
平成 29年度第 3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 30年 1月 15日 午後 3時 15分から 4時 56分 

場所 須坂市防災活動センター 2階 活動室 1 

 

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、宮崎愛斗委員、堀崎あゆみ委員 

事務局 

島田教育次長、吉川部長、中澤課長、小川課長補佐、丸山博物館長、三ツ井企画主事 

欠席者 

神林章委員 

 

配布資料 

 次第 

 須坂市立博物館基本計画策定委員会委員名簿 

 資料「須坂市立博物館の長期休館について」 

 平成 29年度第 1回須坂市立博物館基本計画策定委員会議事録 

 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） 

 現地視察資料「須坂市文化財保存活用倉庫概要・須坂市埋蔵文化財整理室 間取り」 

 

現地視察 

時間：午後 2時～3時 10分 

視察先：埋蔵文化財整理室、文化財保存活用倉庫 

 

会議状況 

 

委員長： 

今日視察で見るまで、須坂市があれだけ素晴らしい収蔵施設を持っていることを知ら



なかった。色々な意味で刺激になった。これから須坂市がより良くなっていくためには、

博物館がどうあれば良いかは大変大きな問題。市誌編さん事業が今年度で終わることも

あるので、それら全部を踏まえた上で、市民にとってどういう博物館になったら良いか、

限られた時間ではあるが、是非皆様の意見を頂き、少しでも良い形で博物館が次の時代

に繋がるようにしていきたい。ご協力をお願いしたい。 

 

事務局： 

須坂市立博物館の長期休館について、資料「須坂市立博物館の長期休館について」に

基づいて説明 

 

事務局： 

事前送付資料「須坂市立博物館の在り方について 市民意見まとめ」について、説明

を行った。 

 

委員： 

 市民からの意見は非常に熱心な意見。よくこれだけ出て来た。委員それぞれの立場か

らそれぞれの意見があるが、市民がいかに関心を持っているかは、受け止める。 

 

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： 

 収蔵庫等に保管されている収蔵品をそれぞれの場所に持っていくことによって、もう

少し上手く活用できるのではないか。また、広い収蔵庫を展示に活用すれば、今の博物

館や蔵の町などとは違った活用ができるのではないか。 

前回、委員から博物館を臥竜山に残して欲しいという意見があったが、市民からも同

じような意見がある。現建物を残すことは、消防法違反、耐震の問題を考えると現実的

ではないと考えるが、それならば、分散させた時、あの場所をどうやって何に活用する

か。臥竜山の近くなので、自然系の展示館として活用できないか。現建物は特色ある建

物なので、無くしてしまうのももったいない。 

市民の意見を見ていると、博物館は一個の独立した建物と考えている方が多いように

思う。これだけ沢山ある物を、一つの博物館の中に入れるのではなく、市内に色々とあ



る施設に分散させるという意見があまり見られなかった。博物館のイメージが固定化し

ているのでは。 

 

委員： 

 良いものが豊富にありながら、活用的魅力はない。私が感銘を受けた博物館に佐渡の

小木民俗博物館があるが、そこは収蔵庫の中を見せる収蔵庫展示というやり方をしてい

る。これからどういう形で収蔵品を活用していくか考えていかなければならない。 

また、分散の為に今の博物館を動かした場合、今の博物館を壊すのか、残すのかとい

う問題が非常に大きな問題。私はどちらかというと残す方向が良いのではないかと思っ

ている。 

松本市の場合は、「松本まるごと博物館構想」を全面に打ち出している。博物館はハ

ブ博物館的で、博物館から松本の市内各地へ歩いて行ってもらうような形へ持っていき

たいという考えがある。須坂の人達は、博物館とはこういうものだという固定的なイメ

ージを持っているようだが、分散によって須坂の良さが出て来る可能性もある。 

 

委員： 

 松本市の博物館に行ったが、15 の博物館が点在し、それぞれの場所に安価なバスで行

けるようになっていた。須坂も、一つの大きな博物館があってそこで全て済むというこ

とではなく、それぞれの博物館を活用して、良さを見出してもらう、博物館めぐりをし

てもらう、というのも楽しい。 

ただ、現博物館の立地は、山の景色など本当に良い場所であるので、博物館の全てを

笠鉾会館に移してしまうのはどうかと思う。先程の意見のとおり、自然系などの展示を

し、消防法の対応にあわせてリニューアルすればいかがか。子ども達を呼んで楽しい行

事をすることができ、そのことによって子ども達が博物館に通ってくれる習慣が身に付

くのではないか。 

 

