
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

博物館基本構想 
－群馬県立自然史博物館これからの１０年－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

【ある日の日曜日】 

 

 こもれびが、ゆるゆる 

 森林浴。ゆったりと楽しめる、ゆらぎのスペース。ここがわたしのお気に入り。 

 あわただしい日常からはなれて、極上のコーヒーを飲みながら。 

 遠くで鳥の声がする。  

 

 となりのテーブルの家族が、「あ、ヒバリがないてる」なんて、楽しげに話しをしている。 

 室内には、ここ周辺でみられる鳥たちのポスターが鳴き声の解説付きで はってあって、わかりやすい。 

 

 若い男女のテーブルでは、 

「おべんとうつくってきたの、どう？」と、 

お昼が待ち遠しくなるような幸せな風景。 

 

 

すると、 

やさしい声でアナウンスがはいる。 

 

 

 イベント開始のお知らせ 

  「みんなでしらべる身近な自然」 

    今朝、来たときに申し込んでおいた月１回の定例観察会だ。 

 

 

 

 

 

 

 

１時間ほど、かんたんな調査票を手に、おさんぽ。 

 参加者は、はじめての人もいれば、常連さんもいる。 

 ちなみに、今日参加してみたのは、キノコグループの観察会。 

おとなからも、こどもからも、これなんだろう？ たくさんの疑問、質問がでて、 

 これはね・・・ グループのベテラン（どうも常連さんらしい）や、職員の方が楽しそう に説明をしている 

 知らなかったことがわかると、もっと、もっと、知りたくなる。 

 ひととおり、博物館周辺をみてきたら、 

 職員の方が、「キノコグループの方々は、こちらに集まってくださ～い。今日の成果を地図に落とします～」 

 ちょっとはなれたとこでは、「植物グループは、こっちでーす」という声。 

                                               



 

 

 そう。 

                                               いろんな分野のグループがあって、 

その日に観察できた成果を、地図に落としている。 

  

                                 それがおわると、 

                                 「今日の、キノコグループの成果は～」 

「今日の植物グループの成果は～」 

「今日の昆虫グループは～」と、 

いろんなグループのひとたちが集まって、報告会。 

 

 最後に、学芸員の人が 

「だいぶ、夏らしい感じになってきましたね～。 

きっと、来月は、○○とか、○○とかがみられるように 

なりますね～」 

 

 参加者の中には、 

○○がみられるかもしれないんだったら、 

つぎは植物に参加してみようかな～、とか、 

わたしはコケかな～とか、 

そんなことをいっているひとたちがいる。 

 はじめて参加したけど、おもしろかった 

またきてみようかな、と言っている人も。 

 

 で、こういった地図を何年もためて重ねて いくと

いろんな分野の四季折々の変化、 

毎年の変化がみえるんだって。 

たしかになぁ。。。

こんど、じぶんの家のまわりも、 

気をつけてみてみようか。。。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 動いたら、おなかすいた。ちょうどお昼だわ。。。 

 お昼は・・・自家製梅干しでおむすびをつくってきたのだ。 

 

 

 

 あぁ、でも、できたてほっかほかの、 

とろっとろのおいしいオムライスとか、食べたかったかもなぁ・・・ 

  

 

 

 

 

 さて、午後は何しようかしら・・・ 今日は、めずらしく、一日、ゆっくりできる日だし 

買い出し行って、おうちのお掃除でもするかなぁ。。。 

ふと、室内の壁に設置してある、【今日のイベント】のデジタル掲示板が目にとまる 

 

 サイエンス・サンデーってなんでしょう？ 

  オリジナル エコバックをつくろう オリジナル マスキングテープをつくろう だって。 

えー、そんなこともやってるんだ。 入れるかな？ いってみようかしら。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ちょうど、キャンセルがでたというので、マスキングテープづくりに参加。 

 なんか今日は、ラッキー続きじゃない？ 

 動物のあしあとスタンプをつかって、ぽんぽんぽんって。 

  あとは、動物のあしのうらを 

観察して、自分でスケッチ。 

  絵は苦手だけど、  

動物のあしのうらなんて、 

触ってみたのは はじめてだよ。おもしろ～い。 

  肉球が、ぷにぷに～。 

キツネとタヌキって、似ているようで、微妙に違う の ね。知らなかった。 

 テープをまきまきして・・・ 世界で１つだけの、テープが完成。 

  どこに使うっていうわけじゃないけど、あの 人へのプレゼントにしましょうか。 

   どんな顔 するかしら？ 

 

 あら、もう、こんな時間だ。あっという間。 

帰りに、展示室も覗いてみましょう。 

期間限定の展示もやってるみたいだし。 

  

