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１．これまでの経緯 

◇ 新芭蕉翁記念館建設議論の開始 

1959（昭和34）年10月(株)間組社長神戸満之助の篤志寄付により建設された

現在の芭蕉翁記念館は、施設の老朽化と展示、収集機能の諸問題が表面化して

きたことから、1994（平成６）年10月、当時の上野市において「芭蕉翁記念館

建設検討委員会（委員長：関田庄司氏）」が設置され、1998（平成10）年１月

に同検討委員会から答申書が提出された。 

しかし、このときは具体的な建設時期や建設場所の結論には至らなかった。 

 

◇ 新記念館基本構想の策定 

2004（平成16）年11月に「伊賀市」が誕生し、改めて（仮称）新芭蕉翁記念

館の建設の機運が高まる中、2007（平成19）年11月に「(仮称)新芭蕉翁記念館

整備検討委員会(委員長：谷本鋭次氏)」を設置し、以後計６回にわたり協議が

行われた。 

2008（平成20）年４月に基本構想が市に答申され、同年５月に「(仮称)新芭

蕉翁記念館基本構想」を策定した。  

基本構想では、（仮称）新芭蕉翁記念館の基本理念を「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～」とし、伊賀市の将来像実

現の一翼を担う拠点施設と位置付けている。また、立地場所については「桃青

中学校」を候補地とし、開館時期は2014（平成26）年が望まれるとしている。 

 

◇ (仮称)芭蕉翁記念館基本計画の策定 

「(仮称)新芭蕉翁記念館基本構想」を基に（仮称）芭蕉翁記念館の整備に係

る基本計画を策定するため、2008（平成20）年７月に「(仮称)芭蕉翁記念館基

本計画検討委員会(委員長：谷本鋭次氏)」を設置し、以後計６回にわたり協議

が行われた。 

2009（平成21）年３月 には基本計画最終案が市に答申され、同年５月に「(仮

称)芭蕉翁記念館基本計画」を策定した。 

基本計画では、基本構想で定める基本理念に基づき、（仮称）芭蕉翁記念館

を伊賀市の人づくり・まちづくりにつながる文化の創造・活動拠点として位置

づけ、建設予定地については、｢市立桃青中学校跡地｣としている。 
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２．基本計画における課題解決への取り組み 

基本計画に基づき、設計、建設を進め、（仮称）芭蕉翁記念館の整備を確実

に行うため、基本計画で課題として示された歩道橋の設置などの検討を行い、

建設予定地の妥当性を考慮した上で建設場所を確定させるとともに、当該場所

による立地を考慮した展示、活動、運営等の詳細を包含した事業計画の策定に

向けた取り組みを行った。 

 

◇ 歩道橋設置検討 

建設予定地の確定には、（仮称）芭蕉翁記念館への来館者の動線を確保する

上で重要な意味を持つ史跡上野城跡と建設予定地を結ぶ歩道橋について、2009

（平成21）年度から2011（平成23）年度にかけて、設置に向けた協議等の取り

組みを行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇展示活動計画等素案作成 

事業計画の策定に資するため、2010（平成22）年度には｢展示計画｣、｢活動計

画｣、｢施設計画｣、｢管理運営計画｣について、基本計画において記された基本的

な考え方を踏まえつつ、空間規模、予算規模、運営形態等を検証しながら具体

的なイメージを検討するための素案づくりを行った。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≪建設予定地の再考が必要≫ 

（仮称）芭蕉翁記念館の建設予定地と史跡上野城跡を結ぶ歩道橋の設置は、

当該地への建設に欠くことが出来ないと考え、設置に向け関係機関と協議を

行ってきたが、文化庁の助言により、上野城跡保存整備指導委員会に上野城

周辺や市街地に点在する既存文化財の堀り起こしや活用、来場者の動線を確

保する観点からの検討も含めて諮ったところ、歩道橋の設置は史跡の価値を

下げるものとして容認いただけない結果となった。 

このことから、歩道橋が設置されない場合での基本計画に位置づけた建設

予定地（桃青中学校跡地）の是非を含め、新たに再考する必要が生じること

となった。 
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３．本事業計画(案)の位置づけ 

これまでの経緯を踏まえ、「(仮称)芭蕉翁記念館基本計画」を基に、（仮称）

芭蕉翁記念館の整備に係る事業計画を策定するため、2012（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(委員長：藤田真一氏)」を設置し、

