
平成 29年度第 2回須坂市立博物館基本計画策定委員会議事録（要旨） 

 

開催日時 平成 29年 11月 13日 午後 3時 00分から 4時 59分 

 

場所 須坂市人権交流センター 2階会議室 

 

出席者 

委員 

笹本正治委員、倉石あつ子委員、梅干野成央委員、村石正行委員、米沢愛委員、山崎会

理委員、竹内由美子委員、清水良昭委員、井上光由委員、佐藤清委員、 

神林公夫委員、小林義則委員、穂刈雄太郎委員、堀崎あゆみさん（オブザーバー） 

事務局 

島田教育次長、中澤課長、小川課長補佐、千葉課長補佐、丸山博物館長、三ツ井企画主

事 

欠席者 

神林章委員、宮崎愛斗委員 

 

配布資料 

 次第 

 資料「須坂市がすすめる財政運営」 

 資料「須坂市立博物館建替え・大規模改修工事費等の概算について」 

 資料「須坂市立博物館の消防法指摘事項に対する対応について」 

 宮崎委員提出資料「臥竜公園内移転案について」 

 

 

会議状況 

委員長あいさつ： 

 この会議の検討は、博物館を作ることと同様に、須坂の魅力をどのようにして上げて

いったら良いかということに直結してくると思う。将来、この市の子ども達がより良い

環境で学べるようにしていきたいので、ご協力をお願いしたい。 

 



事務局： 

（須坂市に求められる博物館について検討するにあたり、資料に基づき説明） 

 

委員： 

フリーハンドで議論して良いのかそうでないのか分からない。今、財政的にいかに厳

しいかについて聞いたが、新しいものは作れないという大前提を言いたいのか。また、

現建物は消防法に合致しておらず、合致させる場合には相当なお金がかかると聞いた。

これまでの話を総合的に理解するなら、町の中心部分への移転と、跡地の利用をどうす

るかという問題を、セットに考えざるを得ないと思うが、事務局の見解はどうか。 

 

事務局： 

市としては当初、お金が無いということと、中心市街地の活性化の観点から、笠鉾会

館等の既存公共施設へ移転したいという考えで議会等へも説明してきた。しかし、これ

に対しては市民の方から様々な意見をいただいているので、この策定委員会を設置して、

専門的な立場、あるいは幅広い観点からご検討いただきたい。現実的な面での市の考え

として、移転の方向に加え、それほど費用はかけられないが、耐震補強や消防法適合化

の工事を実施する現地改修を行うことも不可能ではないという考えもある。費用をかけ

て新築するのが一番望ましいが、財政状況的には当面無理ではないかと思われる。 

 

須坂市に求められる博物館について、委員から次のような意見が出された。 

 

委員： 

現状の博物館は全て詰め込んだために、とても印象が薄い。市として売りたいものが、

例えば「須坂藩」だとすると、江戸時代のものを全て笠鉾会館に集めてしまう位のこと

が必要。ただ、全国的に見たら「八丁鎧塚」の方がはるかに有名である。博物館を笠鉾

会館に移転し、近世中心の展示とした場合、「八丁鎧塚」の遺物を展示する場所が無く

なる問題がある。 

また、これまであまり意識されていないが、収蔵庫の問題がある。博物館の大きな意

義は、展示よりも、きちんとした形で資料を伝えていくこと。 

以上から、展示の主体部分が笠鉾会館に行くことは問題ないが、収蔵庫の問題に対応

するため、現博物館を収蔵庫にしてしまうことも良いかもしれない。現博物館は非常に



古く、50年を経過した特徴的な建物である。 

展示は、金額をかければ良いものができると思うのは大間違いで、業者に任せればそ

れなりの展示はできるが実はあまり心の通わないものになる。知恵の出し所は、むしろ

展示の時。委員の皆さん、学芸員の皆さんと知恵を出しながらやっていく方が良いので

は。 

 

