
平成 29年度 第 4回須坂市立博物館基本計画策定委員会 

 

日時 平成 30年 3月 13日（火） 午後 2時 00分から 4時 21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、倉石あつ子、梅干野成央、村石正行、米沢愛、山崎会理、清水良昭 

井上光由、佐藤清、神林公夫、小林義則、宮崎愛斗 

欠席者 

神林章、竹内由美子、堀崎あゆみ 

事務局 

三木市長、小林教育長、吉川市民共創部長、島田教育次長、中澤生涯学習スポーツ課長 

丸山博物館長、三ツ井企画主事 

 

配布資料 

・次第 

・須坂市立博物館基本計画策定委員会中間報告（提言）【原案】 

・資料「博物館関連施設等の状況」 

・資料「博物館関連施設の設置目的等について」 

・資料「市内社会教育施設の所管する事務について」 

・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） 

 

会議状況 

 

市長あいさつ 

中間報告の提言ということで区切りの時である。昨年 10月から鋭意検討していただき、

須坂市の文化施設や市民の貴重な提言等を踏まえて色々なお立場でご意見をいただいて

いる。中間報告（提言）をいただくことになっているが、提言については私としては十

分に尊重させていただき、教育委員会と連携をとり実現に向けて努力をして参りたい。 

平成 30年度は、予定では、基本計画策定委員会を 4回程度開催し、その間に市民の皆

様にもご意見を聞きながら、具体的な博物館の施設計画・展示計画・活動計画等につい

て検討していただき、9 月には博物館基本計画（案）を作成していただく。10 月の定例

教育委員会で審議・議決をいただき、11 月には市として基本計画を決定して参りたいと

大まかに予定しているのでよろしくお願いしたい。 

 



 

委員長あいさつ 

ここに来る前に二か所歩いてきた。一つは八丁鎧塚。抜群に良い。景観、大きさ、あ

れだけのものがありながら、まだまだ知られていない。これは一つのもったいない点で

ある。もう一つは世界の民俗人形博物館。今はひな祭り展。テレビ等で色々な形で取り

上げるだけあり、多くの人が来ていた。基本的にはいかに宣伝して、いかにして全域を

博物館らしくしていくかということが今大きな課題になってくるのではないかと思う。         

博物館で一番大事なのは、今の時代だけの話ではなく、未来に向けて何を収集し何を保

管していくかが大事だと思っている。その意味では、こちらでは非常に良い収蔵庫（場

所）も用意しているので、そういったことを前提にしながら、委員会としては、少しで

もこの市が良くなるためには博物館がどうあれば良いかという視点から色々提言してい

きたいと思う。よろしくお願いする。 

 

◎ 中間報告（提言）について事務局から説明を行った。 

 

委員 

最初の私たちに課せられた問題が今の博物館をどうするかということだったので、前

文は今まで私たちがここで話し合ってきた、博物館は本来須坂市の未来のためにあるの

だということを確認した上で博物館の役割を共通認識として 4 つあげた。前文の内容を

読み替えながら提言したのが次の 5つになる。 

先ほどの共通認識の 1 番は、博物館というものは郷土を愛し誇りを持ち、文化レベル

を向上させるためにあるのだということ。 

そして博物館の機能としては資料の収集・保管が大事であるということ。今まではど

うしても展示ばかりやっていたが、そうではないということを 2番目にあげた。 

3番目は、もともとの話題が新しいものを作るということであったが必ずしも大きな博

物館を作るのではなく、機能さえきちんとしていればいいというのを訴えかけた。 

4番目は人が大事であるという。 

提言の内容について結論を言うと、1番目として大きな博物館を作るのではなく博物館

機能を既存文化施設等へ分散化する、つまり、大きなものをひとつ作るのではなく、全

体としてやっていこうという、ある意味では須坂市まるごと博物館構想というところに

つながってくる。2番目として、そのためには今ある施設をテーマ・役割をきちんと差別

化・区別化して明確にした上で分散展示をするという。3番目としては、そうは言うけれ

ども、全体を総括する人物がいなければ無理ではないかという。全体を見てくれる、目

配りをしてくれる人材配置がどうしても必要であるということ。4番目には、いわゆる博

物館の機能。一般的に言われている、市民が郷土を愛するための調査研究・資料収集・

保存整理・展示・教育施設等の諸活動をしていくためには、学芸員等の適切な人材配置



が必要であるということ。建物のみを問題にするのではなく、問題なのは人であるとい

うことを 4番目に言っている。5番目で特記することとして、博物館機能として非常に重

要なことに資料の保存がある。その場所に関しては今用意されているが、資料は色々な

要素を持っているのでものによっては随分違ってくるため、保存環境の向上が望まれる。

以上のようにまとめた。皆様から修正等ご意見あればいただきたい。 

 

