北谷町立博物館（仮称）整備事業の概要

全体計画
■基本コンセプト

北谷町の歴史・文化・自然を未来につなぎ、未来に活かす
北谷・文化発信拠点
■基本テーマ

① 体験できる博物館

② 学べる博物館

・博物館を利用するすべての人々に対し、展示や体
験学習を通して、地域の歴史・文化・自然を、五
感で理解・実感できる機会を提供する。

・他の生涯学習の施策や学校教育との連携により、
利用者一人一人の学習活動を支援する。

・展示や体験学習を通して、伝統文化の保存・継承
につながる活動を展開する。

・展示・体験学習などで得られた経験をさらに深め、
地域の歴史・文化・自然への理解と関心を高める
ための学習機会を提供する。

事業活動計画
・北谷町立博物館（仮称）は、町民をはじめとした利用者の方々が、北谷町への興味や関心、学びの楽しみを
得られ、何度訪れても発見や感動の体験がある、地域に活用される施設となることが期待される。そのため
住民参加型の活動を中心に、集客性も考慮した多彩な事業活動の実施を検討する。
収集保存事業

●収集保存の対象：北谷町の歴史・文化・自然に関する一次資料、二次資料

調査研究事業

●調査研究の対象：北谷町の歴史・文化・自然、博物館の事業や運営、他館事例に関する
調査研究活動 など

展示公開事業

●展示による公開活動（常設展示・収蔵展示・企画展示）
●伊礼原遺跡エリアでの公開活動（屋外展示）
●町内の関連施設での展開（モバイル展示）
●出版・情報発信による公開活動 など

学習支援事業

●学習プログラムの企画・実施
●イベントの企画・実施
●レファレンス、学習に関する相談・支援、情報提供
●学校教育支援 ●生涯学習支援 ●博物館ボランティアの育成
●博物館に関連する専門的人材の育成 など

文化観光・交流事業

●観光情報の提供、集客・誘客の取り組み ●日常的な利用の促進
●広報・情報発信のためのツールづくりと運営 など

サービス事業

●休憩コーナー

・これらの活動を通じて、多様な人材を育成する。

③ 探求する博物館

④ 観光資源としての博物館

・先人たちが残した貴重な歴史・文化・自然に関す
る資源を調査・研究し、北谷町における地域文化
の成り立ちを探究し、展示や体験学習などの活動
を通じて町民に還元する。

・地域の歴史・文化・自然資源を網羅し、紹介する
ことなどを通じて、将来のまちづくりにおいて重
要な柱となる観光分野への活用を図る。

・図書館や公文書館をはじめとする、歴史・文化・
自然資源に関連する活動を行う関係機関、町内外
の研究施設や関係団体等との連携を図り、調査・
研究活動を実施する。

・ハンビー美浜地区を含む町内全域と連携を図りな
がら、魅力ある博物館づくりを行い、博物館その
ものの観光資源としての活用を図るとともに、集
客・誘客活動等を通じて周辺地域の産業へも寄与
し、地域と共生する博物館像をめざす。

・町民はもとより、観光客を含めた北谷町来訪者の
・町民の参画と協働による調査・研究を行うととも
に、これらの活動を通じて、新たな地域文化の創造、 利用を促し、北谷町の歴史・文化・自然、その魅
力を広く発信する。
人材育成を行う。
・多様な人々の交流の場となることで、新たな地域
文化の創造に資する。

■機能
博物館活動の基盤となる機能

収集保存機能
・北谷町の歴史・
文化・自然に関
する資料・情報
の収集・整理・
保存管理

基盤的機能を発展・補完する機能

展示公開機能

文化観光・交流機能

・北谷町の歴史・文化・自然
に関する展示
・伊礼原遺跡を紹介する展示
・他の機関や町民との連携・
協働による展示

・文化観光資源としての北谷町
の歴史・文化・自然に関する
情報の収集、整理、受発信
・文化発信拠点、人々の交流拠点
・周辺地域・産業との共生

学習支援機能
・他機関と連動した利用者の
自主的な学習に対する支援
・北谷町の歴史・文化・自然
に関する学習の支援

調査研究機能
・北谷町の歴史・
文化・自然に関
する調査研究
・他の機関や町民
との連携・協働

サービス機能
・利用者の利便性を高める
サービスの提供
・多様な使い方の提供
（休憩コーナー
・
ミュージアムショップ等）

●ミュージアムショップ

など

●ユニバーサルデザインに則った活動

など

管理運営計画
・休館日、開館時間、入館料の設定についてはオープンまでに改めて詳細な検討を行い決定することとする
が、現段階では、概ね以下のような方向性を整理する。
■休館日
毎週月曜（祝日の場合は開館）
祝日の翌日
慰霊の日（６月２３日）
年末年始（１２月２８日〜1 月３日）
※メンテナンス等を実施するための館内整備日を別
途設定する

