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     浜田城周辺整備基本方針 

      （(仮称)浜田歴史資料館整備）（案） 

この基本方針(案)は、 (仮称)浜田歴史資料館整備の詳細及び浜田城周辺整備の全体概要(再掲)を掲載しています。 
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(仮称)浜田歴史資料館の整備方針 
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  １．目的 

■現状と課題 

「歴史文化の保存と継承」、「ふるさと郷育」、「市民や観光客の交流」の拠点として、とりわけ、 

子どもたちの郷土愛を育む教育的施設として活用する。また、点在する市内の歴史文化資源 

への案内機能を担う。 

① 既存の資料館は、狭あいで老朽化し、貴重な歴史文化の資料や郷土の偉人の功績を多くの 

 人に伝えるためには更なる機能の強化を必要としている。 

③ 郷土の歴史文化に精通した市民や郷土史家が減少傾向にあり、知識の継承が危ぶまれる。 

② 地域の歴史文化の継承拠点の必要性は、古くから検討が繰り返されてきたが、実現に至っ 

  ていない。 

         平成12年  (仮称)浜田市総合博物館基本構想 

         平成14年  (仮称)浜田市総合博物館基本計画 

         平成21年  御便殿の活用の方向性に関する中間報告 ((仮称)浜田城資料館)          

④ 市民が保有する貴重な資料等の継承が行われず、消滅や散逸する恐れがある。 

■目的 

目的を達成するため、浜田開府400年を契機に当市を代表する史跡・自然の集積エリアである 

浜田城周辺 (御便殿付近) に新たな歴史文化の資料館を設置する。 
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  ２．基本コンセプト及び整備環境 

■基本コンセプト 

地域にある歴史・文化資料（伝統文化を含む。）を調査研究及び収集
保存して、後世に伝えるとともに、浜田らしい特色を展示・発信する。 

① 歴史文化資料の収集・保存、調査研究、展示 

「浜田」を学び、郷土を愛する心を育成するふるさと郷育の拠点として、
とりわけ、学校教育との密接な連携を図り、児童・生徒が楽しみながら
様々な歴史・文化体験ができる場を創出する。 

② ふるさと郷育の拠点 

市内で活躍するボランティア団体、歴史文化活動に関わる団体などの
協力のもと、地域の歴史文化を学ぶ市民や観光客の交流拠点となり、
点在する市内の地域資源へとつなげる動線の軸とする。 

③ 市民交流・観光交流の拠点 

浜田城跡、御便殿、自然に関するガイダンス機能を発揮する。 

④ 城山公園のガイダンス機能 

■整備環境(立地を「浜田城周辺」とした理由) 

活動の柱 活動の柱 

展示活動 

資料収集 

保存活動 

調査研究 

活動 

環境保全 

活動 

教育普及 

啓発活動 

観光・交流 

活動 

① 浜田城跡、城山公園、御便殿がまとまって所在し、自然や歴史的環境に恵まれている。 

② 御便殿の有効活用を図ることができる。 

③ 浜田城、御便殿、自然に関するガイダンス機能を発揮することができる。  

④ 新設建物と御便殿との一体的運営で、運営費が圧縮できる。 
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歴史・風土を探求する施設 
○市民、子どもが浜田市の歴史に接し、「ふるさと浜田」の 
 誇りと郷土愛を醸成する施設・・ふるさと郷育に寄与 
○浜田の過去、現在、未来を繋ぐ施設・・地域文化の振興に寄与 
○浜田の良さを体感できる施設・・観光交流に寄与 
 
 

 ３．機能の抽出 

城山との一体的整備 
による歴史体験 

浜田の歴史・文化の 
発信 

市内外文化施設との 
連携と役割分担 

御便殿との一体的 
整備による文化体験 

資料の収集保管調査研究に支えられた 

普及・啓発 

常設・企画展示 

浜田の歴史と文化の紹介・発信 

ふるさと郷育 

7 神楽文化 

2 石見国府・ 
    中世海運の時代 

1 浜田の大地 

4 激動の浜田 
第二次幕長戦争～浜田地震 

6 海洋・里山文化 

8 自然に育まれた 
  豊かな産業  
 

3 城下町浜田 
(浜田藩･津和野藩) 

