由は、次のとおりであった。 

 

『桃青中学校選定の理由』 

本候補地は、市有地であるため土地購入費を要さないことから、建設がより

現実的である。周辺は恵まれた自然環境と四方の山々を見渡せるなど、抜群の

ロケーションがあり、自然を愛した芭蕉翁の記念館として適した立地場所であ

る。また、広大な敷地面積を有していることにより、駐車場、ミュージアムシ

ョップ、庭園、喫茶・食事スペースなどの整備も可能である。加えて、交通ア

クセスの面でも優れており、バスの発着や南北からのアクセスも容易に行え

る。さらに、周辺には芭蕉翁ゆかりの史跡や観光施設があり、観光客が訪れや

すい場所にある。 

 

また、その他の候補地についての主な選定理由および「特定の候補地を示さ

ない」意見は、次のとおりであった。 
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立地場所について 

 

 

 

『市街地・まちなか選定の理由』 

市民の利便性、芭蕉翁ゆかりの史跡などとの連携やまちなかへの回遊性を

考えると中心市街地がふさわしく、まちなかの顔になる。観光を中心とした

経済波及効果や県外等へのより高い情報発信効果が期待できる。また、芭蕉

翁が青春時代を過ごした地として芭蕉翁の生き方や精神性を併せて検討すれ

ば、規模が大きくなくても良いと考えられる。市民が俳句や芭蕉翁を身近に

感じ、日常的に精神の拠り所として歩いて訪れるということも考慮すべきで

ある。 

 

『市役所選定の理由』 

本候補地に建設する前提としては、現市役所の移転が必要不可欠となるが、

上記「市街地・まちなか」と同様の効果を得ることが期待できる。 

 

 

『特定の立地場所を示さない意見』 

市民が身近に感じられる立地または交通の便の良い立地に建設するのが望

ましい。また、来訪者がまちでの滞留時間を長くするため、市内の様々な施

設を巡回する仕掛けが必要である。 

いずれも地域の活性化のためには、記念館の活動とまちなかの活性化をリ

ンクさせる必要があり、地域の人々の協力が不可欠である。 
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 おわりに 

 

 

 

この基本構想は、（仮称）新芭蕉翁記念館の建設にむけての第一歩として答申

するものである。 
 

昨今、絶え間なく変化する社会の中で、人々の暮らしに求められるものは「物

の豊かさ」から「心の豊かさ」に移っている。そのような時代背景から、芭蕉

翁を通して、人々の心に豊かさやゆとりを与えるため、広く芭蕉翁の生き方を

伝えることが必要である。さらに、芭蕉翁を通し、個性と魅力にあふれたまち

づくりを行い、伊賀市の豊かな未来を築くことが、現代を生きる我々の責務で

ある。伊賀市の将来像を展望するうえで、この（仮称）新芭蕉翁記念館が担う

役割は、極めて重要であり、市民一人ひとりが、芭蕉翁や伊賀の地に対する興

味や理解を一層広げ、さらに深めることを可能とする記念館への期待は大きい。
 

しかしながら、地方自治体を取り巻く財政状況は、非常に厳しいものがある。

そのため、今後、将来にわたって過大な負担を残さない基本計画を策定される

とともに、国や県等に働きかけ、財政支援等を強く求めていく活動が望まれる

ところである。 
 

おりしも、三重県では、「文化力を活かした交流連携型地域づくり」をコンセ

プトにした「美し国おこし・三重」（イベント）が、2009 年（平成 21 年）のオ

ープニングイベントに始まり、2014 年（平成 26 年）の集大成イベントに向け、

計画がなされている。 
 

こうしたことから、（仮称）新芭蕉翁記念館の整備にあたっては、この答申を

真摯に受け止め、本基本構想の趣旨を踏まえ、「美し国おこし・三重」（イベン

ト）との連携を図られるとともに、芭蕉翁生誕 370 年にあたる 2014 年開館を目

標に推進されることを切望する。さらに、伊賀市の将来におけるまちづくりの

核となる施設として、記念館を取り巻く環境整備を一体的に行うことも視野に

入れ取り組まれることを願う。 
 

また、新施設の名称は、伊賀市が芭蕉翁の生誕地であることや現記念館の活

動の成果、功績などを踏まえ、広く親しまれている「芭蕉翁記念館」とするこ

とが望まれる。 

 

最後に、芭蕉翁の生誕地に設置する施設として、21 世紀における芭蕉翁の顕

彰と地域の活性化に資するとともに、伊賀市が推進する「ひとが輝く 地域が

輝く～住み良さが実感できる自立と共生のまち～」の一翼を担うことを期待す

る。 
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参－１ 

資料１ （仮称）新芭蕉翁記念館整備検討委員会設置要綱 

 

平成19年９月18日 

告示第207号 

 

改正  平成19年12月28日告示第257号 

（設置） 

第１条 （仮称）新芭蕉翁記念館（以下「記念館」という。）を整備するに当たり、

必要な事項を検討するため、（仮称）新芭蕉翁記念館整備検討委員会（以下「委員

会」という。）を設置する。 

（設置の期間） 

第２条 委員会の設置の期間は、平成20年３月31日までの間とする。ただし、検討の

状況により、やむを得ないと認めるときは３月を限り延長することができる。 

（所掌事項） 

第３条 委員会は、記念館の名称及び基本構想に関する事項について検討し、その結

果を市長に報告する。 

（組織） 

第４条 委員会は、20名以内の委員をもって組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げるもののうちから市長が委嘱又は任命する。 

(１) 財団法人芭蕉翁顕彰会を代表する者 

(２) 学識経験者 

(３) 公共的団体等を代表する者 

(４) 公募による市民 

(５) その他市長が必要と認める者 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（任期） 

第６条 委員の任期は、第２条に定める設置の期間とする。ただし、市長への報告が

終わった場合は、その任期は終了する。 

２ 委員に欠員が生じた場合、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、第４条第２項第1号及び第３号に掲げるところによ

り、その職をもって委嘱された委員の任期は、委員として委嘱を受けるべき職にあ

る期間とする。 



 

