
平成 30年度 第９回須坂市立博物館基本計画策定委員会 会議録 

 

開催日時   平成 30年 10月 30日（金） 午後２時から午後３時 47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、清水良

昭委員、井上光由委員、佐藤清委員、神林公夫委員、神林章委員、小林義則委員、竹内

由美子委員、山崎会理委員、宮崎愛斗委員、丸山裕範委員 

欠席者 

堀崎あゆみ委員 

事務局 

 中澤社会共創部長、関教育次長、田中生涯学習スポーツ課長、小川課長補佐、千葉課長

補佐、三ツ井企画主事、村木主任主事 

 

配布資料 

● 次第 

● 須坂市立博物館基本計画（案） 

● まるごと博物館イメージ図 

 

会議状況 

 

委員長あいさつ 

 お忙しい中お集まりいただき有難うございます。ここに来る前に版画美術館に寄ったが、

あれだけのものがよく集まっていて感動した。それにも関わらず、何故あのように人が少

ないのか。いくらいいものを持っていても結局は色々な形で来てもらわなければならない。

須坂市にとっての新しい博物館についてご意見いただければ。よろしくお願いする。 

 

◎基本計画（案）について、事務局から説明を行った。 

 

委員 

 会議に入る前に、事務局にお願いがある。今我々はどの位置にいて、あと何回で何をす

るのか、具体的に提示していただきたい。それに従って本日の会議をしっかりやっていき

たい。 

 



事務局 

 本日、第９回（の委員会）ということで参集いただいている。本日の会議は、博物館基

本計画の最後の詰めということで、皆様に事前にお送りさせていただいた（資料の）中で、

足りない部分、言い回しの修正等、最終的な部分を（ご意見を）いただく中で、来月 11 月

の 10 回目が最後の委員会となるので、第 10 回委員会の場で完成版ということで確認いた

だくという道筋で、本日の会議も含めて２回ということでお願いする。 

 

委員 

 今話があったように、直せる最後の機会である。次回は出来上がったものを確認するこ

とになる。皆様見ていただいたかと思うが、前回ここで色々な意見が出て、構成等も含め

て色々な意見が出たが、それを事務局で受け入れてくださり、全体的にすっきりとした。

その中で皆様の中で足りない点、文章的によくない点があるかと思う。 

 ではまず１頁から。「今までの須坂市立博物館は、ひとつの施設に須坂市の原始古代から

近現代まで」ということが書いてあるが、「須坂」はいらないだろう。原始古代は中黒を入

れた方が見やすい。また、機能分散型博物館を「これからは構築します」とした方がいい。

そして、「現市立博物館が総合博物館として」から改行して、少しでもわかりやすい形にも

っていく。 

 

委員 

 １頁だけではないが。機能分散型総合博物館のイメージというものが１頁目にあるが、

まるごと博物館との関係性が非常に微妙。まずこちら（まるごと博物館のイメージ図）か

ら出てこなければいけないのではないか。 

 

委員 

 我々はまるごと博物館構想を提案し、その方策として機能分散型博物館にしよう（とい

う結論に至った）。これ（まるごと博物館とそのイメージ図）を前段に持っていき、その手

段として機能分散型総合博物館（がある）という順序の方がいいのではないか。 

 

委員 

 イメージ図は非常に苦心して作成されたと思う。市の施設として大事な版画美術館や世

界の民俗人形博物館をどう位置づけるか。今から 21 年前に現在のメセナホールを中心に文

化施設等を作るという構想があり、平成３年にメセナホールができた同じ年に版画美術館

と、併設で平塚運一美術館ができた。少し遅れて平成９年に世界の民俗人形博物館ができ

ている。当時は須坂市にもそれだけのものを作れる経済的余裕があったが。版画美術館と

いうのは日本の中で稀に見る版画だけの美術館である。人形博物館も同じような意味合い

があるかと思うが。他の地域にはないものなのでこれをどのように関係づけていくのか。 



 