委員： 

 松本の場合は、いくつもの博物館があり、それを全部連動させている。更に言うと、

博物館でないものの方が重要だと思っている。自然を見てもらうのであれば、自然の本

物を見てもらう方が良い。須坂であれば、臥竜山へ行って、本当の植物があって、そこ

でわかってもらえる方が、建物より重要と思う。 



私達の議論の中では、笠鉾会館へ全部を集約しようという意見が出ているわけではな

い。旧小田切家住宅のようなところに、江戸時代のものや商家のものを持っていくこと

によって違うものが出来てくるだろうし、八丁鎧塚の遺物などは埋蔵文化財整理室のよ

うなところにきちんと収蔵した方が良いかもしれない。1つに集約する必要は無いのでは

ないか、という意見は大事な視点と思う。 

ややもすると博物館を観光施設と見てしまい、観光の方面ばかりになってしまうが、

博物館は本来市民の為のものであり、市民が須坂を理解することによって初めて文化が

上がってくる。 

 

委員： 

 歴史の事はあまり良くわからないが、今日の視察で、大きな機械などは歴史の分から

ない自分でも興味を持った。大きな機械などを展示していけば、小さい子や普段そのよ

うなものを見ない人でも興味を示して、博物館にも足を運んでもらえると思う。昔から

博物館によく展示されているものではなく、今日視察で見たような珍しいようなものを

展示すれば、博物館に足を運ぶ人が増えると思う。 

 

委員： 

 大型製糸機械類がそのまま置かれていることが面白かった。上手く活用すると（来館

者は）ギョッとする。「繭の町須坂」であることが良く分かったし、あのようなものを

持っているところは日本に殆ど無い。他の委員と「あと 50年耐えたら文化財になるので

はないか」と話した。実感できるのが博物館。現在、博物館と言うとバーチャル技術を

使ったり模型を置くなどするが、現場を見てもらう方がずっと良い。収蔵庫は収蔵庫で、

例えば月に 1回オープンするような、全く違う発想の博物館もあり得るかもしれない。 

  

委員： 

 長野県立歴史館の収蔵庫を見学し、博物館の本当の仕事は、今残されているものをし

っかりと後世に引き継いでいくことで、収蔵の部分がとても大事であると改めて知った。

私自身もそうであったが、それを知らない市民の方が沢山いる。博物館の機能をもう一

度思い返してみると、市民も意見が変わってくるかと思う。 

博物館分散については賛成。一箇所どこかに拠点は必要と思うが、須坂と言っても広

く、蔵の町もあれば、考古学的なもの、園里学校のようなところもあるので、市内のあ



ちこちに分散して博物館としていくのも良い。私は松本の博物館には行ったことがない

が、バスで行けるのはすごく良い。須坂を訪れた方も市民も、バスを利用しながら市内

を巡ることができるシステムにできれば素晴らしい。 

 

委員： 

 一番大事なのは収蔵庫だが、収蔵庫は公開していないので一般の人達は意識していな

い。博物館とは何かということをきちんと市民に訴えかけなければいけない時期になっ

ている。昨今、寄贈を受けたり寄託を受けたりすることが非常に多くなってきているが、

須坂の皆さんは古文書等を各家でこのまま伝えていくことができるのだろうか。市民に

とって一番大事な文化財、古文書を預かる施設としての博物館機能を少し考え直さなけ

ればならない。 

分散に関しても、市全体が良くなっていく時には集中ではまずい。各地域の独立性を

持って、地域に住んでいる人達が「私達の町はいいだろう」と自信を持って言えるよう

にする。お金以上に大事なのは、須坂市民が心から自分達の場所を愛せるようになって

いくこと。その手伝いをするのが博物館である。そういった意味では、分散も重要な鍵

になる。 

 

委員： 

 市民からの意見には、公民館、博物館といった施設を一緒にした総合的な施設を考え

てはどうかという意見があるが、この意見については、今この場で検討する必要がある

か。 

 

