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福岡県水産資料館（以下「資料館」）は、来館者に福岡県

の漁業や水産海洋技術センターの活動を理解してもらい、漁

業について考えてもらうことを目的とした施設で、平成10

年にオープンしました。

開設より１０年を迎えた今、社会情勢の変化や県民ニーズ

の多様化に合わせ、新たな資料館の展示コンセプトの確立

や展示物等の更新が課題となっています。

今回の展示デザイン更新計画検討業務では、展示を「展示

コンテンツ」と「展示空間」の２つの側面から、現状の整理、

課題の分析を行い、更新案、更新の進め方を検討しました。

あわせて、イベントや情報発信等の活動の方向性を探り、

展示デザインの更新を効果的に進める方法を示しています。

はじめに
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展示コンテンツ
の考え方

展示空間の
考え方

２展示空間の現状

４ リニューアル・コンセプト

５　展示空間計画

７　イベント、情報発信の連携

６　展示空間更新計画

３ 展示空間更新の方向性

展示コンテンツ
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１ 施設概要等の整理

■展示更新計画のすすめ方
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１　施設概要等の整理

（１）施設の利用状況

・年間来館者は１万人前後で、月別来館者は、潮干狩りシーズン（３月～５月）
や子どもを対象としたイベントのある夏休み期間中、サイエンスマンス（福岡
県で11月に開催）の時期に増える傾向があります。

・夏休みイベントが４～５日間実施され、各回30～40人程度が参加しています。
海岸での生物観察や加工棟を利用したかまぼこづくり等のプログラムがあり、
福岡市西区や糸島半島、前原市など近隣からの参加者が多く見られます。

・団体利用では、水産について学習する小学校５年生が多く来館しています。糸
島半島や前原市などの近隣小学校が中心で、社会科見学のプログラムの一部
として資料館を利用しています。

・その他、水産関連団体や海外（韓国など）の水産関係者による視察、近隣の
福祉施設のデイサービスなどでも利用されています。
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○水産資料館の位置

・公共交通機関を利用すると、ＪＲ今宿駅よ
り昭和バス、「日赤入り口」下車徒歩10分。

・公共交通機関でのアクセスの利便性が高く
ないため、遠方からは自動車を利用した来
訪が中心となります。

水産資料館
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・日程：平成20年11月23日
・プログラム：
　展示：実験室、ブランド水産品、ミニ水族館
　試食：あさりご飯、シバエビの塩焼き、博多もずく
　体験：真珠の取り出し、のりすき体験、クイズラリーなど

・日程：平成20年７月24日,31日，８月７日,26日
・プログラム：
　プランクトンを観察しよう：採集・顕微鏡観察
　今津の海岸体験：貝やカニの採集・観察
　海の生き物をさわろう！
　かまぼこをつくろう！

○月別来館者数

○年度別来館者数

○夏休みイベント

○サイエンスマンス関連イベント
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（２）近隣施設の整理

○近隣施設（福岡市西部～糸島半島・二丈町エリア）

○周辺施設（福岡市都市圏）

今津元寇防塁

福岡市海づり公園
唐泊漁師直販市
唐泊恵比須カキ カキ小屋

唐泊漁港ストア

野北海水浴場
姪浜朝市
漁師直販の
店あこめ

岬の駅
干物工房ばんじろー

大洋丸のお魚

二見ヶ浦

小戸公園

生の松原元寇防塁
生の松原海水浴場

長浜海岸海水浴場

今津運動公園

九州大学

博多じょうもんさん伊都市場

博多じょうもんさん福重市場

博多じょうもんさん周船寺市場

JA糸島志摩の四季
志摩の朝市
志摩町歴史資料館

福岡県海洋技術センター
水産資料館

福岡県海洋技術センター
水産資料館

志摩町

前原市

能古島

姪浜

今宿

北崎

今津人形浄瑠璃

市・直売所 食 マリンレジャー その他観光施設 研究施設

市・直売所 食 マリンレジャー その他観光施設 研究施設

二丈町

新宮町
古賀市

福岡市

福津市

宗像市

・福吉ふれあい交流センター福ふくの里
・福吉ふれあい朝市
・二丈ふれあい土曜市

弘の夕市

相島地域物産展示販売所

伊崎の
おさかな夕市

長浜鮮魚市場(市民感謝デー),おさかな市
ぎょれん博多漁師処
福岡市動物園

中村学園大学
食育館

博多港ベイサイドミュージアム

福間ふれあい朝市
宗像漁協福間支所｢お魚市場｣

道の駅むなかた

あんずの里市鐘崎朝市大漁まつり
宗像市民俗資料館

福岡市博物館

マリンワールド

福岡市博物館

津屋崎魚まつり
お魚センターうみがめ

古賀市立歴史資料館

いか太郎(神湊漁港敷地内)

・近隣には海水浴場や海づり公園、今津運動公園等のレジャースポットをはじめ、歴史・文
化資源等の観光資源が多数あります。

・漁港等の漁業関連施設周辺では直売所が整備されたり、朝市等が開催されています。その
他にも直売所や朝市も見られ、福岡市西部は鮮魚を扱う施設が充実しています。

・福岡県海洋技術センターおよび水産資料館は、福岡市西部における唯一の海に関連する研
究・学習施設です。

・福岡市都市圏では、漁協や市
町村による直売所や朝市が数
多く開催されています。

・海に関連する歴史を扱う民俗
資料館や博物館等のミュージ
アム施設、生態を展示する水
族館や動物園等も立地してい
ます。
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（３）類似施設の整理と資料館の位置づけ

・海・川の生き物を扱う類似施設（活動）は、海の生き物を生態系と捉えて
展示する水族館や自然観察館、自然史博物館、水産資源として取り扱う性
格の強い物産館や漁港・市場、食育講座等に整理できます。

・空間の特徴について見ると、水族館や物産館は来館者を楽しませることを
重視した空間、博物館や資料館は学びの機会を提供することを目的とした
空間となっています。

・漁業をはじめとする水産業や海洋環境を守る取り組みに関する展示やイベ
ントを行う水産資料館は、海・川の生き物を水産資源と捉え、学びの場と
しての性格が強い空間の施設と思われます。