参－２ 

（会議） 

第７条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決する

ところによる。 

（関係者の出席） 

第８条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見

を聴くことができる。 

（庶務） 

第９条 委員会の庶務は、企画振興部文化国際課において行う。 

（補則） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が

委員会に諮って別に定める。 

附 則 

この告示は、平成19年９月18日から施行する。 

  附 則（平成19年12月28日告示第257号） 

この告示は、平成20年１月１日から施行する。  



   　　　　   　　  （仮称）新芭蕉翁記念館整備検討委員会委員名簿

No. 氏名

1 中川　甫

2 中村　修

3 西田　誠

4 福井　健二

5 宮田　正一

6 横田　淳良

7 石川　真弘

8 滝井　利彰

9   ◎　 谷本　鋭次

10 今髙　一三

11 田中　愛一郎

12   ○  廣澤　浩一

13 竹内　文子

14 藤原　さと子

15 山村　勝子

16 澤野　周勇

17 清水　利恵

18 角　舎利

19 堀之内　ミチエ

20 権蛇　英明

　　　◎委員長、　○副委員長

　　※副市長の任期は、平成19年12月31日まで。

区分

公共的団体等を代表する者

その他市長が必要と認める者

副市長

公募による市民

(財)芭蕉翁顕彰会を代表する者

学識経験者

資料２

参－３



資料３ 会議開催経過 
 

「第 1回」  

○開 催 日  平成 19 年 11 月 1 日（木）   

○会議内容   

・委嘱状交付 

  ・委員の紹介 

  ・（仮称）新芭蕉翁記念館整備検討委員会要綱について 

  ・委員長、副委員長の選任について 

・芭蕉翁記念館の現状及び課題について 

  ・平成 10 年「芭蕉翁記念館建設にかかわる答申（関田答申）」について 

  ・（仮称）新芭蕉翁記念館整備の基本的な考え方について 

・今後のスケジュールについて 
 

  「第 2回」  

○開 催 日  平成 19 年 12 月 5 日（水）  

○会議内容 

  ・（仮称）新芭蕉翁記念館整備検討事業スケジュールについて 

  ・（仮称）新芭蕉翁記念館の基本的な考え方について 
 

  「第 3回」 

○開 催 日  平成 20 年 1 月 21 日（月）  

○会議内容 

  ・（仮称）新芭蕉翁記念館の基本的な考え方について 

    ・（仮称）新芭蕉翁記念館の機能について 
  

「第 4回」 

○開 催 日  平成 20 年 2 月 14 日（木）  

○会議内容 

  ・前回までの協議内容の確認について 

・（仮称）新芭蕉翁記念館の管理運営について 

    ・（仮称）新芭蕉翁記念館の立地場所について 
 

 「第 5回」 

○開 催 日  平成 20 年 3 月 3 日（月）  

○会議内容 

  ・前回までの協議内容の確認について 
 

 「第 6回」 

○開 催 日  平成 20 年 3 月 27 日（木）  

○会議内容 

  ・前回までの協議内容の確認について 
          
 
 

参－４ 



参－5 

 

資料４ 芭蕉翁記念館の現状及び課題 

 

１．芭蕉翁記念館概要   

 

名 称 芭蕉翁記念館 

住 所 伊賀市上野丸之内１１７番地の１３（上野公園内） 

開館時間 ８：３０～１７：００（入館受付１６：３０まで） 

休館日 １２月２９日から１月３日まで（展示替えの日） 

料 金 
大人３００円（２００円）、高･中･小学生１００円（６０円）  
( )内は３０名以上の団体料金 

交通機関 
近鉄上野市駅徒歩５分 
名阪国道上野東 ICから北へ５分又は中瀬 ICから西へ５分 

開 館 昭和３４年（１９５９）１０月１０日 

竣 工 間組社長 神部満之助氏の篤志により上野市（昭和34年当時）へ寄付 

設 計 城戸武男建築事務所 

施設概要 
 
 
 
 

鉄筋鉄骨コンクリート造１階建  
敷地 1,800㎡ 
本館  326㎡ ･･･展示室80㎡、収蔵庫「芭蕉文庫」26.5㎡、事務室34㎡、

応接室（館長室）25㎡、ホール・宿直室・トイレなど 
別館  98.9㎡ 

指定管理者 財団法人芭蕉翁顕彰会 （平成１８年度から指定管理者制度導入） 

年間入館者数 
 
 
 
 

平成９年度  ２７，０５５人 
平成10年度 １７，５８７人 
平成11年度 １６，２７９人 
平成12年度 １５，２９９人 
平成13年度 １４，４６８人 

平成14年度 １３，２２４人 
平成15年度 １５，８４９人 
平成16年度 １８，００２人 
平成17年度 １４，３０２人 
平成18年度 １６，６２９人 



参－6 

資料点数 
総数35,134点 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■財団法人 芭蕉翁顕彰会所蔵資料  

資料の種類 主な資料名 点数 

松尾芭蕉真蹟資料 「時鳥鰹を」発句短冊など 16

芭蕉関係資料 
芭蕉筆「はまぐりの」懐紙（複製）な

ど 
56

蕉門関係資料 杉山杉風筆「風鈴に」短冊など 60

近世資料（芭蕉以前） 北村季吟筆「上巳の詠」など 16

近世資料（芭蕉と蕉門以外） 松村呉春筆「芭蕉像」など 105

近代資料（芭蕉祭選者資料

含） 
中村草田男筆「降る雪や」など 246

芭蕉像 谷口展山作「芭蕉像」など 32

俳諧関係書冊 去来ら編「猿蓑」など 1,744

俳句雑誌 『ホトトギス』など 25,438

研究図書（CD、ビデオを含

む） 
楠元六男著『芭蕉、その後』など 7,231

合計   34,944

 

■寄託資料   

伊賀市より寄託     

資料の種類 主な資料名 点数 

松尾芭蕉真蹟資料

短冊「三日月や」「鶯を」「馬ぼくぼく」 

「夕顔に」「木のもとに」 

懐紙「かさしまや」「茸狩りや」 

7

「月見の献立」板

膳 
芭蕉筆「月見の献立」板膳（５膳） 5

俳諧関係書冊 旧沖森氏所蔵俳諧資料『俳諧東日記』など 177

合計   189

 

瓢竹会より寄託    

資料の種類 主な資料名 点数 

呑舟代筆 草稿「旅に病んで」 1

 

 



参－7 

   

平成17年度 
 
 
 

第１回「季の詞」（3/29～6/26） 
第２回「芭蕉の紀行文と俳文」（6/28～10/2） 
第３回「芭蕉翁顕彰の足跡」（10/4～12/27） 
第４回「芭蕉の生涯」（18年1/5～3/19） 

平成18年度 
 
 
 
 
 
 

第１回「芭蕉さんと旅」(3/21～6/25) 
第２回「芭蕉さんの肖像」(6/27～10/1) 
第３回 平成18年度（第60回）芭蕉祭特別展「俳諧から俳句

の時代へ」（10/3～10/31） 
第４回「現代俳人展」（10/2～12/27） 
第５回「芭蕉の門人たち～其角没後300年～展」 

（19年1/5～3/18） 

年間展示 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

平成19年度 
 
 
 
 
 
 

第１回「絵巻にみる芭蕉の世界展」（3/20～7/1） 
第２回「絵になった俳句」展（7/2～9/2） 
第３回 服部土芳生誕350年記念第61回芭蕉祭特別展 

「芭蕉と土芳」（9/4～11/25） 
第４回「館蔵名品展」（11/27～12/28） 
第５回「芭蕉とその時代～今、解き明かす50年の生涯～」 

（20年1/5～3/16） 

伊賀市主催事業 
((財)芭蕉翁顕彰

会共催事業含む) 
 

 
 
 
 

夏休み子ども俳句教室（8/19） 
芭蕉祭（10/12）（献詠俳句等募集、文部科学大臣賞授賞、式典、各種行事など）

芭蕉月間行事「歌枕俳枕講座」講演会（10/12～11/12） 
しぐれ忌式典（11/12） 
しぐれ忌俳句大会（11/12） 
土芳を偲ぶ俳句会（1/18） 
市庁舎懸垂幕「芭蕉の俳句」の掲示（年４回） 
奥の細道サミットへの加盟 

(財)芭蕉翁顕彰会

主催事業 

芭蕉句碑ツアー＆ウォーキング 
土芳忌（1/18） 
蓑虫庵「灯りと座の世界」 

(財)芭蕉翁顕彰

会・文学散歩委員

会共催事業 

文学散歩「奥の細道」の旅 
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２．現芭蕉翁記念館における課題 

 

Ⅰ 施設構造上の課題 

１ 展示室 

（１）芭蕉の生涯を理解できる常設展室と、特別展・企画展が行える展示室が必要。 

（２）空調や照明設備が不備なため、重文資料をはじめ、資料の借用依頼及び展示が困難。 

（３）音声解説受信機の導入。 

（４）モニター、赤外線センサーの設備。 

２ 視聴覚室やビジュアル展示室の必要性 

他の人物館においては、入館者に対して視聴覚室等で映像により、その人の生涯を理解

していただき、その後、資料閲覧をしていただくスタイルが多いが、現施設では不可能。

伊賀上野城下のジオラマがないため、地理のわからない市外からの来館者には市内の芭

蕉関係施設の把握が難しい。 

３ 講座室の必要性 

文学講座等の開催に際して、付属の和室では 20 数名しか入れず、数十人から百名を超

える場合は、他の会場を借用しなければ講座を開講できない。 

４ 貴重資料書庫と一般資料書庫の必要性 

 後世へ伝えるべく、かけがえのない文化遺産を保存収集する貴重資料庫が手狭であり、

増加を辿る書庫の収納空間の拡張が望まれる。芭蕉や門人の真筆資料類（文化財指定資

料）と、その他資料を収蔵する資料庫が必要。 

また、保存のために必要な空調設備など現代的な設備が不備である。 

５ 図書室の必要性 

寄贈・購入による学術研究図書、俳句雑誌を多数収蔵しており、広く市民や学生が活用

できるような図書室が必要。 

６ 体験室の必要性 

 入館者が積極的に体験できる部屋が必要。 

７ 身体障害者に配慮 

 スロープ、ユニバーサルデザイントイレなど、全ての施設のバリアフリーを行い、身体

障害者にも優しい施設が望まれる。 

８ ミュージアムショップの併設 

 芭蕉関係出版物などを販売するショップが必要。 
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Ⅱ 業務運営上の課題 