 それにしても、ひさしぶりだわ。 

こんな、わくわくした感じ。 

 まさか、ほぼ一日、ここにいると思わなかった。 

しかも、ひとりで。 

 たまには、こんなお休みもいいわね。 

 久しぶりに、あたまがリフレッシュしたような、そんな感じの一日。 

 明日からまた一週間、お仕事がんばろっと。 



【ある日の観察会のこと】 

 

 今日は、自然史博物館の定例観察会の日。 

博物館のまわりを調べます。 

  いつものスーパーキッズが、ご両親と一緒に、やってきました。 

彼の名前はＦくん。 

なんにでも興味津々な小学校１年生。今日は、妹のＳちゃんも一緒です。 

 

  ご両親は、「もう自分たちのレベルをこえちゃって、調べるのも限界なので～、 

ふたり一緒につれてきちゃいました。」っていってます。 

  

家族そろって、今日は、きのこグループの観察会に参加することにしたようです。 

   どうも、前の週に聞いたきのこの講演会で、興味を持った様子。 

 

 

 

 

 

 

今日は、前日に雨が降ったので、キノコ日和。 

 

Ｆくん。さっそく、なにかをみつけたようです。 

倒木に、なにか、ぶよぶよしたものが。。。 

そうです。キクラゲです。 

 

                                                    「わぁ、なんだろう、このぷりぷりしたの」 

                                              お父さんが、フィールドガイドをめくっています。 

                                                 「う～ん。。。たぶん、これじゃないかなぁ、、、」 

                                                       「記録とらないと」、と、お母さん。 

 

                                           今日のために用意してきたというＭＹデジカメで、 

キクラゲをパシャリ。 

 

 

でも、キノコを上手に撮影するのは、なかなか難しそう。  

 

位置情報もＧＰＳで記録して、キクラゲを採取。 

 

 「つぎはなにがみつかるかなぁ。。。」 



 「ノウタケないかなぁ。。。」 

お父さんも、お母さんも、探すモード全開です。 

 

「ノウタケって、最強のトイレットペーパーなんだってね－」 

 「なにそれー？」 

 きのこうんちくに花が咲きます 

 

「なんか、お星さまみたいな形のものをみつけたよ」とＦくん 

 「なになに～？」 

 

 スタッフがかけよります。 

 「あー、ツチグリだね。まわりをよくみてごらん」 

 

 「あ、こんなとこにも、こっちにも、たくさんある～」とＦくん 

 「おもしろい形してるねー」と、お母さん 

 

 「なんで、おなじところに、たくさんあるんだろうねー？」 

   

  と、お父さん 

   そして、考え込むＦくん。。。 

 

 

 

 

 

 

                                         「きっと、いろいろと調べていくと、 

答えがみつかるかもしれないよ？」 

                                                      「そうかなぁ？」 

    「きっと、そうだよ」 

    「ほんとに？」 

  

    目を輝かせながら、まじまじと、 

ツチグリを見つめ直すＦくん 

  

「うん。わかった。」 

 

 

 「お、もしかしてこれは！！」 お父さん、大興奮。 

 「はい。そのもしかして、です。」と、スタッフ。 



 「もしかして、もしかして、ノウタケ？」 

 「ぴんぽーん。しかも、胞子が飛んじゃった後の」 

 「これが、うわさの～」 

 指で、おしてみて、その感触をたしかめるお父さん 

 「たしかに、スポンジみたいだーーー」 

 

 「えー、どんな感じ？」 

 と、お母さん 

 「ほんとだ、ふわふわだ～。ほらほら、みてみて！」 

 Ｆくんも、思い切って、ふにふにふに。  

「うわ～。ふんわりしてる～。たしかに気持ちよさそう。」 

 Ｓちゃんも、 

 「ふわふわ～」 

 

 今日は、一時間歩いて、10種類のきのこをみつけました。 

 このあと、実験室に持ち帰って、きのこの胞子を観察します。 

 

 「うわ～。なんかながくてまるいのがたくさんある～」 

 

 

 「種類によって、胞子の形が違うんだよ。」、と、学芸員の人。 

 「う～ん、、、これに似ているような気はするんだけど。。。」 

 「たくさん種類があるからねぇ、、、」 

 「むずかし～。」 

 「きのこは、きのこの形でわかるものもあるけど、 

胞子の形が大切なんだ。でも、 

胞子をつくらないものもあったりするので、 

最近では遺伝子の分析もされてるんだよ」 

 「そうなんだ～。わからないことも多いんだね。」 

 「そうそう。 

むしろ、わかっていないことの方が多いかもしれないね。」 

 「おもしろいな～。」 

  

