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【要旨】

平成１３年の夏，利根川の流域に所在する千葉県立博物館４館と青少年教育施設等５施設が連携

して「ふれあい利根川！～歴史と自然１００kmの旅～」を実施した。

利根川は遠く上越国境の山地にその源を発し約２００kmを経て千葉県関宿町に達し，さらに関宿

町から銚子市まで約１２２kmにわたって千葉県と茨城県との県境を画している。

原始古代にまでさかのぼる歴史と豊かな自然を包蔵する利根川，それに沿って点在する県立博

物館，県立少年自然の家・青年の家，生涯学習施設の蓄積してきた膨大な学習資源，これらを総

体として県民に体感してほしいと願い，関宿町から小見川町までの約１００km，３泊４日の親子を

単位とする団体旅行として計画したものである。

利根川との触れ合い，親と子の触れ合い，団体生活の中での触れ合い，県立の博物館や青少年

教育施設との触れ合い……諸々の意味を込めて「ふれあい利根川！～歴史と自然１００kmの旅～」

と名付けた事業を紹介する。

利根川を舞台にしたささやかな“プロジェクトＸ”である。

【キーワード】
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Ⅰ はじめに

平成１３年の夏，利根川に沿って設置されてい

る千葉県立博物館４館と同じく県立の少年自然

の家及び青年の家，加えて生涯学習施設は連携

して県の北辺を画する利根川に親しみ，その自

然や歴史・文化に触れ合うことを目的として

「ふれあい利根川！～歴史と自然１００kmの旅

～」という新しい事業を展開した。

千葉県では，博物館と青少年教育施設等の大

規模な連携は従来試みられたことがなかった

が，それぞれの施設の得手，不得手を活かし，

補う形で計画され，所期の目的を達成して無事

終了した。ここでは事業の概要とともに今後に

活かすべき反省点も含めて報告することとす

る。

千葉県立関宿城博物館（Chiba Prefectural Sekiyado―jo Museum）

【報告】
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Ⅱ 利根川のプロフィール

利根川最上流の矢木沢ダム，このダムによっ

て出現した奥利根湖をわたり，さらに上越国境

の山に分け入り，大水上山と地元で呼んでいる

峰の南斜面の雪渓が利根川の水源である。いつ

の頃からか坂東太郎の名でも呼ばれ，全長約

３２２km，流域面積ではわが国最大の大河であ

る。

徳川家康関東入部に伴い，それまで江戸湾に

注いでいた利根川は千葉県東葛飾郡関宿町のや

や北の地点で常陸国を流れる別の河川の上流に

付け替えられ，流路をさらに延ばし，銚子から

太平洋に注ぐようになった。世にいう利根川の

東遷事業である。

利根川の水は，東遷事業の後も一部は江戸川

として江戸の町に流れていた。我が国最大の流

域面積を誇る大河ということに加えて，徳川幕

府のお膝元，さらに明治以降は日本の首都，東

京に直接かかわる水系として，江戸幕府以来明

治政府になってからも現在に至るまでも常にそ

の治水と利水が政権の重要関心事であった。ま

さに水を治めるものは国家を治めるという故事

そのものであった。

このように関東平野，関東地方の地勢を形成

し，豊かな水資源，自然環境をもたらす一方，

一旦洪水となれば，圧倒的な自然の営力を見せ

つける利根川，これに対する人間の挑戦や川に

育まれた歴史や文化など，この大河のもつ魅力

は無限といっても過言ではない。

この利根川の全体像にふれあい，学習し，興

味関心をもつことにより確かな人生観を醸成

し，現在から未来にかけての環境マインド，文

化に対する幅広い教養，洞察力など豊かな人間

性の育成にもつながることが期待されるのであ

る。また，親子の団体旅行という形により，と

もすれば薄れがちな親子の触れ合い，同じ世代

の他の家族との触れ合いをも意図したのであ

る。

当初リストアップしたこの流域の包蔵するア

イテムは次のように多岐にわたる豊富なもので

あった。

◇利根川

〈乗船体験〉国土交通省巡視船 観光高瀬船

手賀沼遊覧船