１ 博物館法に適合した施設が望まれる 

現施設は、博物館法に適合した施設ではないので、館長職を任命する。 

２ 研究者への資料提供 

 版本・写本資料を研究者へ提供するため、閲覧申請者へはその都度デジカメによる資料

撮影を行い、パソコン画面による閲覧を行っているが、一括業者委託をする予算がない。 

３ ボランティアガイドの募集 

 学芸員が会議・出張・庶務業務により不在になることが多く、来館される団体客や説明

を希望する入館者に対し展示解説を行う市民ボランティアガイドが必要。 

４ 職務分担の二分化 

（１）職員は、事務職（帳簿処理含む）と学芸職を兼務しているため、組織の二分化が望

まれる。 

（２）年中無休体制（年末年始・年5回の展示替日を除く）のため、運営の円滑化や引継

ぎ事項の複雑化が課題。 

５ 情報発信力の充実化 

（１）ホームページの更なる充実を行う必要があり、外部へ情報発信力を強めていく。 

（２）不特定多数相手に情報を入手できる端末がない。 

６ ネットワーク作り 

 他の芭蕉翁記念館とのネットワーク作りを行い、展示協力や情報提供を行えるネットワ

ーク作りが望まれる。 
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資料５ 芭蕉関連類似施設の概要 

 

1. 江東区芭蕉記念館(東京都) 

2. 山寺芭蕉記念館(山形県) 

3. 奥の細道むすびの地記念館(岐阜県) 

4. 関口芭蕉庵(東京都) 

5. 須賀川市芭蕉記念館(福島県) 

6. 芭蕉の館(栃木県) 

7. 芭蕉･清風歴史資料館(山形県) 

8. 芭蕉の館(石川県) 

9. 子規記念博物館(愛媛県) 

10. 高岡市万葉歴史館(富山県) 

 

他：文学館/記念館例 
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１．江東区芭蕉記念館 概要   

名 称 江東区芭蕉記念館 
住 所 東京都江東区常盤１－６－３ 
開館時間 午前９時３０分～午後５時(入館は４時３０分まで） 

休館日 
毎週月曜（月曜が祝日の時は開館。第２・第４月曜日が祝日の時は翌日火曜が休館）、年

末年始・展示替え等の臨時休館日 

料 金 
大人１００円（７０円）、小・中学生５０円（３０円） 
( )内は２０名以上の団体料金 

交通機関 
地下鉄 都営新宿線・都営大江戸線 森下駅 A1出口より徒歩7分 
バス（都営バス） 『錦11』新大橋下車（徒歩３分） 『門33』高橋下車（徒歩５分）

         『秋26』清澄１丁目下車（徒歩８分） 

開 館 
芭蕉記念館・・・昭和５６年（１９８１）４月１９日 開館 
芭蕉記念館分館・・・平成７年（１９９５）４月６日 開館 

沿 革 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（ホームページより抜粋） 
江東区は、我が国の文学史上偉大な業績を留めた松尾芭蕉ゆかりの地です。 
芭蕉は、延宝８年（１６８０）それまでの宗匠生活を捨てて江戸日本橋から深川の草庵

に移り住みました。そして、この庵を拠点に新しい俳諧活動を展開し、多くの名句や『お

くのほそ道』などの紀行文を残しています。この草庵は、門人から贈られた芭蕉の株が

生い茂ったところから「芭蕉庵」と呼ばれ、芭蕉没後、武家屋敷内に取り込まれて保存

されましたが、幕末から明治にかけて消失しました。 
大正６年（１９１７）の大津波の後、常盤一丁目から「芭蕉遺愛の石の蛙」（伝）が出土

し、同１０年に東京府は、この地を「芭蕉翁古池の跡」と指定しました。江東区は、こ

のゆかりの地に、松尾芭蕉の業績を顕彰するため、昭和５６年（１９８１）４月１９日

に芭蕉記念館を、平成７年（１９９５）４月６日に隅田川と小名木川に隣接する地に芭

蕉記念館分館を開館しました。当館は、真鍋儀十翁等が寄贈された芭蕉及び俳文学関係

の資料を展示するとともに、文学活動の場を提供しています。 

施設概要 
 
 
 
 

鉄筋鉄骨コンクリート造地上３階建  
敷地面積 803.66㎡ 
建物面積 322.94㎡ 
総床面積 851.23㎡ ･･･展示室184㎡、会議室(洋室)177㎡、研修室(和室)117㎡、 

図書室35㎡、収蔵庫72㎡、 
エントランスホール、ロビー、風除室89㎡、 
事務室44㎡、その他共有箇所194㎡ 

貸出施設 俳句・文学活動の場として会議室・研修室・分館会議室の貸出 

指定管理者 財団法人江東区地域振興会 

年間入館者数 平成18年度  ２６，６０４人 

資料点数 

総数4,320点（平成19年10月31日現在） 
主な収蔵品･･･元禄4年（1691）正月3日付句空宛芭蕉書簡、延宝8年（1680）吟の「枯

枝に」句短冊、与謝蕪村筆の芭蕉坐像図をはじめ俳諧資料等。 

展示室で随時展示 
年間展示 

 
平成18年度実績  ３回（特別展１回、企画展２回） 
          ※特別展が実施できない場合は企画展２回 
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２．山寺芭蕉記念館 概要   

名 称 山寺芭蕉記念館 

住 所 山形県山形市山寺南院４２２３ 

開館時間 午前9:00～午後4:30（研修室・茶室 午前9:00～午後9:00） 

休館日 不定休、年末年始（12月 29日～1月 3日）、展示替のための臨時休館日 

料 金 
大人400円（320円）、高校生300円（240円）、小中生200円（160円） 

( )内は２０名以上の団体料金、土曜日は小中学生入館無料。 

交通機関 
ＪＲ仙山線山寺駅から徒歩８分、バス・山形駅から山寺行・芭蕉記念館前下車 

山形自動車道山形北lCより車で20分 

開 館 平成元年（1989年）７月 

沿 革 
 

（ホームページより抜粋） 
山寺芭蕉記念館は平成元年（1989）に、山形市制施行100周年の記念事業として、芭蕉が

「奥の細道」の旅で山寺を訪れてから300年目を記念して建設されました。主に、俳人・

松尾芭蕉と門人の作品を収蔵・展示しています。収蔵品には他に、俳諧文学に関わるもの、

狩野派絵画の美術資料、現代日本画などもあります。 

 また、数寄屋造りの研修棟を備え、茶室・研修室として利用できます。これらは、俳句

大会・茶会などの会場になっている他、有料貸出しており、講演会・会議・茶道研修など

でご利用いただけます。 

施設概要 
 

木造平屋建（一部鉄筋コンクリート造） 
敷地面積 12,085㎡ 
建物面積 1,918.76㎡ ･･･展示棟772.63㎡、管理棟388.40㎡、 

研修棟513.70㎡、休息棟225.83㎡、 
その他24.84㎡ 

専用駐車場（駐車料金無料） 乗用車45台、バス３台 

指定管理者 財団法人山形市文化振興事業団 

年間入館者数 平成18年度  ４０，２１６人 

資料点数 
約330点（平成19年10月31日現在） 

主な展示資料 ･･･芭蕉真筆 芭蕉会式「懐紙」等  
その他芭蕉、蕉門、奥の細道関係資料 

年間展示 

●常設展示 

・映像コーナー/松尾芭蕉の映画を鑑賞 

展示室の映像コーナーでは、松尾芭蕉を解説する映画を上映 

・常設展示「書画の美」 
「富士山図」森川許六 筆収蔵品の中から、書画の名品を公開 

・常設展示「芭蕉の生涯」 

芭蕉の真筆と関係資料で芭蕉の一生をたどる。 

●特別企画 
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３．奥の細道むすびの地記念館 概要 

 