楽しむ

生
態
系

水
産
資
源

<空間の特徴>

<
海
・
川
の
生
き
物
の
捉
え
方>

　○海・川の生き物を扱う施設の整理と資料館の位置づけ

水族館 自然博物館自然観察館

漁港・市場物産館 食育講座

釣り 民俗資料館

学ぶ

■北九州市立水環境館
　（紫川河川管理施設）

■マリンワールド

■博多漁港，市場 ■食育館
（中村学園大学）

■福岡市海釣り公園 ■志摩町歴史資料館

■いのちのたび
自然史歴史博物館

１　施設概要等の整理
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２　展示空間の現状

導入　福岡県の４海区

テーマ１　海と生きる

テーマ２　福岡県の漁法

テーマ３　福岡県の水産業

テーマ４　増やそう！水産資源

海のシアター

（１）展示の構成

福岡県の
４海区

海と生きる
恵み／祈り

福岡県の漁法

福岡県の水産業

増やそう！水産資源

海のシアター
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　○資料館の展示コンセプトの考え方
　（資料館パンフレットより）

・資料館は５つの展示コーナーと海のシアターで構成されています。



■展示物

（２）展示コンテンツの種類

・４つのテーマの各展示コーナーには、パネル類、漁具実
物、漁具模型、その他写真等が展示されています。

■タッチパネル

・海と生きる、福岡県の漁法、福岡県の水産業、増やそう！
水産資源の各コーナーには、ＰＣ端末による情報システ
ムが設置されており、福岡県の水産業に関する情報や福
岡県水産海洋技術センターおよび資料館の案内情報を閲
覧できます。

・コンテンツは文字や静止画像のほか、ＣＧ、ビデオ動画、
音声等を使用した内容で構成されています。

■映像作品

・福岡県の４海区のコーナーに設けられた魚八景には、ハ
イビジョン水槽を利用した映像があります。（一部、故
障中）

・海のシアターでは大型利用スクリーンを利用したハイビ
ジョン立体映像２タイトルが上映可能です。
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■展示物

（３）展示コンテンツの現状

①　筑前海 ②　有明海 ③　豊前海 ④　内水面

・福岡県の周辺の海の特徴を、筑前海、有明海、豊前海、内水面の４
海区に分けて説明。

・海区ごとに、地図、解説、海産物の紹介がある。

11

導入 福岡県の４海区

○４海区を個別に説明する地図や文章、グラフ等はあるが、県内の４海区を比較した
り、他の地域と比較した福岡県の海の特徴を説明する資料はない。

○４海区の地図の縮尺が揃っていないため、比較が難しい。

○データが開館当初のまま更新されていない。

現状

１

<福岡県の４海区>



①筑前／豊前で、タイ・アジ等海水魚の映像を展開
②有明／内水面で、アユ・オイカワ等淡水魚の映像を展開

福岡県水産資料館 展示施設更新計画 12

２　展示空間の現状

<魚八景>



②コーナータイトル＆
メインビジュアル「恵み」

④コーナータイトル＆
メインビジュアル「祈り」

全体像 玉せせり

船祝い

大漁旗および写真展示（玉競祭、歩射祭）

③海の幸イメージ写真

⑤大漁旗を立てた漁船イメージ写真

・玉せせりと船祝いの海に関する祭りについての展示
・大漁旗、玉せせりおよび歩射祭の写真の展示

①コーナー概説

■展示物

<海の祭り>

<海と生きる 恵み～祈り>

テーマ１ 海と生きる２

13

○海の恵みについてのコンテンツの大半はタッチパネルの中にあり、パネルの情報は
少ない。

○大漁旗が、追加で展示されたとみられる玉せせりと歩射祭の写真の背後に隠れて見
えない。

○紹介されている本がガラスケース内にあり、手にとって読むことができない。

○海外からの来館者（写真）が海難遺児作文のコーナーに展示されている。

現状



■タッチパネル

恵み

祈り

食生活と海の幸
○食卓にのぼる海の幸
（１）マダイ、コウイカ、サヨリ
（２）マコガレイ、マダコ、シロギス
（３）サザエ、ウニ、アサリ、マガキ
（４）バカガイ、シャコ、クルマエビ、ガザミ

○こんな海産物もある
（１）ノリ、ノリの佃煮、辛子明太子、シラス干し
（２）干物、塩辛、ヒジキ、オキュウト
（３）魚フライバーガー、くんせい
○海の消費大国ニッポン
　主な漁場と漁獲量
　日本漁獲ベスト５
　１人１日あたりの魚の供給量
　漁獲高の推移

○海の幸は栄養たっぷり
　魚の栄養　Ｑ＆Ａ 魚の栄養と効果
　海産物とミネラル　Ｑ＆Ａ カルシウムとからだ

海の楽しみ・海のルール
○釣り
　福岡の海釣りポイント（１）筑前
　福岡の海釣りポイント（２）有明
　福岡の海釣りポイント（３）豊前

旬の魚
○海の幸
　春（１）アカニシ、マコガレイ、マダイ、スズキ
　　（２）コウイカ、シャコ、アサリ
　夏（１）ガザミ、キジハタ、イシダイ、カワハギ
　　（２）キス、トビウオ、エゴノリ
　秋（１）クロダイ、シロサバフグ、ヨシエビ、マダコ
　　（２）アカカマス、ちチダイ、コノシロ、タチウオ
　冬（１）トラフグ、ヒラメ、ナマコ、カサゴ、マガキ

海の祈る
○みあれ祭　動画：たませせり、
　船祝い

漁と福岡の祭り
○漁と祭り
○海と神様
○海の神様
○海と祭り

海といのち
○海への祈り
○海難遺児の作文
○青い羽根運動
○福岡県の海難事故

福岡の郷土料理
○筑前の魚
（１）アカニシ、マコガレイ、
      マダイ、スズキ
（２）イワシぬか味噌炊
○有明の魚
（１）クツゾコ料理、タイラギ料理、
　　　シャコ塩ゆで、
　　　ムツゴロウの蒲焼き
（２）アゲマキバター焼き、メカジャ
　　　の味噌汁、ウナギセイロ蒸し
○豊前の魚
　クルマエビ塩焼き、ガザミ塩ゆで、
　一粒カキ
○川の魚
　エツ刺身、エツ煮つけ

○海の遊び（１）
　プレジャーボート
　ウィンドサーフィン
　ヨット、ダイビング
○海の遊び（２）
　海水浴
　潮干狩

＜その他＞

・海難等の悲劇があったことを伝えるコーナー
・海外からの来館者の写真が追加で展示されている

海難遺児作文 青い羽根募金 海外からの来館者（写真）本の紹介
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２　展示空間の現状