委員 

前文の 3 行目に、「須坂市の財産である豊富な文化施設や文化財保存活用倉庫などの

視察を行い」とあるが、ここに「須坂市の財産である豊富な文化財」を付け加えてほし

い。「須坂市の豊富な文化財及び保存する施設」という枠組みの方がいいと思う。我々

も実際文化財を見ているし、文化財あっての博物館と思っていただけるのではないか。 

 

委員 

付け加える。須坂市もこの文章を作るというのは、須坂市民に対してもアピールしな

ければいけない。これは今まで議論してきた内容の大枠であり、市へ提言するのはこれ。

これで大きく網をかぶせてしまうのでこれが大事。あとの部分は全員一致して博物館と

はこういうものであるということを前提として、内容はこのように提言するということ

でよろしいか。（異議なし）それでは、提言についてはこれでいく。 

 

◎ 基本計画について事務局から説明を行った。委員から次のような意見が出された。 

  

委員 

先ほど中間報告は決まったので、具体的にどのように分散化を進めていったらいいい

か、まずは博物館関連施設の確認をさせていただくのが最初。全体としてどの時代をど

こにもっていったらいいか、どういった内容でやっていったらいいのか、まずは色々な

意見をいただき将来的に整理し直していくのがいいと思う。 

 

委員 

小池千枝コレクションというところの世界の民俗人形とあるが、この「民俗」という

字で果たしてよいのかどうか。族の方ではないのか。 

 

事務局 

施設名は「俗」を使用。寄贈時から小池氏と名称について協議して、この字で来てい

る。 

 

委員 



「民俗」を使う場合は、私たち日本人の生活文化の中から生まれたものというような意

味合いがあるので、小池千枝コレクションの「みんぞく人形」と言う時には「ethnology

（民族学）」の方の表記の方が、あの場所の展示物を表現するにはより良いのではない

かと思っていた。今聞いたところでは、当初から検討した上でこの字を使ったというこ

となので、どのような意味合いでこの字が使われたのか検討し直した方が良いかと思う。 

 

委員 

分散化をいかにしていくかは、ネーミングによって全く違ってくる。それぞれ名前に

よって役割が全く違ってくる。現状で、あの場所には世界中の人形があるが、その中で

「須坂」をどのように位置づけるかという視点は無いかもしれない。今日見ても、雛飾

りが沢山あるからということだけだと、それは「民俗」としての人形ではない。まずは

少しずつ問題点を挙げていくのはどうか。 

 

委員 

既存の施設を見てみると、文化的なものが多い。果たして自然系の博物館施設を将来

的に持つべきかどうかはしっかりと議論しなければならない。 

 

委員 

動物園がある。動物だけでなく、動物園の展示の中にもう少し自然系の展示を増やし

ていくということもありえるかもしれない。いずれにしろ、どのような機能があったら、

市民が豊かに生活できるか、どのような物が足りているか足りていないか。 

 

委員 

民間の博物館施設に挙げられている「宇宙と農業資料館」とはどのようなものか。 

 

委員 

信州大学として超小型衛星の研究をしていた関係のものを集めているのだと思うが。 

 

事務局 

パンフレットを見ると、そのような形である。 

 

委員 

例えば田中本家博物館、蝶
ちょう

の民俗館、宇宙と農業資料館のような私的な民間の博物館

とリンクさせてやっていくのか、それともそこまではしなくて良いのか。一方で、市を

まるごと博物館にしていく、あるいは観光行政として全体でやっていくということであ

れば繋げなければいけない。その辺りは我々も考えてみたい。  



 

委員 

管理状況の欄で、直営と文化振興事業団の管理委託、あるいはまちづくり課等色々あ

るが、これらの違いに差があるのか。どういう区別で管理状況が違うのか。 

 

事務局 

これまでは地方自治体の施設は直営でやってきたが、自治法の改正により指定管理委

託をするようになってきた。須坂市としても指定管理委託をすることが市民にとってメ

リットがあるのかどうか、費用対効果や施設の目的を鑑みながらやってきた。指定管理

に出すことによってかえって不便になるところ、費用が高くなるところは直営でやって

いる。 

 

委員 

民間に委託しても大丈夫なところは民間に委託するのが大きな流れ。ただし、民間委

託した結果、もう一回直営にする例が多い。博物館関係は民間委託すると皆企業になる

ので専門家ではなく、受付等はできるがあとは何もできないところもある。今予算的な

問題があって、人員の確保や要求をすることが不可能になっていっている中で、次第に

こういった指定管理制度が出てきている状態。これについては色々な評価がある。 

 

委員 

以前派遣という形で身分の方を変えて派遣されていた。そういったところで不安定さ

があったということがあった。あとは、運営にあたって委託料とかのお金のところが結

構かかるといったことで直営に戻ったということは聞いている。 

 

委員 

他所では色々（指定管理に）出してしまった結果、（直営と民間委託で）行ったり来

たりしているが、今流れ的には再び直営が増えつつあるのだということを感じている。 

 