〈施設〉関宿水閘門 利根運河 新川水門

横利根閘門 利根河口堰 スーパー堤防

〈環境学習〉利根川河原あそび 自然散歩

首都圏自然歩道 手賀沼 古利根川

◇博物館等施設

関宿城博物館 鳥の博物館 手賀沼親水広場

房総風土記の丘 房総のむら 大利根博物館

水生植物園 伊能忠敬記念館 キッコーマン

もの知りしょうゆ館

◇青少年教育施設等

さわやかちば県民プラザ 手賀の丘少年自然

の家 水郷小見川少年自然の家 流山青年の

家 神崎青年の家

〈体験〉キャンプファイア 七宝焼 プラネ

タリュウム カヌー

〈講座〉利根川の治水 平将門 利根川と文

学 稲主女 天保水滸伝

◇社寺・遺跡

龍角寺 神崎神社 香取神宮 岩屋古墳 西

の城貝塚

◇遊び体験

成田ゆめ牧場

Ⅲ 財団法人千葉県社会教育施設管理財団

千葉県では９館の県立博物館と４館の少年自

然の家，５館の青年の家，さらに生涯学習施設

さわやかちば県民プラザと合わせて１９施設の管

理運営を財団法人千葉県社会教育施設管理財団

に委託している。同財団は昭和６３年に創設さ

れ，当初は房総風土記の丘，房総のむら，鴨川

青年の家の３施設の管理運営から始まり漸次，
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事務局�

房総のむら�
（栄町）�

水郷小見川少年自然の家�
　　　　（小見川町）�

大利根博物館�
　（佐原市）�

神崎青年の家�
　（神崎町）�

さわやかちば県民プラザ�
　　　　　　（柏市）�

関宿城博物館�
（関宿町）�

流山青年の家�
（流山市）�

現代産業科学館�
（市川市）�

美術館　　�
（千葉市）�

上総博物館　�
（木更津市）�

大房岬少年自然の家�
（富浦町）�

安房博物館�
（館山市）�

手賀の丘少年自然の家�
　　　　（沼南町）�

房総風土記の丘�
（栄町）�

東金青年の家�
（東金市）�

鶴舞青年の家�
（市原市）�

鶴舞青年の家月出野外活動施設�
（市原市）�

総南博物館�
（大多喜町）�

君津亀山少年自然の家�
（君津市）�

鴨川青年の家�
（鴨川市）�

博物館，青年の家，少年自然の家等傘下の施設

を拡大してきた。現在同財団の傘下にある施設

は図１のとおりである。

同財団の寄付行為第３条には「この法人は，

教育，学術及び文化に関する各種の事業を行う

とともに，千葉県教育委員会の委託を受けて社

会教育施設及び文化施設の管理運営を行い，

もって本県の教育，学術及び文化の振興を図る

ことを目的とする。」とうたわれている。

なお千葉県立博物館はこの他に中央博物館，

同分館海の博物館があるが社会教育施設管理財

団の傘下に入っていないので省略してある。

財団ではこのような多種多様，かつ県下全域

に広く分散立地されている各施設を一元的に管

理運営して，より幅広い県民サービスを提供す

べく，連携事業活性化等推進委員会を設置し，

各施設間の積極的な連携事業の展開を促してき

た。

Ⅳ 「ふれあい利根川！」実行委員会

図１にあるように財団傘下の各施設のうち約

半数，９施設が県の北辺を流れる利根川流域な

いしその周辺に展開している。しかも宿泊施設

を備えた少年自然の家・青年の家と博物館が交

互に置かれていることに注目しこれを生かした

連携事業が浮上した。

１ 組 織

この連携事業を実施するにあたり関係する各

機関の長による実行委員会が結成され，その下

部組織としてそれぞれの施設の学芸課長ないし

は指導室長等による作業部会を置き，実行委員

長の所属する施設に事務局を置いた。実行委員

会に加わった施設を利根川に沿って列記すると

次表のとおりである。

１３年度は実行委員長を関宿城博物館長，副委

員長を神崎青年の家所長が務めた。

図１ 社会教育施設管理財団傘下の施設

高木：千葉県立博物館・青少年教育施設連携事業 １２９



実行委員会は，平成１２年１２月６日に第１回実

行委員会を開催して以来，４回開催した。事業

終了後の第４回目の実行委員会では，今年度の

反省の上に立って来年度の実施を決定するとと

もに委員長を大利根博物館長に，副委員長を手

賀の丘少年自然の家所長に引き継いだ。作業部

会は実行委員会と平行して５回開催し，実施日