9 郷土の偉人 

5 近・現代浜田の発展 

紙漉き 

浜田の歴史 
全般展示 

郷土の偉人・ 
産業文化の展示 

神楽文化の紹介 
衣装・面・楽器の展示 

歴史的建築物 
御便殿の紹介 

浜田城の歴史展示 

展示活動を支える 

収集・保管 
調査・研究 

学習・交流の場 
(多目的学習室) 
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機能  
 

内容 
 

企画展示  
 

・年2回程度 
   テーマ性をもった展示により、展示に 
    変化を持たせる 
・個人、学校、市民団体等への貸出 展示 
  
 

常設展示  
 

・浜田の歴史全般の展示 
・浜田城の歴史資料の展示 
  ジオラマ、CG 
  ビデオによる紹介・解説 
・郷土の偉人の展示  
  文化、スポーツ、政治等の各分野 
・産業文化の展示 
  ユネスコ無形文化遺産石州半紙 
  長浜人形、たたら製鉄、石見焼 
・歴史的建造物「御便殿」の紹介 
・各地域の農具、漁具の展示 
  民具使用体験 
 

歴史文化機能 

収蔵庫 
 

・所蔵品の保管 

機能  
 

内容  
 

・電気等機械関係 ・空調 
・メンテナンス器具倉庫   
・防犯防火システム  

維持管理室 
 

受付・事務室 
 
 

・受付及び事務室 
・学芸員室 
・観光情報提供 
 
 

エントランスホール 
 
ミュージアムショップ 
市民ギャラリー 
  
 

・玄関  
・ミュージアムショップ 
・市民ギャラリー 
・利用者用階段・エレベーター 
・パンフレット、散策マップ等の配布 

・学習の場 
  児童、生徒の課外活動等 
・講習会等の開催 
  市民講座、案内ガイド育成講習等 
・歴史や神楽などの学習、交流の場 
・交流・研修の場 
・市民、ＮＰＯの活動の場 
 
 

多目的学習室 
 

共通 

トイレ 
 

・外部からも利用ができるトイレ 

観光・環境機能 

・観光・環境ボランティアの控室 観光・環境保全窓口 

機能  
 

内容  
 

 ４．機能 

神楽文化展示(常設)  
 

・神楽文化の展示 
  神楽衣装、面、楽器 
  衣装試着体験  
 
 

駐車場機能 

・普通車、大型バスの駐車場 駐車場 

機能  
 

内容  
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  ５．整備概要 

■規模、構造及び展示内容 

施設名 延床面積（㎡） 構造 展示内容 

新設建物 1,445 鉄筋コンクリート2階建 浜田の歴史(全般)、浜田城、郷土の偉人、企画展示、映像シアターほか 

御便殿 539 木造平屋建 石見神楽、産業文化、御便殿ほか 

合計 1,984 

収蔵庫 

300㎡ 

機械室 

資料管理 

学芸室 

110㎡ 

共用 

多目的学習室 

70㎡ 

展示室 

映像シアター 

420㎡ 

展示室 

300㎡ 

機械室 

倉庫 

  資料整理室 

  管理事務室ほか 

200㎡ 

エントランスホールほか 

180㎡ 

多目的学習室(和室) 
20㎡ 

御便殿 新設建物 

１階 ２階 

共用 

渡り廊下 

■配置イメージ 

※ 設計により変更になる可能性があります。 

部屋名 御便殿 新設建物 合計 

展示室 300 420 720 

多目的学習室 20 70 90 

収蔵庫 － 300 300 

● 主な部屋の面積 単位：㎡ 

御便殿 

新設建物 

御便殿付近図 
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■展示観覧者数及び多目的学習室等利用者数の推計 

  ６－１．利用者数推計 

(1) 推計に用いたデータ ① 
「広島市民に対する島根県浜田市の観光イメージ調査」(平成27年度島根県立大学実施) 
  ● アンケート回答者数 599人 
  ● 広島市の人口 118万人                         
  ● 観光目的で浜田市を訪問したことがある人の割合 70％     
  ● 浜田城跡に行ってみたいと考えている人の割合 8％       
  ● 調査協力者の平均年齢 42歳                      

(Ａ) 
(Ｂ) 
(Ｃ) 
(Ｄ) 

(2) 推計に用いたデータ ② 
 「アクアスによる駐車場ナンバー調査」(平成27年度に51回、調査台数2,405台) 
  ● 広島ナンバー 38.5％ 
   ※ その他 島根 28.9％、岡山 8.6％、山口 6.7％、鳥取 3.3％                