委員 

岡信孝コレクション・須坂クラシック美術館は旧小田切家に比べても劣らないだけの

建造物としての価値があるため、それを頭につけて中の方の展示の方へ岡信孝コレクシ

ョンを入れる形がいいと思う。非常に重要な建物であるということを強調したい。 

 

委員 

建物のレベルでは、旧小田切家と同格といえると思うので、元牧家住宅といった名前

を付けた方がいいという話。当然それもひとつ重要な話。博物館名をどうしていくかと



いうこと。 

 

委員 

今まではそれぞれの「点」としての博物館で済んでいたので問題はないが、今回は市

全域をひとつの博物館としてもっていくときにどうあるべきかという論理を作っていか

なければならない。今あるものが具体的にどこに価値があり、何をやっていくかという

ことを示していかなければならない。 

今、建築物としての価値論という点が出てきているので、例えば展示の中でこの博物

館に関しては建築上極めて重要でこれを見てほしいというような相関図を作り上げてい

く。そのためにも、最初の意見のように世界の民俗人形博物館の俗の字が人偏かそうで

ないかというところで意図が違ってくる。皆様から色々な意見を言っていただきそれを

元にしてこの次は資料をつくっていくようにしたい。 

 

委員 

上高井郡役所で市誌編さんが終わり、そのあとは文書館になるという話を聞いたが、

配布資料をみると（郡役所と文書館を）別の建物で管理するのかと思ってしまった。 

 

事務局 

旧上高井郡役所の市誌編さん室であった部分をそのまま使っている。旧上高井郡役所

の一室を文書館として、他の部分については引き続き貸館としていくことを考えている。 

 

委員 

須坂小学校と奥田神社あたりの、江戸時代につくった時の鐘を打つ建物、あれは何の

関係もないものなのか。ここには出てこないが。あれはどこの管理なのか。 

 

事務局 

市が土地を借りて管理している。今回は博物館という議論なので載せていない。 

 

委員 

まずは、今回のこの表はこの表として、あと何が足りないか、何を見てもらうか。今

回の博物館関連施設の情報というのは単に教育委員会の問題だけではなく、観光の問題

であったり、今後の市全体に関ってくるものだと思う。 

 

委員 

もうすでに博物館ではあるが文化財にもなっている建物も多く含まれている。まゆぐ

ら、クラシック美術館、旧小田切家住宅。蔵のまち観光交流センターは登録有形か市指



定かになっているのか。旧越家住宅、ふれあい館しらふじ。旧上高井郡役所は（登録有

形や市指定に）何もなっていない。そして旧園里学校。民間でいうと田中本家。蝶の民

俗館は市の指定か。 

 

事務局 

旧上高井郡役所は、以前、文化庁の登録有形の担当官に見ていただいた経緯があり、

市指定の検討はよいのかとのアドバイスがあった。蝶の民俗館は、何にもなっていない。 

 

委員 

市の方も政策的に動かなければならない。旧上高井郡役所すら（指定や登録の文化財

に）何にもなっていないことはもったいないと思う。今の段階では博物館関連施設等に

ついて、まず伺っているが、その次の段階として「あれもいいこれもいい」「須坂を売

るんだったらば、あれも見てもらわないといけない」（という意見を出してほしい）。

売り方として、例えば小さな冊子を作る等して「このことについてはここに行ってくだ

さい」、あるいは「観光とセットになって歩く場合はここにいってください」などをし

て、全部見えてこないといけないと思う。 

 

委員 

先ほど時の鐘の話が出たが、川越に行ったときに川越の名所のひとつが鐘になってい

る。是非時の鐘を大事な施設として位置付けてほしいと思う。 

それから旧上高井郡役所について、建物がやはり非常に価値がある大事なもの。しか

し、価値にふさわしい使われ方をされていない。文化的な活動と一般の会合等はいいが、

運動の場に使われている現状はよくない。 

 

委員 

今の建物の使い方に関しても、チェックをしないと駄目だろう。 

 

委員 

 市立博物館の必須事項で「出土品展示については貸借契約により」とあるが、契約内

容は博物館でなければ貸出しないとか、物の移動が可能なのか。表に出てこない、目に

見えない制約が物に対して契約の中であるのか明確に出した方がいい。 

また、管理状況について直営と指定管理と、生涯学習スポーツ課とまちづくり課等課

を飛び越えての連携が可能なのかどうか。 

先ほど、博物館であり文化財である話があったが、まゆぐらについてはまちづくり課、

クラシック美術館と旧小田切家住宅は指定管理の文化振興事業団、蔵のまち観光交流セ

ンターは須坂市観光協会が指定管理している。全く違ったところがそれぞれの建物に入



っている。他市町村の状況は分からないが、これだけの文化施設が色々な管理状況で併

存してやっていることは独特で変わっているとの印象を受けた。 

 

