
平成２５年１２月２６日  

 

伊賀市長 岡 本  栄 様 

 

（仮称）芭蕉翁記念館事業計画検討委員会 

委員長  藤 田 真 一 

 

(仮称)芭蕉翁記念館事業計画について（２次答申） 

 

2013 年（平成25 年）2月8日に諮問のあった(仮称)芭蕉翁記念館事業計画について、（仮

称）芭蕉翁記念館基本計画の関連事項について確認･検証を行ないながら、芭蕉翁記念館の

現状と課題、将来構想など、様々な角度から検討を加えて、慎重に協議を重ねた結果、別

添検討結果を適当と認めましたので、本施設の建設候補地の選定に関する１次答申に続い

て、下記の内容について答申いたします。 

 ついては、当委員会における意見を十分尊重され、（仮称）芭蕉翁記念館が市民等の期

待に応えるとともに、芭蕉翁に関する研究ならびに俳文学全般に関する研究の中心的な施

設になるように、慎重かつ積極的な判断を下されることを期待します。 

 

記 

 

１ 事業計画について 

２ 施設の運営形態について 

３ 施設の組織形態について 

４ 施設の活動計画について 

５ 施設の展示計画について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

(仮称)芭蕉翁記念館事業計画 

（２次答申） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25年 12月 26日 

 

(仮称)芭蕉翁記念館事業計画 

検討委員会 
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《 答申事項》 

１．事業計画について 

（仮称）芭蕉翁記念館の事業計画の考え方・方針・展開方法については、「（仮称）芭蕉翁記念

館基本計画」（以下「基本計画」という）にて検討されたとおり、以下の点を踏襲すべきであると

考えます。 

①  事業計画の考え方 

芭蕉翁の作品とその心を通じて、芭蕉文学と俳句文芸の継承･啓発を推進するとともに、 

ひと・地域づくりの拠点となる記念館の構想。 

芭蕉翁の生誕地である伊賀市において、その業績をたたえ、かつ顕彰し、芭蕉文学と俳句文芸

の一大拠点として後世に継承する記念館をめざす。 

事業展開においては、芭蕉翁の作品を通じて、その心を理解し、芭蕉翁への尊敬と親しみの気

持ちを深めるなかで、人々の交流を促し、子どもたちの人としての感性を育成することを通じて、

生涯学習の一翼を担うことをめざす。 

来館者自身の再発見や発信ができる場を提供し、ひとの育成と地域づくりの拠点となるととも

に、「まちなか周遊」の推進力を高めることをめざす。 

また、貴重な資料･史料の適切な収集･保存と公開を行なうことで、研究者の支援施設として中

心的な役割を果たすことをめざす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ まちなか周遊の拠点化  

記念館を発着点として、市内および周辺の史跡へと人々をいざない、まちなかを周遊して楽

しむという仕組みづくりにより、伊賀市全体の活性化をはかる。 

■ 芭蕉文学と俳句文芸の拠点化  

芭蕉文学と俳句文芸を継承する事業をいっそう拡充しながら、連句、近現代俳句、外国語俳

句に至るまでの幅広い俳句人口の拡大をはかる。 

■ 生涯学習支援  

芭蕉翁および芭蕉文学と俳句文芸をもって、市民参加の機会を増やす。作句活動のみならず、

ボランティアガイドや学習会、子どもたちの学習サポートなど、多様なメニューでの生涯学

習の活動支援をはかる。 

■ 学校教育連携  

子どもたちにわかりやすい記念館の事業を通じて、芭蕉文学と俳句文芸の学習機会を創出し、

子どもの感性の育成をはかるとともに、記念館外での俳句文芸の学習サポートをはかる。  
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② 事業計画の方針  