委員： 

 それぞれの機関にはそれぞれの役割が本来はきちんとあるので、その役割をきちんと

認識した上で、協働していくべきと思う。博物館は「もの」を通じてという部分が非常

に大きいが、公民館活動は「人」を通じて、というように、それぞれの役割があり、そ

れらが連動することで市はより良くなっていく。博物館の役割は、まずは「もの」の収

集・収蔵、そして「もの」を理解してもらうための展示、教育。教育の部分は、公民館

活動や講演活動などと連動してくるだろう。 

先程の意見のような非常に総合的な大きな部分は、市がそれぞれの機関に、何を期待

して、どのようにデザイン化していくかという問題になる。 



 

委員： 

 それぞれの機関にはそれぞれの役割があるが、博物館の展示品を各施設へ持って行き、

期間を決めて展示するといった協働は有った方が良い。学校へも同じ。博物館に来ても

らうだけではなく、博物館が出て行く。これをやり始めると学芸員はすごく大変ではあ

るが。それぞれの役割は果たさなければならないが、それぞれの施設が協力することで

展示を見てもらうことは出来る。安曇野市の博物館は、市役所のロビーで展示をしてい

る。必要であれば学芸員が時間を決めてギャラリートークをすることも出来る。ありと

あらゆる方法で、施設の活用を考えても良いのではないか。 

 

委員： 

 長野県立歴史館でも、当然、講演などで外へ出て行くことはしているが、新たに「お

でかけ歴史館」として、小・中学校、公民館等に「もの」を持って出て行こうとしてい

る。「博物館とは何か」ということも、変わりつつあるが、博物館の根源が何であるか

は忘れてはいけない。その辺との兼ね合いから、先程の問題については、ここで大きく

取り上げるのではなく、これからの展示、発展段階の中できちんと話をしていけば良い

のでは。 

 

委員： 

 博物館を移転するとは、何を移転するのか。現在の市立博物館は博物館の入口にしか

すぎず、須坂市では、もう既に色々なところに分散して存在している。今は、埋蔵文化

財などはあの場所へ行かないと分からないし、倉庫についての情報は中々入って来ない。

市民の利用を考えると、市民の相談窓口のような管理部門・情報提供機関は、どうして

も一箇所であって欲しい。今はそれさえも分散しているという印象を受ける。 

ここできちんと道筋を建てないと、しばらくすると今の状態のままに戻ってしまうと

思う。しっかりと道筋を考えて、子ども達が大きくなった時も同じ、あるいはもっと素

晴らしい体制で運営できるようにしないといけない。ばらばらにならないように。 

 

委員： 

いくら良いことをやっていても、市民の理解が無かったら、それは良いことでも何で

もなくなるので、まず現状のような博物館の分散化について、市民にわかっていただく



ための努力を続けていかなければならない。 

市民の側からは、活用するのに、どこに行ったら何が見られるか、一元的にきちんと

説明つけられるのが一番良い。それが「拠点」という部分になる。「拠点」とは、もの

を全部置くことではなく、人をきちんと配置して、その人を通じて学びが出来る体制が

出来ていること。その場所が、博物館の最も重要な場所であることに異論は無いと思う。 

現状の収集・展示は、はっきり言ってバラバラである。どういう戦略性を持って収集・

展示するか、区別化、差別化がきちんとされなければならない。先程、それぞれの機関

にはそれぞれの役割があると言ったが、それぞれの展示場はそれぞれの役割をきちんと

果たしているか。もし博物館分散を決定した場合には、機能の確認をきちんとした上で

やっていかなければ、何の意味もない。 

 

委員： 

 文化財保存活用倉庫をきちんとした倉庫として活用していくためには、相当に改造、

改良が必要。今は非常に雑多な状態で、見に行く目的が曖昧になってしまう。 

分散した場合には、その場所に学芸員に相当するような人の配置が同時になされる必

要がある。行った人が、その場所について、「もの」の価値について説明を受けられな

いようであれば、現状と同じである。人の配置を同時に考えてもらいたい。 

 