 自分たちで採取したきのこの胞子を観察して、 

スケッチをしたら、観察会は終了。 

 Ｆくん、満面の笑みです。 

 

 その帰り道。。。  

 

 「ねぇ、ねぇ、来月はどの観察会にしてみる？」 



 「また、きのこがいいなぁ。」 

 「ぼくもね～、きのこをもっとみてみたい」 

 「コケもステキよね～」 

 「アミタケがはえてた木って、なんの木だったんだろうね」 

 「なんか、マツっぽかったけどなぁ。。。」 

 「うーん、木もわかるようになるといいかもなぁ。。。」 

 「じゃぁ、植物の観察会とかは？」 

 「う～ん、でも、ぼく、やっぱり、きのこがいい」 

 「じゃ、多数決で決める？」 

 「え～。」 

 「じゃぁ、３人、違う観察会っていうのもありかもよ？ 

あ、Ｓちゃんは、ママかパパと一緒ね」 

 「たしかに～」 

 「でも、ぼく、お父さん、お母さんと一緒がいいな」 

 「わたしも～」 

「じゃぁ、やっぱり、多数決かなぁ～？」 

 「え～。」 

 

 「きのこがいいひと～」 

  

 「は～い」（４つの声） 

  

 来月も、４人そろって、 

きのこの観察会に参加することが 

決定したＦくんの家族でした。 
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博物館基本構想－群馬県立自然史博物館これからの１０年－ 

 

I  群馬県立自然史博物館これからの１０年 

１ 基本的な考え方 

 私たち人間は、自然から離れて生きていくことはできません。自然とともに暮らし、自然にも

影響を与えながら、その文化を育んできました。しかし、その結びつきは人間の歴史とともに変

化し、現在は危機的な状況をむかえていると言われています。人間と自然のつながりを再生し、

自然の記憶を未来につないでいくためには、こどもから大人まで、自然に触れ、体感し、理解す

る体験が何よりも欠かせません。そして、このことは、現代社会が直面する生物多様性の危機を

乗り越え、持続可能な社会を築き、次世代に豊かな自然環境をつないでいくためにも大切である

と考えます。  

自然史博物館は、私たちをとりまく自然の成り立ちや仕組み、自然界の構造について、展示や

観察会等の教育普及活動、調査・研究を通して理解していただくための施設です。人間そのもの

が自然の歴史の中で生まれてきたこと、自然との関わり方が時代とともに変化してきたこと、そ

して現状はどのようになっているのかを県民のみなさまにご理解いただければと願っています。

そのために、職員は絶えず「自然史」について調査し、資料を集め、保管し、その調査・研究成果

を、展示等の教育普及活動を通じてお伝えしています。そして、よりよい未来、人間と自然が共

存できる調和した未来をともに追究していきたいと思っています。 

 群馬県立自然史博物館は、平成 28 年に開館 20 年目をむかえます。当初は、よちよち歩きだっ

た博物館も、ようやく「成人式」をむかえることになります。開館時に比べると、人間と自然界

との「軋轢」が増える一方、人間と自然との密接な関わりが失われつつあると言われており、い

ま一度、自然に触れ、探究心を高め、人間と自然のあり方を見つめ直すことが必要と考えられて

います。その中にあって、自然史博物館は県民のみなさまに「自然史」をより探究していただく

ための展示等の教育普及活動を充実させていく必要があります。開館 20 年の節目に、新たな博物

館基本構想と中期的・長期的な目標を作成しました。これからの自然史博物館の活動にご期待く

ださい。 

 

２ 群馬県立自然史博物館の理念（ビジョン） 

 自然史博物館の開設時に示された建設の趣旨は、「来館者が参加体験をとおして楽しみながら自

然を愛する心を育て、人と自然との関わりを理解し自然に親しむきっかけとなる施設」でした。 

また、博物館の性格として、以下の５つが列挙されています。 

１） 群馬の土地の生い立ちと自然を中心に世界的・日本的視野で自然をとらえた博物館であ

り、人類の進化や環境に視点をあてた展示を行う。 

２） 質の高い内容をわかりやすく展示するために、特色ある実物資料・複製品・模型・映像 

機器・コンピュータ等を駆使した展示を展開する。 

３） 学校との連携を密にして児童・生徒の学習の場とするとともに、大人も楽しめる魅力的 

な生涯学習の場とする。 

４）  自然との出会い・ふれあいを基本に、親しみのある参加・体験のできる博物館とする。 
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５） 群馬県の自然に関する中心的な施設として研究を推進し、県民や研究者等に各種の情報 