(Ｅ) 

(3) 展示観覧者数の試算 
 ① 観光客 (リピートなしで想定)  4,200人   
  118万人 (Ａ)  × 70％ (Ｂ)  × 8％ (Ｃ)  ÷ 42歳 (Ｄ)  ＝ 1,600人 /年 
  1,600人/年 ÷ 38.5％ (Ｅ) ＝ 4,200人 /年      ※ 広島ナンバー (Ｅ) は、全て広島市民と仮定 

 ② 小中学生によるふるさと学習等による教育的な活用  450人 (1学年の人数) 
 ③ 島根県立大学生の浜田探索ツアー等の実施 250人 (新入生の人数)  
 ④ 上記①～③の合計 4,900人 (42年間の平均値) 

(4) 多目的学習室等利用者数の試算 
  ① 利用者 4,000人 
   浜田公民館研修室利用率(約75％)から推計 
    （有料施設であることを考慮し、その50%を見込む。） 
   35人 /日 (会議室平均利用者数(想定))  × 305日 (開館日)  × 37.5％ ＝ 4,000人 

展示観覧者数 (Ｆ) と多目的学習室等利用者 (Ｇ) の合計        約9,000 人  

(Ｆ) 

(Ｇ) 
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4,000 3,960 3,920 3,881 3,842 3,804 3,766 3,728 3,691 3,654 

6,600 6,501 6,403 6,307 6,213 6,120 6,028 5,937 5,848 5,761 

0 

10,000 

20,000 

30,000 

40,000 

50,000 

60,000 

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 

(仮称)浜田歴史資料館利用者数の推計及び類似施設利用者の開館から10年間の推移 

新資料館（展示観覧者） 

新資料館（多目的学習室等利用者） 

世界こども美術館(平成8年開館) 

石正美術館(平成13年開館) 

荒神谷博物館(平成17年開館) 

  ６－２．利用者の推移 

算出方法 
 ① 展示観覧者数 
   ● 21年目の展示観覧者数4,900人 (Ｆ)及び類似施設 (世界こども美術館、石正美術館及び荒神谷博物館)の 
    開館から10年間の平均「対前年比」(－1.5％)を参考に開館時の展示観覧者数を6,600人とし、これに平均 
    「対前年比」を乗じて試算 ⇒ 毎年－1.5％展示観覧者が減少する。 

 ② 多目的学習室等利用者 

   ●開館時の多目的学習室等利用数を4,000人 (Ｇ) とし、これに浜田市における人口減少率(－1％/年)を乗じて 
    試算 ⇒ 毎年－1％多目的学習室等利用者が減少する。 

● 類似施設 

  開館から10年間の平均 「対前年比」 

    

■利用者数の推移(10年間) 

世界こども美術館 

石正美術館 

荒神谷博物館 

＋6.71％ 

－2.35％ 

－8.73％ 

３館の平均「対前年比」 
 

－1.5％ 

10,600 10,461 10,324 10,189 10,055 9,924 9,794 9,666 9,539 9,415 

単位：人 

※ 施設のリニューアルやインバウンド・リピーターにより、10年目を目途に利用者数減少の収束を図る。 
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 ７．整備スケジュール及び整備事業費 (試算) 

平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 

基本設計・実施設計 

地盤調査 

敷地造成 

建設工事  ・  外構修景 

養生 

展示等ソフト整備 

搬入 

■整備スケジュール 

■整備事業費 

整備内容 事業費合計 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 

調査設計費 98 46 52 

御便殿改修費 140 42 98 

新設建物整備費 730 30 198 502 

展示ソフト整備費 121 5 33 50 20 13 

備品購入費 39 39 

合計 1,128 51 115 290 659 13 

単位：百万円 

※ 当該事業の財源内訳  過疎債 +  ふるさと寄附 

市の実質負担額   ８４百万円   

開
館 

(入札・仮契約) 



10 

 ８．運営費 (試算) 

項目 内容 金額(千円) 

収入 常設展・企画展に係る観覧料 、多目的学習室使用料、売店売上等 2,730 

支出 46,000 

 人件費 職員賃金、保険料等 (学芸部門は市の直営を想定し、学芸員の人件費は計上していない。) 11,000 

 物件費 施設管理費、事務費、事業費等 35,000 

■年間運営費  

・ 既存資料館の維持管理費  (統廃合対象施設)  

施設名 金額(千円) 施設名 金額（千円) 