委員： 

 「ものが有れば良い」ということではなく、きちんと説明できたり、保管したり、分

類できる専門家が必要。ただ、どこもそうであるが、今の経済状況では、人が足りない

のが現状。かといって、文化をつくっていくのには、機械ものだけではどうにもならな

いのも事実。私は「多くの人を全部のところに配置しろ」でなくても良いと思う。きち

んとした人をきちんとした形で配置して、市民の相談に乗れたり、文化をつくってくれ

る学芸員を是非用意してもらいたい。市町村の博物館は、規模が小さくなればなる程、

学芸員が何でも屋で、きちんと対応する時間も無いところがある。せっかく良い人材を

採るのであれば、配置場所、役割をきちんと考えてもらい、その人材が活きて、文化が

上がってくるような人になっていくことを要望したい。 

また、文化財保存倉庫の古文書を収蔵するスペースも、あと何年位入れられるのか。 

 

 



委員： 

 立派な収蔵施設（文化財保存活用倉庫）があることは、須坂市にとって大きな強み。

最近は、代替わりや建物の解体などで、土蔵ごと、家ごと寄贈・寄託されることが頻繁

にある。作業場所、保管場所の確保が、今後大変重要になるので、大きな収蔵場所があ

ることは良い。紫外線対策はされているようだが、外光が入っている部分もあるので、

耐震化を含め、資料にとって一番良い環境となるように。 

博物館の活動には教育普及活動がある。先程、須坂市立博物館長期休館の説明で、館

外事業は継続して実施するとあった。大きな博物館施設であれば、閉館と同時に館外事

業は実施できないこともあるが、社会見学への対応など、施設が分散化しているからこ

そ実施できる。 

現博物館は臥竜山の麓で立地がとても良い。子育て世代が来るきっかけになる動物園

や公園があるので、小さい子どもが楽しみに来られる立地条件としては、現博物館建物

を壊してしまうのはもったいない。活かし方次第と思う。 

 

委員： 

 長野県立歴史館で「田中芳男展」をやっているが、田中芳男がやったことは、初期の

博物館で、物産会のように何でもありである。動物園を含め、全てが博物館という意識

である。博物館とは、今一般に言われるようにどちらかと言うと文化財を集めた博物館

なのか、色々なものを見せて空間そのもの、全体が博物館になるのか、そういったこと

を少し考えていければ。 

 

委員： 

 博物館とは見るだけという印象だったが、委員になって、収蔵、展示、体験、と博物

館の色々な部分が見えた。私のように、博物館について知らなかった市民がいると思う

し、展示を見るだけという印象だけで、博物館にあまり足を運ばなかったという人もい

ると思う。そういう人達に対して、博物館の機能や役割についてまず理解してもらうた

めには、臥竜山の今の場所は、一番魅力的な入口になるので、改修ではなく、魅力的な

ものを新しく作っていければ。是非今の場所に、広くなくても良いので、案内役、スタ

ートの場所として相応しいものを望む。そこから次のステップへ進み、自分の勉強した

いこと、行きたい場所を見つけることで、最終的には自分の学びの場所として自分のふ

るさとを獲得してもらいたい。市民として、また市外へ出ても、「須坂はこういうとこ



ろで良いところだよ」と伝えられる人になってもらいたい。 

 

委員： 

 「博物館とはどういうものか、どうあるべきか」を、もっと市民に対して、きちんと

訴えていくと、博物館の役割や博物館に対する想いは違ってくる。先程、既に分散して

いることが広報されていないという意見があったが、それと同様に、博物館とは何か、

きちんと、色々な人達の、色々な形を通じながら説明していく必要がある。 

今の場所に新築となると、個人的には費用の問題もあり本当に出来るのかなとは思う

が、最終的な結論は皆同じで、市民が地域を誇りに思ったり、愛したりすることで、次

の時代に繋がっていくような人達が増えるための施設が博物館である、ということ。 

安曇野市は、計画は作ったが費用が無く、15 年後にもう一度検討することになった。

ただ、その間は「学芸員を採用しよう、必要なのは建物ではなく学芸員、人を育てなけ

れば博物館は作れない」と、人をすごく大事にしようとしている。滋賀県立琵琶湖博物

館は、博物館が出来る前に、学芸員が集まって博物館の作り方を検討していた。博物館

とは、むしろ人だと思う。 

 

