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歴史観光ガイダンス
歴史観光のための情報発信やツアーの
出発点としての機能を備えます。 ミュージアムカフェ、ミュージアムショップ

カフェやショップでは、静岡市ならではの味と

魅力的なお土産を提供します。

歴史文化学習支
援室

歴史文化遺産
を教育分野に

活かすための

スタッフ、スペ
ース、機材等を

提供します。

調査・研究エ
リア

交流・歴史観光エリア
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歴史文化から静岡の未来をつくる。
～静岡の過去を学び、今を知る。そして、未来を考える。～

収蔵庫
充分な空間が確保され、適切に管理され
た収蔵庫は、“市民の蔵” としての役割を果
たします。

テーマ展示
「歴史の中で光る静岡」として、全国や世界に誇れるテーマを取り上げます。

通史展示
原始時代から現代までを網羅しながら、
静岡市の変遷をわかりやすく紹介します。

展示エリア

収集・保存エリア
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静岡市では、多様な自然環境のもと、先人たちが全国に誇る「歴史」を築き、

それは地域の個性である「文化」として、私たちに受け継がれてきました。

豊富な「歴史」「文化」によって織りなされた都市、それが「静岡」です。

歴史文化施設は、残された「歴史」「文化」を守り、未来へ受け継ぎ、さ

らに展示や講座などの活用をとおして、地域が歩んできた道、そこに暮らし

た人々の生き方や価値観などを学び、楽しむことができる施設です。

なぜ、 静岡市に歴史文化施設が必要なのでしょうか？  

私たちの豊かな歴史文化にふれる機会をもっと増やしたいと考えているから

です。

　

地域の歴史を解き明かす研究とワクワクするような展示は、訪れた人たちの

心を刺激します。

そして、そこから生まれる “もっと知りたい” という欲求は、さらなる知的好

奇心となって人々を動かします。

なぜ、 いま歴史文化施設をつくるのでしょうか？

静岡市の歴史文化遺産の「保存」や「活用」について、皆さんと共に新し

い一歩を踏み出したいと考えているからです。

歴史文化施設は、今まさに破損や散逸の危機に瀕している歴史文化遺産を

救います。

また単に保存するだけでなく、その活用をとおして教育や観光、商業分野

に新たな価値を生み出すことができます。

歴史文化施設には、未来へ向けた多くの可能性があります。

静岡市は、この施設を出発点として、皆さんと動き出したいと思います。
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基本理念

この歴史文化施設は、私たちの先人が築いた歴史文化を受け継ぎ、これを郷土への

愛着や誇りに変え、さらに「静岡の魅力」として全国へ発信します。そして、人々の

多様な “交流” や “にぎわい” へつなげていきます。

「過去」の人々の生き方や考え方を知ることで、私たちは「今」の暮らしや地域を再

発見することができます。そして「未来に向けて何をしようか」、そんな静岡の未来を

考える出発点となることを、この歴史文化施設は目指します。

歴史文化から静岡の未来をつくる。
～静岡の過去を学び、今を知る。そして、未来を考える。～
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都市イメージ「大御所家康公と駿府」
を確立し、未来へ伝えます。

「駿府」の歴史を語る

地域へ誘う

歴史観光を推進するため、地域の歴
史文化遺産を活用し、来訪者と歴史
文化遺産、地域住民を結びます。

「学び」のコーディネート

市内の博物館施設と連携し、静岡市
の文化教育活動を盛り上げます。

いざな

歴史文化施設の機能

歴史文化施設の役割

受け継ぐ

解き明かす

魅せる

活かす

収集・保存

調査・研究

展示・公開

教育・普及

・資料の収集活動の拠点となり、散逸や破損の危険から歴
史文化遺産を守ります。

・充実した収蔵施設をつくり、適切に歴史文化遺産を保存
します。

・収集・保存活動を通じて地域やそこに暮らす人々との交
流を図り歴史文化の継承に寄与します。

・学芸員を配置し、専門的かつ広い視野で調査研究を行い
ます。

・市民と共に調査・研究を行い、地域や団体とのネットワー
クを構築します。

・地域に根ざしている多様な歴史文化を明らかにします。

・静岡市の歴史の魅力をわかりやすく展示、解説します。
・歴史文化研究の最新成果を反映させます。
・“見る” だけでなく、“さわる、聞く” など五感を刺激する
展示手法を取り入れます。