委員： 

現博物館は収蔵庫としては非常に良いかもしれないが、総合博物館という意識をし過

ぎているのか、非常に印象が薄い。須坂がどういう町なのか、現博物館を見ても分から

ない。売り方として、もう少し何かに絞る必要があるのではと感じた。 

それぞれの施設の特色を活かした展示をもっと充実させる、というように分散の仕方

を考えるのも一つの手である。 

展示にお金がかかる件については、業者を使えばお金がかかるが、本当に良い展示が

できるかというとそうは思えない。皆で知恵を出し合って、不足する部分は手づくりの

もので何とかする。写真やパネルを工夫すればかなりの部分は補える。要は知恵の出し

方。業者にストーリーを頼むのでなく、ここにいる皆がそれぞれのストーリーを考える

といったことも必要かと思う。「須坂はこんなふうに面白い」ということがわからない

と、人は来ないので、とにかくそこが重要。 

 

委員： 

市内にはいくつかの博物館・資料館があり、それぞれが非常に特徴のある資料を持っ

ているが、一般市民の方の認知度を考えるともったいない。 

ひとつの特徴のあるものを、まとめて展示していき、須坂市内をまるごと博物館のよ

うに位置付けていく。小さいが、全部まわると総合博物館（須坂がわかる）というコン

セプトにすれば、今あるものを大事に使っていけると感じる。 

ただ、笠鉾会館も建設から 25 年程度経っている。通常の博物館は 25 年でリニューアル

を考えるタイミングである。展示スペースの活用が難しい感があり、駐車場のことも含

めハード面も気になった。 

良い資料が多くあるので、学芸員が展示を日々変えていく。労力はかかるが、お金を

かけずとも資料を見せる方法はある。専門の学芸員の育成も含め、ソフトの面でどのよ

うに生き残っていくかを検討していければ。 



 

委員： 

笠鉾会館が 25 年経過していることは大事な問題点。信濃美術館は 50 年で建て替えと

なっている。建物の寿命は大体 50年。笠鉾会館があのまま使えたとしても、もつのはあ

と 25年。その時、壊してしまうのが良いのか、耐震化してそれ自体を文化財としてもっ

ていくかという方向性も決めなければならない。壊す場合にも相当のお金がかかること

を前提として論議をやっていく必要がある。 

展示に知恵を出す中心となるのは学芸員。学芸員が育っているか否かが、地域が育っ

ているか否かに直結する。一度大きな展示を業者に任せて、それきり替えられない状態

が続くような博物館は、実は博物館としての体を為していない。人が集まる中で相談を

したり対応したりしていけるような場所が、本来の博物館。そのような機能をどこに持

たせるかということもまた、考えなければならない。分散させるということは、全体を

見ていく役割が不可欠。誰がどのようにして計画性をもって見ていくのか。 

 

委員： 

収蔵庫の問題を考えると、概算費用は大きく変わる。笠鉾会館に所蔵品を全て収蔵す

ることは不可能。どこかにきちんと収蔵する場所を作る費用を見込まなければならない。      

また、駐車場の問題に対しても、道案内の整備など意外に経費がかかるのではないか。 

理想は現地建替え。現地は臥竜公園内で、花見の季節に博物館を訪れる人も非常に多

い。親子連れ、子ども達などで来館する光景を見るに、現在の立地はとても大事。将来

を担う子ども達にとっては、公園に隣接していることは非常に有利なことである。現博

物館は人文博物館的で、自然系の展示はほとんど見られないが、臥竜山や臥竜公園自体

を自然の博物館とみなせば非常に立派な博物館である。 

15年以上博物館と関わりがあるが、その間、館長や学芸員が 5～6人変わった。館長や学

芸員によって博物館の雰囲気が大きく変わると感じた。建物も大事だが人材のこともき

ちんと考える必要があり、むしろ人材を考えることがこれからの博物館にとって大切な

のでは。 

 