テーマ２ 福岡県の漁法３

15

○タッチパネルで多くの漁法が紹介されているが、パネル展示はいか釣漁と定置網漁
のみである。

○タッチパネルの中に充実した漁法の解説があるが気づいてもらえない。

○漁具がコーナー隅の床に直で置かれている。

○展示パネルとタッチパネルで表現の統一が図られていない。（いか釣り／イカ釣な
ど）

現状

■展示物

<福岡県の漁法> ・暮らしと水産資源の関わりを、食生活、レジャー、民族文化などを
通して紹介する

①コーナータイトル
　＆メインビジュアル

②イメージ ③コーナー概説 ④漁具・漁法

⑤いか釣漁のコーナー

パネル展示＋イカ釣漁模型

いか釣 いか立縄いか立縄漁いか釣漁
漁具の構造について 夜の漁法について 昼の漁法について 漁の少ない冬季の対策



■タッチパネル

今の漁法・・・海では

巻き網漁
○巻き網漁とは
○巻き網図解　　　動画

定置網漁
○定置網漁とは
○定置網図解　　　動画

小型底引き網漁
○小型底引き網漁とは　　　動画
○小型底引き網漁図解

イカ釣り漁
○イカ釣り漁とは
○イカ釣り漁のようす　　　動画

一本釣り漁
○一本釣り漁とは　　　動画

潜水漁
○潜水漁とは

進むハイテク漁法

ハイテク漁船
○漁船の構造

ＧＰＳって何？
○ＧＰＳ？？とは何か
　Ｑ＆Ａ　どんなシステムですか
○ＧＰＳ？？のしくみ
　Ｑ＆Ａ　どうして位置を割り出すの

気象衛星「ノア」を見ながら
○「ノア」の水温分布図
○水温測定のしくみ
　Ｑ＆Ａ　どうして水温をはかるの

魚探と長年のカンとで
○魚の群と性質
○魚探のしくみと見方
　Ｑ＆Ａ　魚探のしくみ

拝見、漁船の生活
○船の生活（１）
　Ｑ＆Ａ　お腹がすいたらどうするの
○船の生活（２）
　Ｑ＆Ａ　眠くなったらどうするの

今の漁法・・・干潟では

四手網漁
○四手網漁とは

採貝
○定置網図解　　　動画

今の漁法・・・川では

アユ漁
○アユ漁とは　　　動画

エツ漁
○エツ漁とは　　　動画

伝統的な漁法

アゲマキ釣り
○アゲマキ釣りとは
○アゲマキ釣りのようす

海女（あま）漁
○海女漁とは　　　動画

16福岡県水産資料館 展示施設更新計画

⑧漁具・実物展示⑦定置網（模型＋説明パネル）⑥ハイテク漁船
コックピットイメージ造作

２　展示空間の現状



■展示物

<福岡県の水産業>

①コーナータイトル＆
　メインビジュアル

②コーナー概説（流通・加工品）

③コーナー概説（漁獲物） ④福岡県の漁港マップ

⑤水産加工品と栄養価 ⑥海から食卓に
　魚が届くまで

⑧イメージ写真
　（水中の魚群）

① ②③ ④ ⑤ ⑥⑦ ⑧全体像
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テーマ３ 福岡県の水産業４

○メインビジュアル（福岡県の地図）から水産業のイメージが喚起されにくい。

○「流通・加工品」「漁獲物」の各コーナーの概説はあるが、水産業の全体像をわか
りやすく伝えるコンテンツがない。

現状

・流通・加工品と漁獲物の２つのテーマでコ
ーナーが構成されている。

⑦福岡県で獲れる
　豊富な魚



■タッチパネル

福岡県の水産業

福岡県の漁業
○福岡県の漁場
○漁獲高の推移
○各海区の生産量
○魚種別の漁獲高

福岡県の漁港
○福岡県の漁港マップ
　筑前／有明／豊前
○福岡県の漁港リサーチ
　筑前／有明／豊前

漁協の仕事
○漁協とは
○漁協の仕事のようす

海の幸図鑑

海の魚類
（１）マダイ、ヒラメ、トラフグ、マサバ
（２）イサキ、サワラ、マアジ、イワシ
（３）マコガレイ、スズキ、コイチ、マグロ
（４）ケンサキイカ

川の魚
（１）アユ、ウナギ、コイ、フナ
（２）ヤマメ、オイカワ

エビやカニ
（１）クルマエビ、ガザミ、ヨシエビ、ナマコ
（２）シャコ

海草
ノリ、ワカメ、モズク

水産物の売り買い

小売業
○鮮魚店のようす
○朝市・夕市のようす

卸売市場

水産加工業

○市場のようす
○セリのようす
○仲買人

鮮度を守る

流通の仕組み
Ｑ＆Ａ　流通の仕組み

海と水揚げの工夫
Ｑ＆Ａ　活きじめ

コールドチェーン
Ｑ＆Ａ　コールドチェーン

18福岡県水産資料館 展示施設更新計画

２　展示空間の現状



■展示物

テーマ４ 増やそう！水産資源５

①コーナータイトル＆
　メインビジュアル

②コーナー概説

③国際海洋法 ④海洋環境と生態系 ⑤センターの仕事 ⑥漁場造成

⑦顕微鏡、同画像等研究サンプル ⑧魚礁実物および模型

19

○国際海洋法など、日常生活との関わりがなく親しみにくいコンテンツが多い。

○タッチパネルには動画コンテンツもあるが、来館者が気づきにくいように思われる。

○顕微鏡は展示のみで、体験することができない。

現状

<増やそう！水産資源>

・環境問題を背景に養殖・栽培
漁業、漁場の造成に取り組む
ようになった背景、センター
の仕事などの展示で構成される。



■タッチパネル

栽培漁業

福岡県栽培漁業地図
栽培漁業のようす
栽培漁業生産の推移
クルマエビの栽培
アワビの栽培

養殖漁業

福岡県養殖漁業地図
養殖漁業のようす
養殖漁業生産の推移
ノリの栽培
カキの栽培

海の幸を育てるために

海を研究する（調査風景）
魚を研究する（調査風景）
バイオテクノロジー
ＴＡＣシステム
（Total Allowable Catch）
ＳＥＡネット
（Fukuoka Net System）
水中ロボット

漁場環境を守る

海を監視する
○海洋環境の汚染実験
○海洋環境監視の仕組み

地球の生態系
○地球の生態系図

センターの仕事

海洋環境のパイオニア
センターの組織

○センターの組織構成
○企画管理部
○研究部
○有明海研究所
○豊前海研究所
○内水面研究所

センターの人間に質問（１）
①Ｑ＆Ａ　センターでのエピソードは　動画
②Ｑ＆Ａ　センターの組織は　動画
③Ｑ＆Ａ　有明海の特徴は　動画
④Ｑ＆Ａ　有明海の魚は　動画
⑤Ｑ＆Ａ　きれいな海・汚い海　動画
⑥Ｑ＆Ａ　豊前海の特徴は　動画