・教育現場と連携し効果的なプログラムを提供します。
・情報を発信するだけではなく、双方向型の教育・普及活
動を行います。

・歴史文化遺産を積極的に活用し、次の世代へ受け継ぐた
めの普及活動を行います。

　歴史文化施設には、「収集・

保存」「調査・研究」「展示・公開」

「教育・普及」の機能があります。

歴史文化施設は、この機能をも

とに、本施設の基本理念である

「歴史文化から静岡の未来をつく

る。」にのっとり、本市の歴史文

化遺産を本市の未来へ継承し、

そして活かしていくため、３つの

役割を果たします。この３つの

役割は、本市の観光、商業、教

育の各分野のみなさんからいた

だいたご意見をもとに検討し、と

りまとめました。

歴史文化施設の機能・役割

歴史文化施設

役割 1

役割 2

役割 3
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　歴史文化施設の建設候補地（旧青葉小学校跡地）は、駿府城内にあり、旧駿府城下町に隣接しています。

歴史文化施設では、「駿府」を語る施設として、徳川家康公が思い描いた都市「駿府」と駿府在城中の「大

御所家康公」をクローズアップし、都市イメージ「大御所家康公と駿府」を確立します。そして、この魅

力を市内外へ発信し、来訪者の駿府城公園や旧駿府城下町への回遊を高めることで、中心市街地の活性

化に寄与します。

　また、平成 27 年に実施する「徳川家康公顕彰四百年記念事業」の成果を未来へ継承し、静岡市のま

ちづくりに反映させていきます。

「駿府」の歴史を語る
中心市街地の活性化

駿府城や城下町エリアの中にある歴史文化施設

人の流れ

歴史エリア

役割

1

役所と武家屋敷地

浅間神社参詣の
門前町

交通の中枢
「府中宿」

紺屋・鍛冶などの
職人町

東海道沿いの
商人町

寺が集まった
寺町

大工・研屋などの
職人町

JR静岡駅

静鉄新静岡駅

浅間神社

駿府城公園

美術館

旧
東
海
道

歴史文化
施設
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　静岡市は、異なる「個性」をもつ多

彩な地域で構成されています。市内の各

地域の活性化を図るため、地域が持つ

歴史、文化を核とした魅力づくりと、こ

れを語る地域の担い手の育成を、歴史

文化施設がバックアップします。そして、

来訪者を地域の歴史文化遺産へと誘い、

地域住民が「地域の歴史文化を語る」

ことをとおして交流をはかり、歴史観光

を推進します。

地域へ誘う役割
いざな

静岡市の歴史、文化、地場産業など、各地域が持つ個性を「地域の魅力」として掘り起し、際立たせます。
そして、地域を訪れた人々が、“驚き” や “知的好奇心” などの体験を地域の人々と共有することで、
にぎわいが生まれ、地域の活性化へとつなげます。

静岡市の歴史観光の目的

歴史文化施設の推進イメージ

歴史観光の推進2

　集積した学術調査から、地域の歴史観光資源を掘り起こす。

　　　　→「学術的価値」＋「人を惹(ひ)きつける価値」＝「観光資源としての価値」

人・モノの
交流

　地域の歴史文化の魅力を伝える人材（語り部）の育成や情報発信の支援をする。

　　　　→市民を巻き込んだ歴史観光の推進

歴史文化施設の展示や情報発信を通して、来訪者を地域へ誘導する。

訪れた人は、地域の人との交流を通じて、さまざまな体験をする。

　　　　→交流やにぎわいの創出

観光資源の
掘り起し

地域における
基盤の整備

井川神楽 清水テルファー

小池邸

登呂遺跡

三保松原

聖一国師の生家（石碑）

建穂寺

宇津ノ谷峠
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　静岡市には、登呂博物館、静岡市美術館、埋蔵文化財センターなど、歴史、文化、芸術、産業の各