事務局 

 本郷大塚古墳（出土品）の方は色々経過があり、博物館で常時一括展示公開するとい

った内容で契約を結んでいる。今回の休館に関しても保存会へ説明し了解いただいてお

り、できるだけ早く公開していただきたいと言われている。今以上に保存環境がよけれ

ば不可能ではないかと思うが、原則的には今後も博物館か。 

 

事務局 

 クラシック美術館について、開館当初展示するものがない中で岡信孝氏から寄贈を受

け、着物等が注目を集めたり絵画も寄贈されたりしてそういったものがかたまってきて

いる。 

まゆぐら、旧越家、ふれあい館しらふじの、生涯学習スポーツ課とまちづくり課と分

かれている部分については、目的の部分等を鑑みて現在の状態になっていると思う。国

交省の補助金を使い取得整備してきた関係もあり、まちづくり課で持っていたものや、

他にも越寿三郎等郷土の製糸の関係もあり生涯学習スポーツ課に移ったものもあるのだ

と思う。 

蔵のまち観光交流センターは商業観光課から指定管理を出し観光協会が受けている。

蔵のまち並みの保存の中で生涯学習スポーツ課だけだと使途が限られて難しいというこ

とがあるので、その中に観光的なものや物産の販売も入れて観光協会も受託しているの

だと思う。 

 

委員 

 今の委員の意見は現状で展示しているものの問題が主体だったが、例えば借りてきた

もので展示するとき、どのレベルなら貸出できるか、相手側が問題にする場合がある。

今の市立博物館は対応できないが、他の施設で対応できるかできないか、それによって

は展示できるものが決まってくる。また、横の連絡がどうなっていて、どのような管理

主体が行っているのかを見せていただかないと発言できなくなる可能性がある。 

 

委員 

 提言に沿った博物館としての価値を共通して持っていないと、単なる観光案内所を作

ってしまう。これからこの施設にはこういう価値があると決めるにしても、あくまでも

まるごと博物館ということを念頭に置かないと、最終的には観光案内をすることになっ

てしまう。 

 



委員 

 提言の中の 4 として、学芸員が大事だと言っている。研究することによって市の価値

があがってくる。 

観光部門の人達は、ある情報をいかにして処理するかということは非常にうまいが、

自ら新しい価値を今までと違う視点で創っていくためにはやはりある程度の専門家が必

要になってくるだろう。単なる観光施設ではないようにするというのは我々の最初の提

言に重なっている。それはきちんとわかっていただくようにしたい。 

 

委員 

 先程、管理の状況の話の中で補助金の話があったが、文化施設を維持していく中で県

や国の補助金を使っていると思う。補助金の性質によって使用目的にある程度決まりが

出て来ると思うが、そのような決まりがあるような施設はどの程度あるのか。管理状況

の中には有料施設と無料施設がある。これをまるごと博物館とした場合、一括で回るこ

とが出来るのか。それによって、指定管理の方に負担がいくようなことは無いのか。 

 

事務局 

 全て確認出来ている訳ではないが、ほぼ補助金は入っているものと考えている。ただ、

補助金においても、国交省の補助金を使っているものと、かなり前になるかと思うが須

坂市立博物館のように文化庁・文科省の補助金を使っているものがある。 

 

委員 

 今後、博物館関連施設あるいはその他のものを含めて歩いてもらう時に、今まで貰っ

てきた補助金によって縛られて全体の中で全く違う性格では困るので、全体の中で動か

せるのか動かせないのか。それも出来たら表の中に入れておいていただけると、我々も

どこまで提言できるかが見えてくる。 

 

委員 

 文化財の看板に載っているようなもので良いと思うので、いつ頃のものか年代を入れ

ておいてもらいたい。建造物で神社・寺院など古いものがあるので、そうした建造物の

年代を脇に入れておいていただくと、ざっと頭の中で歴史像を紡ぐのに役立つかと思う 

 

委員 

 お祭りも入れ込んでいただきたい。須坂へ来たのであればこれは見た方が良いという

ものが入っていると、それも横軸になる。最終的に須坂市全体が博物館になっていく時、

何を見てもらえば良いのかという素材になっていく。 

 



委員 

 今日視察で見た中で、大きな機械などは歴史の分からない私でも興味を持った。小さ

い子や普段そういった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。 

 

委員 

 リストの中に市立図書館等が入っているが、どのような意図か。 

 

事務局 

 前回公民館などといった社会教育的な施設が話題に上がったので、図書館も掲載した。 

 

委員 

 図書館・文書館・公民館があげられているが、現在博物館施設との関連はあるのか。 

 

事務局 

 博物館と図書館がタイアップして、（博物館で）この展示をやっているので、図書館

でも本のコーナーを設けることはしている。公民館との直接の連携では無いが、公民館

の団体と一緒に七夕まつりをしたりしている。 

 