自然と一体となる、芭蕉翁の「心」を感じ、 

自分自身の再発見･発信のきっかけづくりと、 

心と体の癒しの場づくりのための多面アプローチ。 

 芭蕉翁は、自然から人としての生き方を学び、自然と一体になることをめざし、俳諧の新しい

あり方を求めて、画期的な“蕉風”をうち立てた。 

芭蕉翁や俳句文芸にすでに親しんでいる人も、まったく知らない人も、どの時代においても変

わることのないこの芭蕉翁の心に、触れ、知り、気づき、学び、自然と向き合い、自分自身を見

つめなおし、自分自身の人としての再発見できるきっかけづくりをめざす。 

さまざまな角度･視点から、芭蕉翁の心を体感し、来館して得たものを来館者それぞれの生活の

中に活かせるとともに、その心から生まれる“ことば”を、俳句という形で来館者自身が発信で

きる場を提供する。 

来館者それぞれが楽しさを味わえる場の提供を記念館の事業計画の基本的な方針とし、わかり

やすく知的娯楽性の高い多様なプログラム等の提供を、事業計画方針の大きな要素として考える。 

 事業展開においては、活動計画のみならず、建築、環境等、すべてにわたって「心と体の癒し」

を提供できるようつとめる。 
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③ 事業計画の展開方法 

間口は広く、内容は深く多様な来館者に応え、一人でも多くの利用を促し、 

ファンづくりにつながる事業展開を行なう。  

記念館への来館者は、多くの市民や学校での校外学習の児童生徒、観光客から俳人や芭蕉研究

者まで、幅広い層が想定される。来館者の各層においてターゲットとする指向はそれぞれ異なる

が、どの指向であっても興味をもって観覧でき、かつ、日常的に利用できるよう、当初よりでき

るだけ幅を広く想定した事業計画をめざす。 

芭蕉翁や俳句文芸にそれほど通暁していない人には、面白い仕掛けや分かりやすい表現で理解

をすすめ、一方、芭蕉翁や俳句文芸に高い関心をもつ来館者には、さらに深い理解や新規の発見

を促す工夫につとめる。さらに研究者や俳人には、蓄積した本物の資料や研究書籍への自由なア

クセスができる、といったように、どの段階の来館者にも存分に楽しめ、また役立てられるよう

な、意欲的な記念館をめざす。これにより、本施設のファンを生み出し、リピーターを増やし、

話題性を高め、どこにもない、いつも新しい何かに出会える「躍動的な記念館」を目標とする。 
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２．施設の運営形態について 

◇ 記念館に管理運営上求められる要件 

記念館の運営形態については、「基本計画」にて検討されたとおり、その役割やテーマを実現す

るために、特に施設の管理運営面において、以下の点が求められると考えます。 

 

① 貴重な資産を継承する責任の担保 

記念館には、芭蕉翁の人物像や作品を伝え、芭蕉文学および俳諧･俳句文芸の継承･発展に寄与

する役割がある。そして、地域ひいては日本全体の貴重な資産であり、かけがえのない文化遺産

を守り伝えてゆく強い意志ととともに、安定的で持続可能な運営体制が求められる。 

※記念館が取り扱うこととなる芭蕉翁や俳句文芸に係る資料は、公益財団法人芭蕉翁顕彰会（以

下「顕彰会」という。）が、その大半を所蔵しているが、それら貴重な資料や財産の保管と継承

に当っては、市と顕彰会との緊密な連携を欠かすことができない。 

 

② 調査･研究機能における専門性と継続性の確保 

記念館は、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ことを

めざすとともに、高い専門性と最新の研究の進展が求められる。 

 

③ 市の施策との連動 

記念館は、地域づくりの拠点であるとともに、市民の生涯学習活動や学校教育における学習活

動への支援を積極的に行なうなど、市の施策と十分に連動した運営が求められる。 

 

④ 地域の活性化に寄与する事業･企画推進部門の充実 

記念館における「まちなか周遊」の拠点としての位置づけや、公募型の中長期展示更新などの

斬新な運営方法に対応するためには、柔軟で優れた企画力や、観光客･市民等のニーズを掘り起こ

す高いマーケティング能力が事業･企画推進部門に求められる。 

 

⑤ 全国展開や高い発信力の確保 

記念館は、全国的な芭蕉文学及び俳句文芸のつながりを生みだし、その一大拠点となることを

めざしている。そのためには、地域に根づいた活動とともに、全国ひいては世界に広がる展開を

両立させることが求められる。 

 

⑥ 地域経済への貢献 

まず何よりも、地域との積極的な連携と、まちなかへの来館者の誘引による波及効果を高める

ことが要請される。そのうえで、効率的な運営による運営コストの軽減をはかり、市の財政負担

の軽減をはかりつつ、地域経済への貢献が求められる。 
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◇ 運営形態のあり方 

平成 15 年に地方自治法の一部改正が施行され、公の施設の管理･運営を地方自治体が指定する

指定管理者(これまでの公共的団体だけでなく、民間事業者、ＮＰＯ法人等も指定可能)に行なわ

せる「指定管理者制度」が導入されました。本市においても、平成 18年度から現在の記念館にお

いて指定管理者制度が導入され、顕彰会を選定し、施設の管理運営を委ねています。 

こうした近年の動向や本市におけるこれまでの実績を踏まえ、今後も顕彰会との連携を一層強

化し、以下の視点による運営体制が望ましいとの判断にいたりました。 

① 芭蕉翁、俳句文芸に関わる専門性の高い学芸･図書部門と民間のノウハウを活用したさまざ

まな活動、企画を実施展開する事業･企画推進部門が連動した運営が求められるため、学芸･

図書部門、事業･企画推進部門、管理部門を一括して管理運営する体制。 

② 記念館の事業運営の中核を担う学芸員は、身分保障に裏付けられた長期間に渡る継続的な勤

務が可能な体制。 

③ 事業展開や学術的研究面において、伊賀市内をはじめ、全国の芭蕉翁や俳諧･俳句関連の施

設や機関と連携できる管理運営体制。 

 