委員 

 版画美術館は（この機能分散型総合博物館に）入っていない。博物館全体を活かせなけ

ればまるごと博物館にはならない。私達が持っている資産を活かすためにも、できたらこ

のイメージ図の中にそういった絵を入れ込んで、お互いに共鳴するように。 

 

事務局 

今話のあった須坂版画美術館については、中心の（施設となる）枠外の上方に記載して

いる。ここの括りは、雲のような形で色々と示してある中で、文化芸術という部分で人形

博物館と版画美術館（が括られている）。それから右の方へ点線で囲っている歴史的建物園、

それら全体をアートパークと言っており、芸術の部分（として括ってある）。例えば、機能

分散型総合博物館のまゆぐらと旧小田切家住宅から、糸のまち須坂ということで、クラシ

ック美術館、歴史的建物園として、分野として段々広がっていくイメージ。その他に、機

能分散型の４館からどのように連鎖して関係づけていくのかというのを図にした。要素を

凝縮して入れた中で、先ほどの版画美術館は入っていることを申し添えたい。 

 

委員 

 歴史的建物園は、行ってみるとすごくいい。しかし、博物館と連動していないのでもっ

たいない。あの３棟は博物館と繋がっていた方がいいと思う。 

 

委員 

 歴史的なことでいうと、版画美術館は、市内の版画サークルみたいなものがあり、小林

朝治さんの影響を受けて、たくさんの方が版画の勉強をして、それが民間の中にも根付い

て、須坂の町の中に今でも版画というものが多くの皆様が愛好しているという歴史的背景

がある。（版画美術館は）博物館として市民に近い存在であるという（ことを感じている）。

人形博物館の場合は、寄贈者の生き様というか、そういったものが入って、須坂の町に世

界の色々な民俗・文化を持ち込もうという意図がありつくられた。そのようなことを考え

ながら、何とかこのまるごと博物館の中の中心の枠組みの中に位置づかないのかというの

が本音。 

 

委員 

 できたら普通の地図がほしい。これではどこに分散しているかわからない。後ろに須坂

の地図を入れれば、もっとわかりやすくなると思う。 

 

委員 

 アクセスについても記載。市民などは車があり移動できるかと思うが、駅から離れてい



るが公共交通を使って行ける遠い場所には公共交通機関を書いていただきたい。 

 

委員 

 基本計画は博物館をどうするか、機能分散させてまるごと博物館にしますということな

ので、市民以外に向けて来てくださいというものではない。情報が多すぎる情報過多にな

っては、かえって見てもらえなくなる。まず大事なのは、市民の皆様にまるごと博物館は

どういったイメージなのか、どういったものが取り込まれるのかというところを理解して

もらうこと。それがこのイメージ図である。市民の皆様にむけてこのような施設があると

いった地図をつけてほしい。まるごと博物館をつくるためには、機能分散型にしなければ

ならないということが一番主体となるので、１～２頁の最初にそれを記載するというのが

（前回から修正されてきた）今回の案となる。 

 

委員 

 お手洗いが近い年寄としては心配であり、また、休憩所のようなところがどのようにそ

れぞれのところに組み込まれていくのか。新しくつくるにしても、どのように設置してい

くのか重要である。このイメージ図に足していただければ、なんとなく安心する。 

 

委員 

 今の意見を取り入れたら、市に現在何が足りないか見えてくる可能性がある。お手洗い

マークをつけるなどできるかと思うが、やれるかやれないかは別問題。このイメージ図は、

大きさからいって折り込みにせざるを得ない。その辺も考慮して、情報を組み込んでいた

だきたい。 

 

委員 

 イメージ図と１頁について。「須坂市立博物館（中核館）」となっているが、名称が須坂

市立博物館となっていて混乱はする。イメージ図を見ると、４つの施設、笠鉾会館、旧小

田切家住宅、まゆぐら、市立博物館が並列というか同じ枠の中に入っているが、市立博物

館を中核センターとするのは、自分の中ではまゆぐらとかの他の施設の情報をすべて提供

できるというイメージ。そのイメージとイメージ図がずれていると感じる。 

 