博物館建設位置図

■開館時間
開館時間：９：００−１７：００
■入館料
常設展示の入館料：無 料
※企画展示等については、その都度設定する

施設計画

展示計画

博物館建設イメージ図（平成３１年度開館予定）

■展示構成
※町内の関連施設にて展開
伊礼原遺跡エリア

Ｄ．
屋外展示

Ｅ．
モバイル展示

Ｄ．
屋外展示

Ｃ． 企画展示

・北谷町の歴史・文化・自然や
伊礼原遺跡および北谷城等に
関連する、さまざまなテーマ
を中心に扱う。

Ｆ． 収蔵展示

・年２回程度の開催とし、企画
展示が開催されない期間中、
企画展示室は町民活動の場と
して活用する。

歴史

Ａ．
伊礼原遺跡
ガイダンス展示

Ｂ． 常設展示
自然

自然

Ａ． 伊礼原遺跡ガイダンス展示

Ｃ. 企画展示

博物館エリア

文化

・博物館の自主事業をはじめ、
関連機関や団体あるいは町民
による開催を想定する。

Ｄ．屋外展示

Ｂ. 常設展示

・伊礼原遺跡エリアおよび博物
館エリア（伊礼原遺跡と連続
する屋外空間）での展示とす
る。伊礼原遺跡エリアでは住
居址の復元や古環境の再現、
跡エリアへのスムーズな誘導を図 ・参加性・体験性のある展示、また、
博物館エリアでは屋内で公開
る。
理解を補うための通史展示やト
することが難しい大型資料等
ピック展示などを効果的に用い、
・北谷町の「自然」を背景として据
を展示する。
えることで常設展示とのつながり 「見るだけで北谷町が分かる」展
Ｅ．モバイル展示
示とする。
が見える展示となり、興味・関心
・展示空間だけでなく、町内の
の醸成や理解の促進における両展 ・町内の史跡や文化財、関連施設
社会教育施設や学校など多く
示の相乗効果が期待される。
なども紹介し、本展示を起点とし
の人々が目に触れる場所で展
た各スポットへの利用者波及を促
開することで、博物館の周知
・展示内容はもちろんのこと、博物
す。
及び利用を促進する。
館と伊礼原遺跡両エリアの地形の
・伊礼原遺跡の情報を発信するガイ ・北谷町を物語る歴史、文化、自
ダンス機能を果たす展示とする。
然の各テーマを融合し、北谷町の
概観を分かりやすく展示する。
・屋外展示と連携を図り、伊礼原遺

起伏を活かした物理的にも一体的
な展示を検討する。

・伊礼原遺跡ガイダンス展示と切
り離したテーマで展開するのでは
なく、共通性を感じられる展示を
工夫する。

Ｆ. 収蔵展示

機能別想定面積（暫定）

敷地面積：6,078.98 ㎡・建築面積 1,800 ㎡・延床面積 3.000 ㎡程度
部門

展示

面積(㎡)

４１５

収蔵

６８０

・伊礼原遺跡の考古遺物を中心
とした北谷町の歴史的資料を
「見せながら収蔵する」こと
で、スケールメリットによる
迫力のある展示とする。

■伊礼原遺跡との関連
興味・関心

博物館エリア

【屋外展示】
・実際に伊礼原遺跡を歩き、北谷の
原風景に触れることで当時のよう
すを体感できる
・低湿地区から砂丘区へ続く動線に
より、時代の変遷を感じ、理解を
深める
・北谷町全体に対する興味・関心が
醸成される

【伊礼原遺跡ガイダンス展示】
※体験活動例
・ワークショップ「縄文
村をつくろう」
…遺跡見学、縄文の村マッ
プづくりなど
・１泊縄文人体験
…遺跡でキャンプ、縄文
の食体験、縄文の道具
づくりなど

体験・体感

・伊礼原遺跡の予備知識を得る
・伊礼原遺跡への興味・関心の高ま
りにより遺跡エリアの自発的な回
遊を促す
・遺跡回遊後のふりかえり活用によ
り理解が定着する

２００

伊礼原遺跡ガイダンス展示

１４０

調査研究
文化観光
サービス

管理

共有・
設備
合計

１４０

１１０

１１０

８７０

７５
５８０

特別収蔵庫（展示借用資料の一時保管庫）

１５

トラックヤード（搬入口）

２５

荷解室

３０

収蔵展示
研修室 兼 体験学習室
（２室に分割可能／90 名収容）

３０

ボランティアルーム
５００

室面積
(㎡)

常設展示室
企画展示室（２室に分割可能）
収蔵庫、前室
（考古収蔵庫 435 ㎡、民俗収蔵庫 145 ㎡）

学習支援

伊礼原遺跡エリア

必要な諸室

倉庫（体験学習器材倉庫兼ねる）

１４０
４０
７０

図書室（佐原文庫保管、考古学情報提供を行なう）

１５０

図書収蔵庫

１００

学芸員室

７０

資料整理室（工房）

７０

観光情報コーナー、ミュージアムショップ

７０

休憩コーナー（ベンダー販売機を設置）

２０

キッズコーナー（幼児、親子づれスペース）

２０

事務室（職員 5 人、小会議が可能）

７０

休憩室（湯沸し室）

１０

館長室（応接室）

２０

警備室
・ エントランスホール、ホワイエ、廊下、階段、
トイレ、EV、機械室、倉庫 等
・ 機械室、電気室、消化ボンベ室 等

１０

２,８２５

※今後行われる設計によって、弾力的に上記計画の変更が生じます。

※喫茶コーナーは中止し、ベンダー販売機を置く休憩コーナーとして計画。
※医務室は事務室と併用する。