以後計11回にわたり以下の事項について協議が行われた。 

 

（１）記念館の建設候補地の選定に関すること 

（２）（仮称）芭蕉翁記念館基本計画に基づく事業計画の策定に関すること 

（３）その他事業計画等の策定に関し必要な事項 

 

協議を重ねた結果、2013（平成25）年９月25日に記念館の建設候補地の選定

に関する１次答申、同年12月26日に記念館の事業計画の策定に関する２次答申

がなされた。 

 

本事業計画(案)は、（仮称）芭蕉翁記念館事業計画検討委員会からの建設候

補地の選定及び基本計画に基づく事業計画に関する答申を踏まえ、今後の記念

館の整備計画に資する事業計画として策定するものである。 
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１． 整備予定地の選定 

（仮称）芭蕉翁記念館事業計画検討委員会から第１次答申として示された３

つの候補地について、それぞれのメリット及びデメリットに加え、厳しい市の

財政状況の中で検討されている市庁舎並びに上野図書館の整備計画を含めて検

討を行った結果、周辺の土地利用の課題があるものの、公共交通機関のアクセ

スに優れ、芭蕉ゾーンとして芭蕉翁関連施設との連携により中核施設としての

位置づけができ、街なか回遊による賑わい創出への貢献が期待できることや市

の厳しい財政状況を考慮した中で、既存の建物を活用すれば、施設整備に要す

る経費がかなり削減されること、また、複合施設ではなく単独での施設整備が

望ましいことなど総合的に勘案し、本事業計画（案）において、（仮称）芭蕉

翁記念館は、現在の上野図書館の建物を活用し、整備することとする。 

また、芭蕉ゾーンにおける中核施設としての魅力を高める観点から、駐車ス

ペースの確保等、周辺の土地との一体的な活用を図ることとする。 

◇ 上野図書館周辺の施設等配置図 
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２．整備予定地の概要 

●所 在 地：伊賀市上野丸之内４０番地の３及び４０番地の５ 

●敷地面積：１８２５．５０㎡ 

●延床面積：１６７８．５８㎡ 

現上野図書館 １階：658.39㎡ 

                  ２階：921.19㎡ 

                  ３階： 99.00㎡（機械室） 

 

●用途地域：商業地域[建蔽率 80%容積率 400%] 用途制限なし 

●上野公園口から：５５０ｍ、徒歩６分 

●芭蕉生家から：３００ｍ、徒歩３分 

 

敷地面積に加え、芭蕉ゾーンにおける中核施設としての魅力を高める観点か

ら、駐車スペースの確保等、周辺の土地との一体的な活用を図ることとする。 

 

３．施設整備の目標年次 

(仮称)芭蕉翁記念館の整備については、２０１９（平成３１）年度末に完了

することを目標とし、具体的な整備に向けての事業プロセス等については、（仮

称）芭蕉翁記念館の整備に関連する市庁舎並びに上野図書館の整備計画の進捗

状況を考慮し、決定することとする。 

 

 

４．施設整備の概算事業費 

 現時点での上野図書館の建物を活用した施設整備の概算事業費は、約９００，

０００千円（周辺土地活用を含む。）が想定される。ただし、今後、検討される

展示活動計画の内容や上野図書館の整備に向けた詳細な調査などにより、大幅

な事業費の変動も予想されるが、合併特例債や芭蕉翁顕彰事業基金の活用も踏

まえ、出来る限り、整備費の削減に努めることとする。 

 