委員 

 各館の機能について、本当にできるのかということも感じる。例えば石小屋洞穴遺跡や

八丁鎧塚などの原始・古代、須田氏などの中世、臥竜山の自然について展示すると書いて

ある。これをやってもらえるならいいが、一番最初の問題はお金がないからそんなに大き

なことはしませんということが大前提だったはずである。中核館のイメージが人により違

っている可能性がある。私のイメージは、中核館にいって相談できるレベルで、学芸員が



いて色々な情報のセンターになる程度だと思っていたのが、市（から提示された案）の方

ではこのような形になっている。中核館と書いたら今までとどう違ってくるのかというこ

とを説明しないと、特に展示がこれだけ入ってくると、最初に予定されていたものと違っ

て、展示用の場所であれば分散する必要がないのではないかという意見まで進んできてし

まう可能性がある。イメージ図では、どちらかというと中核館ではない。 

 

委員 

 私の中では、今ある博物館は案内だとか照会だとかを中心に行う場所であり、ここには

何も展示をしないイメージ。何かするとしたら、収蔵庫的な機能だけ。ここに行けば、問

い合わせをすれば、色々なことを教えていただけて、機能分散型総合博物館のどこにいっ

たら自分が欲している情報があり満足できるかという案内所のようなものをイメージして

いる。 

 

委員 

 今一番問題なのは、中核館という部分。現在の市立博物館は展示はせずにレファレンス

機能を中心に、市内の案内する機能に変わってくる（というのが自分を含めて何人かの委

員の意見である）。 

 

委員 

 現市立博物館について、臥竜山たんけんだとか自然の部分でいい機能があるので残して

ほしい。ただ、施設的にいうと、展示物はなく案内所的な機能がいいのではないか。 

 

委員 

 何度もいうが、最初はお金がないからどうしたらいいでしょうかという質問を（市から）

受けた。その諮問に応えるために、（現須坂市立博物館を）大きく建て直そうということは

やめようというのがここの委員会の結論である。このままいくと、中核館というのが展示

までやるという危機感もある。 

 

委員 

 どこが中核館だかわからない。仮に、現在の須坂市立博物館の一部に中核機能を持たせ

るのであれば、インフォメーション機能が中核の部分に当てはまってくると思う。そうな

らないと、イメージ図との整合性がとれなくなってくる。繰り返しになるが、まるごと博

物館の位置づけが非常に不明瞭。機能分散型総合博物館の前提としてまるごと博物館とい

う政策のようなものがあるはず。その政策は、上位計画である総合計画とかを踏まえてあ

るものであって、まるごと博物館を実現するために機能分散型総合博物館を構成します、

ということが一番最初に書かれるべき。あと、８頁のところに総合計画のことが出てきて



いるが、この内容は１頁にもってきたほうがいい。 

 

委員 

 この計画の前提として、市の総合計画や観光計画とどのように繋がっていくかみえてき

て、その上で我々は何故こういった選択をするのかという点が書かれている方が、読みや

すいだろう。前回の案よりすっきりして見やすくなっているので、それに少し付け加えて

いただくことで、市民の皆様に、何が問題で、何を考えて我々はまるごと博物館構想を練

っているのかということがみえてくるのではないかと思う。 

 私達も、お金があればできればいい博物館をひとつ作りたい。しかし、今の状況の中で

何ができるかと色々と勘案した結果、まるごと博物館構想によって分散化にもっていく（と

いう結論に至った）。中核館というのは、人の中核、あるいは交流の中核に据えるという意

味。問題を整理していきたい。３頁に具体的な中核館構想が入っており、現在の建物を改

修して、市全体のガイダンスや原始・古代、中世、自然について展示する。我々が思って

いるのと少し違ってきている可能性がある。 

 