を提供する。 

 しかしながら、これからの自然史博物館は、自然に触れ、探究心を高め、人間と自然の関わり

を理解し、そのあり方を見つめ直す時期にきています。そのため、「人々が集い、学び、人間と自

然が共存できる調和した未来を追究し、心豊かな暮らしを人々が協働で創造していく」「人々の、 

人々による、人々のための開かれた博物館」を目標に、自然史博物館の理念（ビジョン）を、「生

きた自然史を探究・継承し、守り、伝え、人を育てる」とします。 

 

３ 群馬県立自然史博物館の使命 

 自然史博物館の理念（ビジョン）のもと、次の３つの使命を提示します。 

使命１：「未来に伝える博物館」 

    群馬の自然とそのなりたちに関する資料や情報を集め、未来に伝えます。 

使命２：「魅力を引き出す博物館」 

    群馬の自然とそのなりたちを探り、その価値を明らかにし、群馬の魅力を引き出し 

ます。 

使命３：「知を広め、高める博物館」  

    多様な学びの場を提供し、知を広め、高めます。 

この使命の実現を通して、従来の博物館活動を超える新しい学びのしくみを実現していくことが

可能となると考えています。 

 



3 

 

４ 群馬県立自然史博物館に求められる機能等 

 Ｉ－３で示した３つの使命は、2011 年度に行われた博物館評価項目策定の際に確認されたもの

です。評価項目策定の際には、過去からの活動の見直しが全職員によって行われ、自然史博物館

の活動は、資料の収集・保存と活用の機能、調査研究機能、展示機能、教育普及機能、情報の発信

と公開機能、シンクタンクとしての社会貢献機能、マネージメント機能等の７つの要素に分類さ

れました。 

自然史博物館は、展示施設を有する調査研究専門機関であり、生涯教育施設です。自然史博物

館の使命を果たし、理念（ビジョン）を現実のものとしていくためには、これまでの自然史博物

館の活動は継続しながら、既存機能の強化・充実、新たな機能の整備を図っていく必要がありま

す。今後、強化・充実・発展させる機能、必要となる新たな機能を本基本計画において整理しま

した。 

 

１）未来に伝える博物館：「真（しん）」を追究し続ける博物館の実現 

調査研究機関として、群馬の自然とそのなりたちに関する資料やそれらを明らかにするた

めの資料を、様々な手段で継続的に収集します。また、人々が自然史に関する情報や標本を

持ち寄り蓄積する場として強化し、県民が群馬の自然史に触れ、学ぶことのできる「自然史

情報拠点」としての博物館を目指します。 

 

２）魅力を引き出す博物館：地域の自然史研究を人々とともに行う博物館の実現 

収集した資料や調査研究によって、学術的に群馬の自然とそのなりたちを明らかにする新

たな事実や価値などの知見の発見に努めます。研究、教育において研究機関、大学等との連

携、協働を促進し、より高度な博物館活動を展開します。また、地域に根ざした「連携協働

拠点」としての博物館を目指します。 

 

３）知を広め、高める博物館：自然を愛する心をはぐくみ、群馬の自然を未来に継承する博物

館の実現 

社会教育機関として、生涯学習、学校教育を含め、多くの県民が自然に親しみ、自然に触

れ、自然を学び、理解し、自然の大切さ、命の尊さを実感し、持続可能な社会について考え

る「知的探究拠点」として、学習や活動の援助を強化します。地域の自然保護行政、文化行

政に積極的に貢献するとともに、博物館の有する様々な資源（資料、情報、職員の専門性）

や、県民の間に蓄積されている知識、知恵を結びつけ、課題解決を図るシンクタンク的機能

や教育普及機能を強化、充実させます。 
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【継続する機能】 

博物館活動の基盤となる機能 

（１）調査研究機能 

（２）資料収集保管機能 

（３）管理運営機能 

 

【強化・充実・発展させる機能】 

（１）シンクタンク的機能 

地域の自然環境の研究センターおよび情報センターとして、それらの資料に基づく生涯学

習にかかわる教育機関として、また、自然環境に関するシンクタンク的役割をはたす機関と

して、収蔵資料や関連する情報を広く一般に提供するとともに、専門的な調査研究や学習の

支援を行います。また、地域が抱える課題に対し、専門的な助言や情報提供を行います。 

 

（２）自然史学習支援機能 

地域の自然環境の上にわたしたちの生活はなりたっています。生物多様性など自然環境と

そのなりたちに関する現状と課題を、自然科学的に学習する機会や教材を充実させます。 

 

（３） 次世代育成機能 

地域固有の文化は、人と自然の営みの時間を凝縮してつくられた結晶ともいえるもので

す。未来を担う次世代の豊かな心や個性を育む教育と文化には、グローバルかつ 100年先を

見据えた長期的な取り組みが必要です。次世代のための学習プログラムを強化します。 

 