委員 

 これから、施設と博物館が一緒に企画をして、一緒に何かをやるということは可能か。

横の連携が取れるのかどうかがこれからの一番大きな問題。 

 

事務局 

 生涯学習スポーツ課で所管しているが、社会教育施設の連携会議を行っている。その

中では地域公民館や図書館など、協力できるものはやっていこうとしている。具体的に

は、博物館の歴史文化講座を公民館の市民学園等と共催で行うことは既にやっている。 

  

委員 

 今回、大きな市立博物館の建物を持たないことになると、教育活動をどのようにして

いくかが問題になる。市の図書館は古文書あるいは古い文献は所有しているのか。 

 

事務局 

 古文書は博物館と市誌編さん室にあるが、（市誌編さん室は終了し）文書館が出来る。 

 

委員 



 図書館に和本の古いものはあるか。図書館には案外、博物館（資料）と同じような機

能を持っているものが置かれている場合がある。連動しなければならない。図書館のレ

ファレンス機能はどのようになっているか。普通であれば、須坂のことを勉強しようと

する時に、最初から博物館に来るのではなく、図書館に行って「図書館であればこれだ

けの本があるので、これで勉強してください」というようなレファレンス機能をどの位

持っているか、これによって図書館と博物館の連携が違ってくる可能性がある。 

 

委員 

 図書館は私も良く利用するが、（図書館には）郷土資料室というものがある。県史や

信濃史料などはまとまってある。ただ、和本のようなものは無いと思う。今の須坂の図

書館の郷土資料室には、明治以降の出版物で大切なものと、市内のそれぞれの村で編さ

んした村誌といった郷土史関係のものは大体そろっている。 

 

委員 

 郷土資料室にあるもの、現状の博物館の中にある本のほかに、図書館の中でチェック

されていない和本などがある可能性がある。今の司書さん達は新しい本しか興味を示さ

ない。その結果として、皆から見捨てられてしまっている部分があったりする。そうい

うことを含めて言うと、実は図書館を博物館の一つの代表にきちんとして位置づけてい

かないとばらばらになってしまうということがあるので、将来的な我々の提言としては

きちんと横に繋がって欲しいということを入れ込んでいく。他にもそのような施設は無

いか。先程の話では公民館機能もあるし、場合によると学校に博物館があることもある。 

 

事務局 

 旧園里学校という施設がある。隣の豊丘小学校で資料室があり、昔色々なものを集め

たものが整理されないままあったものを旧園里学校に移して整備した。それ（整理され

ないまま放置されている状態）がおそらく色々な学校の実情かと思う。 

 

委員 

 今、学校も非常に厳しい状況であることは分かっているが、市としては各学校のその

状況を一応確認してやらないといけない。公民館や図書館などをばらばらにするのでは

なく、博物館が市全体の博物館であるとしたら、その大きな役割を担ってもらわないと

いけない。 

 

委員 

 仁礼に仁礼会という組織があるが、そこには近世を中心とした村全体の文書がかなり

ある。古文書・書籍の関係は区有文書という形で村落にかなり残っている。そういった



ものをこれからどういう風に位置付けるかを考えなければいけない。学校の場合は、100

年史や何々記念という形で、ほとんどの学校が作っている。その時に使った資料は近現

代が中心にはなるが、学校によってはかなり整理されて残っているのではないだろうか。 

 

委員 

 長野県において、これから（文化財の）防災をどうするかというときに、先の松田館

の課題を前提にして、これから先、救出すべきものを地域ごとにきちんとリストを作っ

てもらおうということがある。どこのお宅にどの程度のものがあるのかということが認

識されていないと、救出のしようがない。今の須坂の場合にしても、博物館として資料

の所在掌握がすごく重要になってくるかと思うので、これはなるべくやっていくように。 

    

委員 

 施設名について、例えば、旧小田切家住宅は非常に良い建物で「旧小田切家住宅」と

いう名称も残したいが、その上に例えば「須坂藩堀家 旧小田切家住宅」のように冠を

つけて施設名で何が展示してあるか分かるような施設名の変更が良いと思うがいかがか。 

 

委員 

 看板ならお客さんがこのお店で何を売っているのかが全てわからないと看板にならな

い。ところが、先程の例のであれば「岡信孝コレクション 須坂クラシック美術館」と

いう名前であれば、これは美術館であって建物は見る必要が無いと捉えられかねない。

したがって、評価と名前の付け方をセットにしながら、何を実は一番見せたいのかによ

って、場合によっては名前を変えても良いのかどうかもやっていかなければならない。 

  

委員 

 須坂市文化財活用倉庫に行った時に、福井敬一氏の絵が沢山保管されていることがわ

かった。それを見せる場所を考えた時に、美術品なので美術館がベストだが須坂市で美

術資料をすぐに展示するということは難しいか。 

 