委員 

 10 頁の（須坂市立博物館の）有料スペースという記載について。笠鉾会館は無料、旧小

田切家住宅は有料。旧小田切家住宅は美術展示もしていて、そこがどうなるか私の中では

理解できていない。 

 

委員 

 ３頁の部分が具体的に記載されているのが 10～11 頁。有料無料の部分が今後全体計画で

どのようになっていくのかが不明。市民にとってはすべて無料になってくれた方が有難い

かもしれないが、そうならないなら、どのような機能分けをして何をもって有料にするの

か、ある程度意識しておいてもらいたい。この点について、事務局から何かあったらお願

いしたい。 

 

事務局 

 今後有料にしていくのかどうかという部分は、10～11 頁には方向がまだ決まっていない

部分もあり書けなかった。今後の検討課題になってくる。 

 

委員 

 今言ったことを後ろの方に落とし込んでいただいて、今の状況はこういったことを考え

ているが、有料無料については今後検討していくといった一文をいれていただきたい。場

所によって有料無料があると、全体として（統一がされなくなる）。 

 



委員 

 それぞれに施設があるが、バラバラに活動していたものを、それぞれの機能を明確化さ

せて、それを全体として集約してまるごと博物館としていくといったことを思っていた。

もともとバラバラになっていたものを集約していくという、分散という言葉を使っている

が実際は機能を集約させていくという部分が大事である。分散なのか集約なのか、そこが

皆様混乱していると思う。 

 

委員 

 ４頁のところに現状と課題が出てきた。課題は一番最後にくるイメージがある。真ん中

にあるのが違和感。それと、５頁の須坂の歴史に年表をつければわかりやすいかと思う。 

 

委員 

 この計画で、何が足りないか認識する必要がある。有料無料の話も含めて、（課題を）後

ろにもっていって、先ほどから論議している内容を前にもっていった方がいいと感じる。 

 

委員 

 中核館という名前から、そこには一番大事なものがあるのではないかという認識を持た

れるのではないか。案内機能だけでなく、須坂市の代表的な資料があるといったイメージ

になるのではないか。展示が全くなくしてしまったら、それは博物館といえるのかどうか。

（展示がないのであれば）案内所でいいのでは。つまり、須坂市内の色々なところに文化

的な資料や施設があり、そういったものを統括するのが中核館。それと、まゆぐらとか旧

小田切家だとか、須坂を代表する資料を展示する計画であるが、原始・古代の発掘品など

はどこにいってしまうのかと。そうなると、中核館の他に古代用の博物館が必要になるの

ではないかと、頭が混乱してきている。 

 

委員 

 まず、中核館という言葉そのもの（を見直す必要がある）。中核の意味について市民に理

解してもらえる言葉にしないといけない。それと、今の意見は中核館は展示をすべてなく

してしまっていいのかという問題。その場合、シンボル展示（という方法もある）。他の博

物館でもあるが、入口の部分に博物館のシンボルとなる資料が展示されている場合がある。

例えば須坂の場合、帯金具と八丁鎧塚の写真だけを見て、後は現地を見てください（とい

う内容）。シンボル展示の場合はそんなに費用はかからない。あそこ（現須坂市立博物館）

を残す場合、どの程度のレベルにするか、全く展示を無くしてしまうのかは考える必要が

ある。いずれにしろ、中核館という言葉を皆で意見を出し合って変えていった方がいいと

思う。その上で、今の機能のようなものをどうするか。それも、お金をかけないというこ

とが大前提。あまりにお金がかけると最初に我々が言われたことと違ってきてしまうので。 



 

委員 

 財政状況を考えてという点が最初にあったので、お金をかけずにということが市民にと

っても一番いいことだと思う。古代の展示スペースを作るとなると、そこも新しく作った

ら色々と意見が出てくると思う。 

 

委員 

 これまでの話だと、市にとって大事な八丁鎧塚などの展示スペースがなくなってしまう。

今この帯金具はどこに保管されているのか。 

 