委員： 

 各展示施設が、どのような目的で何を展示するか、今後何を集めていくか、市が目的

化をしっかりしてもらう必要がある。 

また、核になる場所が大事で、松本の「まるごと博物館構想」も、拠点となるのは市

の博物館。須坂でも「ここが拠点となる」とすることになる。今まで、その場所は笠鉾

会館と思っていたが、笠鉾会館は笠鉾を収蔵していく大きな目的のためにできた施設で

あり、それを大事にしたいので、そうなると臥竜公園に核となるようなビジターセンタ

ーのようなものを、小さなもので良いので新しく作ってはいかがか。自然系の展示や臥

竜公園の桜を展示のメインとするものでも良い。 

学芸員の採用を含めソフト面の充実は必要。収蔵庫については、場所は確保されてい

るので、資料に合わせて改修を。また、収蔵庫を見せることを考えての改修も必要かも

しれない。 

 

委員： 

 本来ならば、須坂市立博物館は何に特徴があって、何を集めているのかをきちんと言



えなければならない。それは、現状で何があるから、ではなく、何が足りないのかとい

う視点を持たなければならない。目的意識を持って、資料収集ができる体制をとる必要

がある。 

ソフト面の充実については、私が思う須坂市の素晴らしいことの一つは、クリスマス

レクチャー等、他所には真似が出来ない位、高水準の講演会その他が次々と行われてい

ることで、その中で博物館は独自の機能をきちんと持たなければならない。それに耐え

られるだけのソフト面を持たなければならず、これも学芸員に直結することである。 

 

委員： 

 臥竜山にある現博物館は、臥竜地区の文化、埋蔵文化財と連動したものであって欲し

い。また、笠鉾会館は、明治の頃からの文化、祭典との繋がり、無形文化財の観点で、

それを生んだ製糸業の発展に関係した展示をしても良い。ただ、やはり須坂のどこか中

心地に、小さくても良いので、一つ拠点となる施設を。 

また、現博物館へ行けば豪族たちの副葬品、笠鉾会館へ行けば製糸業で発展した時の

もの、旧小田切家住宅へ行けば江戸時代の名主のもの、旧上高井郡役所の周辺へ行けば

江戸時代の須坂藩堀家関係のもの、という展示は既にある程度やっているので、分かり

やすいように時代である程度分けてはどうか。目的も必要であるが、一般に分かりやす

いのは時代の観点。時代分けは学校で習う。理解できて、中に入っていけるような分け

方をすれば、小さい子ども、学生からお年寄りまで、皆が見られるのではないか。 

他施設へ行った時だが、茶碗を作っていて、その茶碗は非常に高級な茶碗なのだが、

実際にそこへお茶を入れて飲ませることをやっていた。博物館でそのようなことがあれ

ば、色々な想いを沢山持ち帰ることが出来る。 

 

委員： 

 移転した場合の各館の機能分け、展示分けについては、別に委員会を作り検討するの

か。普通は親委員会が方向を決めたら、次に作業委員会で、今の話のような展示の在り

方、時代別か、機能別か、などについて決めていく。作業委員会を作るのか、その作業

は教育委員会でやるのか、それともこの委員会で決めるのか。 

 

事務局： 

 方向性については、現建物を改修し分散展示する、あるいは現建物の場所へ小さなも



のを作る、一部分の展示を笠鉾会館へ持って行くなど、移転・非移転だけでなく、色々

なパターンの意見が出ている。その方向性を 3 月に決めてもらい、新年度はそれに基づ

き議論いただきたい。9月に出来る基本計画の中には、この会で出された意見を具体的に

取り込んでいきたい。分科会は予定していないので、この会で議論して進めていただき

たい。 

 

委員： 

 今回次回で現博物館の在り方を決めるが、耐震基準等の問題で、現博物館をあそこに

あのまま置いておくことは無理である。方向性としては、新しく作るか、分散するかの

二つになっている。新しく作って小さくするのか、今より大きくするのか。それとも分

散して、質問等に対応できるものを作るか。分散する場合は、それぞれの機能をきちん

と確認する必要がある。 

今年度中は「こうします」という方向性を決め、来年度はそれぞれの館の機能、役割

をきちんと分けた上で提言する形にすれば良い。 

 