センターの人間に質問（２）
①Ｑ＆Ａ　内水面はどんなところ　動画
②Ｑ＆Ａ　仕事上のエピソードは　動画

水産業トピックス

国際海洋法
Ｑ＆Ａ　海の憲法「国際海洋法」について

生活排水と海
Ｑ＆Ａ　家庭排水も海を汚すのですか　　動画

赤潮
Ｑ＆Ａ　赤潮とは赤いのですか？　　動画

タンカー事故と重油汚染
Ｑ＆Ａ　タンカー事故の対策は　　動画
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２　展示空間の現状



映像作品 海のシアター

21

６

■海のシアター

<海のシアター>

①シアター ②コーナータイトル＆
　メインビジュアル

③映像内容説明

前半　「海と生きる・海と暮らす～福岡県の漁業とそれを支える人々」
漁とは何か、海とは何かという視点に立って、
県内様々な地域の漁業や働く人々、
過去から現在に至る漁業の映像、
センターの活動風景の映像で構成された作品

後半　３Ｄ映像
人と海の共存を訴える内容

○プロジェクターが故障しており、３Ｄ映像の上映ができない。

○通常のプロジェクターも色の調子が悪く、せっかくの映像作品を活かせていない。
現状



○展示コンテンツの多くはタッチパネルの中であり、来館者にとってどのような情
報がどこにあるのかわかりづらいため、せっかくの情報にたどり着いていないと
思われる。

○パネルの情報は、タイトルやイメージ、展示概要を伝えるものがほとんどで、情
報量が少ない。（電照パネルの意味合いは低い）

○専門的・高度な情報と一般的・身近な情報との区別がないため、来館者が自分自
身の興味や関心に合わせて展示を楽しむことが難しい。

現状の
まとめ
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■展示物

<海のシアター出口>

<海のシアター付近>

①アンケート ②「海と渚ポスター画コンクール」入賞作品

２　展示空間の現状
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（４）展示空間の現状

■配置計画

・展示の見せ方が「回り込む」「外側から見る」「中から見る」と一貫性が
なく、結果として動線が複雑になり、展示が見にくくなっている。

・②～⑤のコンテンツまで行き着くと行き止まりとなり、そこで来館者はす
でに見た展示を戻るしかなくなる（回遊性がない）。

・建物の一番気持ちの良い場所である中央のトップライトのあるスペースが
展示什器で遮られており、建物の特徴が生かされていない。

・館内全体が展示スペースで、溜まりの空間（休憩など）や展示通路などの
区別（メリハリ）がなく、見ていて疲れてしまう。

・展示を鑑賞するきっかけ（起点）がない。

・展示什器が中心を通る軸に配置されているため、周囲に余白の空間ができ
ている。

・余白空間をレストコーナーとしているが、背面や柱にも展示物やポスター
があり、座りにくい場所となっている。

展示の現状を「展示空間」の側面から見ていくと、以下のような問題点が挙
げられます。

■動線計画

・内照式パネルが青白く、全体的に演出効果が少ない。

・ポスターなどのコンテンツ以外の情報が散在しており、雑然としている。

■その他



福岡県水産資料館 展示施設更新計画

■展示什器の形状

■その他展示スペース

絵画コンクールの展示が余ったスペース

に追いやられている

柱や壁に様々なポスターが貼られている

■パネル

内照式パネルの情報量が少ない

薄暗い印象を受ける、インパクトがない

■福岡県の４海区

建物の一番気持ちの良い場所に大きな展示物があ

り、空間の広がりが感じられない

その周りの展示との関係性がわかりにくく、また

有効活用されていない余白の空間となっている。

インフォメーション

①福岡県の４海区

②海と生きる
　恵み／祈り

③福岡県の漁法

④福岡県の水産業

⑤増やそう！水産資源

レストコーナー

レストコーナー

⑥海のシアター

レストコーナー

回り込み

回り込み

外側から見る

内側から見る

展示壁面が円形のため、バックヤードに余分な

空間が生まれる

また、展示自体がフラットなため、円の形状を

意識しにくい
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２　展示空間の現状



３　展示空間更新の方向性

（１）水産資料館の位置づけと目的

楽しむ

生
態
系

水
産
資
源

<施設の目的>

<

海
・
川
の
生
き
物
の
捉
え
方>

　○水産資料館の位置づけ

■水産資料館

学ぶ

水族館 自然博物館自然観察館

漁港・市場物産館 食育講座

釣り 民俗資料館

■北九州市立水環境館
　（紫川河川管理施設）

■マリンワールド

■博多漁港，市場

■福岡市海釣り公園 ■志摩町歴史資料館

■いのちのたび
自然史歴史博物館

■食育館
（中村学園大学）

・水産資料館の対象は漁法、
水揚げから魚が食卓に
届くまでの流通の仕組み、
郷土料理など多岐に渡り、
類似施設と比較して対
象とする領域が広い。

・また海・川の生き物を
水産資源として取り扱
う物産館や漁港・市場
と比べて、学びの場と
しての性格が強い。
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水産資料館の対象領域
の広がり

・水産業は、漁業、水産加工業、流通業、飲食産業などの幅広い分野
と関わりがあり、水産資料館の対象とするテーマも幅広くなります。

・水産業は「人が魚を食べる」ことを目的とした産業であり、すべて
のテーマが「食」につながっていることが特徴です。

・魚料理や食育等の身近なテーマを伝えることによって来館者の水産
業への関心を高めるとともに、海の大切さ、海の環境を守る取り組
みなどの親しみにくいテーマについても学習してもらうことが必要
です。



（２）水産を取り巻く課題

水産を取り巻く状況を見ると、水産業の年々
厳しさを増している現状や、魚文化の衰
退等の課題があります。

①水産業の問題

■水産資源の減少

・漁獲量・漁獲金額が減少傾向

（図１、図２）

■世界の水産物消費量の増加

　世界では健康への関心の高まりから魚
介類の消費が増加し、日本では減少傾
向の漁獲量が増加傾向（図３）

■水産に関わる人口の減少

・漁業従事者数は減少傾向（図４）

②魚文化の衰退

■進む魚食離れ

・１人あたりの年間魚介類消費量が落ち
込んでいる。

・２００１年の４０キロをピークに２０
０６年は３２キロまで減少（平成１９
年度水産白書）。

■魚文化の変化・衰退

・現代人の嗜好の変化により魚を丸ごと
食べる機会が減少し、刺身やすし、加
工食品などの食べやすい水産食品を好
む傾向がある。

・国産魚の消費縮小

　食用魚介類の約４割が輸入品。旬の魚、
近海魚を食べなくなっている。
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※グラフはすべて大日本水産会ＨＰより
　  >>  www.suisankai.or.jp/