ただし、毎年継続的に実施している芭蕉翁顕彰事業の実施体制や、芭蕉翁関連施設の運営体制、

さらには、記念館の基盤となる資料や史料の所有区分や管理方法など、総合的な見地からの判断

が期待されます。 

 

運営形態案 

館長／副館長 学芸･図書部門 事業･企画推進部門 管理部門 

直営 

※外部委嘱を含む。 

直営 

※一部の業務の外部委託（顕彰会等）を含む。 
直営 
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◇ 外部機関連携について 

活動計画を有効的に実施するために、最小限の負荷で、かつ最大限の効果を発揮できるような

管理運営体制とします。記念館を支える市民ボランティアを受け入れ、外部の施設や機関などと

積極的な連携がはかれる体制をめざします。また、館外に第三者的な運営協議会を設置し、研究

者や専門家に助言を受けつつ、常に向上的な運営を維持することが実現できる体制づくりをめざ

すべきであると考えられます。 

 

新記念館が連携することが必要な相手、連携することが望ましい相手先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□アダプトプログラム 

市が管理する道路、公園などの公共空間を、場所

を決めて、市民、事業者等ボランティアで美化活

動をする制度。 

記念館独自のプログラムとして導入することを検

討する。 

 研究･実作面では、関係のある学会や研究会、あるいは国文学科のある大学等との連携を

はかり、また全国の俳句文芸組織や俳句関係の出版社との共同事業などの企画を考慮する。 

 展示面では、芸術系大学等との連携により新しい展示形態の研究を行なうことを検討する。 

 全国に設置される「芭蕉翁」や「俳諧」を冠する施設との連携をはかる。 

施設間での連携につなげるためにも、まずホームページのリンク等をきっかけに情報提供

などにつなげていくことを行なう。（江東区、須賀川市、黒羽町、山形市、象潟町、信濃

町、松任市、大垣市、伊丹市、松山市、その他） 

 

 

伊賀市 

記念館運営全般について協議
検討･助言を行なう第三者に
よる組織設置の検討を行なう 

 

 

運営協議会 

 

 
周辺関連施設 

全国の芭蕉翁関連施設 

 
俳句文芸関連施設･機関 

 

学校･教育施設 

 

まちに点在する芭蕉翁関連施設や文化施設との連携をはかる。 

 
全国の芭蕉翁関連施設と情報交換をし、積極的な連携をはかる。 

 
全国の俳句文芸関連施設や機関とも積極的に情報交換し、研究
や記念館活動の連携をはかる。 

 

周辺教育施設、総合学習カリキュラムや施設見学プログラムな
どを開発する。 

 
ボランティア 

 

記念館の活動のサポートや記念館の案内。館独自のアダプトプ
ログラムの導入も検討する。 

想定される運営連携のための外部施設や機関 

研究施設 大学や関連文化施設、専門研究機関との連携をはかる。 

 

イベント実行委員 

 

毎年のイベントなどは、実行委員会を設置し運営にあたる。 
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◇ 類似施設の運営形態 

運営形態 該当施設 

公設公営方式 

（直営方式） 

01 姫路文学館（姫路市） 

03 宇治市源氏物語ミュージアム（宇治市） 

06 一茶記念館（信濃町） 

08 中山義秀記念文学館（白河市） 

10 三重県立博物館（三重県） 

11 斎宮歴史博物館（三重県） 

12 桑名市博物館（桑名市） 

13 四日市市博物館（四日市市） 

14 鈴鹿市博物館（鈴鹿市） 

16 亀山市歴史博物館（亀山市） 

17 大黒屋光太夫記念館（鈴鹿市） 

20 芭蕉・清風歴史資料館（尾花沢市） 

24 千代女の里俳句館（白山市） 

民設民営方式 

（直営方式） 

15 伊賀流忍者博物館（一般社団法人伊賀上野観光協会）※建設含む 

18 本居宣長記念館（公益財団法人鈴屋遺跡保存会）※建設含む 

25 柿衞文庫（公益財団法人柿衞文庫）※建設含む 

公設民営方式 

（指定管理者制度） 

02 徳島県立文学書道館（財団法人徳島文化振興財団） 

04 日本現代詩歌文学館（日本現代詩歌文学館運営協会） 

05 仙台文学館（公益財団法人 仙台市市民文化事業団） 

07 三沢市寺山修司記念館（㈱テラヤマワールド） 

09 香美市立やなせたかし記念館 

（アンパンマンミュージアム振興財団） 

19 江東区芭蕉記念館（公益財団法人 江東区文化コミュニティ財団） 

21 山中温泉 芭蕉の館（芭蕉の館） 

23 高岡市万葉歴史館（公益財団法人 高岡市民文化振興財団） 

26 大垣市奥の細道むすびの地記念館 

（公益財団法人大垣市文化事業団） 

公設民営方式 

（指定管理者制度：分割） 

22 松山市立子規記念館（㈱レスパスコーポレーション） 

参考：呉市海事歴史科学館（大和ミュージアム運営グループ） 

参考：島根県立古代出雲歴史博物館（ミュージアムいちばた） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■文学関連施設 