委員 

 博物館に保管されている。中核館について。ガイダンス機能だけにしていない理由は、

考古関係の展示場所が他にないため、ここ（現須坂市立博物館）にもってくるしかない。

それと、本郷大塚古墳の出土品を博物館で預かっており、「公開・展示する」という契約で

ずっときている。そういった問題もある。いずれにしても、考古関係はどこかに展示しな

ければならないし、かといって新しく建てるわけにもいかないので、現在の博物館を改修

してやるしかないというのが事務局の案である。 

 

委員 

 ひとつの建物の中に、中核館と並列して分館を設けるという構造は作れないのか。例え

ば、３階の建物であったら、１階は中核館、２～３階は分館の展示をする。 

 

委員 

 展示をした場合、そもそものお金をかけないという話からずれてしまわないか。 

 

委員 

 現市立博物館を改修することについて。改修する場合は有利な起債が使える。特別交付

税措置もあることから、財源的な理由で改修するということになっている。有利な助成制

度などがあれば、現市立博物館と同規模の施設で建替えることも可能であるが。改修の場

合は構造等は変えられないので、１階部分をガイダンスにして、２階部分を展示というこ

とも不可能ではないかと思うが。一番いいのは、新しく建替えできればいいと思っている。

財源の部分では難しいのが現状。 

 

委員 

 （基本計画は）最終的には須坂市教育委員会名で出るものなので、我々が心配すること

ではないかと思うが。市としてこのように改修ができるというのであれば反対というわけ



ではく、その方がよりよいと思う。原始・古代、中世、自然については今のところ展示場

所の行きようがないので、こちらとしても問題はない。 

 

委員 

 問題は、中核館と市立博物館がイコールになってしまっていること。博物館の中に分館

と中核館が入っていれば、あとは改修なり何なり、市の方で判断していただければいい。 

 

委員 

 私もずっと思っていたが、現在の博物館が改修した後どのようになるのか（思い描けな

い）。できる範囲で考えをお聞きしたい。 

 

委員 

 確かに、展示をすると展示費用が多額にかかる。そのため、ガイダンスや案内のみにし

た方が安くあがるという心配は全くそのとおり。ガイダンス部分（を設けるということ）

は委員会の意見を受け入れているが、ただガイダンスのみにすると先ほどの意見のとおり

考古等の展示をどうするかという問題もあるので、須坂市立博物館の中に両立をはかるの

が事務局案である。 

 

委員 

 これを成立させるには、呼び方は何でもいいと思うが、きちんと位置づけを行わないと。

一角を中核スペースにという話ではない。言ってしまえば、その一角が本館となる。考古

や自然の展示はあくまで分館。位置づけを行わないと混乱する。 

 

委員 

 展示を行うと、空調等も考えなければならないし、なおかつランニングコストがかかる。

その部分は、我々に依頼された内容ではないと思っているが。我々は中核館の部分の展示

をあまり考えていなかった。今の市立博物館は非常に古い段階で作られているので、温湿

度の調節はされていないかと思う。いずれにしても、この案に対してあまり意見を言うの

ではなく、我々の考えも参考にしていただき最終的に市の方で文章を作っていただき、我々

に結果を出していただく形にしたい。 

 

委員 

 帯金具の写真について。今回いただいた博物館ボランティア会のカレンダーの写真は非

常に愛らしい。こういったものがあるなら、もっと出してほしい。 

 

委員 



 現物は非常に小さい。これを出すことは大事である。また、５頁の上杉景勝の書状につ

いて、「小田切四郎太郎に宛てた」とか説明を加えないと、これが何か市民にはわからない。

ちょっとした説明を加えてほしい。 

 

委員 

 石小屋洞穴遺跡の土器も世界最古級。現在、本物は東京の大学にあるが、最近は出土品

を現地に返還するのが近年の全国的な流れ。耐震や免震の問題があって須坂市立博物館に

展示できないのであれば、せめて県立歴史館にあって県の宝として陳列できないものか。 

 