委員： 

 文化系のものと自然系のものを分けて、自然系のものに関しては現博物館の場所で規

模を縮小しながら、まわりのフィールドと結びついた拠点施設としてはいかがか。ただ

「拠点施設」という言葉を何と呼んでいくかで、随分とイメージも変わるので、いずれ

その辺りの言葉の使い方も議論したい。私としては「ガイダンス施設」という呼び方が

相応しい気がする。 

一方、文科系のガイダンス施設に関しては、現実的には笠鉾会館になるかと思う。何

を主に展示していくかについてはしっかりと検討する必要があるが、現状の須坂の文化

遺産を考えると、明治の時代の製糸業の発展を基軸に据えた展示が相応しいと思う。街

に対する愛着を街に住む子供達に育んでもらうということと、外から須坂を学びに来る

人達に対しての観光的な視点も含めて、文化系の施設の核は、今生きている街の中にあ

るのが良い。街の中にある博物館施設であるので、そこで内外の人達が学んで、考えて、

活動できる場所でもあって欲しい。 

 

委員： 

 笠鉾会館だけが機能を持つのではなく、それぞれが皆機能を持つべきだと思う。機能



分けをきちんとすることで、今ある建物がものすごく魅力的になると思う。今は何とな

く似たようなものが並んでいる気がするので、一つ行けば「もういいか」と思われてし

まうかもしれない。「全体を歩き回ると、多面的な須坂が見えてくる」とする為に、意

図的に「この展示は外して、この展示でいこう」といったことをきちんと考えていく必

要がある。笠鉾会館で一番重要なのは、芸能、人が集まるお祭りという部分。お祭りを

やるにはお金が必要で、お祭りの為の資金、お祭りの為の共同体がどのように出来て来

たかなど近世の展示が中心になると思う。来年度はそれぞれの館の役割を皆で確認し合

いながら、何が展示できるか考えたいが、その為には、館の学芸員らが考えるそれぞれ

の館の一番大事な点、外しては困る点を示してもらう必要がある。 

 

委員： 

 小学校 4 年生の担任をしており、埋蔵文化財整理室にもまゆぐらにも児童を連れて見

学に行った。まゆぐらへ行ったのは、須坂市の土台を築いた人の学習で、越寿三郎を窓

口として製糸業について学ぶにあたり、子ども達には製糸業のイメージが無いので、実

物を是非見せたいと思ったから。まゆぐらでは、実際の資料を触らせてもらいながら説

明を受け、また、ボランティアの協力で繭からの糸取り体験もした。その際は、版画美

術館へも行き、美術の観賞の学習も行った。版木を彫る活動であれば、図工とも関係す

る。 

それぞれの博物館の機能を特化する方向が議論の主軸となっているが、学校現場とし

ては、それぞれの特徴が明確であれば教材として活かすことができる。特化する小さな

博物館、窓口として学芸員が居る、という点はとても魅力で、活きていく博物館になる

と思う。「総合的な」の概念を外し、「大型の」ではなく、「個別に特化した」の方向

で良いと思う。 

 

委員： 

 長野県立歴史館の常設展は縄文時代の遺物から始まり、高床倉庫などが、本当に目の

前に触れるような形で展示されている。加えて、暗さ、何とも言えない雰囲気で始まり、

最後は自動繰糸機が復元されているなど、大変感動した。須坂市にも、同じように実物

があるので、それぞれを活かし、それぞれの魅力を出していった博物館になれば良いと

思う。 

一方で、埋蔵文化財整理室での説明で「（中心地から離れ）行きにくい場所にあるか



らこそ、自分達で学校等へ出向いて行く」と聞いたが、小学校に出向いてもその小学校

だけの公開の場所になってしまい、他の市民は、年に一度の公開の場でしか見ることが

出来ない。考古資料をどうするかについても考える必要がある。現博物館の 2 階には、

考古資料を展示する部屋がある。現博物館の場所に、自然系の展示とともに、今の須坂

が構成される前の人達の展示があると良い。 

 