01 姫路文学館（兵庫県姫路市山野井町 84 番地） 06 一茶記念館（長野県上水内郡信濃町柏原 2437-2） 

02 徳島県立文学書道館（徳島県徳島市中前川 2 丁目 22 番 1） 07 三沢市寺山修司記念館（青森県三沢市大字三沢字淋代平 116-2955） 

03 宇治市源氏物語ミュージアム（京都府宇治市宇治東内 45-26） 08 中山義秀記念文学館（福島県白河市大信町屋字沢田 25） 

04 日本現代詩歌文学館（岩手県北上市本石町二丁目 5 番 60 号） 09 香美市立やなせたかし記念館（高知県香美市香北町美良布 1224-2） 

05 仙台文学館（宮城県仙台市青葉区北根二丁目 7 番 1 号）  

■三重県内施設 

10 三重県立博物館（三重県津市広明町 147-2） 15 伊賀流忍者博物館（三重県伊賀市上野丸之内 117） 

11 斎宮歴史博物館（三重県多気郡明和町竹川 503） 16 亀山市歴史博物館（三重県亀山市若山町 7-30） 

12 桑名市博物館（三重県桑名市京町 37 番地 1） 17 大黒屋光太夫記念館（三重県鈴鹿市若松中１丁目 1－8） 

13 四日市市博物館（三重県四日市市安島一丁目 3 番 16 号） 18 本居宣長記念館（三重県松阪市殿町 1536 番地の 7） 

14 鈴鹿市考古博物館（三重県鈴鹿市国分町 224 番地）  

■松尾芭蕉関連施設 

19 江東区芭蕉記念館（東京都江東区常盤 1-6-3） 23 高岡市万葉歴史館（富山県高岡市伏木一宮 1 丁目 11 番 11 号） 

20 芭蕉･清風歴史資料館（山形県尾花沢市中町 5 番 36 号） 24 千代女の里俳句館（石川県白山市殿町 57 番地 1） 

21 山中温泉 芭蕉の館（石川県加賀市山中温泉本町二丁目） 25 財団法人柿衛文庫（兵庫県伊丹市宮ノ前 2 丁目 5-20） 

22 松山市立子規記念博物館（愛媛県松山市道後公園 1-30） 26大垣市奥の細道むすびの地記念館（岐阜県大垣市船町 2 丁目 26-1） 

 

参  考 
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３．施設の組織形態について 

魅力ある記念館を確立するには、施設ハード面の適切な維持管理とソフト事業の魅力ある運営

を行なう必要があります。 

 

◇ 組織形態の考え方 

現在の記念館の運営組織の課題を踏まえながら検討を行った結果、館長をはじめ優秀な人材を

適材適所に配置することが喫緊の課題であります。そして、学芸･図書部門、事業･企画推進部門、

管理部門の３部門構成とすることが望ましいと考えます。 

また、組織の人員や配置については、建設候補地および施設規模に応じて柔軟に検討すべきと

考えます。 

①  館長職の就任 

近年、館長職の不在が続いているが、記念館の総括的責任者として、より深い専門知識や見識

を有する館長の存在が必須となっている。新館オープンに向けて、記念館の総合的かつ長期的な

展望、展示に関わる方針や設計、具体的な活動計画等、今後検討すべき課題が多岐にわたるため、

できるだけ早期の館長の就任が望まれる（非常勤としても可）。 

館長は芭蕉翁生誕地の記念館の「顔」となり、学術的な面においても関係学会に影響力を有す

る、大学教授歴のある有識者や、これに準じるほどの専門知識を有した人物が望まれる。 

②  副館長 

館長職が大学教授、もしくはそれに準じる専門的知識を有する人物となった場合、事務的な職

掌に通じた人物を副館長職に据えてバランスをはかることが望まれる。 

一時的でも館長が名誉館長となった場合、副館長には学識面にも精通した人物が望まれる。 

③  学芸職と事務職の分離 

現在は、正規職員が事務職と学芸職を兼務する状況にあり、業務としては、研究者への資料（主

に版本閲覧）提供や、来館者への展示解説、電話、メール、手紙等による芭蕉翁の生涯や俳詣･

俳句･句碑などについての質問への対応など、きわめて多岐にわたっている。 

芭蕉翁や俳詣全般に関する専門的知識を短期間で身につけることは困難で、長期にわたって積

み重ねていくものである。いつ、どんな来館者があろうと、的確な対応ができる学芸員は不可欠

であり、そうした専門的業務に専念するためにも、事務職との分離が喫緊の課題となっている。 

学芸員個々の資質や学識そのものが、その館のステイタスを高めていくことから、身分保障が

裏付けられ、永続的勤務によって、本格的な研究ができる優秀な学芸員の配置が強く望まれる。 

④  蔵書管理･閲覧機能の強化 

現在の記念館は、昭和 30年の（財）芭蕉翁顕彰会設立時に基本財産となった、江戸期の書物や

学術書をはじめ、一般書、児童書、俳誌等を多数収蔵している。また、個人句集や各結社の俳誌

のほか、学術研究図書の贈呈を多数受けている。しかしこうして当館の「芭蕉文庫」に収蔵する

ものの、閉架式ゆえに、市民や研究・見学などの来館者の利用に供することがきわめて少ない。 

これらの書籍を研究者や来館者に閲覧に供していくことにより、芭蕉翁のみならず、俳諧･俳句

全般について認識を深めていただき、俳句の初心者や、俳句に興味をもつ人に対して貸出や閲覧

のできるような態勢も、今後考慮されるべきだと考える。  
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⑤  学芸員と連携して各種事業を推進する専門部門の設置 