図１

図２

図３

図４
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（３）水産資料館における展示空間

水産資料館の扱うテーマは幅広く、水産業に直接の関わりを持た
ない生活者や消費者にとって理解が難しいものです。そのため、
展示コンテンツには身近な生活に結びついたわかりやすい視点を
示したり、親しみやすい話題から専門性の高い内容へと導く仕掛
けが必要となります。

■展示コンテンツの考え方

水産資料館には

１）水産業の現状を伝え、課題への理解を深めてもらう

２）水産資源の管理や水産業の振興を目的に研究・開発に取り組
む水産海洋技術センターの取り組みをわかりやすく伝える

３）魚食への関心、水産業への関心を高める

等の役割が求められています。

□資料館の役割

資
料
館
（
水
産
業
）

来
館
者
（
生
活
者
）

資
料
館
（
水
産
業
）

来
館
者
（
生
活
者
）

・接点が希薄
・生活と繋がりにくい
・接点が希薄
・生活と繋がりにくい

親しみやすい話題
展示を見る視点

・実体験との結びつき
・接点が明確
・実体験との結びつき
・接点が明確

○現状

○改善案



28福岡県水産資料館 展示施設更新計画

３　展示空間更新の方向性

○来館者にとってわかりやすい動線をつくること

○来館者が自分自身の興味や関心に合わせて展示を楽しめること

を実現するためには、

・開放性と自然光（トップライトのあるホール）を活用する

・空間のメリハリ（展示空間、通路空間、溜まりの空間）をつく
る

・回遊性のある動線計画

・ポスターなどの情報を整理し、すっきりとした空間にする

ことが必要です。

■展示空間の考え方

展示

溜まり
休憩

エントランス

展示 展示

エントランス

展示

展示

展示

○直線的な展示 ○回遊性のある展示

展示を鑑賞する
起点がない

展示を鑑賞する
起点がある

行き止まりが
ない

回遊性のない動線

すべての展示を見ると
行き止まりとなる



地域における郷土料理
レシピ
販売量…

（１）コンセプト

「海のレシピ※」
水産業、水産海洋技術センターでの活動は、

私たちの「食べる」という最も身近な話題に結びついている。

水産資料館は、水産物と社会、そして私たちの毎日の生活を結びつける場所である。

人と海（水産）はどのように関わり合い、私たちの生活につながっているか。
それらを来館者にわかりやすく「レシピ」のように伝える。

※レシピ　　1 （料理の）調理法、 作り方((for...))；処方せん 
　　　　　　2 （…の）方法、 秘訣(ひけつ)；（…を）保証するもの、原因((for ...)) 

ストーリーに沿った展示コンテンツの例

ストーリー

４　リニューアル・コンセプト

海のレシピ海のレシピ

食べる。食べる。

生活の基本。最も身近な話題をスタートに問題提起。水産を知る入口。
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加工方法
機械（道具）
栄養素調査・研究…

赤潮研究
害虫　人工漁礁
漁法…

環境問題
福岡県の海の特徴
魚の生態…

（２）来館者とコンテンツをつなぐストーリー

ストーリー
普段、何気なく食卓に並ぶ魚料理。スーパーに並ぶ鮮魚や加工品。
特に、福岡県は「魚がおいしい」と言われ、各地にさまざまな郷土料理
がある。
この何気ない水産品は、海で元気に泳ぐ魚の時から、多くの人たちが思
いを込めて育んできたものである。また、その歴史は長い。
私たちが水産品を食す時、その魚たちがどのように生き、育てられ、獲
られ、加工されてきたか、考えてみることができる。

最も身近な「食べる」ことを出発点に、多岐にわたる水産業をわかりや
すい順序、切り口で伝えるために、来館者と展示コンテンツをつなぐス
トーリーを導入します。

（３）表現のターゲット

資料館は社会科見学等で小学生も来館しており、子どもでも親しめる言
葉やビジュアルの表現を用いる必要があります。その一方で、大人の来
館者でも十分に楽しめることが望ましいため、質の高い展示を目指すこ
とが重要です。

加工する。加工する。
獲る、育てる。
獲る、育てる。 そして、

海の中へ。
そして、

海の中へ。

食べやすく
。親しみやす

く。

普段目にす
る商品にあ

る、

目に見えな
い人の関わ

り。

おいしい魚を食卓へ。花形の「漁師」、縁の下の「養殖」の活躍。

海の中。魚
そのもの。

おいしい魚
を食べるこ

と

は海を守る
こと。
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５　展示空間計画

（１）展示空間構成

■ホール

中心部は天井が高く天窓から自然光が入り、施設の中で最も気持ちの良い場
所です。展示で遮るのではなく、施設の中心となるホールと位置づけます。

・ホールとすることで、展示→休憩→展示といった流れが生まれ、見るだけ
で終わりだった展示空間にメリハリができます。

・ホールを中心として展示動線に回遊性が生まれます。

・中心部の展示什器を撤去することで資料館全体に空間的な広がりが生まれ
ます。

・展示を鑑賞する起点となります。

・展示全体が見渡せ、興味のあるコンテンツにアクセスすることができます。

■ストーリー

展示コンテンツの生活との関わりや、各コンテンツそれぞれの繋がりをわか
りやすく伝え、来館者をコンテンツへと導くストーリーを展開します。

・来館者に対して展示の流れを示し、また、おおまかな展示の流れを把握で
きる展示動線となります。

■コンテンツ展示スペース

ストーリーに沿って、詳細な展示を行うゾーンと位置づけます。

・コンテンツごとに個別にアクセスできます。

■シアター

コンテンツの一部ととらえ、映像を中心とした展示を行うだけでなく、イ
ベントを行う場としても利用します。

31



シアター
コンテンツの一部
シアターだけにこだわらない利用

ホール
展示の起点
たまりの空間

コンテンツ展示スペース
ストーリーに沿ったコンテンツ

ストーリー
来館者にとって身近な話題
コンテンツへの誘導

ストーリーの方向

ストーリーを通して
展示へ
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（２）展示平面案①

■ライブラリーホール

・「食べる」「加工する」「育てる」「獲る」といったテーマで構成し、そ
れに関係する「人（仕事）」に焦点を当てたボードを設置します。

・ボードはグラフィックとキャッチコピーで構成し、来館者を展示コンテン
ツへと導きます。

・たまりの空間を絵本から図鑑まで様々な魚や海に関する書籍を閲覧できる
「ライブラリーホール」とします。

・靴を脱いで利用するマリンステージを設置し、小さな子どもがその中で絵
本を読むことができるスペースを確保します。周囲はイスの高さになって
おり、座ることもできます。