事務局 

 福井敬一氏絵画については、シルキーの 2階のちょっと奥まったところに 6、7点展示

してある。文化振興事業団との関係については、文化振興事業団のそれぞれの施設には

それぞれの設置目的があり、美術館的な施設は無い。版画美術館はあるが、特に絵画の

部分が無い。文化会館には福井敬一氏の 100号の絵画が 3点程、ロビーに飾ってある。 

 

委員 

 どのような場所があるかというよりも、所蔵しているものをどのように公開し、市民



の宝物にしていったら良いのかという論議を持たないといけない。例えば、今のような

絵画については、悪い環境の下に持っていく位なら 100年後見てもらえば良いのだから、

私達は覚悟を決めて「今に見せるよりもそちらに努力します」という回答も有りえる。 

 

委員 

 館の名前を変えて他の資料を展示することが OKなのかどうか。それは、小池氏も岡氏

のもそうだと思う。須坂市はそうした名前を冠しているところが多いので、その辺りを

確認させていただきたい。 

 

事務局 

 平塚運一版画美術館、小池千枝コレクション、岡信孝コレクションのように、既に施

設名に名前が入っている施設については、そういった経緯があると考えている。 

ただ、版画美術館の中でも、あの施設は建物が 2 つあってそれをつなげているような

形になっているので、平塚運一氏のものは平塚運一氏の建物に、その他は版画に限って

ではあるが企画展をやっている部分や雛人形を飾っている部分である。小池千枝コレク

ションの民俗人形博物館でも、施設の真ん中部分では人形展をやったりしている。必須

の部分は色々とあり、施設の全体を変えるといった時には厳しいと思うが、一部に入れ

ていくということは可能と考えている。 

 

委員 

 沢山施設があり収拾がつかない状態になることも考えられるが。所蔵品のリスト、重

要な文献のリスト、重要な建物のリスト作成を同時進行させて、ぜひ完成させていただ

きたい。 

 

委員 

 今の意見はそのとおりであるが、人間の数の問題があるので大変難しいことでもある。

「大体こういうものを中心として集めてある」というように、完全なリストでなくても

良いので、特徴がわかるようにしていただいて、市全体がひとつの博物館となった場合

は、場合によっては中で動かすことも可能になっていく。 

 

委員 

 先程の意見は岡信孝コレクションにも言える。このことは、全体の展示構想に関って

くる。版画美術館はともかくとしても、元牧家の展示をもう少し何とかした方が良いの

ではないか。「何で銘仙を飾っておくのだろう」という感じである。住宅の貴重さをう

たっているのに。 

 



委員 

 今現在展示されているものは、もっとこういう建物・施設に展示した方がより相応し

い、という検討を建造物と一緒に考えていくということと思う。文書館の話に繋がるが、

実は博物館の中にもかなり文書がある。市誌編さんにあたって調査した文書は、目録化

し、第 9 集となっている。村や区に戻ってしまっているものは難しいが、その目録を索

引すれば、行政関係文書や寄託文書については利用できる。他の場合も同様にきちんと

目録化していかないと。難しいがしっかりやってもらいたい 

 

委員 

 文書関係の整理と、民俗資料の整理、歴史関係資料の整理では分類の仕方が異なり複

雑だと思う。ひとつのフォーマットがあるから、それに当てはめれば良いということに

はならないので、学芸員だけで果たしてできるのか。自分の博物館のことを考えると、

少し心配。 

 

委員 

 例えば文書目録を作るというようなことは、学芸員が一人いたところで一年間にやれ

る量は限られていて、しかも今の学芸員は書類作りから始まって色々なことをしなけれ

ばならないので、ほとんど実態的には無理。先程からの話のとおり、むしろ今回全体で

一つ一つの建物の役割はどこにあって、これは時代で言うといつのものが展示されてい

て、見所は建築だ、というように、現在の博物館の色をしっかりつけて、横に連動がき

ちんとできるかできないのか。対応してもらうと言っても、これで学芸員を何人も採る

ということはおそらく絶対有り得ないし、やれることとしては無理が生じてくる。した

がって、この名称を見て中が具体的に分かる人はなかなか居ないのではないか、という

ところから、例えば名称だけでも変えてみてはどうか。名称を変えると実は中の商品は

決まってしまうので、商品が決まってくれば他のところへ持っていくとか少しずつ動か

せる。 

 館で一番見てもらいたい部分はどこか、建物そのものであればいつの時代のものであ

るか、展示品として見てもらいたいベスト 3 は何か。そういった中で施設名称は対応し

ているか、須坂市全体を見てもらうのに、この表現で良いかということをまずはやる。

その上で、市内にある文化財になりそうなものの一覧・時代分けを確認する。 

 