学芸員の職務は、博物館としての基本機能（収集保存、展示公開、教育普及、調査研究等）以

外にも、企画事業の立案と実施、事業への参加呼びかけ、チラシやパンフレットによる入館者の

誘致促進など、多岐にわたる取り組みが求められることが少なくない。しかし、学芸職の員数の

関係で手が回らないこともあり、他の職員も加わって、分担してこれらの業務を進めているのが

現状である。 

このことから、発想豊かで実行力のある人材を広く求め、事業･企画推進部門に適切に配し、学

芸･図書部門と連携を図ることによって、これまで以上に効果的な企画事業の立案をはかるととも

に、その実行が強く求められる。 

また、広報･営業面においても、入場者の促進のため幅広い呼びかけが強化されるとともに、学

芸部門の業務負担も軽減をはかることが望まれる。 

⑥  管理部門の役割 

記念館の総務･経理としての位置づけの他、施設の機械設備に関する管理委託業務や受付･案内

業務等利用者サービス全般について所管する。利用機会の公平性の確保、個人情報保護への配慮、

利用者の安心･安全･快適性の確保など、公共施設としての基本に準拠した市民サービスの提供が

望まれる。 
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◇ 運営組織案 

館長、副館長の下に、学芸･図書部門、事業･企画推進部門、管理部門の３部門を配置します。 

 

① 学芸･図書部門 

芭蕉翁、俳句文芸関連や伊賀の文化の調査･研究を行ない、講座や学校との連携を行なう部門。

また、関連資料、書籍の収集･保存、情報化を行なう。 

 学芸担当 

調査研究業務、資料収集･保存業務、企画展示や学習支援事業などの事業企画を行なう。 

 図書管理担当 

蔵書や開架書架の管理および閲覧サービス活動等を行なう。 

 

② 事業・企画推進部門 

イベント、情報提供サービス、広報活動など外部発信活動の企画･運営や展示の企画、実施を行

なう。 

 展示･イベント担当 

学芸担当とともに企画展示や学習支援事業などのイベント共同企画および実施を行なう。 

 広報営業担当 

教育施設などの連携先や観光集客のための広報、渉外活動等を行なう。 

 

③ 管理部門 

記念館の庶務･維持管理業務を総合的に行なう。 

 管理担当 

総務・経理業務、施設維持管理業務など施設維持に係る業務を行なう。 

 受付･庶務担当 

受付や庶務、事務処理等を担当する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

館長 

事業･企画推進部門 学芸･図書部門 管理部門 

■展示･イベント活動 
■広報営業活動  
■渉外活動 等 

■調査研究業務 
■資料収集保存業務 
■講座･学校連携活動 
■図書管理 
■閲覧サービス活動 等 

■総務･経理業務 
■施設維持管理業務 
■受付･庶務業務 等 

副館長 

・館長は、名誉館長も含め
検討する。 

 
 
・副館長は、実業務上の総
括管理者とする。 
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４．施設の活動計画について 