・来館者が休憩をしたり、子ども達が自由に過ごしたり、またイベント時に
活用することができます。

・ホールとすることで館全体に視線が通り、どのような展示があるかわかり
やすく、また管理上の問題も少なくなります。

 ■海のレシピ

・ストーリーに沿って、詳細な展示を行います。

・各ブースがテーマごとに独立しているので、部分的な更新が容易になりま
す。

・展示するデータを視覚化することで、感覚的に理解できるデザインとしま
す。

・ライブラリーホールからも見える外壁面（ブースの正面奥の壁面）にテー
マに関する「物」に焦点を当てた大きなグラフィックを展示することで、
展示内容への興味を持たせます。

■コンテンツ展示スペース

・展示スペースの一つと位置づけ、海や水に関する映像だけでなく、イベン
トの場所として活用します。

■シアター＆イベントブース

・従来の内照式ではなく、様々なパネル展示に対応でき、展示に演出効果を
与えるスポットを利用します。

■照明計画



34福岡県水産資料館 展示施設更新計画

５　展示空間計画

シアター＆
イベントブース

育てる

獲る

加工する

エントランス

食べる

海のレシピ

ライブラリーホール

コンテンツ展示スペース

▲ 全景 ▲ ライブラリーホールと海のレシピ ▲ コンテンツ展示スペース
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（３）展示平面案②

ライブラリーホール

シアター＆
イベントブース

育てる

獲る

加工する

エントランス

食べる

■海のレシピ

■定置網の実物展示

各テーマをグラフィックとキャ
ッチコピーで構成し、来館者を
展示コンテンツへと導く。

模型だけでなく、定置網などの実物を展
示し、実際網に掛かっている状態を見せ
ることで大きさや雰囲気を体感させる。
模型(漁風景の再現)と実物（そのスケー
ル感）をセットで味わい、展示でしか体
験できない空間を作る。

■展示＋舞台装置
通常は展示として利用するが、ホール
で演劇などのイベントを行うときは舞
台側となり、壁面の照明や壁面の凹凸
などが舞台装置としての役割を果たす。

■キッズステージ
絵本を読んだり、イベント時には観客ステ
ージとなる。
靴を脱いであがって本を読んだり、縁に腰
掛けて休憩する。
DEN（穴ぐら）や段差がついており、子ど
もにとって魅力的な場所になるほか、段差
が40cm程度で大人が腰掛けることができる。

■本棚
海や川に関する絵本を集め、小さい子どもにも興味を
持ってもらえるよう工夫する。
その他にも、専門的な資料や図鑑まで幅広く揃える。
ホールと展示スペースをやわらかく仕切る家具にもなる。
海のレシピや壁面グラフィックを視覚的に遮らないよ
う位置を工夫する。

■模型用展示ケース
模型をガラス越しの遠い位置で見せず
に、色々な角度から見てもらう。
例：定置網の模型やイカ釣り漁の模型

■情報のレイヤーパネル
ベースが同じで、載せる情報の違うパネルをレ
イヤー(層)状に並べて展示。複数の情報をわか
りやすく伝えることができる。
例：ベース…福岡県の地図
　　情報…漁法、漁獲高、獲れる魚、市場など

■タッチパネルを分離、並べ替え
既存タッチパネルを展示壁から取り外
し、テーマに対応するよう並べ替える。

■ブースを分ける新設壁
テーマを仕切る新設壁天井に対し
H=2400と低くし、館の全体的な明るさ
を確保し、壁がつくる圧迫感をなくす。

■ワーキングラボ
顕微鏡など、実際に手に触れることで楽
しんでもらう展示品を置くテーブルを設置。
課題を出すなどして何かを見つけてもらう。

■床面グラフィック
例：床面に福岡県の地図を貼り、壁面には地図

に対応した各地の郷土料理を展示

■壁面ギャラリー
ライブラリーホールから見やすい壁面を利用し
て、応募作品やコンテンツ以外のパネルなどを
展示する。
壁面を一つの額と見立てて展示することで雑然
としたイメージを持たせないよう工夫する。
例：絵画コンクールなど

５　展示空間計画

▲ 展示ブース

▲ ライブラリーホールから見た展示ブース

▲ ライブラリーホール
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４－②　福岡県の水産業
　　　　　流通・加工品
　　⑤　水産加工品と栄養価
　　⑥　水産物の売り買い（流通イメージ）
４－水産物の売り買い
　－鮮度を守る

１－恵み－食生活と海の幸
　　　　－旬の魚
　　　　－福岡の郷土料理

・福岡で食べられている魚
・旬の魚
・魚を使った郷土料理のレシピ
・食卓で目にする魚のかたち
　（鮮魚・活魚／冷凍食品／
　　　　　塩干加工品／総菜）

・鮮度を保って届ける技術
・長持ちさせる技術
・栄養価を保つ技術
（流通の仕組み／冷凍技術／
　　伝統技術／その他加工レシピ）

流通・加工

魚料理
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（４）必要となる展示コンテンツ

・新たな展示ストーリーに合わせ、必要となる情報を収集・整理し、
新たなコンテンツの制作を行う必要があります。

食べる。食べる。 加工する。加工する。

生活の基本。最も身近な話題をスタートに問題提起。水産を知る入口。

食べやすく
。親しみやす

く。

普段目にす
る商品にあ

る、

目に見えな
い人の関わ

り。



４－③福岡県の水産業　漁獲物
　　④福岡県の漁港マップ
　　⑦４海区で獲れる豊富な魚

１－①筑前海
　　②有明海
　　③豊前海
　　④内水面

３－③福岡県の漁法
　　④漁法の分類
　　⑤～⑨　いか釣
　　⑪～⑫　定置網

１－⑤大漁旗を立てた漁船
　　（みあれ祭り）
　　⑥玉せせり
　　⑦船祝い

１－⑨　海難遺児作文

４－福岡県の水産業
　－海の幸図鑑

５－栽培漁業
　－養殖漁業

５－漁場環境を守る
　－海の幸を育てるために
　－センターの仕事
　－水産業トピックス

５－②増やそう水産資源
　　　　栽培と養殖

５－③国際海洋法
　－④海洋環境と生態系
　－⑤センターの仕事
　－⑥漁場造成
　－⑦顕微鏡、
      同画像等研究サンプル
　－⑧魚礁実験および模型

１－祈り

３－今の漁法
　　（海・干潟・川）
　－伝統的な漁法
　－進むハイテク漁法

展示物 タッチパネル

・漁の実態（漁師の数、福岡の港の水揚高、
  漁師の生活）
・養殖漁業（従事者数、生産量）
・養殖漁業（従事者数、生産量）

・魚の生態（すみか、行動範囲）
・魚が食べ頃に育つまで
・食べられる魚はどれだけいるのか

漁師の生活

栽培漁業 漁法 福岡の海、港
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漁場づくり
（研究・実験）