【新たに追加する機能】 

（１） 参画型調査研究機能 

県民が自然史調査に参加するプログラムを組み立て、自らが調査研究を体感できるシステ

ムを創造します。 

 

（２） 県民活動、連携協働拠点機能 

県民や、自然保護団体等が自主的に自然環境に関する調査研究ができる拠点となる場をつ

くり、活動と情報の交流、共有化、ネットワーク化を進めます。 
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II これからの事業活動方針と事業展開方向 

 Ｉ章では、理念（ビジョン）のもと、群馬県立自然史博物館が満たすべき機能について整理を

しました。II 章では、この機能を実現していくために事業活動方針を整理したうえで、事業展開

方向を整理します。 

 

１ これからの事業活動方針 

 自然史博物館の調査研究は、博物館の基盤を支える自然科学的調査研究と、博物館の活動を支

える博物館学的調査研究に分けることができます。しかしながら、この２つは表裏一体であり、

博物館の根幹である自然科学的調査研究を正しく位置づけて推進するとともに、その蓄積を活か

した高水準の博物館学的調査研究を推進することで、「知の伝達」に留まらない「知を体感・実感」

できる「学び」を利用者に提供することが重要です。 

 

 自然史博物館の調査研究テーマとその調査・研究計画は、その存在意義の核心です。そのため、

博物館は、自然科学的調査研究、博物館学的調査研究において取り組むテーマを明確にし、その

成果を博物館活動の中心に位置づけていきます。 

 自然科学的調査研究においては、「ぐんまの自然史」、すなわち、群馬県の自然環境とその成り

立ちを調査研究のテーマとします。地域の自然史は、地域に密着した地域課題であり、地域にお

ける博物館活動の根幹となるものです。しかし、こうした地域に密着したローカルなテーマに取

り組むには、日本全域における地域の位置づけ、さらには、世界における地域の位置づけを正し

く理解することができる視点や比較資料を欠かすことができません。また、地域の自然史に関す

る調査研究は、自然史博物館のみでできることではなく、地域の方々や、専門家はもちろん研究

機関や行政等、その他多くの方々との協働によって成し得るものと言えます。 

 博物館学的調査研究においては、自然史博物館が行うこれらの調査研究とその成果や、自然史

科学の最新情報などをより効果的に発信する手法や、展示や教育活動など、博物館を地域の方々

に開かれた調査研究・教育の場として提供し、さらに活動の展開をはかる方法などについて検討、

実践していきます。 
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自然史博物館の基盤（概念図） 
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２ これからの事業展開方向 

 

これからの事業方針と事業展開方向 

 

１）資料が活用できる博物館へ 

自然史博物館に収蔵されている資料は、「ぐんまの自然史」に関する県有財産です。そして、集

められた資料を、その価値を損なうことなく保存し、後世に伝えることが使命です。資料をすべ

ての方にご活用いただくため、資料整理および収蔵登録を速やかに進めるとともに、公開データ

ベースの充実化をはかります。人生が詰まった標本が最後に収められ、活用されることで再び命

が吹き込まれる、「みんなの宝を守る」場所でありたい。それが自然史博物館の願いです。 

しかしながら、収蔵施設不足、人員不足、財源不足、施設の老朽化などにより、これらの作業

が難航していることも現実であることから、「自然史情報拠点」としての施設整備（収蔵施設の充

実と環境の整備）とあわせて、資料の活用促進のための環境整備を進めていきます。 

 

２）研究を進めて活かせる博物館へ 

 自然史博物館ならではの学際的・地域的研究の確立に向け、総合研究・共同研究を軸とした多

様な研究者による多角的な研究の活性化、地域の方々との協働的調査研究の強化、群馬から国内

外への研究成果の発信を行います。 

 

３）最新の情報を発信し続ける博物館へ 

 自然史博物館設立から 20 年。博物館の展示の奥底には、人を惹きつける絶対的な魅力がひそめ

られていることに変わりはありません。しかしながら、科学の進歩により、自然史科学の最新情
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報と現在の展示内容が大きく隔たってきてしまっており、また、博物館に求められる展示のあり

方が変容していることも事実です。展示更新により自然史科学の最新の知見を提供するとともに、

おとなからこどもまで、すべての利用者が楽しみながら自由に学べる場となれるようバリアフリ

ー化に努めます。 

 