名 称 奥の細道むすびの地記念館 

住 所 岐阜県大垣市馬場町１２４番地(市総合福祉会館内） 

開館時間 午前９時～午後５時 

休館日 年中無休（年末年始１２月２９日～１月３日は除く） 

料 金 無料 

交通機関 
新幹線名古屋駅乗換、JR東海道本線大垣駅から徒歩で約30分新幹線岐阜羽島駅からバス

で約20分 、名神高速道路大垣IC.から車で約10分 

沿 革 

（ホームページより抜粋） 
俳聖松尾芭蕉や谷木因をはじめとする郷土俳人関係資料の収集、研究解説を行い、先賢

の顕彰、俳諧文化の振興を図り市内に点在する俳諧関係の史跡、文化財の総合案内施設

です 

展示内容 

＜芭蕉紹介コーナー＞ 
松尾芭蕉の年譜と来垣年表を展示するとともに、芭蕉と関係した大垣の俳壇の資料を展

示 
＜大垣俳人美濃派コーナー＞ 
蕉門の10哲に挙げられる各務支考が、蕉風俳諧をひろめることに努め、自風の美濃派を

誕生させた。その後美濃派の作風は民衆に理解されやすいものであり、伊勢派ともつな

がりがあったため、一大勢力となった。第 4 世の田中五竹坊隠退後に「以哉派」と「再

和派」に別れた。その後昭和47年に2派が合同した。その系譜図を展示 
＜芭蕉と木因コーナー＞ 
奥の細道の旅での芭蕉とその弟子路通の衣装を文献に基づいて再現したものや、木因の

像・肖像画の軸・木因遺愛硯箱・木因の歩みと立場のパネル等、さらに、芭蕉と木因が

書簡のやりとりをした「鳶の巻」の複製等を展示 
＜郷土俳人関係資料コーナー＞ 
貞享元禄期の大垣の俳人の系譜や芭蕉と木因の遺跡の発句塚（正覚寺）や拓本を展示 
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４．関口芭蕉庵 概要   

名 称 関口芭蕉庵 

住 所 東京都文京区関口２丁目１１－３ 

開館時間 午前１０時～午後４時３０分 

休館日 毎週月曜日、火曜日 

料 金 無料 

交通機関 
東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅  徒歩12分 
東京メトロ東西線 早稲田駅  徒歩12分 

沿 革 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（ホームページより抜粋） 
江戸時代を代表する俳人松尾芭蕉（1644～1694）が、2 度目の江戸入りの後、延宝 5

年(1677)から3年間この地に住んだ。当時、旧主筋の藤堂家が神田上水の改修工事を行っ

ていて、芭蕉はこれにたずさわり、工事現場か水番屋に住んだといわれる。後に芭蕉を慕

う人々により「龍隠庵」という家を建てたが、これが現在の芭蕉庵につながる。その後焼

失し、現在のものは第2次大戦後の建築である。  
史蹟・関口芭蕉庵は、目白通りから少し入った神田川沿いにある。この関口芭蕉庵はも

ともと竜隠庵（りゅうげあん）といったが、1677年から1680年の4年間、松尾芭蕉が神

田川改修工事監督のさいに居住していたことから関口芭蕉庵と呼ばれ、大正 15 年に東京

府の指定史蹟にされた。 
正門はいつも閉ざされており、横の通用口が入り口となっている。入ってすぐの所にあ

る木造の建物が芭蕉庵だ。残念ながら芭蕉庵は火事や戦火で何度か焼失してしまい、現在

の建物は、昔の面影を残そうと戦後に新築されたものである。 
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５．須賀川市芭蕉記念館 概要   

名 称 須賀川市芭蕉記念館 

住 所 福島県須賀川市八幡町１３５ 

開館時間 午前９時から午後５時まで 

休館日 月曜日（月曜日が国民の祝日のときは翌日）、１２月２９日から１月３日まで 

料 金 無料 

交通機関 
東北縦貫自動車道福島須賀川インターから車で約15分 
JR須賀川駅からバス八幡町下車すぐ 

開 館 平成元年 

沿 革 
 

（須賀川市ホームページ等より抜粋） 
俳人松尾芭蕉は「奥の細道」で須賀川に８日間も滞在しました。 
芭蕉記念館は、芭蕉が須賀川を訪れて３００年になったことを記念して、芭蕉が参拝し

たといわれる八幡神社（現在の市役所入り口右側）に平成元年４月、芭蕉記念館を建設。

須賀川市の観光の拠点として、また市民の文化活動の場として利用されています。 

施設概要 
 

木造２階建 
敷地面積 716.11㎡ 
建物面積 399.42㎡  

【１階部分】233.80㎡･･･展示室・休息室102.48㎡、 

茶室20.63㎡、水屋(４帖)、事務室13㎡ 

        【２階部分】165.62㎡･･･芭蕉の間33㎡、等躬の間52.8㎡ 

駐車場  市役所駐車場と共有 

指定管理者 特定非営利法人チャチャチャ２１ 

年間入館者数 
平成18年度  一般入館者 ５，３１７人 

        団体       １，９０３人（８０件） 

        貸館    ２，２０４人（１５２件） 

資料点数 
1,268点（平成19年10月31日現在） 

掛軸、巻物等 ８２３点、図書４４５点 

年間展示 歳時記に応じ８回～１０回展示替え 
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６．芭蕉の館 概要   

名 称 芭蕉の館 

住 所 栃木県大田原市前田980番1 

開館時間 午前９時～午後５時 

休館日 毎週月曜日（祝日のときは翌日）、年末年始（１２／２８～１／４） 

料 金 
大人３００円（２００円）、小・中学生１００円（５０円） 

( )内は２０名以上の団体料金 

交通機関 JR西那須野駅から東野バス35分、 東野黒羽営業所下車、車で5分。 

開 館 平成元（１９８９）年１０月２１日 

沿 革 
 
 
 
 

 

（黒羽町商工会ホームページより抜粋） 
黒羽町芭蕉の館は、郷土の歴史、文学、人文等に関する資料を収集及び保存、公開を

し、郷土意識の高揚及び教育、文化の振興を図ることを目的として設置された施設です。

（大田原市ホームページより抜粋） 
芭蕉の館は、芭蕉に関わる資料と、黒羽藩大関家の資料を常時展示していますが、多

くの方々に郷土の文化遺産への関心を高めてもらうため、特別企画展も開催しています。

建物は、八溝材を豊富に用いて重厚なたたずまいを誇っています。館の庭には、芭蕉が

馬に跨り曽良を従えているブロンズ像があり、当時の芭蕉の旅の姿がしのばれます 

施設概要 
 
 
 

木造平屋建 
建築面積1,120㎡、収蔵庫面積47㎡、展示室面積384㎡ 

特別収蔵庫、収蔵庫、芭蕉展示室、特別展示室、青山文庫展示室、大関記念室、 
和室、水屋、受付、準備室、研修室、休憩室３、応接室、閲覧室、事務室、湯沸室、

くん蒸室、機械室、フロンボンベ室、トイレ２、エントランスホール、風除室、 
指定管理者 無 

年間入館者数 
 
 