○既存の展示コンテンツは「獲る、育てる」のストーリーに関連するも
のが多い。

○パネルの情報は少なく、多くはタッチパネル内にある。

○実体験に結びつきやすい身近な話題が不足していると思われる。

現状

獲る、育てる。
獲る、育てる。 そして、

海の中へ。
そして、

海の中へ。
おいしい魚を食卓へ。花形の「漁師」、縁の下の「養殖」の活躍。

海の中。魚
そのもの。

おいしい魚
を食べるこ

と

は海を守る
こと。

５　展示空間計画



○「福岡県の４海区」の展示什器撤去

○既存のイスや本棚でライブラリーづくり

○ライブラリーや庭を使ったイベントの開催

○写真などのコンテンツの収集

○シアタールームの再編・活用

STEP1

ライブラリー

６　展示空間の更新

・不足するコンテンツの収集に要する時間や改修に要する費用の面から、
３～５年程度の時間をかけて展示空間を更新するのが望ましいと思われ
ます。

・費用面から見て効率的であること、更新期間中でもできる限り施設の機
能を維持できることに配慮して検討した結果、３段階での更新が適当と
考えられます。

中央の什器を撤去し、既存のイス
や本棚でライブラリー空間の基礎
を制作する。新しいライブラリー
空間やシアタールームを活用した
いベントなどソフトの充実を図る。

（１）３段階の更新計画

ハード

ソフト
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○ライブラリーにキッズスペースを制作

○「海と生きる」のコンテンツ撤去

○ストーリーボードのデザイン、制作

○各コンテンツの細部計画

○ライブラリーや庭を使ったイベントの開催

○各コンテンツのデザイン、制作

○メインコンテンツの什器撤去

○ライブラリーや庭を使ったイベントの
  開催

STEP2 STEP3ライブラリー空間を充実させ、ス
トリーボードなど展示空間の更新
を始める。（イベントや情報発信
等のソフトの継続を図る）

各展示ブースの更新のために、コ
ンテンツの制作や什器の撤去更新
を行う。
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（２）Ⅰ期計画

６　展示空間の更新

■メインホールの基礎を制作

・展示の拠点や様々なイベントを行っていく上で核となるライブ
ラリーホールの基礎をつくります。

・「福岡県の４海区」什器を撤去し、新規３段ボックス（カラー
ボックス）や既存のイス・本棚でライブラリースペースをつく
ります。

■展示やポスターの整理

・雑然と貼られているポスターや展示品を整理します。

・ホールから見えやすい場所に絵画コンクール等の応募作品や研
究成果をまとめたパネル展示を移動させ、他施設の宣伝ポスタ
ーは１カ所にまとめます。

■イベント

・シアターや屋外空間を活用したイベントを実施します。

・故障中のプロジェクターを修理し、映像を再開。イベントへの
活用を図ります。

・その他、漁師をゲストティーチャーに招く等の水産資料館なら
ではの独自性の高いイベントを実施します。

■その他

・海をテーマとする写真コンテストなどを実施し、イベントのチ
ラシやパンフレットに利用できる素材を収集します。

・イベント等の告知のために、ホームページでの情報発信を行い
ます。

■壁面ギャラリー
絵画コンクールなど応募作品を移動、展示

■水槽の撤去
水槽を撤去し、ホールへ視界を通す。
入口に対してコンセントなど余計な物を見せない
施設の変更に伴う入口グラフィックの見直し（計画）

■関連情報の集約
映像更新情報
他の公開情報をまとめる

■パーティション移動
ホールからの視界を確保するため
展示部分にパーティションを移動
関連する研究パネルを展示

■ライブラリーホールづくり
中心部の「福岡県の4海区」什器撤去後、
既存什器(ベンチ・いす・テーブル)
でライブラリースペースを作る

■カラーボックス新設
絵本から図鑑まで幅広く海・川に関す
る本を置く。
カラーボックスでライブラリーと展示空
間を仕切る

■投稿作品展示スペースの移動
絵画コンクールの展示をホールか
ら見やすい壁面ギャラリーへ移動

■館内情報の集約
展示案内や館内地図などの情報を
まとめる

▲ 関連情報の集約

▲ 全景 ▲ メインホール

▲ 水槽の撤去（エントランス）



（３）Ⅱ期計画

■メインホールにキッズステージを設置

・絵本を読んだりイベント時の観客ステージとなるキッズ
ステージを制作し、ライブラリーホールを完成させます。

・それに伴い３段ボックスを再配置します。

■ストーリー「海のレシピ」を設置

・展示内容をわかりやすく伝える「海のレシピ」を既存の
コンテンツにあわせた順番で設置します。

・ストーリー順に並ばないため、タイトルとグラフィック
のみで構成し、ボードはⅢ期で完成させます。

■海の祭り～祈り展示の移設

・「②海と生きる」展示什器を撤去するため、使用できる
コンテンツは移設して残します。

・主に、獲る（漁業）に関わるコンテンツを残します。

■イベント

・シアターに加え、キッズスペースを活用したイベントを
実施する。

■その他

・イベントの成果等を利用した情報発信、季刊誌の発行、
郷土料理のレシピの作成などを行います。

・展示空間の更新に合わせて施設パンフレット等を更新し
ます。

６　展示空間の更新
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エントランスパネル

福岡県の漁法

福岡県の水産業

増やそう！水産資源

海のレシピ
「加工する」

海のレシピ
「食べる」

海のレシピ
「育てる」

海のレシピ
「獲る」

定置網
大漁旗展示

■キッズステージ設置
キッズステージを新設
絵本を読んだりイベント時の観客ス
テージとして活用する

■海のレシピ設置
既存のブースタイトル用内照式パネルに海のレ
シピパネルを設置。
現状のコンテンツに対応するように並べる。
ストーリー順に並べられないため、タイトルとグラ
フィックだけで構成する。

■タッチパネル入れ替え
同じタッチパネルの１つを、「1．海と生きる」タッ
チパネルと入れ替える。
食に対するコンテンツが豊富のため、「食べる」と
関連づける

■海の祭り～祈り展示の移設
撤去した「②海と生きる」コンテンツのうち、獲る（
漁業）に関わる展示を移動させる。
定置網の実物を使ったパーティションなど、展示
壁面づくりも工夫をする。