委員 

 新博物館がはじまったときに記念として展示するという手もある。市民の財産はどうし

らた有効に活用できるか、大切である。 

 

委員 

 イメージ図について、こんなに書かなければいけないのかとも思う。まるごと博物館と

いっても、ここまで書く必要があるのかどうか。自然、民俗…確かに大事であるが、博物

館といったとき、そのイメージを徹底的に変えてしまうならともかく、博物館はそこまで

広げなくてもいいのではないか。かえってこれだとわかりにくいのではないか。 

 

委員 

 逆に、まるごと博物館だからこそ、展示をされない民俗文化等が出てきたりするのでは

ないかと思っている。今までの展示の考えでやっていったらこういった考え方にはならな

い。須坂市が屋根のない全体の博物館であれば、こういったイメージ図の絵になる。 

 

委員 

 日本でも増えつつあるが、世界でも屋根のない博物館というものが各地にあり、部屋の

中でケースを覗き込むのではなく、歩いて何かを感じてもらうことがまるごと博物館でで

きるのではないかと思っている。もしかしたらこのイメージ図の中で落とした方がいいも

のもあるかもしれないし、入れた方がいいものもあるかもしれないが、イメージ図的には

よくできていると思う。 

 

委員 

 例えば上八町の赤熊など、ここに記載されることによって、私達がやっていることは市

の文化として認識されているんだというエールを送ることができる。また、桜一本をとっ

ても、その町の歴史文化の中にあり、我々が今まで見えてこなかった部分が見えてくる可

能性がある。このイメージ図は、私はこのくらい書いてもいいと思っている。 



 

委員 

 まず発端として須坂市立博物館を建てかえるのか否かという話からはじまったが、昨年

の資料を見ると、建替えた場合は５億 1,000 万円、大規模改修の場合は４億数千万。１億

ちょっとの差があるが、結果的に現須坂市立博物館を改修してなおかつ展示場を増やすと、

建替えた方が安いのではないかということに陥らないのかと。お金を削減するために検討

委員会を開いて分散という話をしていたが、逆にそれがお金がかかってしまうのは、一市

民としてどうなのかと思う。 

 

委員 

 何度もいうように、元々は財政難からどうするかというところから出発していて、どの

ようにしてお金をかけないようにするかが大事であった。今の意見は、我々の中で最も大

事な部分。我々の意見を聞いた上で、須坂市教育委員会はこういった方向でいきたいとい

う。私は、私達の責任で基本計画を作っているわけではないと思っている。私達は、必要

なことを意見としてすでに言った。最終的に、そのことを須坂市が目指す新しい博物館像

を教育委員会側が考えた。それに対してもう一度我々の意見を聞いている。今のように、

本当にこの方向で大丈夫なのかという意見は大事である。 

 

委員 

 文化財を活かすには、建物も大事であるが中にいる人（が大事である）と思っている。

展示の後ろに公開という言葉を入れていただきたい。展示だけだと、一方的。それと、ボ

ランティアのことについて重要であると思っている。配っていただいたカレンダーや、企

画展への参加、糸取り体験の講師など、様々な活動をしているボランティアの方々の力を

借りないと、これだけ建物に分散してかつ職員が足りないとなると運営が大変である。様々

な建物にいるボランティアの方をコーディネートできる方を是非配置していただきたい。

学芸員の力だけでは難しいので。 

 

委員 

 先日、地域づくりの拠点となる博物館について講演を行った。今や博物館は展示するだ

けでなく、観光面なども含めて地域づくりの拠点となる存在である。学芸員等の職員にそ

ういった力がないとやっていけない時代になっている。今までどおりにはいかない。ボラ

ンティアの皆様とどのように結び付いていくか、極めて重要である。 

 それと、12 頁の部分。本当にできるのか危惧しているが、学芸員等の人材配置や育成の

ところで、それぞれのテーマにあった専門性のある学芸員を配置しとあるが、これは学芸

員をそれぞれのところに配置すると読み取れる。私達にとっては大変いい方向であるが、

市の側は本当にこれができるのかと思う。 



 