分野を専門に扱う施設があります。歴史文化施設は、これらの施設の「つなぎ役」としての役割を担い、

それぞれの専門とする分野を活かしていくとともに、本市の文化の振興をはかります。

　さらに、「地域」、「学校」とともに、地域学習を推進していきます。歴史文化施設では、学習のコーディネー

トや歴史文化資料の活用等をはかることで、地域の歴史文化を担う人材の育成をサポートしていきます。

「学び」のコーディネート役割

地域学習の支援3

家庭

児童生徒

歴史文化施設
活動の中心

学校図書館
司書

学校 地域

それぞれの得意分野を活かす

他の施設との連携

歴
史
文
化
施

設と
学校のつなぎ

役

学びのコーディネート
学びの場や資料・情報の提供

活用する

歴史文化施設の活用
教員の視点からの提案

児童生徒の受け入れ

情報・資料・人材の提供

地域の情報の収集・保存
愛着や誇りの醸成

例：

登呂博物館・埋蔵文化財センター…考古学

静岡市美術館…文化・芸術振興

広重美術館…東海道文化

芹沢銈介美術館

中勘助文学記念館

駿府匠宿…地域産業の振興

フェルケール博物館…清水港

東海大学海洋科学博物館…海洋科学

資料活用の促進
授業効果の向上

…民芸運動・近代文学と静岡

活用・提案

場所や情報の提供

授業に取り組む

知識を与える

愛着や誇りを持つ

生きた情報を与える

歴史文化施設
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　展示は、資料やその解説から、その時代背景や培われた文化、または

そこに生きた人の生活や考え方など様々な情報を映し出します。歴史文化

施設の常設展示では、静岡市の歴史文化に関する資料を基に、テーマ展

示では日本の歴史の中で静岡市の特徴となる “光る” 歴史文化を紹介しま

す。また、通史展示では、各地域に脈々と流れ、今の私たちに “つながる”

歴史文化を紹介します。

展示構成

“光る” 歴史文化と
“つながる” 歴史文化

※この項目は検討段階のものであり、今後の調査研究により発展させ、追加します。

縄文：桑原遺跡出土ハート形土偶　弥生：特別史跡登呂遺跡　鎌倉：梶原一族の碑　室町・戦国：静岡浅間神社　近世：駿府城下町絵図（静岡市蔵）
近代（明治初期）：静岡学問所附設伝習館内部（早稲田大学図書館蔵）　近代（明治～大正～昭和～平成）：清水港テルファー

市内の低湿地を中心
に米づくりが営まれ、
ムラが形成され集団
単位での暮らしが始
まった様子をこれまで
の発掘調査の成果な
どから紹介します。

●弥生時代

山間部、丘陵や山裾
を中心に定住が始ま
り、狩 猟、漁 労、採
集などの生活が営ま
れた様子について、
遺跡の出土品などか
ら紹介します。

●縄文時代

原始

静岡、清水平野は、
有力氏族により統治さ
れ、地方の政治の基
礎が形成されていき
ます。市内に残る古
墳や副葬品などのか
ら、この地方がヤマト
王権に統治されていく
過程や支配氏族らの
支配の様子を紹介し
ます。

中央集権社会になる
と古代東海道が整備
され、役所機能を持っ
た「官衙（かんが）」
や寺院が配置されま
した。関係遺跡から
出土した木簡などの
文字資料、仏教関係
資料から、中央政権
や仏教との関わりが深
まってきた様子を紹介
します。