平成９年度   ２３，６７１人 
平成10年度  ２２，０１６人 
平成11年度  １９，６１５人 
平成12年度  １９，０４３人 
平成13年度  １９，７９２人 

平成14年度  １７，４２６人 
平成15年度  １６，２７９人 
平成16年度  １３，７４９人 
平成17年度  １１，７６７人 
平成18年度  １２，５７６人 

資料点数 
約７，５００点 

 
 
 
 

主な資料 
・芭蕉･俳諧関係資料 約140点 ･･･各種芭蕉画像（レプリカを含む）、各種芭蕉木造、

『おくのほそ道』、近世俳諧関係資料等 
・「大関家文書」約2,300点    ･･･黒羽藩主大関家伝来文書群 
・「作新館文庫（大関文庫）」約4,400冊 ･･･黒羽藩校旧蔵書・大関氏旧蔵書等 
・甲冑、刀剣類 約10点 
・その他 

年間展示 
常設展示のほかに企画展（図録も製作）を毎年１回開催。 

コレクション展１回開催 

年間事業 

5月～9月･･･「大関家文書」に光を当てた古文書入門講座を10回開講 
8月･･･大学生の博物館実習の受け入れ 
10月頃から1～2ヶ月間･･･黒羽にゆかりのあるテーマで企画展を開催 
3月･･･那須･黒羽地域に関わる漢文資料を取上げた漢文講座(全4回)を開講 
その他、数回講演会等を開催 
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７．芭蕉･清風歴史資料館 概要   

名 称 芭蕉・清風歴史資料館 

住 所 山形県尾花沢市中町５番３６号 

開館時間 午前９時３０分～午後４時３０分、（11月～2月は午前９時～午後４時） 

休館日 １２月２８日～１月４日、展示替えのとき 

料 金 
大人 200円（120円）、学生 100円（60円）、小人 50円（30円） 
（ ）内は20名以上の団体料金 

交通機関 
ＪＲ大石田駅からバス尾花沢行乗換え尾花沢下車徒歩10分、ハイヤーで10分 

山形交通バス横町下車 

開 館 昭和５８（１９８３）年７月３日 

沿 革 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

（パンフレットより抜粋） 

芭蕉・清風歴史資料館は、昭和58年(1983)7月、歴史を学び、大切に保存して子孫に

伝えることを目的として開館しました。 

元禄2年(1689)5月、芭蕉は門人曾良をともない、山刀伐峠のけわしい路を越えてここ

尾花沢に鈴木清風をたずね、10泊しました。芭蕉は不朽の名作『おくのほそ道』に「か

れは富める者なれども、志いやしからず」と記しています。 

 清風は、元禄期における出羽の豪商で、風雅にも心を寄せた人物でありました。それ

から約300年、昔のおもかげはなくなりました。しかし、自然の美しさと心に豊かさを

求める人々に残されているかこのおもかげに人びとの思いをひきつけます。 

 芭蕉と清風(鈴木八右衛門、号道祐)の尾花沢での出会いをしのび、さらに雪の町尾花

沢の生活をふりかえって、地域の歴史と文化に対する認識と理解を深めていただきたい

と願っています。 

（ホームページより抜粋） 

尾花沢の「紅花大尽」、豪商で俳人の鈴木清風宅の隣に、江戸末期の町家建築で造り酒

屋の旧丸屋・鈴木弥兵衛の店舗と母屋を移築、復元した、松尾芭蕉と鈴木清風に関する

資料館です｡館内では２人の出会いと交友を知る資料や尾花沢の歴史や暮らしに関する

資料を展示しています｡ 

施設概要 
 
 
 

 
 

木造２階建 
（パンフレットより抜粋） 
向かって左半分の土蔵および母屋は、江戸時代末期の創建と考えられ、右半分は明治

時代のものである。店舗の全面には、土間式の「こみせ」があり、土蔵造の「みせ」に

は防火扉の蔀戸を吊っている。母屋は、通り土間を設け、いわゆる中門造りの形をとる

など、雪国の民家・町家建築の配慮が行われている。母屋の4つの座敷は中央の置き柱

のもとで互に接し、柱をとりはずすと32畳敷の大部屋となる。この建築は、尾花沢地方

における江戸時代町家の完成した姿を伝える貴重な遺構である。 
指定管理者 無 

年間入館者数 平成１５年度  １１，９００人 
平成１６年度  １１，５９２人 

平成１７年度  １１，９５０人 
平成１８年度  １１，３２０人 

資料点数 ３３７点（常設展示） 

年間展示 
 
 

常設展・・・通年 

特別展・・・平成19年度事業  7/1～7/31「色紙・短冊展」、9/1～9/24「浮世絵展」

     10/1～11/30「仙台街道 軽井沢越え」、12月～3月「雪をながむる尾花沢展」、

3/15～4/13「尾花沢のひなまつり展」 
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８．芭蕉の館 概要   

名 称 芭蕉の館 

住 所 石川県加賀市山中温泉本町２丁目二８６番地の１ 

開館時間 午前９時～午後５時 

休館日 水曜 

料 金 １００円（中学生以下無料） 

交通機関 
加賀ＩＣから車で20分、,加賀温泉駅より路線バスで30分、山中温泉バスターミナルか

ら徒歩10分、いい花お散歩号・菊の湯山中座バス停から徒歩5分 
開館 平成１６年１１月６日 

沿 革 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ホームページより抜粋） 

『奥の細道』の途上､山中温泉にも立ち寄り“山中や菊は手折らぬ湯の匂い”と詠んだ松

尾芭蕉｡そんなゆかりの地に､芭蕉と山中温泉の関わりを紹介する資料館がある｡明治期

の旅館を改修した建物は､土蔵造りの白壁と鉄扉が特徴｡館内には広間や茶室があり､芭

蕉に関する資料の他､山中漆器の名品なども展示｡庭園を眺めながら､お茶をいただくこ

ともできる｡ 

（パンフレットより抜粋） 

元禄２年の秋、松尾芭蕉は門弟の曾良をともない、山中温泉を訪れ泉屋に９日間逗留

しています。山中温泉の総湯「菊の湯」の名称は、芭蕉が「奥の細道」で詠んだ「山中

や菊はたおらじ湯のにほひ」に由来します。 

 本館の建物は、その芭蕉が逗留した泉屋に隣接していた「扇屋」の別荘を平成１６年

に再整備したものです。明治３８年の建築で築後１００年を経ていますが、鉄扉を配し

た白壁土蔵造りの耐火構造によって昭和６年の大火にも類焼をまぬがれました。内部は、

当時の旅館としては珍しい広い庭園や、庭園を臨む雁行型の濡れ縁など、和風情緒豊か

な憩いの空間として湯治客にも親しまれてきました。 

 芭蕉に多少なりともゆかりのある地に本館を開館しましたのは、この芭蕉と山中温泉

のかかわりを大切にするとともに、４００余年の歴史を有する伝統工芸「山中漆器」の

秀品の数々を永く将来に伝え、多くの方々にご覧頂きたいとの想いから、さらには観光

客の皆様と私ども山中町民がくつろぎながら親しむことの出来る場所としてお役に立つ

ことを願ってこの芭蕉の館を開館いたしました。 

施設概要 

木造２階建 

敷地面積 2,340㎡ 

建築面積  573㎡ 

延床面積  851㎡ 

  【１階部分】･･･多目的室(和室10帖2室、12.5帖1室)、 待合10帖、茶室、 

体験コーナー、和室、事務室、トイレ、厨房(11帖)、土間など 

  【２階部分】･･･漆器展示室(和室10帖、和室5帖)、 

芭蕉展示室(和室10帖、7.5帖、10帖)、 

その他（和室10帖）、トイレなど 

指定管理者 有 

年間入館者数 ９，０４７人（平成18年1月1日～12月31日） 

資料点数 芭蕉関係 約50点、 伝統工芸関係 約200点 

年間展示 絵画展1回、茶会３回、工芸展２回 

年間事業 視察研修、啓蒙活動（特筆すべき事業は無し） 
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９．子規記念博物館 概要   