■3段ボックスの移動
キッズステージの設置に伴い、3段ボックスを同
心円状に再配置する。
ホールから海のレシピに対する視界を確保する
よう考慮して設置する

▲ 「海と生きる」什器撤去

▲ 海のレシピ（ストーリーボード）の設置

▲ 全景

▲ メインホールにキッズステージを設置



（４）Ⅲ期計画

■コンテンツ展示スペースの完成

・既存のメインコンテンツ什器を撤去し、ストーリーに沿ったコ
ンテンツ空間を設置します。

■ストーリー「海のレシピ」の完成

・展示内容をわかりやすく伝える「海のレシピ」をストーリーに
あわせて再設置します。

・ストーリーに沿ったコピーを貼りつけボードを完成させます。

■既存タッチパネルの移動

・既存タッチパネルをコンテンツにあわせて移動させます。

■イベント

・Ⅱ期と同様に、シアターに加え、キッズスペースを活用したイ
ベントを実施します。

■その他

・展示空間の更新に合わせて施設パンフレット等を更新します。

ライブラリーホール

エントランスパネル

シアター＆
イベントブース

育てる

獲る

加工する

エントランス

食べる

■既存タッチパネルの再配置
既存のタッチパネルを海のレシピに王怖じ
て再配置する。

■ストーリー「海のレシピ」の完成
海のレシピをストーリーにあわせて配置し直
し、ストーリーに沿ったコピーを貼りつける。

■コンテンツ展示スペースの制作
既存２～４のコンテンツをすべて撤去し、
ストーリーに沿った展示空間を制作する。

６　展示空間の更新
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▲ タッチパネルの移動

▲ コンテンツ展示スペース（各ブース）▲ コンテンツ展示スペース（ライブラリーホールから）



７　イベント、情報発信の連携
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① 映像（シアター）の活用

（１）イベント

・水産資料館の特徴のひとつであるシアターを有効に活用するために、上映会などを
開催することが考えられます。

・上映会では、魚や海、水産に関する映画、ドキュメンタリー映像など、広く海や魚
に関する作品を紹介し、子どもから一般の大人の方に足を運んでいただく機会をつ
くることができます。

・上映作品は、「東京ビデオフェスティバル」や「アースビジョン」といった映像作
品を貸与（有料／無料）してくれる組織やその他博物館・資料館などと連携し、取
り組むことが考えられます。

上映会の企画・立案

上映作品の選定、入手

開催時期等の検討

広報（チラシ等の配布）

チラシ等の作成

上映会の実施

アンケート等の実施

機材・人員準備
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② 体験の機会の提供
・「魚を食す」ことは日常的な行為ですが、魚をとったり、調理する機会は、普
段の生活の中で少なくなってきています。

・サイエンスマンスなどのイベントでは、生活感や歴史・伝統の感じられるよう
な工夫をすることが考えられます。

　例）缶詰めからマグロを知る／かまぼこから節句の料理を知る　など
・また、漁師体験など、魚をとり、調理し、食べるという一連の活動をイベント
として提供することなども考えられます。

体験イベントの企画・立案

協力団体等との調整

開催時期等の検討

広報（チラシ等の配布）

チラシ等の作成

体験イベントの実施

アンケート等の実施

機材・人員準備



③ 周辺環境やイベントとの連携

④ 独自性の高いイベント

・水産資料館の周辺には、潮干狩りのできる海や自然環境に恵まれています。また、様々なレジ
ャー関連施設も点在しています。

・これら周辺環境や周辺施設等のイベントの時期に合わせて、水産資料館でもイベント等を行う
ことが考えられます。

　例）潮干狩りシーズンにあわせたイベントや夏休みの宿題のためのイベント

・水産資料館は、多くの博物館・資料館などの中でも非常に特徴のあるテーマをもった施設です。
・したがって、「水産資料館ならでは」の普段聞けないような話をテーマとした講演会などを実
施することが考えられます。

　例）漁師が語る、アーティストが語る（ゲスト・ティーチャー）
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⑤ コンテンツ収集のためのイベントの実施

・水産資料館で展示するパネルや上映する映像等に一般の方から募集した作品を使うことが
考えられます。

・写真や絵画の募集をはじめ、映像作品などの一般募集（コンテスト）を行い、広く参加を
呼びかけます。

・また、イベント等で制作してもらった作品などを使用させてもらうことなども考えられま
す。

これらのイベントでは、水産資料館を訪れる「きっかけをつくる」こと、そして、施設の
目的や活動を知ってもらい、施設利用のリピーターとなってもらうことが重要です。
定期的な情報発信とともにチラシ等の案内の配布、アンケート等による意見の収集などが
重要です。
また、イベントの実施にあたっては、関連する施設等との連携をはじめ、各種団体やＮＰ
Ｏ法人等との協力によって、共同で実施することが考えられます。

■「景観」などをテーマとした写真や絵画の募集は広く実施されています。
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７　イベント、情報発信の連携



① 印刷物の更新

② ホームページでの情報発信

（２）情報発信

・水産資料館の展示更新にあわせ、施設パンフレットの更新を行うことが必要です。新しい施設
のテーマや活動の中身をわかりやすく伝えることが重要です。

・また、イベント参加者や協力団体などに対して、定期的な情報発信を行うために、季刊誌の発
行等も考えられます。

・水産資料館に来る楽しみのひとつとして、若いお母さんなどを対象とした「魚の郷土料理のレ
シピ」などを作成することで、親子での来館などを誘導することも考えられます。

・既存のホームページを活用しながら、イベント等の告知や学習のためになるような情報の発信
を行うことが考えられます。

■「食べる」コーナーに、持ち帰りのできるレシピカードやリーフレットを設置することが考えられます。
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資 料　
概算工事費 －

図面 －



■Ⅰ期工事―――――――――――６０万円

・解体工事

・現場経費

■Ⅱ期工事―――――――――――２００万円

解体工事

新規造作(ｷｯｽﾞｽﾃｰｼﾞ)

新規造作(ｴﾝﾄﾗﾝｽﾊﾟﾈﾙ)

新規造作(ｽﾄｰﾘｰﾎﾞｰﾄﾞ)

現場取付施工費

現場経費

■Ⅱ期工事―――――――――――５００万円

解体工事

新規造作(壁面)

新規造作(ﾚｲﾔｰﾊﾟﾈﾙ)

新規造作(展示ケース)

サイン/グラフィック工事

現場取付施工費

電気・照明工事

現場経費

概算工事費

一度に施工した場合
２００万円
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