委員： 

博物館の駐車場問題については、市は将来的な構想をどのような方向へ持っていこう

としているか、に直結する。博物館のターゲットが誰なのかを、しっかり意識してもら



いたい。外部からの観光客を大きく意識するのであれば、駐車場を外に作り中を歩かせ

た方が良い。 

本来、市全体が博物館である。したがって博物館の展示内容は、決してひとつの博物

館で考えるものではなく、市全体で考えるものである。「臥竜山に良い自然があるので、

須坂は思い切って、自然系の展示は持たなくても良い、臥竜山に行って見て貰うのが本

来だ。ただし、古文書など非常に大事に守っていかなければならないものについてはそ

れぞれの博物館に置くなりしましょう。」ということになるのでは。 

 

委員： 

博物館の一般的なイメージは展示が中心だが、収蔵する場所であることを一体的に考

えないといけない。建替え、移転の議論においては、収蔵施設を同時に考えてもらいた

い。 

現在、近現代文書については、文化財保存活用倉庫に保管しており、必要に応じて見

に行く状況である。今はそれで良いが、これらの文書を将来的にきちんと整備できるこ

とを一緒に考えてもらいたい。 

 

委員： 

博物館で最もお金がかかるのは収蔵庫。須坂市にとって大事なものをどのように伝え

ていくか、が重要。たとえ文書館を作ったとしても、八丁鎧塚の遺物はどこに置くのか、

刀剣類、漆器類はどうするか。資料によって温湿度管理が全く異なるため、倉庫を一つ

置けば良いという話ではない。場合によっては、現博物館をきちんとした収蔵庫に変え

ることも考えられる。 

 

委員： 

人文系と自然科学系の両方を笠鉾会館で扱うにはとても面積が足りない。仮に両方を

扱うのであれば、現博物館に自然科学系のものを充実させ、町なかの笠鉾会館へ歴史系

のものを持っていき、その他の町屋と絡めながら博物館機能を持たせていくことも可能。

何を充実させていくのか、それが須坂市の未来にとってどういう役割を果たしていくの

か、考える必要がある。 

一方、博物館はただ須坂の歴史や自然科学を知るだけではなく、物を考えて、町の未

来を構想していく場所にならないといけない。町並みの保存の動きも出てきている中で、



そういった人達が活躍できる場所を博物館の中に持たせていくことも大事。 

 

委員： 

現博物館は人文系博物館で、自然系はほとんど無い。県内では自然系の博物館はほと

んどどこも持っていない。これから須坂がどうするかは非常に大きな問題。 

 

委員： 

理想の博物館について意見を出し合っていても、最終的には財政面のことが問題にな

る。新築が良いと思っていたが、収蔵庫が大事であることを知り、現博物館を収蔵庫と

して今後利用していくという案は良いと思った。財政面を考え、固定の博物館の必要性

についても疑問に思った。収蔵庫から展示会の際に資料を運び出し、その資料に合った

場所を展示場所とする移動博物館のようなイメージはどうか。常設展示と特別展示があ

るが、もし常設展示の期間あまり来館者が少ないようであれば閉鎖とする。これならば、

学芸員の数もそれほど増やす必要はないのではないか。展示を分散して常に営業してし

まうと、その分学芸員の増員や展示改築に費用がかかる。 

ゆくゆく理想の博物館を作るのであれば、削減を進めていくなかで、基金を設けてお

金を貯めていってもらうのも良い。一般企業に寄附を募る取組みもある。理想的である

が、市が一体となって博物館を作っていく取組みが行われたら良い。 

 

委員： 

出前あるいは出張博物館という意見は非常に面白いアイディアであるが、これには事

務局が相当考えてやる必要があり、おそらく人件費の削減にはならない。逆になる可能

性がある。 

 