名 称 子規記念博物館 

住 所 愛媛県松山市道後公園１番３０号 

開館時間 
５月１日～１０月３１日 午前９時～午後６時（入館は午後５時３０分まで）  

１１月１日～４月３０日 午前９時～午後５時（入館は午後４時３０分まで） 

休館日 月曜日、祝祭日の翌日、１２月２９日～３１日、館内整備の日 

料 金 
個人：４００円／団体（２０人以上）：３２０円  

※特別展観覧料は別に定めます。 児童生徒（高校生以下）は無料 

交通機関 市内電車 道後温泉駅より徒歩５分 道後公園内 

開 館 昭和５６（１９８１）年４月２日 

沿 革 

（ホームページより抜粋） 

松山市立子規記念博物館は、正岡子規の世界をとおして、より多くの人びとに松山や文

学について親しみ、理解をふかめていただくために開設された文学系の博物館です。市

民の知的レクリエーションや学校の課外学習の場、研究者の研究機関、観光客のビジタ

ーセンターとして親しまれています。 

施設概要 

 

 

 

 

鉄筋鉄骨コンクリート造地下１階地上４階塔屋１階建 

敷地面積 2,814.11㎡、 建築面積 1,416.14㎡、 建築床面積 7,087.767㎡  

【地下部分】 駐車場・収蔵庫・機械室 1,747.748㎡  

【１階部分】 ミュージアムショップ・視聴覚室・閲覧室・第１会議室・ 

事務室・作業室  1,299.215㎡      

【２階部分】 展示室第１室・喫茶・第２会議室 1,256.112㎡           

【３階部分】 展示室第２室・特別展示室・研究室・特別収蔵庫 1,354.951㎡ 

【４階部分】 講堂・和室  1,364.313㎡ 

【屋階】    エレベーター機械室  65.428㎡ 

駐車場   23台（30分あたり100円） 

貸出施設 
１階会議室（円卓室）20名程度、２階会議室 20～40名程度 ３階特別展示室 

４階和室（畳敷）100名程度、 ４階講堂（机席300名、椅子席600名程度） 

指定管理者 無  （松山市） 

年間入館者数 

平成９年度  １４３，０９８人 
平成10年度 ３６，８７３人 
(7月～3月改修工事のため休館) 
平成11年度 １４３，８５８人 
平成12年度 １１５，６５６人 
平成13年度 １２３，６７２人 

平成14年度 １１６，２９４人 
平成15年度 １２５，５７１人 
平成16年度  ９７，０１３人 
平成17年度  ９９，０７３人 
平成18年度  ９３，１８５人 

資料点数 約58,000点（平成19年10月31日現在） 

年間展示 

常設展示については基本的には入れ替えなし。 

新収蔵資料等は特集コーナーを利用し展示。（年３～４回） 

 （パンフレットより抜粋） 

「人間正岡子規」をメインテーマに、子規の中に息づく伝統と風土、子規の生きた時代

のダイナミズム、多様性と統一性としての子規世界をえがくべく、３つのサブテーマ、

Ⅰ.道後松山の歴史、Ⅱ.子規とその時代、Ⅲ.子規のめざした世界、に大別しました。展

示資料保存のため、展示ケース内は無紫外線蛍光管を使用し、24 時間恒温恒湿空調を実

施しています。 
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１０．高岡市万葉歴史館 概要   

名 称 高岡市万葉歴史館 

住 所 富山県高岡市伏木一宮１－１１－１１ 

開館時間 （４月～10月）午前９時～午後６時 （11月～3月）午前９時～午後５時 

休館日 火曜日（火曜日が祝日の場合はその翌日）、年末年始 

料 金 

一般２１０円（１６０円）、中学生以下無料 
（ ）内は２０名以上の団体料金、満６５歳以上の一般個人は 20％割引（160 円）、盲学

校・ろう学校・養護学校の生徒は無料 
交通機関 JR伏木駅から徒歩20分、能越自動車道高岡ICから20分 

開 館 平成２年１０月２８日 

（パンフレットより抜粋） 

高岡市万葉歴史館は、平成２年１０月に、「万葉集」を中心テーマに捉えた全国で初めて

の専門施設として開館しました。 

ここでは「万葉集」や越中と「大伴家持」とのつながりなどを楽しみながら学んでいただ

けるような展示を常時行っています。 

また、万葉とその時代を探求するため、広く関係資料や文献・各種の情報などを収集・整

理するとともに、自ら調査・研究を行っており、それらの成果を全国の万葉研究施設と、

万葉研究者に提供しています。 

さらには、万葉セミナー、学習講座の開催や出版、教育普及活動など学習機会の提供も行

い、この施設が全国の万葉愛好家への情報発信基地・交流の拠点となることを目指してい

ます。 

リニューアルオープンした常設展示室では「家持劇場」が上演されており、映像と声楽で

より越中万葉の世界を楽しんでいただけます。館の周囲にある万葉の庭は、万葉の自然と

触れ合うやすらぎと潤いの場を創出しています。また周辺観光の拠点施設の役割を果たし

ており、全国各地から大勢の方々が訪れ、観光・娯楽の面からも注目を集めています。 

沿 革 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ホームページより抜粋） 

●万葉情報の全国発信基地 

高岡市万葉歴史館は『万葉集』を中心テ－マに据えた初めての研究施設として平成2年

10月に開館しました。当館では『万葉集』や「越中万葉の世界」を楽しみながら学んで

いただける常設展示「家持劇場」や企画展示を行っています。また、『万葉集』とその

時代を探求するため関係資料の収集・整理し閲覧できるようになっています。そして、

その研究成果を全国に発信しています。 

●高岡市万葉歴史館は、『万葉集』に関心の深い全国の方々との交流を図るための拠点施

設として、1989（平元）年の高岡市市制施行百周年を記念する事業の一環として建設さ

れ、1990（平２）年10月に開館しました。 万葉の故地は全国の４１都府県にわたって

おり、「万葉植物園」も全国に存在していました。しかしながら『万葉集』の内容に踏

みこんだ本格的な施設は、それまでどこにもありませんでした。その大きな理由のひと

つは、万葉集の「いのち」が「歌」であって「物」ではないため、施設内容の構成が、

非常に困難だったからでしょう。 『万葉集』に残された「歌」を中心として、日本 初

の展示を試みた「高岡市万葉歴史館」は、万葉集に関する本格的な施設として以下のよ

うな機能を持ちます。 

第１の機能  調査・研究・情報収集機能 
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 『万葉集』とそれに関係をもつ分野の断簡・古写本・注釈書・単行本・雑誌・研究論

文などを集めた図書室を備え、全国の『万葉集』に関心をもつ一般の人々や研究を志

す人々に公開し、『万葉集』の研究における先端的研究情報センターとなっています。

第２の機能   教育普及機能 

『万葉集』に関する学習センター的性格も持っています。専門的研究を推進して学界

の発展に貢献するばかりではなく、講演・学習講座・刊行物を通して、広く一般の人々

の学習意欲にも十分に応えています。 

第３の機能  展示機能 

当館における研究や学習の成果を基盤とし、それらを具体化して展示し、『万葉集』

を楽しく学び、知識の得られる場となる常設展示室と企画展示室を持っています。  

第４の機能  観光・娯楽機能 

１万㎡に及ぶ敷地は、約80％が屋外施設です。古代の官衙風の外観をもたせた平屋の

建物を囲む「四季の庭」は、『万葉集』ゆかりの植物を主体にし、屋上自然庭園には、

家持の「立山の賦」を刻んだ大きな歌碑が建ち、その歌にうたわれた立山連峰や、家

持も見た奈呉の浦（富山湾）の眺望が楽しめます。 

施設概要 

 