●古墳時代

●奈良時代～平安時代

古代

駿府の町並、治めた
人、暮らした人々を描
き出します。海上交通
（海の東海道）を紹介
します。

●江戸時代

近世

江戸から移住した人々
の記録や写真から、維
新の激動と人々の対応
を紹介します。
静岡で晩年を過ごした
著名人を紹介します。

世界の動きとシンクロ
させて、静岡の出来事
と発展や暮らしの変化
を紹介します。

●近代（明治初期）

●近代～現代
    (明治～大正～昭和～平成）

近現代

通史展示

鎌倉幕府開府に活躍
した、静岡の武士団
武士の動きを追いま
す。 

南北朝の動乱を左右
した、静岡の武士団
の動きを追います。 

台頭していく、今川氏
の動きを追います。

●鎌倉時代

●南北朝時代

●室町～戦国時代

中世
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静岡
駅

駿府城公園

浅間神社

候補地候補地

延床面積　5,000 ㎡

静岡市葵区追手町

旧青葉小学校跡地

建設候補地

予定規模

施設の概要

テーマ展示

●想定される項目

東海道交通と交流
　家康公の没後、戦いの世から泰平の世に移ります。すると多
くの人、情報、モノが「道」を往来するようになりました。江
戸時代、江戸から京都までを結ぶ東海道の中で、富士山や三
保の松原の眺望は、多くの旅人を魅了し、数多くの絵画・文学
で取り上げられました。また街道と宿場を通じて、茶や塩など
の産物が流通し、農業など様々な産業技術が伝播しました。

　静岡市の東西に延びる「東海道」によってもたらされた「交流」
や「にぎわい」を紹介します。

家康公真筆御影像（宝台院蔵）

東海道五十三駅図会　江尻
（静岡市蔵）

駿府の礎を築いた今川氏

●想定される項目　室町・戦国時代にかけて駿河国をおよそ 230 年支配した
今川氏は、文武両道の家柄として、静岡地域の政治・経済・
文化のみならず、全国の諸大名にも多大な影響を与えました。
　

　後の徳川政権下から現在にも繋がる静岡市の繁栄の “礎”
を築いた今川氏を多角的にとらえ直し、戦国時代の駿府の再
評価へとつなげていきます。

今川義元坐像（臨済寺蔵）

・今川氏十代
・先進的な領国経営
・花開く今川文化

●想定される項目

大御所家康公と都市駿府
　将軍職を譲った家康公は、「大御所」として駿府に移り、
有能な家臣を集め、駿府に政治・外交の拠点を築きまし
た。そして、駿府城や城下町、安倍川の整備など現在の
町構造に繋がる整備を行いました。

　江戸幕府 260 年余の骨格が創られた「駿府大御所時
代」。大御所家康公と駿府の関わりから、この時代をひも
解きます。

・駿府城下町の誕生
・大御所家康公の政策
・「神君家康公」のおわした町駿府

・旅「人の往来」
・文化「情報の往来」
・流通「モノの往来」
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歴史資料調査

　平成 23 年度より歴史文化施設の建設に向けて専門の職員を配置し、

歴史資料調査室を設置しました。静岡市の歴史文化遺産の所在を再発

見・再確認するとともに、活動の基礎となる歴史資料やその情報を整理、

蓄積をしています。さらに調査の成果を基に企画展示や報告会など、歴

史文化資料の活用を進めています。

静岡市歴史文化施設建設検討委員会

（平成 24年 3月～平成 25年 12月）

　『（仮称）静岡市歴史文化施設基本構想』に基

づき、歴史文化施設に必要な機能、展示内容、

運営方法等の具体的な検討を行いました。平成

25 年 3月には中村羊一郎委員長から田辺市長に

対してこれまでの検討内容について報告しました。

さらに25年度には、「連携部会」を開催し、観光・

商業・教育分野からアドバイザーを招き、各分野

における連携の在り方についてまとめました。

静岡市歴史文化施設基本構想検討委員会

（平成 22年 7月～平成 23年 2月）

　様々な方面からの意見を得るため、歴史

学、博物館学や生涯学習などを専門とする学

識者 7 名と市民公募 2 名からなる委員会を

設置しました。合計 4 回の委員会を開催しま

した。平成 23 年 3月には施設のめざす基本

方針や備えるべき施設等についてまとめた

『（仮称）静岡市歴史文化施設基本構想』を

策定しました。

第 1回静岡市歴史文化フォーラム

「今川と徳川、秘められた静岡の魅力―駿府から静岡へ―」

　｢駿府｣という共通テーマをもとに、中世から現代までの静岡の

歴史を、今川氏と徳川氏を中心にひも解きました。多くの市民の

皆さんのご参加をいただき、静岡市の歴史文化に関する関心の高

さを改めて知ることができました。

　参加者の方々からは、貴重な資料を未来へ伝えるためにも歴史

文化施設の建設に期待する声をいただきました。

これまでの取り組み

実施日：平成 25年 10月20日（日）　
場所：アゴラ静岡（しずぎんホールユーフォニア）
参加人数：354 名
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今後のステップ