程の検討調整，日程の細案，事業の名称，開催

要項，広報活動など具体案をまとめ実行委員会

に提出した。

図２ 募集用チラシ

表１ 「ふれあい利根川！」実行委員会

関宿城博物館（関宿町）

さわやかちば県民プラザ（柏市）

流山青年の家（流山市）

手賀の丘少年自然の家（沼南町）

房総風土記の丘（栄町）

房総のむら（栄町）

神崎青年の家（神崎町）

大利根博物館（佐原市）

水郷小見川少年自然の家（小見川町）
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第１回の実行委員会がもたれた平成１２年１２月

には既に翌年の夏休みの施設利用の予約が入っ

ており特に宿泊の日程調整は難航し，今でもこ

の日程で実施出来たことが奇跡とさえ思える難

作業であった。各施設がそれぞれ主催者意識を

共有していたからこそ克服できたことである。

この事業が全くの新規の構想であり，手さぐ

り状態であったとはいえ，９施設の関係者が合

計９回も会議をもったことはコストパフォーマ

ンスの観点からは褒められたことではない。来

年度以降は大幅に改善されなければならない。

ただ度重なる会議がお互いに親交を深める結果

になったこともまた事実である。

２ 実施計画

◇期 日 平成１３年８月７日（火）

～８月１０日（金）

◇経 費 ３泊４日で参加者一人 ９，０００円

（全食事代・宿泊経費・保険料）

◇募集人数 上り・下り各コース３２人

総数６４人

◇募集対象 小中学校の児童生徒と保護者

◇コース

当初は関宿町から利根川河口の銚子市まで約

１２２kmの間を利根川に密着して移動するコース

を検討したが，最終的には水郷小見川少年自然

の家がある小見川町と関宿城博物館のある関宿

町の約１００kmの間をコースとした。

事業が広範囲にわたっているのでなるべく近

くから参加できるように，集合場所はさわやか

ちば県民プラザと水郷小見川少年自然の家と

し，上流から下流に向かう下りコースと下流か

ら上流を目指す上りコースに分けた。

二つのチームの一体感を演出するために，両

チームが合同で宿泊する二泊目の神崎青年の家

では上下コースの全参加者による合同のキャン

プファイアを催すこととした。

３ 予 算

この事業は県教育委員会の予算に依拠する委

託事業ではなく，社会教育施設管理財団の自主

財源による新規の事業として立ち上げた。幸い

にも平成１３年度の財団法人河川環境管理財団の

助成金が交付され，よりスムーズな事業展開が

可能となった。

総事業費は１，８３１千円で参加者から自己負担

として５８５千円（９，０００円×６５人）を徴収した。

残余の経費は社会教育施設管理財団の予算と河

川環境管理財団助成金をもって充てた。

Ⅴ 実施状況

応募者は，６歳から５３歳まで，４０家族１０７名

を数え，抽選で参加者を決定した。応募者の範

囲は利根川に沿って東葛飾郡市，印旛郡市，香

取郡市が多かったが，遠くは館山市，千葉市，

市原市などからもあり，茨城県や埼玉県からも

申し込みがあった。

宿泊の関係で参加人数に上限があったので抽

選の方法はやや複雑となり，まず全くアトラン

ダムに選び，次いで参加者の人数別に葉書をま

とめ，その中から宿泊定員に合わせて抽選し人

数を整合させた。結果は当選者だけでなく，落

選者全員に知らせるとともに当選者に参加費の

払い込みを求めた。しかし，締切りが迫っても

払い込みのない当選者が何人かあり，事務局が

電話で再度意思確認をし，キャンセルの場合は

別の落選者に連絡して改めて参加希望の有無を

問い合わせる作業が実施日の間際まで続いた。

旅の雰囲気を盛り上げるためにロゴ入りのサ

ンバイザーと入浴タオルを作成し，主催各施設

のパンフレットだけでなく，社会教育施設管理

財団作成の地図，国土交通省関東地方整備局利

根川上流事務所，同利根川下流事務所の協力を

得て多数のパンフレットを取りそろえた資料

バッグを全員に配った。国土交通省の各種パン

フレットはいずれもカラフルで内容も分かりや
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すく，これだけで利根川の全容を伺い知ること