委員： 

 時代分けについては大変迷っている。山梨県立博物館は意図的に時代を切ってある。

どこから見ても自分でものを考える力が必要で、当たり前のように原始から現代までを

並べるのが本当に重要なのか分からない。私達の日常の中には古いことと新しいことが

入り混じっている。それに気が付けるような、「これって何だろう」と考える人を、私

は博物館の中で作っていきたい。私達は当たり前のことに対してはきちんと目を向けて

いないところがある。（時代分けは）原始・古代・中世という発展段階説に基づいた、

「歴史はかくあるべきだ」というところに繋がってくる気がすごくする。私達の日常の

中には古いことと新しいことが入り混じっており、全てにおいてそういったものが積み

重なっているとしたら、時代別でなく、主題別ということもあり得るだろう。 

 

委員長： 

 この委員会の中で、皆さんは既に博物館の概念を変えようとしている。従来のような

総合の大きな博物館を作るのではなく、歩き回れるようにとか、人が大事だとか、少し

ずつ意識を変えながら、次の時代に在るべき博物館は何であるかを考えている。今まで

の話を総合すると、「現状のままで良い」という意見はない。その上で、それぞれのと

ころへ機能的に分散することに対しても、「大きな総合博物館を作れ」という意見が出

ているわけではないので、分散化そのものは皆から認められたと思っているがよろしい

か。 

ただ、機能的に、質問その他を受けるためにガイダンス施設、レファレンス施設のよ

うなものが必要であることは、皆一致しており、「必要ない」という意見はなかった。

その在り方に関しては、小さなもので良いから新しく作りたいという意見もあるし、場

合によってはどこかのところに持って行っても良いという考えもあり、結論は出ていな

い。結論が出ている部分までは、皆さんの総合的な意見としてまとめてもよろしいか。 

博物館における展示はほんの一部分であり、資料の収集・保管が重要であること、そし



て展示よりももっと重要なのは教育であること。最終目的は、須坂市民の文化レベルが

上がり、住んでいることに対し誇りを持てること。博物館は、その誇りを持てるように

する為のお手伝いをする。博物館に何よりも大事なのは学芸員であり、学芸員の配置は

極めて重要であるので、学芸員を通じて、文化のレベルが上がるような学芸員を採って

欲しい。以上の確認事項に関してもよろしいか。 

 

委員： 

 市民からの意見は、笠鉾会館に博物館の機能を移すということについての意見が殆ど

であるが、この委員会の意見は、笠鉾会館は笠鉾会館としての働きはそのままにして、

あるいは、ガイダンス施設にしてはどうかという意見である。また、現在の博物館の場

所に小規模のものを作る等の意見が出たが、それについては、市の側としては良いのか。 

 

事務局： 

 当初は、色々な理由で、笠鉾会館へ全面的に移転するのが良い、という方向性は出し

たが、色々な意見があり、この委員会で検討してもらっている。当初の市の考えに拘る

ことは無い。 

 

委員長： 

 この委員会は須坂市立博物館基本計画策定委員会であるので、この委員会として、望

ましい方向性を決めれば良いと思っている。先程まとめたところまでは、全員の意見が

一致しており、現時点における基本計画である。内容としては、建物の話だけではなく、

役割をどうするか、最終的には市民の為の博物館がどうあるべきかになる。私達に求め

られているのはその部分と思っている。より良いものを作るためにそれぞれの立場、専

門家の意見を通じて、普通の市民の皆さんの意見がもっと良い意見になるような形で集

約していきたい。 

 

事務局： 

 「ガイダンス施設」、あるいは「基幹施設」については、別に作る方法もあるし、今

の場所を改修する方法もあるので、次回事務局より提示する中間報告原案には、その部

分は両方含めておくことでよろしいか。 

 



委員長： 

 その部分はまだ結論を出していない部分である。次回、中間報告原案を提示してもら

った上で、残された点については論議する。その論議が終わり次第、来年度からは、そ

れぞれの館の役割分担について論議する。その際には、現状の展示において「これだけ

は欠かしては困る」「これがこの展示場の意図である」というものを示してもらいたい。

作った側には作った意図があり、それを捻じ曲げることは出来ない。あわせて、公民館、

図書館など公的な機関の市の中での役割についての分担表も、いただきたい。 

 

事務局： 

 次回は、中間報告原案と、各博物館施設の性格、公共施設の役割についての資料を用

意する。できれば事前に送付する。 

 

第 4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 4回委員会の日程を平成 30年 3月 13日（火）に決定した。 

 

閉会（午後 4時 57分） 

 

 