委員 

 須坂市の指定文化財一覧表を見ると建造物は数少なく、天然記念物、名勝、史跡など

が沢山ある。全体としてどのようなものがあるか、どのように分布しているか分からな

いので、文化財の一覧表とその分布が分かるようなものがあると良い。 

 



委員 

 博物館に全部を展示することはできないので、将来的にはウェブ上の展示を考えてい

かなければならない。その基礎資料として、文化財マップなどをウェブ上で作れるよう

な体制が作れるかどうか。 

 

委員 

 古墳群も整備されているところかと思う。埋蔵文化財整理室で持っている地図から全

体図が見えてくると思う。 

 

委員 

 今のように古墳から始まって、井上氏の居館、石碑、山城、そういったような文化財

は、それぞれの時代で相当あると思う。それが本当のまるごと博物館になってくると思

う。 

 

委員 

 公民館の学習会で私が楽しかったのは、公民館で教わったことや資料の写真がすぐ街

中にあること。公民館との連携を深めていけば、若者たちが活躍できる場が増えるのか

なと思う。 

 

委員 

 我々は今回、大きな博物館を作ろうとしていない。まるごとであって、市民全体が少

しでも学習意欲に結びつけることとすると、それだけでも市民は相当やる気になってく

ると思う。 

 

委員 

 （文化財の一覧などを見ることができる）「須坂のおたから」というホームページが

ある。これは博物館で作ったのか、生涯学習スポーツ課で作ったのか。 

 

事務局 

 生涯学習スポーツ課で作った。基本的にそのサイトを作った時点で事業団を含め博物

館の全ての資料を外へ向けて公開できるようにという想いがあった。今はまだ指定文化

財と一部の文化財しか載っていない状況ではあるが、そういった方向を視野に入れて作

った。 

 

委員 

 上手く活用することによって、ウェブ博物館の機能が大きくなれば、そちらに任せて



しまうことも相当の部分は出来る。ただ、現物を見てもらって初めて博物館機能になる。

両方を上手くやっていけるようにする為にも、せっかくあるものは上手く活用していき

たい。 

 

委員 

 今話題にあがっているホームページだが、今回、小学校社会科の副読本の歴史編を執

筆するにあたり、大変参考にさせていただいた。 

 

委員 

 全体を見ると、自然関係の施設が動物園だけである。無理やりでも良いので、そうい

ったもののリストをあげてもらいたい。 

 

委員 

 （自然は）人間が生きていく舞台であり、環境問題等も凄く言われている。須坂の人

が生きていく舞台がどうであるかをきちんと見られる体制を作っていかないと、どこか

足元がぐらついてしまう。どのようにして自然関係、岩石から始まって昆虫等をどのよ

うに入れ込んだら良いかは大きな課題となる。 

 

委員 

 主な展示等の中に、「貸館」という文字が目に付く。これは建物が空いているからな

のか、それとも、その地域で定期的にイベントがあって使いたいということで空けてお

かなければならないということなのか。 

 

事務局 

 元々、しらふじやまゆぐらについては地域の方たちの勉強の場ということが補助金の

目的であった。良くないことであるが、展示するものが無いという状況であったり、活

用の方策が無かったりという後ろ向きの貸館というパターンである。 

  

委員 

 今の話では、「貸館」が主では無いということなので、展示をしていっても良いとい

うこと。全体の中でもう少し使い方もフレキシブルに出来そうである。 

 

委員 

 須坂を散歩でふれあい館しらふじに行ったことがある。「貸館」だけの利用であるの

で、入ってみると普通の方々が会議をしていて、観光客の立場である自分が入っていっ

て、建物を見たいのだが入りにくいという状況があった。例えば、旧上高井郡役所でも



一室を高校生が夏の間勉強できるスペースとして提供されていて、本当に重宝させてい

ただいていた。しかし、その期間を過ぎてしまったり、冬の間はここに行く用事は無く、

「貸館」の為になってしまっていた。まるごと博物館にするとしたら、個々はたとえ小

さい建物であっても行った時に何かを発見できるようなことがあれば充実すると思う。 

 

委員 

 今のことも、建物の役割と使い方によって違ってくる。最初に返るが、我々の提言と

しては市全体のまるごと博物館が良いと思っているが、それに対して市の方が「それで

いきます」とか「それで努力します」とかいうことがないと、我々だけの話になってし

まうのも良くないと思うので、市の将来計画等も考えながら。今日一応提言をしたが、

提言に対して尊重する、というのはどの程度なのか、それによって我々の動き方も違っ

てくると思う。 

 

事務局 

 須坂市の方では、平成 21年からまるごと博物館構想ということで、その時には今回論

議されている施設ということよりも、各個人のお宅においても博物館的な展示施設を作

っていただきたいということで、補助金の要綱も作って進めている。先程申し上げた文

化振興ビジョンについても、考え方としては各博物館・美術館施設とも連携して、文化

の構築、産業の育成を図るもの。考え方の部分では、まさしく一致している。ただし、

効果をあげていたかというと、当初望んだところまではいっていなかった。 

 