４）多様な“なぜ”を触発し創造的な活動ができる博物館へ 

 自然史に関する新たな担い手を養成し、その担い手がさらに担い手を養成するという輪をつな

いでいくことで、より多くの方々の自然史に関する多様な“なぜ”という気持ちを刺激し、それ

を追究する場とサポートを提供します。 

多様な“なぜ”を刺激するためには、多様でハイレベルなコンテンツの提供が欠かせません。

多様なコンテンツの開発・発信に努めるとともに、自然史博物館を核として、人と人がつながり、

交流が生まれ、地域での自主的な活動が推進されることを目指します。 

 

５）担い手とフィールドをつなぐ役割を担う博物館へ 

自然史を知るためには、自然史のなかにはいりこんで、体で感じ、目で見て知らなくてはいけ

ません。自然史博物館は、自然環境を幅広くとらえることのできる広い視野と、実体験に基づく

自分の価値観に自信が持てる人材が育まれる場所でありたいと願っています。 

 また、「自然史科学の入口」としての自然史博物館を目指すとともに、未来を担う人材の育成に

努めます。 

 

６）頼れる存在である博物館へ  

 自然史博物館や、各地の学校、学習拠点をベースに学校教育、生涯学習教育において環境学習

プログラムを推進していきます。利用可能なコンテンツとプログラムの充実化をはかり、次世代

育成を目指します。また、来館して展示の閲覧を基本とした学習活動を行う利用者・利用団体む

けには、利用者側の顕在的、潜在的な要求を把握し、知的好奇心を刺激するプログラムの提供を

目指すとともに、おとなからこどもまですべての世代が自由に自立して学ぶことができる生涯学

習の拠点づくりを推進します。また、災害時にそなえて、自然史系デジタルデータの収集、蓄積

をすすめるとともに、支援体制を整備します。 

 

３ これからの事業活動 

 自然史博物館のビジョンである「生きた自然史を探究・継承し、守り、伝え、人を育てる」生き

た博物館を実現するため、これからの事業活動方針および事業展開方向にしたがい、これからの

事業活動について別に定める実施計画のとおり取り組みながら、県民とともに博物館を育ててい

きます。 

また、実施計画に基づく個別事業については、IV 章で述べる博物館運営委員会等で定期的な見

直しを行います。 
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III 施設計画 

 現在、群馬県立自然史博物館では、施設の老朽化、常設展示の劣化、陳腐化、ユニバーサルデ

ザインや多言語標記への対応、県民の交流・学習機会拡大のためのスペース不足、調査研究活動・

収蔵スペースの不足等が大きな課題となっています。 

国では博物館の健全な発達を図ることを目的として「博物館の設置及び運営上の望ましい規準

（H23.12.20 文科省告示 165 号）」を示しており、当館としてもこの基準に定められた事項の実

施に努めるものとしますが、本章では具体的にこれからの 10 年の取組を推進するために必要な

機能と施設について述べます。 

 

１ 博物館に求められる機能と場 

 従来からの博物館活動の基盤となる調査研究機能、資料収集保管機能、管理運営機能、シンク

タンク的機能、自然史学習支援機能、次世代育成機能を強化・充実し、参画型調査研究機能、県

民活動・連携協働拠点機能など県民主体の拠点づくりを強力に進めることが求められます。 

 来館者の安全確保のため、老朽化した施設の修繕を行うとともに、劣化、陳腐化している常設

展示のリニューアル、安全性・快適性に配慮したユニバーサルデザインや、多言語表記に配慮し

た機能的な施設を整備します。 

 知的好奇心を刺激する新たな発見や驚きに満ちた展示を提供し、学ぶことの楽しさや感動を体

感・共有できる参加体験型プログラムが館内の各所で展開することで、自然・環境・保全に関心

の低かった層の心をつかみます。また、県民自らが調査研究などを行い、博物館でその成果を発

表し、さらに調査研究を深めることを通じて、自然・環境活動を支える人材や次世代を育成しま

す。しかしながら、研究最先端の情報を提供するための調査・研究・分析に欠かせない機材・装

置等の老朽化が課題となっており、更新を行う必要があります。 

 

２ 博物館に必要な施設 

１）知的好奇心を刺激する展示ゾーン 

 はじめて自然史博物館に出会う場として、来館者の知的好奇心を刺激する空間です。時代に即

した展示手法を用いて研究最先端の情報を提供し、地球の成り立ち、群馬の成り立ち、自然環境

の現状・未来を五感にうったえることで来館者に驚きと感動を与え、自然史科学への興味・関心

を高めます。 

 

２）担い手活動ゾーン 

 自然史・自然環境活動を担う人材・次世代の育成をはかるための空間です。自然史科学をテー

マに専門的な器具や装置を活用することができ、学習者のレベル、課題にあわせて調査・研究活

動を継続的に行います。 

 