《参考》 

 （仮称）芭蕉翁記念館基本計画での建設予定地「市立桃青中学校跡」で新築

した場合を想定した概算事業費は、類似施設における平均値等による試算とし

て１，５５０，０００千円となっている。 
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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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４．施設の運営形態 

◇ 記念館に管理運営上求められる要件 

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)に行わせる「指定管理者制度」が導入された。 

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る。 

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の整備をめざす。 

① 芭蕉翁、俳句文芸に関わる専門性の高い学芸･図書部門と民間の専門的な

技術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。 

 

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 

 

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検討を継続する。 
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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するために、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づくりを

めざす。 

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。 

 

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･助言を行う第三者によ
る組織設置の検討を行う 

 

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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５．施設の組織形態 

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う。 

 

◇ 組織形態の考え方 

現在の芭蕉翁記念館の運営組織の課題を踏まえ、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。また、組織の人員や配置については、

施設内の諸室配置計画などに応じて柔軟に検討する。 

 

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

の就任について、非常勤での就任も含めて検討する。 

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

望ましい。 

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

物が望ましい。 

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、その館の地位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

芸員の配置について検討する。 

 

 



Ⅲ．事業計画 
 

14 

④ 蔵書管理･閲覧機能の強化 

現在の芭蕉翁記念館は、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、芭蕉翁記念館の「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体制づくりを行う。 

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･図書部門と連携をはかることによって、これまで以上に効

果的な企画事業の立案や実行を実現する。 

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の軽減をはかる。 

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を行う。 
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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

門を配置する。 

 

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･研究を行い、講座や学校との連携

を行う部門。また、関連資料、書籍の収集･保存、情報化を行う。 

 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、渉外活動等を行う。 

 

③ 管理部門 

記念館の庶務･維持管理業務を総合的に行う。 

 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。 



Ⅲ．事業計画 
 

16 

６．施設の活動計画 

◇ 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として、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行く。 

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にこころがける。 

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、できるだけ早期の検討開始をめざ

す。 

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。 
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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、多様な動機で来館する人々そ

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 

基本活動 

５ 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 

６ 研究活動 芭蕉翁と芭蕉文学に関する幅広い研究 

７ 顕彰活動 芭蕉翁と芭蕉文学の顕彰を実践 

公開活動 

８ 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 

９ 展示活動 芭蕉翁と芭蕉文学の真髄に触れる機会の創出 
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◇ 活動計画 

交流活動 

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。 
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基本活動 

⑤ 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。 

⑥ 研究活動 

芭蕉翁と芭蕉文学に関する幅広い研究を行う。 

 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。 

⑦ 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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公開活動 

⑧ 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う。 

⑨ 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。 

 

  ■デジタルアーカイブ 

    所蔵資料を電子化して保存・公開するシステム。文書、写真などの画像を電子情

報(デジタル)化し、保管庫(アーカイブ)に蓄積することで、インターネットを通じ

て資料目録を検索したり、デジタル画像などを閲覧したりできる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅲ．事業計画 
 

21 

７．施設の展示計画 

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」

を踏襲することとし、展示活動計画は、今後、諸室配置計画などとともに検討

する。 

 

◇ 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 

 記念館内では、芭蕉翁および俳句文芸についての初心者にも、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、記念館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。 

記念館外の周辺地域においては、記念館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 

多様な動機を持つ来館者を、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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１．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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２．(仮称)芭蕉翁記念館事業計画策定に係る諮問 
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３．(仮称)芭蕉翁記念館事業計画策定に係る答申 

①（仮称）芭蕉翁記念館事業計画について（１次答申） 
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②（仮称）芭蕉翁記念館事業計画について（２次答申） 
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４．(仮称)芭蕉翁記念館事業計画検討委員会メンバー 

《(仮称)芭蕉翁記念館事業計画検討委員》 

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》 

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) 
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５．(仮称)芭蕉翁記念館事業計画検討委員会設置要綱 

 