委員 

 今の話だと、我々がやっていることは市の方針にしたがうことであり、ここで更にス

テップアップできそうなことである。 

 

委員 

 旧越家住宅の条例のところに棒線があるが、これは条例が無いということか。 

 

事務局 

 そうである。 

 

委員 

 それぞれの条例については変更するにあたり議会の承認等が必要ということだと思う

が、例えば名前の変更であったり、無料を有料にすること、人員の配置については条例

にうたってあるのか。 

 



事務局  

施設の名称と有料か無料かについては条例にうたってあるので議会の関係となる。人員

の配置については、例えば博物館であれば「館には館長と必要な職員を置く」という形。

文書館も図書館も同じである。その他についてはそこまではうたっていない。 

 

委員 

 今回の提言の中の 3 でも一番重要なこととして、皆さんお話されているとおり、適切

な人材の配置と人材育成が必要だとした。やはり条例の中でうたっている人以外にも、

優秀な学芸員が須坂市には沢山いるので、その方達の活躍を。指定管理は年限が限られ

ていて、見直しが数年ごとにある、というシステムなので、今直営でやっている博物館

の学芸員の立場が危うくなることのないよう、ぜひ考えていただきたい。職員として長

期間にわたって調査・研究ができる立場の方を作っていただきたい。 

 

事務局 

 資料については出す。冒頭部分の人事については、私からは何とも申し上げられない。

その辺は市長も聞き及んで、承知している部分と思う。 

 

委員 

 基本的には、私たちが今後、市の博物館をより良くするためには、何度も何度も言っ

ているが、人員の問題・人材の問題が一番大きい。 

 

委員 

 今回の資料の内容を、次回までに地図的なものに作っていただけるという話があった

が、その中に落とされた博物館関連施設に行くための公共交通機関が有るのかというこ

とも入れておいていただけると有り難い。全員が車ではないので、非常に大きな問題だ

と思う。 

 

委員 

 この問題は単に博物館だけの問題ではなく、市全体をどのように見ていくか。今の話

も、インバウンドの問題等があるが、それ以前に市民が本当は須坂市をどうやって理解

していくか。それに際して、足の問題も重要になる。そうすると逆に、「歩いていける

距離であれば、ここがありますよ」ということも将来見ていかなければいけない。 

  

委員 

 中間報告の話について、先日各メディアによってこの分散型の話が出て、私も色々な

方と話をする中で、未だに根強く「新しい博物館を作ろう、作った方が良いのではない



か」という意見が多数あるのは確かである。我々の委員の中では、この中間報告を出す

ことで意見は一致しているが、そういった意見に対してもしっかり納得できるような形

にしていきたい。 

 

委員 

 我々委員は一致して意見を採った。考えると、今まであの博物館に行って市のことが

全部わかるわけでも何でもない。むしろ、「行けばそれで事足りる」というような発想

を変えましょうということでやってきて、私達はそれで一応全員一致した。 

 

事務局 

 先日、講座で博物館の話をしてほしいとの依頼を受けてお話をした。その中で感じた

ことは、マスコミによって分散展示の報道はされているが、その内容が十分に伝わって

いない。その辺りをいかにこれから市民に伝え、理解してもらうかが大事だと思ってい

る。 

 

委員 

 今までの話はまだ出来上がっているものではない。今から具体的な分散とはいったい

何であるかが決まる。今まで言っているのは、この委員会としては分散型にしたいとい

う提言。その具体的な状況を見せるのは、今日を第 1 回目として、基本計画の歩みがわ

ずかに始まったところ。 

 

委員 

 先程も話に出ていたが、「貸館」という言葉はただ空間があるだけの印象になる。「貸

館」と書かれている部分を、将来的に、市民の人達や観光客がどのように使っていくの

かというところをしっかり考えていかないと、実のある博物館にはなっていかないだろ

う。例えばこの「貸館」という名前が「学習室」となっているだけでも、随分と印象が

違ってくる。 

 

委員 

 市民に貸すのと、市民が学習する場ではイメージが全く違ってくる。須坂の文化的レ

ベルは「貸館」なのか「市民学習館」なのか、名前によっても違ってくる。 

 

委員 

 中間報告については、一言を入れるだけで確定した。基本計画については、今日は入

り口の段階として、どういうことが問題なのか、その入り口は見えてきた。その上で既

に須坂市まるごと博物館構想は、以前にその部分ではネーミングも含めて決まっている



ことで、それを我々は何ら矛盾無く更にステップアップさせるということでは、皆さん

は想いの丈をどんどん言ってもらって結構である。会議をこれから進めていきたい。 

  

◎第 5回委員会の日程について、協議により 5月 11日（金）午後 3時から 5時に決定し

た。 

 

  議事終了閉会（午後 4時 17分） 