委員： 

須坂で学校に通っているが、地元の高校生でも良いものがあることを知らない。地元の

小中高校生が気軽に立ち寄れるようにしたい。自分の為にもなるし、社会勉強にもなり、

須坂のことを良く知って自分の未来につなげられるということを広めていきたい。 

 

委員： 

現状として、市内の小学校 3、4 年生はほとんど博物館に来ており、他県からも博物



館に来ている。博物館が子どもに全くなじみが無いということではない。 

 

 

委員： 

ここにいる人達は博物館に興味のある人の集まりで、博物館に来ている人達の側から

しか問題を見ていない。どのようにしたら博物館に来ない人達の興味が引けるかは、今

までのような私達の当たり前の論議ではどうしようもないことが多くある。全く逆の視

点でもものを言ってくれる人が必要になる。 

 

委員： 

これまで博物館には 1 度しか行ったことがなく、前回の現地視察で 2 度目だった。身

内で博物館近くに居住の人に聞いたら、「入った時に古くて、面白くない。もう行かな

い。」と言っていて、その気持ちもわかると思った。ただ、子ども達には、出来れば色々

な分野に興味を持ってもらいたい。 

子ども達は面白いものが好きで、そこへ行って楽しめるともう一度行きたいと思った

りする。また行ってみたいと思う施設になる要素は、「行って面白かった」「触って面

白かった」「作って面白かった」「遊べるところがあった」ということ。 

かつて学芸員で採用された市の職員が、今は違う部署に配属されている。もし活用で

きるなら、適材適所で、興味関心のある方に文化的施設の職員になってもらいたい。 

 

委員： 

博物館の展示品はどうしても遠くから見ることになる。触る感覚は非常に重要なこと

で、年齢には関係ない。「触れる」「扮する」といった少し今までと違うことができれ

ば、それだけでも違ってくるだろう。 

 

委員： 

他市でも同様に公共施設に係る人件費の削減や、スクラップアンドビルドの考えによ

り閉館が検討される博物館が多くある中で、本委員会の意義は大変重要と感じている。 

 収蔵スペースと展示スペースの環境を、資料にとってどこが一番良いのかをしっかり

比較すべきと思う。資料によって適した温湿度がある。笠鉾会館に移した時、展示室は 3

階となるので、暖かい空気が上に昇ることで資料劣化に繋がる恐れがある。今後ますま



す増えていく寄贈・寄託品の収蔵場所も必要になってくる。消火設備、防犯対策、空調   

設備、照度など、資料にとってどこの館が良いか比較してみることが大事。 

現在笠鉾会館は文化振興事業団の管理だが、笠鉾会館に博物館に移った際の職員体制

はどうなるか。館が減ることによって、あわせて人も減ることは決して無いようにして

もらいたい。直営なのか指定管理なのかという点も含め、働く人のことについても考え

てもらいたい。 

 

委員： 

市民が自分たちの市をきちんと理解できるようにするのが博物館。市民が集まって来

られるような博物館にしたら、外の人達も行ってみたいという雰囲気になって来る。「集

う」という機能を博物館の中にどのように担保するかが、もう一つの大きな要素になる。 

 

委員： 

博物館で自分の町にあった土器を見つけて「あっ」と思ったことがある。博物館は、

ここへ行って楽しい、色々な発見がある、先祖のことを思ったり考えたりする場所。 

笠鉾行列では、田中本家博物館へは行くが臥竜山へは行かず、繋がりがない。分散して

いても町全体の中に溶け込んでいく博物館が良い。ターゲットを絞ってターゲット毎に

施設を分けても良い。町の中を歩きながら町の過去から将来まで色々なことを考えられ

るようなところになれば良い。費用をかけて大きな博物館にすることは考えなくて良い

と感じてきた。 

 

委員： 

ひとつひとつの小さな施設へ行っても、背景がわかるような展示がしてあることによ

って見えてくるものがある。 

展示品の中に、それぞれの地域のものがひとつずつでも並んでいれば、市民にとって

の印象は違ってくる。展示品を検討する際の観点のひとつとなる。 

 