○（仮称）芭蕉翁記念館事業計画検討委員会設置要綱 

平成24年10月９日告示第185号 

改正 

平成25年９月９日告示第197号 

（仮称）芭蕉翁記念館事業計画検討委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 （仮称）芭蕉翁記念館（以下「記念館」という。）の整備にかかる建設候補地

の選定及び事業計画を策定するため、附属機関の設置等に関する条例（平成19年伊賀

市条例第31号）第２条に基づき、（仮称）芭蕉翁記念館事業計画検討委員会（以下「委

員会」という。）を設置する。 

（設置の期間） 

第２条 委員会の設置期間は、平成25年12月31日までとする。 

（所掌事項） 

第３条 委員会は、市長の諮問に応じ、次の事項について検討及び協議を行い、その結

果を報告書としてまとめ、市長に答申するものとする。 

(１) 記念館の建設候補地の選定に関すること。 

(２) （仮称）芭蕉翁記念館基本計画に基づく事業計画の策定に関すること。 

(３) その他事業計画等の策定に関し必要な事項 

（組織） 

第４条 委員会は、12人以内の委員をもって組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１) 芭蕉翁顕彰団体 

(２) 公共的団体を代表する者 

(３) 学識経験を有する者 

(４) 市民から公募した者 

(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き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議を主宰する。 

２ 委員会は、委員の半数以上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。 

（委員以外の者の出席） 

第７条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は

意見を聴くことができる。 

（専門部会の設置） 

第８条 委員会は、委員会の取り組みを効率的に進めるため、必要に応じて専門部会（以

下「部会」という。）を設けることができるものとする。 

２ 部会の部会長は、部会員の互選により定める。 

３ 部会長は、部会を招集し、会議を主宰する。 

４ 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者の出席を求め、説明又は意

見を聴くことができる。 
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（委員及び部会員の任期） 

第９条 委員及び部会員の任期は、第２条に定める設置の期間とする。ただし、第３条

に定める市長への答申が終了した場合は、その任期は終了する。 

２ 委員及び部会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２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及び部会員の任期は、その職にある期間とする。 

（庶務） 

第10条 委員会及び部会の庶務は、企画財政部企画課において行う。 

（補則） 

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会及び部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24年10月９日から施行する。 

附 則（平成25年９月９日告示第197号） 

この告示は、平成25年９月９日から施行する。 
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６．第１次答申で示された建設候補地の概要 

○建設候補地Ａ：市役所北庁舎跡 

●住 所：上野丸之内 116番地 

●面 積：3,254.6㎡ 

●用途地域：第二種住居地域[建蔽率 60%/容積率 200%] 

用途制限なし 

●上野公園口から：70m、 徒歩 1分 

●芭蕉生家から：600m、徒歩 6分 

●考察 

・上野公園、だんじり会館など関連施設との周遊が図れ、 

上野市駅やバスターミナルに近接し、アクセス性にもっと 

も優れる。伊賀市内外からの来場者の動線も良好である。 

・現在審議中の庁舎整備計画検討委員会での答申内容を含め 

て、伊賀市の関係機関との整合性を図ることが必要であり、記念館独自の計画を進めることができるか

が課題となる。 

 
○建設候補地Ｂ：桃青中学校跡 

●住 所：上野丸之内 117番地 14 

●面 積：12,480㎡ 

●用途地域：第一種中高層住居専用地域 

[建蔽率 60%容積率 200%] 用途制限あり 

●上野公園口から：450ｍ、徒歩 6分 

●芭蕉生家から：800m、徒歩 9分 

●考察 

・建設候補地として最大級の面積が確保されるため、充実 

した施設を望むことができ、より個性的で特徴ある活動 

を展開することが見込めるため、自由度の高い設計が可 

能である。 

・敷地内に専用駐車場を整備可能。 

・関連施設との周遊性が乏しくアクセスのための配慮が必要である。 

（エスカレーター設置や土地の掘り下げを行うとなると、多額の費用が必要となり維持費も発生する。

エスカレーター設置概算費用：約１億円、掘り下げ費用：約 2億 3,300万円) 