ができる立派なものであった。

全コース民間の観光バス２台で移動し，二つ

のチームが移動している状況は携帯電話でそれ

ぞれのバスに情報が入り，立体感のある旅に

なった。全行程を終了後希望者は出発した施設

までバスで送り届けた。

期間中は晴天に恵まれ，雨の心配は全くな

かった。また，前月の７月は近年にない猛暑が

続き旅行中の熱中症等の心配があったが，この

四日間はさわやかな気候が続いて全くの杞憂に

終わったのは幸いであった。

神崎青年の家で催された上り下り２コースの

全参加者による合同のキャンプファイアは，参

加者の中から選ばれた二人の父親が水の神にふ

んして登場するなど各種の演出で盛り上がっ

た。

旅の終了後ただちに参加全家族に各施設での

集合写真とそれぞれの家族のスナップ写真を数

枚送付した。

ここでは下りのコースを例に全行程を日付を

おって紹介することとする。

８月７日（火）

さわやかちば県民プラザ

・開講式／オリエンテーション

関宿城博物館

・観光高瀬船さかい丸に乗船して江戸川

流頭部等見学

・展示見学

・昼食

手賀沼親水公園

・手賀沼遊覧船向陽丸乗船

・ホタルさがし

〈手賀の丘少年自然の家泊〉

８月８日（水）

房総のむら

・上総の農家，武家屋敷等を見学

・紙鉄砲工作・絵ロウソク作り等

房総風土記の丘

・昼食

・展示自由見学

・滑石を素材とした勾玉作り

神崎青年の家

・上りコースと合同キャンプファイア

〈神崎青年の家泊〉

８月９日（木）

大利根博物館

・展示見学

・ザリガニ釣り・投網等伝統的漁法・旧

式農具の体験

水郷小見川少年自然の家

・昼食

・カヌー体験

〈水郷小見川少年自然の家泊〉

８月１０日（金）

水郷小見川少年自然の家

・国土交通省巡視船はるかぜ体験乗船

・昼食

・閉講式／解散

Ⅵ アンケート

今回の連携事業は初めての試みであり参加者

の声を聞き来年以降の事業展開の参考にするた

めに，参加した２４家族からアンケート調査を実

施した。

＊日程について（３泊４日）……長すぎる２

短すぎる０ ちょうどよい２２

＊参加費用について（一人９，０００円）……高い

０ 安い１２ ちょうどよい１２

＊宿泊について……概ね快適，家族単位で部屋

割りされていてよかった，古い施設でも清潔

であった セルフサービスの食事は子供の教

育によい 子供と共同で浴場の清掃体験がよ

かった また利用したい 青少年教育施設に

一般人が宿泊出来ることを初めて知った

＊食事について……メニューがよく満足した
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手作りの料理がよかった 子供向けのメ