活動計画については、「基本計画」の諸活動を基本とし、実情に合せ一部の活動について見直し

を行なうとともに、主な要点を以下のとおりとしました。 

◇ 活動計画の要点 

①  豊富な資料の活用 

現在の記念館が所蔵する資料については、芭蕉翁の真跡をはじめとする俳人の自筆物、俳諧･

俳句の書物、また近代の俳句雑誌類など、他館に類を見ないほどに充実している。ところが現在

は、所蔵品を十分に活用するだけの展示スペースがないのが現状である。新記念館の最大ともい

える責務は、これら豊富な資料の公開などを通じて活用をはかり、その存在を広くアピールして

ゆくことである。 

②  俳諧･俳句関連施設の中核施設化 

芭蕉翁のふるさととして、「芭蕉翁がいたからこそ、江戸期はもとより、現代に至るまで俳諧･

俳句文化が続いた」という認識をしっかり把握して、従来の発想をこえて、俳諧・俳句の全体像

をとらえられるような大きな視点をもつべきである。また全国的にみて、これほどに俳句関係の

施設を有する文学ジャンルは他に類をみない。にもかかわらず、現時点ではそれらの施設間の連

携はほとんどとられておらず、まれに所蔵品の貸借関係があるといった程度にとどまっている。

今後は、これら俳句関係の施設間の連携を深める方向性を打ち出すとともに、記念館はその中心

的役割を果たす施設になる意思を示すことが肝要である。 

③  見やすさの工夫 

豊富な所蔵品を多くの人びとに味わい、楽しんでもらえるよう展示手法や空間演出を工夫し、

利用者の興味を引き立てる展示手法の導入が望まれる。設備やレイアウトなど、具体的な方針に

ついては、できるだけ早く検討を始めることが期待される。 

④  幅広い層への対応 

子どもから大人、市民から観光客が、楽しみながら学べ、気軽に何回訪れても新しい発見があ

る施設になることが望まれる。そのために、芭蕉翁や俳文学に気軽に親しめるような思い切った

工夫をこらすとともに、つねに新鮮かつ大胆なアイデアを繰り出しながら企画をもりあげること

につとめるものとする。 
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◇ 活動計画の概要   

記念館の活動は、２つに大別される。第一に、多様なモチベーションで来館する人々それぞれ

に、分かりやすく、面白く、興味深く、芭蕉翁と芭蕉文学、俳句文芸について発信する「交流活

動」である。第二に、資料性･歴史性･学術性に基づいた「基本活動」である。この２つの活動を

通じて、芭蕉翁という人物やその作品の心を伝えることをもって、「公開活動」とする。 

「交流活動」では、来館者はじめ伊賀市来訪者および市民とのコミュニケーションをはかる。 

「基本活動」では、収集した資料･情報をベースに芭蕉翁と芭蕉文学、俳句文芸に関する調査を

行ない、研究を支援し、最適な情報発信手段に加工する。 

「公開活動」では、芭蕉文学や俳句文芸の拠点施設にふさわしい学習支援や研究支援、そして

意欲的な展示活動を行なう。 

交流活動 

１ 情報提供活動 芭蕉翁と俳句文芸に触れる道案内としての役割 

２ サービス活動 芭蕉翁と俳句文芸に親しむとともに、癒しの場の提供 

３ セミナー･イベント活動 記念館の活性化を促し、人的交流の場を提供 

４ 企画･広報･交流活動 施設の永続的な活性化 

公開活動 

５ 学習支援･研究支援活動 芭蕉翁と俳句文芸の学習･研究支援拠点としての役割 

６ 展示活動 芭蕉翁と芭蕉文学の真髄に触れる機会の創出 

基本活動 

７ 収集保存活動 芭蕉翁と芭蕉文学に関する資料･情報の収集保存 

８ 研究活動 芭蕉翁と芭蕉文学に関する幅広い研究 

９ 顕彰活動 芭蕉翁と芭蕉文学の顕彰を実践 
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◇ 活動計画 

① 情報提供活動 

芭蕉翁と芭蕉文学、さらに俳句文芸全般に触れる道案内としての役割を果たす。 

 芭蕉翁と芭蕉文学の礎となった伊賀市の風土や文化、またそれらが芭蕉翁の人生や作句活
動と関わる事項についての必須要素を抽出し、これらを記念館活動の中心に位置づける。 