３）憩いのゾーン 

 気軽に博物館に立ち寄ることができる憩いの空間です。ショップでは、館内の学習に利用する

体験学習キット等を充実化させるほか、自然史博物館オリジナルグッズも充実化します。また、
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地産地消をテーマに、環境学習と絡めた食育の場とする空間を設置します。周辺の豊かな自然環

境との調和やその活用に配慮し、中庭を活かした癒しのある博物館空間を創造します。 

 

４）調査研究ゾーン 

 職員が調査研究を行う空間です。研究最先端の情報を提供するための調査・研究機材、専門的

な器具・装置等を備え、総合研究・共同研究を軸とした多様な研究者による多角的な研究の活性

化、地域の方々との協働的調査研究の強化、群馬から国内外への研究成果の発信を行います。 

 

５）収蔵ゾーン 

自然史博物館の心臓部であり、「ぐんまの自然史」に関する県有財産を保管する空間です。「自

然史情報拠点」として、収蔵資料の適切な保管環境を維持する施設を整備するとともに、資料整

理および収蔵登録を速やかに進め、資料の活用促進のための環境整備も進めていきます。また、

災害時に備えた対策も推進します。 

 

IV 運営方針 

 II これからの事業活動方針と事業展開方向および III 施設計画を具体化し、群馬県立自然史博

物館のこれからの 10 年を運営するために必要な方針と体制について整理します。 

 

１ 基本方針 

 研究職（学芸員）、教育職、デザイン、企画など、博物館に従事する多様な人材が、持てる能力

を余すことなく発揮できるよう「人々の人々による人々のための開かれた博物館」の実現にむけ

て協働で取り組みます。 

 

１）継続性と創造性を担う主体的な運営 

 （１）資料収集保管や調査研究など、地道で長期にわたる博物館事業の継続性を担保します。 

 （２）県立施設としての安定性が保守的な組織運営を招くことがないよう、組織の活性化、職

員の創造性、モチベーションの向上、資質・技術向上に繋がる制度等の検討を進めます。 

   

２）県民目線の運営 

 （１）県民活動、連携協働拠点として、県民や研究者などが主体的に参画し協働できるよう意

見や要望、改善策などを博物館の運営に反映させます。 

 （２）博物館機能の持続的な発展を図るため、適切な博物館評価目標の設定や、第三者による

博物館評価委員会を継続します。 

 

３）多様な機関や個人との連携 

 （１）県立施設として、大学等や研究施設、他の博物館や市民研究者など、多様な団体、個人と

の連携を進めます。 

 （２）自然史博物館友の会組織の発展や、大学等とのパートナーシップ、企業等の参画・協賛
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のほか、地域のボランティアの育成を進め、地域に愛され、地域に根づいた博物館を目指し

ます。 

 

２ 運営方式 

 博物館の地道で長期にわたる継続的な活動を担保するとともに、組織が活性化し、職員の創造

性を発揮できる体制づくりに努めます。 

 

１）運営体制 

（１） 構成員の責務 

 ① 館長が果たすべき責務 

  博物館長は、ICOM 職業倫理規定をふまえ、管理・運営の責任者として博物館全体を把握し、

所属職員を監督して本構想で示したビジョンの実現に取り組むものとします。さらに責任者と

して適切な知識や能力についてさらなる資質向上に努めるものとします。 

 

 ② 総務が果たすべき責務 

博物館は、過去、現在、未来をつなぐ機関であることから、安定した経営に必要な財源の確

保が欠かせません。効率良く透明性の高い運営を的確に行い、関係者に博物館の使命や社会的

貢献について理解を得られるよう働きかけを行います。 

 

 ③ 教育普及が果たすべき責務 

  博物館の特徴である館内外におけるサイエンスコミュニケーションの実現をはかるため、博

物館教育学、生涯学習教育に精通した専門性の向上を目指すとともに、表現に関する専門的な

知識を有し、教育現場の経験と博物館に対する造詣を深め、資質・技術向上も目指します。 

 

 ④ 学芸が果たすべき責務 

  博物館の公益性と未来への責任を自覚し、自らの専門知識や技術の質を向上するとともに、

調査研究への協力者、協働者、協働団体を尊重し、様々な立場による見解に耳を真摯に傾け、

必要な配慮を行った上で、資料を取り扱い、人類共通の財産として次世代に継承します。また、

成果を他者と共有し、常に最善の姿勢を示すように弛まず努めます。 

 