ニューがあって良かった 肉料理より魚料理

を増やしてほしい 大人にはビールを許可し

てほしい

＊特によかった体験は……国土交通省の巡視船

乗船 カヌー 勾玉づくり ザリガニ釣り

＊この催しをどこで知りましたか……県民だよ

り 学校からのパンフレット 市町村広報紙

新聞記事 博物館公民館のパンフレット

＊次回への希望意見……周辺の古社寺・史跡等

の見学，利根川沿いのハイキング，自然観

察，利根川の歴史等について充実してほし

い。また，成人コースも検討してほしい

また，これまでに各施設を利用したことが

あったかを質問したところ表２のような結果が

得られた。

房総風土記の丘は今回の参加家族の半数が既

に利用したことがあり，関宿城博物館を利用し

たことのある家族は約３割に過ぎなかったこと

を示している。もちろん各施設の立地条件も開

設してからの年限も異なっているし，小中学生

とその親という対象の年代にも偏りがあるが，

ともかくも平均値の２８％という値は取りも直さ

ず，四分の三の家族にとってそれぞれの施設が

初体験だったということである。この数字はい

ささかショックであった。と同時にだからこそ

今回のようなイベントによってある種のバリア

がクリアされ，新たな利用者層を開拓できたこ

とを喜ぶべきなのかもしれない。

アンケートの最後，この企画について問いか

けた項目には，ほとんど全員の方が，楽しかっ

た，今後も続けてほしい，感謝しています，と

いう回答を寄せている。

Ⅶ 成果と反省

当初，３泊４日の行程は長すぎるという意見

がむしろ多かった。しかしアンケートにあるよ

うに，それは杞憂であった。参加者の様子をみ

ていても後半になると，子供同士，親同士の交

流がみられるようになり最終日には別の親子と

行動を共にする子供や我々スタッフの手を放さ

ない子供の姿もあった。

今回，連携に参加した施設の職員の他に社会

教育施設管理財団事務局からの２名の職員を含

め，下りコース２名，上りコース３名の職員が

全日程を通じて交替することなく付き添い案内

や指導に当たった。３泊４日という時間とこれ

らスタッフの熱意，そして各施設の努力と誠意

がアンケートの圧倒的な好感となって表れたこ

とは間違いないところであろう。

その後，参加者から「夏休みに埴輪づくりを

させたいがどこでやっているか」などこの事業

と全く関係ないことで博物館に問い合わせが

あったり，博物館の普及事業への応募者の中に

この旅の参加者の名が散見される。従来，とも

すると足の向かなかったこれらの施設がより身

近な存在になったとしたら目的の大半は達成し

たものといえよう。

反省点としては，周辺の史跡や利根川そのも

のに触れる機会や場所が少なく，利根川沿いの

博物館巡りといった色彩が強くなってしまった

点である。

表２ 各施設既利用率調査

施 設 名 既 利 用 率

房総風土記の丘 ５０％

さわやかちば県民プラザ ４２％

房総のむら ３８％

手賀の丘少年自然の家 ３３％

関宿城博物館 ２９％

水郷小見川少年自然の家 ２１％

大利根博物館 １７％

神崎青年の家 １３％

流山青年の家 ５％

平 均 ２８％
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竹竿でザリガニ釣り〔大利根博物館〕

始めてのカヌー〔水郷小見川少年自然の家〕独楽づくりの職人さん〔房総のむら〕

合同キャンプファイアー〔神崎青年の家〕

図３ ふれあい利根川！～歴史と自然１００kmの旅

利根川をわたる観光高瀬船さかい丸〔関宿城博物館〕

ふれあい利根川！スペシャルグッズ 合流した上り下り両チーム〔神崎青年の家〕

国土交通省巡視船はるかぜ
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冒頭で触れたが，利根川に隣接するこれら９