これからの取り組み

歴史資料調査・収集

平成23年度から継続して取り組んでいます

基本計画

実施計画

運営準備・スタッフ教育

体制構築 展示製作 建築工事

運営計画 展示計画 建築計画

歴史文化施設　開館

　これまでの取り組みをふまえ、今後は下記のようなステッ
プを踏んでいくことになります。

12　

（基本計画）
実施計画

基本設計
実施設計

基本設計
実施設計



実現に向けて解決すべき課題

財源の確保1課題

建設・運営にかかる民間活力の導入2課題

歴史文化施設の整備について
市民意識の醸成3課題

観光、教育、商業分野との連携4課題

　歴史文化施設の計画を検討する中で、以下の４つの課題

がうかびあがってきました。これらの課題にむけてみなさ

んと一緒に考えていきたいと思います。
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課題の解決にむけて、 まず

「さきがけ博物館事業」 に

取り組みます！

みなさんで一
緒に考えていきましょう！



○

○

○

○

地域に眠る未調査の資料を掘
り起してその内容を明らかに
するとともに、所蔵者に資料
保存についてのアドバイスを
行います。

家康公薨去以降、未だ明らか
にされていない「駿府」の歴
史を語る資料を掘り起こし、
現在に至る「駿府」の歴史を
ひも解き、あらたな歴史調査
成果を蓄積します。

「幼少期の家康公を育てた今
川氏」、「家康公が築いた駿
府」、「家康公が残した遺産」
という３テーマ ( 案 ) の企画
展示を行い、これまでの研究
成果に基づき家康公と駿府の
魅力を発信します。

家康公に戦国武将としての英
知と教養を身に付け、人格形
成に多大な影響を及ぼした今
川氏の豊かな文化と先進的な
政治や支えた人々にせまり、
静岡の魅力を発信します。

・家康公顕彰 400 年事業の推進
・歴史文化施設建設計画への機運の醸成
・歴史文化施設の必要性の周知

・地域の歴史への関心喚起
・個人宅レベルでの歴史資料
の適切な保管への助言

・歴史文化の魅力の発信
・歴史文化施設展示計画の
検証

・市民協働による研究体制
の推進

・都市「駿府」の魅力解明

想定している展示計画をもと
に、企画展示を実施し、本市
における歴史文化の魅力を
「歴史の中で光る静岡」とし
てアピールします。

徳川家康公の幼少期を支え、
後の徳川政権に大きな影響を
与えた今川氏を市民とともに
研究し、徳川家康公と並ぶ郷
土の誇りを再確認してもらい
ます。

歴史文化施設について、多くのみなさまに PRするため、ロゴマークを作りました。

静岡庁舎本館（国登録有形文化財）のあおい塔ドームをデザインしました。

　静岡市では平成 27 年の徳川家康公顕彰 400 年に向けてさまざまな記念事業を

計画しています。その一環が「歴史文化施設　さきがけ博物館」事業です。

「歴史文化施設　さきがけ博物館」は「さきがけ企画展」「さきがけ収蔵室」「さき

がけ歴史文化講座」で構成されています。市民の皆さんが魅力的な歴史文化に触

れながら、同時に歴史文化施設の構想やその役割についての理解をさらに深めて

いただける機会になると考えています。

さきがけ博物館事業

さきがけ博物館事業

さきがけ収蔵室事業名

実施年度

内容

家康公顕彰
四百年記念事業
との関わり

期待できる効果

全体

歴
史
文
化
施
設
の
機
能

収集・保存

平成 26 年度 平成 26・27 年度 平成 26 年度～

調査・研究

展示・公開

教育・普及

さきがけ企画展 さきがけ歴史講座
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