 

 

 

 

鉄筋鉄骨コンクリート造平屋建（一部地階） 

敷地面積 10,405㎡ 

延床面積 2,281㎡（地下620㎡、１階1,661㎡） 

常設・企画展示室501㎡、一般・特別収蔵庫142㎡、 

講義室・図書室292㎡、管理棟423㎡ 

公園面積 6,564㎡ 

駐車場（無料） 普通乗用車５４台（1,370㎡）、大型観光バス７台(573㎡) 

指定管理者 

 

 

財団法人高岡市民文化振興事業団 

 職員数１７名･･･館長１、副館長１、学芸課長(非常勤)１、総括研究員１、 

主任研究員１、研究員１、嘱託研究員２、 

学芸助手(非常勤)１、主任司書１、管理担当７(内非常勤５) 

年間入館者数 

 

 

 

平成９年度  ４７，６２８人 
平成10年度 ４２，２６３人 
平成11年度 ４０，６６３人 
平成12年度 ４１，１７５人 
平成13年度 ４０，４８１人 

平成14年度 ３８，５３５人 
平成15年度 ４０，８７９人 
平成16年度 ４０，２３７人 
平成17年度 ４３，４３７人 
平成18年度 ３９，７１８人 

  
 辞書・辞典・図鑑・目録・索引・年表類  1,053   

 全集・叢書・注釈書類         4,848  

 単行本               6,444  

 紀要・雑誌             8,875  

 諸本・複製本 2,203  

 論文 47,378  

 視聴覚資料 1,241  

 館蔵品（絵画・書・古地図・カルタ等） 595  

 計 72,637  

資料点数 

総数72,637点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

年間展示 常設展示「ふるさとの万葉」 第５回企画展「天平万葉」 春・秋特別企画展開催事業 
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年間事業 

 

 

 

 

展示事業･･･上記内容 

万葉歴史館紀要、叢書、研究論集の発刊事業 

万葉に関する文献資料の収集事業(万葉関連図書資料収集事業) 

万葉に関する論文資料の収集事業(万葉関連論文複写製本事業･国立国会図書館) 

各種講座・セミナーの開催事業 

全国万葉短歌大会の開催（共催事業） 

その他活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

館内説明ボランティア「和草(にこぐさ)」 

活動内容   土・日・祝祭日に来館者に対する館内ガイド 

活動者数   １５名(文化振興事業団理事長から委嘱) 

研修等    企画展示替えや春秋の特別展示の際に研修を行っている 

経 費    交通費実費程度を支給 

 

「万葉を愛する会」 

   目 的  万葉歴史館の活動を支援し、全国の万葉愛好団体等との交流を図り、歴

史館の充実・発展に資する。 

   活動内容  愛する会だよりの発行（年３回） 

         愛する会勉強会・会員の集い（年２回） 

         愛する会会員の発表会・交流会（年１回） 

        万葉まつり（朗唱の会・万葉故地交流会）等への参加 

        愛する会ミニコンサート 

        愛する会万葉故地めぐりバスツアー（年１回） 

   会員数   個人会員    ５４４名 

        特別会員(企業等) １４社 
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◆他：文学館/記念館例               

                  

館名 所在地 設立主体 開館年月 建築面積 延床面積 展示面積

姫路文学館 兵庫県姫路市山野井町84 姫路市 1991年4月 1,324 ㎡ 3,815 ㎡ 1,296 ㎡

姫路文学館南館 〃 〃 1996年5月 1,360 ㎡ 2,564 ㎡ 216 ㎡

菊池寛記念館 香川県高松市昭和町1-2-20 高松市 1992年11月 2,492 ㎡ 11,330 ㎡ 712 ㎡

中山義秀記念文学館 福島県西白河郡大信村大字増見字北田58 大信村 1993年4月 1,080 ㎡ 1,080 ㎡ 243 ㎡

堀辰雄文学記念館 

長野県北佐久郡軽井沢町大字追分字坂上

662 軽井沢町 1993年6月 364 ㎡ 124 ㎡ 90 ㎡

世田谷区立世田谷文学

館 東京都世田谷区南烏山1-10-10 世田谷区 1995年4月 1,469 ㎡ 4,593 ㎡ 720 ㎡

香北町立やなせたかし

記念館 高知県香美郡香北町美良布1224-2 香北町 1996年7月 901 ㎡ 1,813 ㎡ 1,127 ㎡

寺山修司記念館 青森県三沢市大字三沢字淋代平116-2955 三沢市 1997年7月 844 ㎡ 833 ㎡ 478 ㎡

伊能忠敬記念館 千葉県佐原市佐原イ1722-1 佐原市 1998年5月 1,034 ㎡ 1,088 ㎡ 500 ㎡

松本清張記念館 福岡県北九州市小倉北区城内2-3 北九州市 1998年8月 1,583 ㎡ 3,391 ㎡ 774 ㎡

仙台文学館 宮城県仙台市青葉区北根2-7-1 仙台市 1999年3月 2,377 ㎡ 4,693 ㎡ 682 ㎡

司馬遼太郎記念館 大阪府東大阪市下小阪3-11-18 司馬財団 2001年11月 445 ㎡ 997 ㎡ 245 ㎡

日本現代詩歌文学館 岩手県北上市本石町2-50-60 北上市 2002年5月 1,998 ㎡ 3,165 ㎡ 36 ㎡

徳島県立文学書道館 徳島市中前川町2丁目22-1 徳島県 2002年   ㎡ 4,598 ㎡ 1,369 ㎡

一茶記念館 長野県上水内郡信濃町柏原2437番地2 信濃町 2003年4月 827 ㎡ 1,371 ㎡ 312 ㎡
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資料６ ＜文化施設を取り巻く、まちづくり・観光振興事例＞ 
 

兵庫県伊丹市・みやのまえ文化の郷 

 
■ 経緯（背景、沿革など） 

京・大阪に近く、酒どころとして経済的にも文化的にも水準の高い町であった江戸時代の伊丹では、

俳壇も栄え、文化墨客の往来も盛んで、太くたくましい「伊丹風俳諧」が起こった。その拠点だった俳

諧塾「也雲軒（やうんけん）」には、西山宗因や井原西鶴など諸国の俳人、文人たちが集い、そうした

中に育った上島鬼貫（うえしまおにつら、1661-1738）は、より文学性の高い俳諧を求めて独自の俳風

をつくりあげた。 

この中で蓄積された文化遺産に故・岡田利兵衞氏 （俳号・柿衞）の系統的な収集を加えて発足した

のが財団法人柿衞文庫である。建物は昭和 59 年に開館。収蔵品は書籍や軸物、短冊などの貴重な資料

約 9500 点を数え、東京大学総合図書館の「洒竹・竹冷（しゃちく・ちくれい）文庫」、天理大学附属天

理図書館の「綿屋文庫」と並ぶ日本 3大俳諧コレクションの 1つと呼ばれている。また平成 3年より「鬼

貫賞」が設けられ俳句コンテストが行われるなど、積極的な活動が行われている。 

昭和 62年には柿衞文庫の建物を増築し共同利用する形で伊丹市立美術館が開館。上記 2館に加えて、

工芸センター、伊丹郷町館(旧岡田家住宅、旧石橋家住宅、新町家をいう)を整備。「みやのまえ文化の

郷」と称して、伊丹市の文化事業の拠点として位置づけている。 

 
■現状（活動、評判など） 

また伊丹市は、俳句から、更に「ことば（日本語）文化」を大切にする活動を行うことが重要と捉え、

市民一人ひとりがことばへの関心を高め、心豊かなまちづくりを推進するため、「ことば文化都市伊丹」

を標榜し、様々な事業展開を図っている。 

平成 18 年、国の構造改革特別区域「『読む・書く・話す・聞く』ことば文化都市伊丹特区」の認定を

受け、市内 4 小学校をモデル校とし、「ことば科」を新設。20 年度は全小学校に適用する予定である。

また市内全中学校には「グローバルコミュニケーション科」を設置した。伊丹市の義務教育において、

日本語及び英語教育を充実し、児童生徒のコミュニケーション力や学力の向上を図り、子どもたちに自

信を与えるとともに、豊かなことばがもたらす円滑な人間関係を構築することを目指している。 

平成７年には、日本酒と地ビールをテーマにした複合施設「白雪ブルワリービリッジ長寿蔵」が隣接

地にオープン。最近は、全国から俳句グループが伊丹を訪れ、「文化の郷を見学し、長寿蔵で食事を取

り、一句詠む」というパターンができつつある。駅前開発など、市民と行政が一体となった地道なまち

づくりが功を奏し、次第に伊丹の集客性が高まってきている。 

 