か所の施設の持つ展示や体験などの資源，周辺

の社寺・史跡等，さらに利根川の自然や歴史な

どこの地域が包蔵する資源は膨大なものであ

る。あまり欲張らず３年，５年と継続していく

中で利根川の全体像が徐々に完成されていけば

よいのである。例えていうなら，大部な書籍の

最初から最後まで一度に読みきれるはずがな

く，今回の試みは「利根川物語」という大冊の

目次だと割り切ってしまえばよい。目次をおっ

て各人で，家族で，友人知人と徐々に時間をか

けて大作を読み進めていけばよいのである。大

事なのは書棚から本を取り出し第一ページをひ

もとくことなのである。

さらに，今年度は種々の制約から利根川河

口，銚子まで足を延ばせなかった。太平洋に注

ぐ利根川の姿を見ないとは，まさに画竜点睛を

欠くというべきである。来年度は是非実現した

いものである。

また，今回は小中学校の生徒とその保護者と

いう範疇で募集したが，実施してみると小学校

の低学年と高学年との間には生活態度，興味，

行動，工作能力などの点でかなり大きな差があ

ることが分かった。各種の体験においてここが

ある種のネックになっていた。このことも今後

の留意事項であろう。

この連携事業のインサイドの成果としては，

これまで，同じ県立の教育機関でありながら交

流の少なかった相互の職員同士が知り合えたこ

とである。既に，それを一つの土台にして青少

年教育施設と博物館の間のバスの弾力的運用，

地域における小規模な連携事業への取組など新

たな交流連携の萌芽がみられるようである。

Ⅷ 連携事業の展望

!財日本博物館協会が主催した昨年の全国博物

館大会において今後の博物館の望ましいあり方

として“「対話と連携」の博物館―理解への対

話・行動への連携―”のテーマが議論された。

筆者の身近な例をいくつかあげると，千葉県

の南端安房地域では県立安房博物館，県立大房

岬少年自然の家，館山市立博物館，鴨川市民

ギャラリーなど９施設が安房地域文化施設等連

絡会を結成し，博物館に限定することなく各種

の文化施設による連携活動が模索されている。

また君津地域でも県立上総博物館，木更津市立

金鈴塚遺物保存館，君津市久留里城址資料館，

袖ヶ浦市郷土博物館の４館が君津地方公立博物

館協議会を結成し合同研修会，合同企画展等を

実施している。

神奈川県では神奈川県立生命の星・地球博物

館等が中心となって箱根周辺県西部地域ミュー

ジアムズ連絡会が“ミュージアムリレー”とい

う試みを展開している。

今年度，葛飾区郷土と天文の博物館，埼玉県

立文書館，埼玉県八潮市立資料館，同春日部市

郷土資料館，同鷺宮屋町立郷土資料館では葛西

用水をテーマに，都県の境界をこえて合同展覧

会「合同葛西用水展ラリー」を開催した。この

ような公立，私立を問わない博物館同士の連携

は最近かなり試みられており多大な成果を挙げ

ている。

今後は，今回試みた青少年教育施設と博物館

の連携，学校，市町村立の各種施設との積極的

な連携を模索して行く必要があろう。なぜなら

利用者のニーズは多岐に亘っている反面，個々

の施設が対応できる範囲は組織的にも，予算的

にも限られているのが現実だからである。自分

のところでは対応できない部分を補うことので

きる他の施設と連携して，より幅広いメニュー

を開発して新しい利用者層を開拓していく積極

性が求められるところである。

まだまだ県民・市民の博物館や青少年教育施

設等の利用率は高くはない。よほど強烈にモチ

ベーションに働きかけないかぎり潜在的な利用

者層は腰を上げて博物館なり，青少年教育施設
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を覗いてみようとはしないのである。これは利

用者側の問題というより長年培ってきた施設側

の目に見えないバリアのなせるところであろ

う。その意味で今回の試みは参加者の絶対数と

してはそれほど大きなものではないが今後に対

する大きな示唆を与えてくれたのである。

連携事業のメリットはそれぞれの顧客層をお

互いに共有するところにある。各施設の固定客

は少なくても数か所の施設が連携することによ

りそれは飛躍的に増加するのである。例えば佐

原市に住んでいて大利根博物館には何回か行っ

たことがあるが関宿城博物館は名前さえ知らな

かったという家族に千葉県北端の関宿城博物館

を認識してもらえたのである。

単発の連携事業や個々の施設同士の連携事業

の次のステップとして連携を常態とする体制，

つまり連携のシステム化を志向する必要があ

る。企画段階から自分の施設のように他の施設

の利用を組み込んで考え，組織に拘泥しない，

利用者優先という意識改革である。このこと

は，各施設の組織のあり方まで含めて考えてい

かなければならないであろう。

各施設はそのもてる限りの学習資源を県民・

市民等に提供しなければならない。特に公立の

各施設の設置目的は一にも二にも県民・市民へ

のサービスである。県民・市民側の支持とバッ

クアップが結果的にこれら施設の維持発展を保

障するパワーになるのである。そのため自らの

殻に閉じこもらずに，周囲のあらゆるものを貪

欲に利活用する，と同時にそのことが相手に

も，そしてもちろん利用者にも有意義であると

いう関係こそ，ここで言う連携のシステム化に

他ならない。今後，我々博物館や青少年教育施

設が社会の中でよりメジャーな存在になってい

くにはこのことが不可欠ではないだろうか。

最後にアンケートの回答の中から一つを紹介

してこのレポートを閉じることとする。

『本当に感謝しています。博物館では子供の

知的好奇心をくすぐり，体験では充実感を味わ

うことができました。親の力ではどう頑張って

もこれだけの大イベントはできません。また，

昼間だけでなく夜間帯でも，真っ暗な中でのホ

タル探し，キャンプファイア，プラネタリュウ

ムなどのワクワクする気持ちは子ども心に

ずーっと残ります。この旅は本当に大成功では

ないでしょうか。親としても瞬間瞬間が感謝で

いっぱいでした。利根川を見る度このツァーを

思い出します。本当にありがとうございまし

た。』
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