 抽出した要素を整理し、データベースを作成して、記念館の基礎資料とし、多様な方法で
の道案内をはかる。 

 記念館の要素と関係機関や関連地域、関連史跡、関連資料等を図り、それぞれの対応や双
方向情報発信に向けてのシステム構築をめざす。 

② サービス活動 

芭蕉翁と芭蕉文学、俳句文芸に親しみ、安らげる場を提供する。 

 芭蕉翁作品や関連資料を広く閲覧できる図書ルームや関連地域･史跡へのガイド機能など
を充実させる。 

 建築環境や周辺自然環境などをゆったり楽しめる休憩コーナーを設ける。 

 記念館のデータベースなどに自由にアクセスできる検索コーナーを設ける。 

 記念館にふさわしい魅力的な品物を揃えたミュージアムショップの充実をはかる。 

③ セミナー･イベント活動 

記念館の活性化を促し、人的交流の場を提供する。 

 芭蕉祭やしぐれ忌などとあわせ、芭蕉翁と伊賀市の関わりを、伊賀市内において体感でき
るような催しやイベントの開催をめざす。 

 芭蕉翁研究者等によるシンポジウムや講座、講演会、朗読会など、市民の生涯学習の機会
を増やし、芭蕉翁への関心を高め、理解を深めることをめざす。 

④ 企画･広報･交流活動 

利用者との相互コミュニケーションを通じて施設の永続的な活性化をはかる。 

 広報ポスターをはじめ展示図録、パンフレット、リーフレット、チケットなどを企画制作
する。 

 メデイアに対する広報計画を実施する。 

 展示解説シートやワークシートなどを企画制作する。 

 来館者アンケートや市民アンケートなどによる館活動への意見聴取･分析を行なう。 

 インターネットを通じた館活動告知を企画制作する。 

 地域ケーブルテレビや地域ラジオを活用し、積極的に広報活動を展開する。 

 広報･交流活動等、集客につながる有効な機関への営業活動を展開する。 

⑤ 学習支援･研究支援活動 

芭蕉翁と芭蕉文学、俳句文芸の学習･研究支援拠点としての役割を果たす。 

 記念館所蔵資料をデジタルアーカイブ化し、自由なアクセスをめざす。 

 図書館、資料館、博物館等、伊賀市内外の関連施設とネットワーク化を図り、芭蕉翁と芭
蕉文学、俳句文芸について、ここに来ればすべてがわかる拠点となることをめざす。 

 所蔵資料の提供による研究支援を積極的にはかる。 

 学校等の芭蕉翁および俳句文芸の学習の支援を行なう。 

 記念館案内のボランティア、サポーターの育成など協力団体の支援を行なう。 
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⑥ 展示活動 

芭蕉翁と芭蕉文学の真髄に触れる機会を創出する。 

 芭蕉翁と芭蕉文学および芭蕉翁と伊賀市について知るとともに、俳句文芸の全般について
も知ることのできる展示をめざす。 

 常設展示とは別に、テーマ毎に開催する企画展示を行ない、記念館展示をいっそう幅広く
奥深いものとする。 

 記念館内展示のみならず、風景や建築、館外で行われる活動と連携し、芭蕉翁と俳句文芸
の世界をあらゆる角度から体感できるものをめざす。 

 子どもたちが楽しみながら学べる参加体験型プログラムの積極的な実施をめざす。 

⑦ 収集保存活動 

芭蕉翁と芭蕉文学研究の礎となる幅広い資料や情報の収集と保存を行なう。 

 第一次資料(実物)収集を中心とし、第一次資料の入手が困難な場合は、原資料名、資料内
容、所蔵先等を可能な限りデータベース化し、記録保存する。 

 研究、調査、展示活動等で必要な場合は第二次資料（複製、模造、文献、写真、映像など）
としての収集保存を検討する。 

 温度や湿度などを安定的に維持し、変動の少ない収蔵･展示環境を整える。 

 火災、地震、盗難など非常時の災害に十分配慮した設備と環境を整える。 

⑧ 研究活動 

芭蕉翁と芭蕉文学に関する幅広い研究を行なう。 

 芭蕉翁や俳句文芸をテーマとする他館との共同研究や共同活動等を視野においた、開かれ
た研究体制をめざす。 

 基本活動としての研究活動成果を、交流活動や公開活動に活かすための研究活動を行なう。 

 市民等が参加しやすく、わかりやすい研究発表の場を提供するなど、市民協働による研究
体制づくりをめざす。 

⑨ 顕彰活動 

芭蕉翁と芭蕉文学の価値をさらに高めるための顕彰活動を実践する。 

 記念館専門職員だけでなく、芭蕉翁・芭蕉文学および俳句文芸に通じた人々の協力を積極
的に求め、顕彰に寄与するようなネットワークの構築をめざす。 

 芭蕉翁と芭蕉文学および俳句文芸のみならず、伊賀市の地域情報等収集のためのネットワ
ークの構築をめざす。 

 館報などの定期刊行物や研究書の発行をめざし、芭蕉翁の顕彰に資する広報を実施する。 
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５．施設の展示計画について 

展示計画については、建設地が決定し施設規模が確定した後、新たな組織において検討される

ことを望みます。なお、展示計画の考え方や展開方針については、これまでに策定された「基本

計画」を踏襲するものとします。以下はその概要です。 

 

◇ 展示計画の考え方 

館内展示を、建築・景観・まち全体に広がる活動などと密接に連携させ、記念館を核に、まち

全体を〈芭蕉翁と俳句文芸の空気〉で包み込む 

 (仮称)芭蕉翁記念館内では、芭蕉翁および俳句文芸についてのビギナーにも、俳句愛好者や研

究者にも十分楽しんでもらえる幅広い展示内容を展開すると共に、伊賀市に焦点を絞った展示ゾ

ーンを設けて、本施設が伊賀市に存在する意義を強く伝えるとともに、楽しみながら芭蕉翁と俳

句文芸にふれることのできる参加体験展示も展示空間に備える。また、芭蕉翁の自然への思いを

示すような風景と、芭蕉翁の思想や生涯を象徴するような建築物を設計し、空間のもつ“味わい”

に配慮した、俳句文芸の世界にふさわしい環境づくりをめざす。 

展示空間では、さまざまな資料や解説と共に、美しい建築物・インテリアの中に芭蕉翁の俳句

を美術館のように配置し、風景と合わせてそれらを見ることで、本施設を訪れた人の心が動いて、

お気に入りの一句に出会い、その体験から新しい俳句文芸の世界に入ったり、俳句文芸への関心

が高まったりすることをめざす。また、研究成果の発表を随時行える場を展示空間に設けること

で、先進的かつ活動的な施設機能を発揮することをめざす。 

本施設外の周辺地域においては、本施設を拠点に来訪者がまちなかをめぐり、そのことにより

伊賀市と伊賀市民のいっそうの活性化が果たせる活動展開をめざす。 
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◇ 展示計画の展開方針 