委員： 

子ども達を連れて行った時に一番感動するのは、本物がそこにあること。そして、そ

の本物に対して熱弁を振るう大人がいることがとても大事。子ども達とそうした大人と

の繋がりが大事。 



発信者を学芸員だけに限定せず、その施設について発信するサポーター（ファン）を

増やすことも大事。ファンを増やすためには人をひきつける魅力ある本物が無いと駄目

だが、須坂にはそれらが豊富にある。色々な専門分野の方に依頼し、それを拡散してい

くのはいかがか。また、高校生のサークル活動や中学校のクラブ活動を取り込むなど、

ぜひ学校現場に手を伸ばしてもらいたい。 

 

委員： 

分散の方向へ傾いていると思うが、分散した時にそれを統括するのはどこか、人を誰

にするのか、説明は誰がしてくれるのかということが問題。今後良い方法を考えていか

なければならない。 

「町中が博物館」という言葉が聞かれたが、分散すればするほど、その意識がこれか

ら大事になってくる。古墳や古城など、移動してまとめられないものについては、「塚

ツアー」「集落散策」など企画で展示を補える面もある。資源があるのにほったらかし

ておく手はないだろう。 

 

委員： 

企画についても学芸員の役割が大変重要で、学芸員を減らせる方向性ではない。それ

ぞれの須坂市の素晴らしい場所を説明でき、かつ、展示を外に持っていく企画力を持っ

た人を備えるとすると、今の人数で良いのか。 

安曇野市は、予算の都合、博物館はすぐには作れない方向となったが、学芸員だけは

何とかしている。学芸員がしっかりしてさえいれば、将来博物館は作れる。須坂市も、

人こそが市の財産、建物は景気が良くなれば作れるかもしれないが人をつくるのには時

間がかかる、という視点で物事を考えていただけたら新しい博物館の方向性になってく

る。 

 

委員： 

建物は、歴史的なものを含め須坂市にたくさんある。それをいかに活用していくか、

繋げていくかという議論になる。 

一方、再三学芸員の育成が大事という話が出ているが、急に学芸員は育たない。今後

博物館の運営を支えていくためのネットワークを設立していかないと、「まちなか博物

館」は成立していかないだろうし、それらもセットで検討していく必要がある。 



 

委員： 

長野県博物館協議会という組織があり、協議会の下に研究会もある。須坂市も積極的

に学芸員を外に出すようにしてもらいたい。学芸員達がそれぞれの悩みを互いにこぼし

合うことが出来ることが大事であると共に、協力要請をする際にも顔が分かっていると

協力を得るのが容易になる。 

 

委員： 

収蔵庫の必要性、管理の重要性について多くの一般の人は知らないので、多くの皆さ

んに知って頂くことが大切。 

展示方法については、分散して各地に散らばるのも良いが、臥竜山のそばに博物館があ

るのも須坂市民にとって非常に良い。資金面については、県民文化会館がホクト文化ホ

ールとなったように、須坂の大きな企業の支援を求めるのも一つの方法。「お金が無い

から出来ない」も必要ではあるが、これからの子ども達の為にも良い施設を。 

 

委員： 

建物を大きくするよりも、学芸員を 1 人でも増やして、人を通じて地域教育をする方

が場合によっては良いかもしれない。 

 

委員： 

市の理事者に長野県立歴史館の収蔵庫を見てもらいたい。普通の人を収蔵庫に入れる

ことは無いので、博物館と言えば展示施設となりがちだが、収蔵庫がどのようになって

いるかトップの人達は知っていなければいけない。 

 

次回予定 

第 3回委員会の日程について、委員の意見を求めた。 

協議により、第 3回委員会の日程を平成 30年 1月 15日（月）に決定した。 

 

閉会（午後 4時 59分） 