浜田郷土資料館 9,164 弥栄郷土資料展示室 0 

旭歴史民俗資料館 36 三隅歴史民俗資料館 267 

御便殿 1,242 合計 10,709 

実質運営費(Ⓑ-｛Ⓐ+Ⓒ｝) 
     ３２，５６１千円   

Ⓐ 

Ⓑ 

Ⓒ 

■運営費 の推移(10年間)  

項目 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目 ８年目 ９年目 １０年目 

収入 2,897 2,863 2,829 2,795 2,763 2,730 2,698 2,667 2,636 2,605 

支出 46,000 46,000 46,000 46,000 47,000 46,000 46,000 46,000 46,000 47,000 

実質運営費 32,394 32,428 32,462 32,496 33,528 32,561 32,593 32,624 32,655 33,686 

対前年度比 － +0.1％ +0.1％ +0.1％ +3.2％ －2.9％ +0.1％ +0.1％ +0.1％ +3.2％ 

※ 行革効果により更なる支出の圧縮を目指す。 

単位：千円 

※ 実質運営費＝支出－収入- 既存資料館維持管理費（Ⓒ） 
※ 収入の減額理由  観覧者数の減少による観覧料の減額 
※ 支出の増額理由  5年及び10年記念事業実施による事業費の増額(各1,000千円) 
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 ９．建物イメージ 

■新設建物( 左) と御便殿 (右) 

西側（浜田川方向）からのイメージ 

東側（旧老人福祉センター方向）からのイメージ 

■御便殿 (左) と新設建物 (右) 
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浜田城周辺整備基本方針 
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 浜田城の遺構の保存・復元を目指す
とともに、“ふるさと・浜田”の歴史・風
土・文化を継承していく場として整備す
る。 

１ 歴史文化の保存と継承 

 浜田城周辺を、浜田の歴史・文化を
発信する教育の拠点とする。 

 また、多くの市民や観光客がここを訪
れ、近隣の「食・遊・泊」施設などと連携
して、市内に人の流れを生み出す観
光・交流の拠点とする。 

３ 教育・観光・交流の拠点 

 市民がふるさとの歴史・文化を学び、
また、自然に触れて憩い、健康づくりや
交流ができる場として整備する。 

２ 学習・憩いの場 

浜田城周辺整備のねらい 

 １．浜田城周辺整備のねらい・基本的な考え方 〔再掲〕 

●史跡を壊さず、丁寧な発掘調査等で史跡を保存 

●近代に入り、新たに手が加えられた箇所の検証 

●浜田城に関する学術的調査・研究の推進 

 