・用途地域での制限があるため、用途地域の変更または建築基準法第 48 条許可を得ない限り、建築が出

来ない場所である。これらの協議に相当の時間を要するとともに、場合によっては建築に向けた解決が

はかれないという怖れも否定できない。 

 
○建設候補地Ｃ：上野図書館 

●住 所：上野丸之内 40番 5 

●面 積：1,808.25㎡ 

●用途地域：商業地域[建蔽率 80%容積率 400%] 

用途制限なし 

●上野公園口から：550m、徒歩 6分 

●芭蕉生家から：300m、徒歩 3分 

●考察 

・上野市駅やバスターミナルに程近く、アクセス性に優れ 

る。同時に芭蕉翁生家、様々園、愛染院、菅原神社等に 

近いため伊賀市全体における芭蕉ゾーンの中核施設とし 

て位置づけることに適している。 

・用地が狭小のたであることから、十分な施設・設備の面積の確保とともに、駐車場の整備のために、周

辺の土地利用を併せて考えることがひつようである。 

・現在庁内において図書館の整備のあり方について検討されており、それとの整合性を図ることが必要と

なるが、極力新記念館事業に遅れを生じさせない配慮が必要である。 

・既存の建物を活用することの可能性もあり、かなりの予算縮減を図ることが期待できる。 

・かりに新築ということではなく、既存の建物を改築もしくは修復して利用するとなった場合、芭蕉翁記

記念館にふさわしい外装・内装を考慮する必要がある。 
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 ７．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） 
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８．伊賀市及び公益財団法人芭蕉翁顕彰会所蔵資料 

資料点数総数  38,260点 ＜2013年(平成 25年)12月末現在＞ 

■公益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」俳句短冊など 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 260 

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 27,944 

研究図書（CD、ビデオ含む） 楠元六男著『芭蕉、その後』など 7,644 

合計  37,877 

 

 

■伊賀市所蔵資料 

資料の種類 主な資料名 点数 

近代資料 宮本竹逕書「おくのほそ道」 39 

 

 

■伊賀市所蔵資料（公益財団法人芭蕉翁顕彰会に寄託） 

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」 

書簡（智月宛） 

8 

「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 

俳諧関係資料 乾氏（夢望庵）所蔵俳諧資料『貞徳終焉記』

など 

153 

合計  343 

 

 

■瓢竹会所蔵資料（公益財団法人芭蕉翁顕彰会に寄託） 

資料の種類 主な資料名 点数 

呑舟代筆 草稿「旅に病んで」 1 
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９．現芭蕉翁記念館概要 

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 

伊賀鉄道上野市駅から徒歩 5分 

名阪国道上野東 ICから北へ 5分 

名阪国道中瀬 ICから西へ 5分 

開 館 1959年(昭和 34年)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)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㎡ 

 内訳：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 公益財団法人芭蕉翁顕彰会 ※2006(平成 18)年度から指定管理者制度導入 

 

 

 

 

 

 

 

 

年間入館者数 

1989(平成元)年度  60,220人 

1990(平成 2)年度  45,671人 

1991(平成 3)年度  42,486人 

1992(平成 4)年度  39,688人 

1993(平成 5)年度  45,094人 

1994(平成 6)年度  36,939人 

1995(平成 7)年度  31,871人 

1996(平成 8)年度  29,902人 

1997(平成 9)年度  27,055人 

1998(平成 10)年度  17,587人 

1999(平成 11)年度  16,279人 

2000(平成 12)年度  15,299人 

2001(平成 13)年度  14,468人 

2002(平成 14)年度  13,224人 

2003(平成 15)年度  15,849人 

2004(平成 16)年度  21,057人 

2005(平成 17)年度  14,302人 

2006(平成 18)年度  16,629人 

2007(平成 19)年度  16,711人 

2008(平成 20)年度  15,351人 

2009(平成 21)年度  18,285人 

2010(平成 22)年度  12,814人 

2011(平成 23)年度  14,341人 

2012(平成 24)年度  13,999人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

人数 

年度 
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