■文化施設の概要 
 館名：伊丹市立伊丹郷町館、伊丹市立工芸センター、伊丹市立美術館、柿衞文庫 
 住所：兵庫県伊丹市宮ノ前 2 丁目周辺 
 面積・規模：敷地面積   述べ床面積（伊丹市立美術館）：延床面積 2,737 ㎡ 

 主な機能と展示内容：重要文化財に指定された店舗と酒蔵、公立の工芸振興施設、俳諧文化の収蔵物

美術館が集合した、文化ゾーンを展開 
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岩手県北上市 日本現代詩歌文学館 

 
■経緯（背景、沿革など） 
 北上市は、花巻市と共に人口約 22 万人の北上都市圏を形成しており、県内では盛岡都市圏に次ぐ規

模となっている。昭和 30 年代までは特徴の無いありふれた農業地域であったが、その後比較的早い時

期から企業誘致に取り組み始めた。新幹線や自動車道の整備を行い、岩手・秋田県にまたがる流通の重

要拠点の地位を得た。現在１８０社以上もの企業誘致を成功させ、東北でも有数の流通・工業集積地に

成長した。その為、人口が減少する市町村が多い中で、北上市は岩手県の中でも数少ない人口増加都市

であり、近年では北上駅周辺にマンションやホテルが建設されており、都市景観も変貌しつつある。 
そのような背景の中、詩歌専門の文学館が欲しいという声が、東京周辺の詩歌人や出版関係者などの

間に上がっていたが、これからの情報化社会の中で全ての中心が東京にある必要はないと考えられ、詩

歌の文学館を建てるのに相応しい風土として東北地方が候補に上がり、その運動を市制 30 周年を迎え

ようとしていた北上市が積極的に受け入れ、設立が決まったものである。 
 詩歌の本や雑誌は全国で膨大な資料のものが発行されているが、それぞれの部数はほとんどが、ごく

わずかで、時間がたってしまうとほとんど入手不可能になることから、多くの「優れた詩歌に触れたい」

「研究を深めたい」という人たちの声を反映する形で詩歌文学館になった。 
詩歌専門の総合文学館は全国で唯一のもので、世界的に見ても例がない。 

 過去の貴重な資料を集めるばかりではなく、今現在、そしてこれから生み出されていく作品や資料を

大切にして行きたいと考え、明日になれば明日が、10 年後には 10 年後のその日が「現代」であり「現

在」になるというように、つねに未来に開かれていたいと考え「現代詩歌文学館」となった。 
 
■現状（活動、評判など） 
中央図書館の隣、詩歌の森公園の一角に位置し、管理運営は、日本現代詩歌文学館運営協会であり、

詩、短歌、俳句、川柳に関するありとあらゆる資料を収集、保存し閲覧に供しているほか、テーマを設

けた年間展示や井上靖の記念室、俳人山口青頓の移築した居宅、雑草園を見ることが出来る。 
文学を読むばかりではなく、目で見て楽しめる展示、詩歌・俳句の鑑賞、実作が、学べる講座なども

行い、誰もが詩歌に親しむことが出来る。 
また 1986 年より詩歌文学館賞を設立。以降毎年、詩・短歌・俳句 3 分野それぞれに表彰を行なって

いる。 
更に北上市には、「みちのく民族村」といった古民家など 20 棟以上を移築した野外博物館、旧菅野家

住宅（国の重要文化財）、南部領伊達領境塚などがあり、伊賀市と似た景観を持つ。 
 

■文化施設の概要 
 館名  ：日本現代詩歌文学館 
 設立主体：北上市 
 住所  ：岩手県北上市本石町２－５６－６０ 
 規模等 ：建築面積 1,998 ㎡、延床面積 3,165 ㎡         
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金沢 21 世紀美術館 

 
■経緯（背景、沿革など） 
 金沢市にある現代美術を収蔵した美術館。愛称まるびぃ（由来は「丸い美術館」）。 

もと金沢大学教育学部附属中学校・小学校・幼稚園があった場所に、2004 年 10 月 9 日に開館された。

金沢市でもっとも観光客を集める兼六園の真弓坂口の斜め向かいに当たり、金沢城を復元中の金沢城公

園の入口からも近い。また、繁華街の香林坊や片町からも徒歩圏内にある観光都市の中心部に立地した

美術館。周囲には、石川近代文学館、石川県立美術館、石川県立歴史博物館などテーマの異なる芸術関

連施設があり、こうした資源の集積がはかられている。 
各地で地方公共団体の財政難や公立美術館の赤字が問題になる中、当初金沢でも市立の美術館を新し

く作ることに対し厳しい目が注がれていた。企画立案は、こうした市民との討論から始まった。同時代

の美術を世界から収集し、金沢の工芸やデザインに刺激を与え活性化し、新しいものを生み出す土壌を

育成するという新美術館の方針や効果は徐々に理解を得ていった。また収蔵品は 1990 年代半ばから収

集が始められ、その一部は金沢市民芸術村や市内の学校、商店街などでプレオープン事業として公開さ

れ、シンポジウムやワークショップも多数開催された。これらは、市民の間に新しい美術館やその収蔵

品、活動に対し理解を得るためのものであった。開館後も児童・学生や団体客に対する鑑賞教育活動は

ひきつづき盛んに行われている。 
 
■現状（活動、評判など） 
開館後の第一回展は収蔵品等を一堂に集めた展覧会のほか、無料ゾーンの市民ギャラリーで印象派以

降現代に至る名品展が同時開催され、多くの観客を集めることに成功した。 
未来を担う子どもたちに美術館へ来てもらうことに力を注ぎ、「ミュージアム・クルーズ」なるプロ

ジェクトを実施し、今年３月までに市内在住の小中学生約４万１千人全員を無料招待した。「ミュージ

アム・クルーズ」で子どもたちに渡したプログラムに「もう１回券」をつけ、無料で招待した子どもた

ちが少なくとも１万人以上の大人＝両親を美術館に連れてくる効果を得る。その効果として、現在でも

美術館ギャラリーでは初めて来館した親に向かって、リピーターである子どもたちが得意気に展示作品

の説明をしている姿をひんぱんに見ることができる。公立美術館冬の時代と言われ、「ここがコケたら

今後 50 年間は冬の時代が続く」と、各地の美術館から入館者の推移が注目されたが、開館から 1 年間

で地方都市の公立美術館としては驚異的な 157 万人もの入館者を集めた。平成１８年８月に、入館者数

２５０万人を突破した。また、金沢美術工芸大学の卒業制作展が毎年ここで行われている。    
 
■文化施設の概要 
 館名  ：金沢 21 世紀美術館 
 設立主体：金沢市 
 住所  ：石川県金沢市広坂１－２－１ 
 規模等 ：敷地面積 26,964 ㎡、延床面積 17,092 ㎡ 
 