浜田城周辺整備の基本的な考え方 

４ 市民や観光客が集うエリアとしての整備  

●自然環境の保護と保全活動の推進 

●植生の調査研究と城山の森の保全（巨樹・サクラ・ツバキ等） 

●森のレクリエーション機能の強化 

●市民との協働による城山環境の整備 

●市民参加による城山の森の保全 

●津波等に対する高台への避難路としての園路利用 

●既存の観光、物産、交通、宿泊施設、地元商店街などとの連携 

●地域資源を繋ぎ、物語性を持たせた散策・観光ルートづくり 

●ガイド機能の整備など来訪者へのおもてなしの実践 
●各種イベント・講座など市民活動を通した交流の促進 

３ ふるさと郷育・人材育成の場としての整備 

●地域を学び、自然を愛し、郷土を愛する心の育成の場 
●教育機関と連携した体験・学習の場 

１ 浜田市全体の歴史文化ゾーンとしての整備 

●浜田城や御便殿の利活用促進 

●浜田藩・津和野藩を始め、市内の歴史文化の集積・紹介 

●浜田の歴史・城山・石見神楽による魅力の向上 

●地域のNPO法人、ボランティア団体等との連携 

●県西部の周辺市町等と連携した広域観光圏・ルートの形成 

●公共交通網の整備等による人の流れる仕組みづくり 

２ 城山公園の魅力アップのための整備 

（１） 浜田城の史跡を保存し、活用する 

（３） 市民に親しまれる森を目指し、防災面にも配慮する 

（２） 自然環境を保全し、活用する （１） 観光・交流の拠点性を発揮する 

（２） 地域や他の自治体と連携する 

観光拠点 観光拠点 

浜田城 

周辺 

食べる 遊ぶ 

泊まる 

浜田駅 周辺 浜田駅 周辺 

のどぐろ 

浜田漁港 海洋館アクアス 

ふるさと体験村 

美又温泉 美又温泉 旭温泉 旭温泉 

神楽めし 三隅公園 

観光拠点 観光拠点 

浜田城 

周辺 

食べる 遊ぶ 

泊まる 

浜田駅 周辺 浜田駅 周辺 

のどぐろ 

浜田漁港 海洋館アクアス 

ふるさと体験村 

美又温泉 美又温泉 旭温泉 旭温泉 

神楽めし 

学習・憩いの場 学習・憩いの場 

浜田城周辺 

■浜田城周辺の地域資源 

■歴史・文化学習 ■生涯学習 

城山からの眺望 

■イベント 

活用する地域資源 

■遠足 ■保全活動 

自然豊かな城山 石見神楽 文化財 御便殿 浜田城跡 

http://rdsig.yahoo.co.jp/blog/gallery/image/main/RV=1/RU=aHR0cDovL2Jsb2dzLnlhaG9vLmNvLmpwL3RlYXJzMTk2L0dBTExFUlkvc2hvd19pbWFnZV92Mi5odG1sP2lkPWh0dHAlM0ElMkYlMkZibG9ncy5jLnlpbWcuanAlMkZyZXMlMkZibG9nLTI2LWQ1JTJGdGVhcnMxOTYlMkZmb2xkZXIlMkY1MTEzMjklMkYyNyUyRjg5OTg1MjclMkZpbWdfMSUzRjEzNzUzNzQ0ODYmaT0x
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://blog.livedoor.jp/nekomu/archives/2009-10-02.html&ei=637QVLSiCYbdmAWLyoGIAw&bvm=bv.85076809,d.dGY&psig=AFQjCNGeDEQGP3vTxSSi8n4huBW0qxT55w&ust=1423036508972972
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整備区域の 
現況評価 

○整備区域は風格を感じる巨木に覆われた古城の森、ツバキが自生する市街
地内の身近な森、桜の名所として評価できる。 

○整備区域は、浜田城が所在する『城山エリア』と、御便殿を中心とした
『歴史文化エリア』に区分される。 

○『城山エリア』は、４つのゾーンを拠点とした活用展開が望まれる。 
  

【問題点】国道9号からのアクセスが悪い。駐車場、トイレが無い。 

 ２．浜田城周辺整備に係るゾーニング 〔再掲〕 

ツバキ・スイセンの斜面 

ツバキの斜面 

井戸 

井戸 

焔硝蔵 

まとまった平地 

巨木 

都市計画公園区域 
（見直し案） 

【評 価】歴史的建造物「御便殿」を主景とするエリア 
 

【問題点】御便殿を活用した歴史拠点の機能強化が必要。 
     進入路や駐車場が未整備である。 
 

     隣接する桜、背後の山地を含めた活用が必要。 
       

●歴史文化エリア 

②石垣ゾーン ③眺望ゾーン 

【評 価】古城の趣を感じるゾーン 
  

【問題点】出丸の石垣の活用が望まれる。 
     出丸の平場が活かされていない。 
     石階段が壊れやすくなっている。      

【評 価】美しい入江や日本海、市街地が眺望できる
ゾーン 

  

【問題点】ガケからの転落が懸念される。 
     樹木により、かつての眺望が遮られている。 

①動線交差ゾーン 【評 価】美しい景観を有し、各動線が交差するゾーン  【問題点】特にな
し。 

■ツバキなどの多種多様な植物群生 

歴史文化エリアと城山エリアをつなぐ最短動線 

【問題点】メイン動線として歩行性の改善が必要である。 

④焔硝蔵広場ゾーン 

【評 価】 
 焔硝蔵跡の平地空間が 
 広がるゾーン 
  

【問題点】 
 地盤が固い等のため、 
 植栽された桜の生育が 
 悪い。      

●風格を感じる巨木に覆われた古城の森 

●城山エリア 

②石垣ゾーン 

③眺望ゾーン 

①動線交差ゾーン 

④焔硝蔵広場ゾーン 

●城山エリア 

ツバキ・ツワブキの斜面 

歴史文化エリアと城山エリアをつなぐ最短動線 

●歴史文化エリア 

本丸 

出丸 

三重櫓 

二丸 

三丸 

中ノ門 

船蔵 

裏門 

二ノ門 

夕日ノ丸 

御便殿 