文学的・歴史的香気と新鮮な刺激の組み合わせで、多面アプローチに対応する展示アイテムの

設定。 

多様なモチベーションを持つ来館者を、芭蕉翁の生誕地・伊賀、芭蕉文学、俳句文芸の世界へ

いざなうための「芭蕉翁ゾーン」と、斬新でさまざまな角度から芭蕉翁を表現する展示に興味を

ひかれて次のステップへとすすみ、さらには芭蕉翁の心を感じとり、俳句文芸の世界に触れられ

るような「多面アプローチゾーン」を設け、さまざまな角度から体感し、感動し、さらには自分

自身を見つめなおすことにつながる展示をめざす。 

また、多面アプローチの切り口・テーマを時に応じて変化させていくことで、いつ訪れても斬

新な展示が用意されていることをめざし、リピーター確保や口コミ効果の増大をはかる。 
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《事業計画策定の経緯》 

平成 24年 10月 9日 (仮称)芭蕉翁記念館事業計画検討委員会を設置 

平成 25年 2月 8日 第 1回(仮称)芭蕉翁記念館事業計画検討委員会 

・委員委嘱について 

・（仮称）芭蕉翁記念館事業計画検討委員会設置要綱について 

・委員長、副委員長の選任について 

・審議事項について 

平成 25年 3月 28日 第 2回(仮称)芭蕉翁記念館事業計画検討委員会 

・検討委員会スケジュール予定(案)について 

・建設候補地(市有地)について 

・「基本的な考え方」「テーマ」「事業計画」について 

平成 25年 4月 23日 第 3回(仮称)芭蕉翁記念館事業計画検討委員会 

・建設候補地視察 

・候補地視察をもとにしたアンケート調査の実施 

平成 25年 5月 29日 第 4回(仮称)芭蕉翁記念館事業計画検討委員会 

・(仮称)芭蕉翁記念館建設予定候補地アンケート結果について 

・記念館の組織・運営の現状と課題について 

平成 25年 7月 11日 第 5回(仮称)芭蕉翁記念館事業計画検討委員会 

・候補地選定について 

・組織・運営体制について 

平成 25年 7月 30日 類似施設視察 

・柿衛文庫 

・大阪くらしの今昔館 

平成 25年 8月 21日 第 6回(仮称)芭蕉翁記念館事業計画検討委員会 

 ・答申(案)について 

・事業計画について 

平成 25年 9月 5日 第 7回(仮称)芭蕉翁記念館事業計画検討委員会 

・中間答申(案）について 

・事業計画について 

平成 25年 9月 25日 (仮称)芭蕉翁記念館事業計画について（１次答申） 

平成 25年 9月 25日 第 8回(仮称)芭蕉翁記念館事業計画検討委員会 

・運営における現状と問題点･将来像について 

平成 25年 10月 31日 第 9回(仮称)芭蕉翁記念館事業計画検討委員会 

・組織形態について 

・施設の活動計画について 

・運営形態について 

・施設計画について 

平成 25年 12月 5日 第 10回(仮称)芭蕉翁記念館事業計画検討委員会 

・施設の活動計画について 

・施設の展示計画について 

・２次答申（案）について 

平成 25年 12月 19日 第 11回(仮称)芭蕉翁記念館事業計画検討委員会 

・２次答申(案）について 

平成 25年 12月 26日 (仮称)芭蕉翁記念館事業計画について ２次答申 
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《(仮称)芭蕉翁記念館事業計画検討委員会メンバー》 

公益財団法人芭蕉翁顕彰会 会長 西田 誠 

公益財団法人芭蕉翁顕彰会 副会長 宮田 正一 

公益財団法人芭蕉翁顕彰会 評議員 峠 美晴 

一般社団法人伊賀上野観光協会 会長 廣澤 浩一 

公益財団法人伊賀市文化都市協会 常務理事 

兼事務局長 

松永 彰生 

関西大学  文学部教授 藤田 真一 

大阪市立大学 非常勤講師 松本 正己 

伊賀市文化財保護審議会（平成 25年 9月

30日まで） 

委員 首藤 善樹 

公募委員  前田 かおり 

公募委員（平成 25年 9月 30日まで）  前並 節子 

公募委員(平成 25年 7月 6日辞任)  中野 桂子 

伊賀市教育委員会(校長会) 花之木小学校 

校長 

山本 恵子 

 

 

《事務局メンバー》 

企画財政部 部長 山下 章光 

企画財政部 次長 西堀 薫 

企画財政部 企画課 課長 藤山 善之 

企画財政部 企画課 地域政策係 副参事兼係長 森 健至 

企画財政部 企画課 地域政策係 主幹 松尾 奈々美 

企画財政部 企画課 地域政策係 主任 久保 敦美 

(敬称略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