２）運営内容 

（１）博物館学的調査研究を担います 

  博物館の活動を支えます。わかりやすい情報発信を通じて、博物館の活動が多くの県民に理

解されるよう努めるとともに、自然史科学の最新情報などをより効果的に発信し、自然史科学

に対する利用者の意識向上を図ります。資料の管理・修復・保存、展示や教育普及活動の理論

や方法、博物館経営など、博物館が蓄積する資料や情報の価値を人々と分かち合い、新たな価

値を創造するための効果的な手法を追究し、積極的にその成果を公開します。 

新規利用者の開拓、学校教育を支援し、次世代の育成を効果的に推進するには、博物館の活
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動情報をきちんとターゲットに届けていく広報・営業も不可欠であることから、マーケティン

グ・プロモーションの強化も図ります。 

 

 （２）自然科学的調査研究を担います 

  博物館の基盤を支えます。国際的な視点に立った質の高い調査研究のほか、資料収集保管、

シンクタンク、情報公開など、博物館の基盤機能に関わる業務を行います。調査研究は博物館

の使命と目標に基づき、その成果を博物館活動に反映します。地域の自然史環境の上にわたし

たちの生活はなりたっており、地域固有の文化は、人と自然の営みの時間を凝縮してつくられ

た結晶ともいえるものです。その物的証拠となる収蔵資料の保管に関する技術的研究を行うと

ともに、自然史資料を活用しながら、過去、現在、未来へと繋がる人と生物の営みを探究し、

研究機関や行政等、その他多くの方々と協働しながら総合的に明らかにします。 

 

 （３）管理運営を担います 

  博物館が使命を達成し、公益性を高め、業務が円滑に進むために博物館施設の管理運営、人

的措置、財源確保、リスクマネージメント等、博物館活動の基盤の確保、運営に努めます。博

物館に関わるあらゆる人と、収蔵資料の安全を確保するとともに、収集・保存等の活動に関し

て、必要な施設・設備を整え、適切な体制を整えるよう努めます。また、県立の機関としてよ

り効率的かつ透明性の高い安定した運営に努めるとともに、博物館があらゆる利用者の憩いの

場でもあるように快適な空間を提供することを目指します。 

 

３ 運営・評価等 

 １）博物館運営委員会を設置します。 

  博物館の運営について検討します。博物館の運営方針、事業展開、博物館が直面する様々な

課題や改善策、博物館によせられる多様な意見や要望などについて、定期的に課題解決のため

の協議を行い、博物館の運営に反映させ、自己変革する博物館を目指します。管理職、各部門

担当者、専門職で構成します。 

 ２）博物館内部評価委員会を設置   

します。 

 博物館評価項目に基づく内部

評価を行います。また、博物館の

多面的な機能を総合的に評価す

る評価手法を常に検討します。各

部門担当者で構成します。 

 

 ３）博物館外部評価委員会を設置 

します。 

QPMI 、PDCA 等、博物館の活   

動を客観的に評価し、改善にむけ  
体制図 
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たアドバイスを行います。外部有識者で構成します。 

                                            

４ 外部資金の確保 

 調査研究機関としての実績を高め、科学研究費補助金事業の獲得を目指すほか、各種団体の助

成金など、外部資金や支援体制の確保を推進します。 

 

V 群馬県立自然史博物館が目指す方向 

 本計画は、これまで自然史博物館が 20 年にわたって実施してきた活動を基盤として、その実績

をふまえてさらに発展するために策定するものです。現在、自然史博物館は、財政難、人材不足、

地域との関係性の希薄さ、社会的認知度の低さなど、様々な課題を抱えています。ハード整備と

ソフト整備が並行して推進されることが理想的ですが、ハード整備については、今後の行財政状

況との整合性を図りながら進めざるをえません。 

自然史博物館は、県の自然環境に関する「もの」や「情報」のデータ・バンク機能をもっていま

す。県民がそれらを利用し、研究、調査、学習、交流する場として、また、県行政の中では、自然

環境に関するシンクタンク的役割を果たす組織として充実していくためにも、先行的にソフト整

備を進めていくことが望ましい状況です。担い手育成や参画型調査を進めるにしても、限られた

人材で最大の効果を発揮するため、事業の見直し等を継続して行う必要があります。 

自然史博物館は、自由な学びの場です。人々が、気軽に出かけて、知りたいと思っていること

を探究・追究できる身近な場となることを目指します。ただ「見るだけ」ではなく、自ら「考え

る」誘いによって、人々の自然史・自然環境への知的好奇心を刺激します。調査研究、資料収集、

展示、教育普及、管理運営など博物館を構成するすべての要素が、あたかもひとつの生き物であ

るかのように、「標本」と「人」を結びつけていく活動を継続的に行っていきます。そして、自然

史博物館のビジョン「生きた自然史を探究・継承し、守り、伝え、人を育てる」を実現するため

に、一歩ずつ進んでいきます。 

 