委員 

 今後まるごと博物館として地域と博物館がどう関わっていくかという部分で、やはり文

化財はすべてここ（イメージ図）に載せておいた方がいいのではないかと。先ほどの委員

の意見とは真逆のことになるが。メリハリをつけて、載せるもの載せないものを取捨選択

するにしても、基本計画の中に文化財の一覧があって、基本的に文化財と博物館施設がす

べて結びついて博物館を運営していくという姿勢をとっておいた方がいいと思う。 

 

委員 

 文化財というと指定の文化財をイメージするのが普通。指定文化財は文化財の中のほん

の一部であるにも関わらず、そこに線を引いてしまっていいのかという問題はいつも考え

ている。代表的なものだけ載せて、あとは一覧にする方が。 

 

委員 

 文化財の定義を記載した方がいい。文化財は指定のものだけではないということを記載

する。 

 

委員 

 一般の方にとって、文化財は指定のものだけというイメージしかない。須坂の文化すべ

てが須坂の文化財であるので、大事にしなければならないものはもっとたくさんあるとい

うことを記載する。そういったものを新たに発見したり、紹介してくれるのが学芸員なの

だということを入れていただければ。 

 

委員 

 先ほど、ボランティアの方について意見があったが、須坂市立博物館のボランティアの

方々は非常によく勉強をしているし、ガイドができるほどの力をつけてきている人が増え

てきていると思う。先日、笠鉾会館の展示を見てきたが、ボランティアの方が勉強した内

容を展示していて、よく勉強されていると関心していた。ボランティアに頼りきりは問題

であるが、学芸員を色々なところに広げることは即座にはできないので。今成果が出てき

ているわけなので、ボランティアを育成していく方向を考えていただければ。 

 

委員 

 これからの博物館は、自主的にやっていくことが増えていくと思う。その際、ボランテ

ィアの方々の存在というのはさらに大きくなっていく。 

 

委員 



 埋蔵文化財の整理室がどこかに位置づかないのか。文化財保存活用倉庫は考古以外の資

料を収蔵して、分散型総合博物館に位置づいている。 

 

事務局 

 夏端にある埋蔵文化財整理室について、発掘調査の成果品の調査、報告書をまとめたり

しているが、生涯学習スポーツ課がもっている様々な施設を集約する中で、現在の須坂市

立博物館に集約していきたいと考えている。 

 

委員 

 何度も言うが、この基本計画は我々の意見を前提にして市が決めること。色々な意見が

出ているが、最終的には市の方でどうなったか出していただきたい。 

 

委員 

 イメージ図の糸の町須坂の部分について、スペースがあるので可能であれば新たに設置

された河東線記念公園を記載していただきたい。 

 

委員 

 笠鉾会館や旧小田切家住宅の改修がどのくらいかかるのか気になっている。笠鉾会館の

３階に堀家の関係の資料がいくようであるが、あの場所が展示に適した環境であるか心配。 

 

委員 

 博物館の最大の使命は収集保管であり、次の時代にいかにしていい形で継承していくか

である。展示に際して、色々考えていただきたい。 

 

委員 

 文章について、保存・継承しますと書かれているが、主語がないので何を保存継承する

かわからない。あと、12 頁について、有機的に繋がりと書かれているが、有機的に繋がる

のはイメージ図に載っているものとであり、地域と有機的に繋がるというところに違和感

がある。13 頁の学芸員の配置について、各館に置くか集中的に置くかと記載されているが、

この部分は我々の検討の領域には入らないのか。 

 

委員 

 文章がよくわからないところは直す。学芸員配置の問題について、我々は意見を言って

いいのかどうか。 

 

事務局 



 学芸員の配置について、策定委員会の中でも議論していただき意見をいただいているの

で、課題という捉え方で掲載させていただきたいと考えている。 

 

委員 

 私達の意見は、どちらかというと中核館に集中的に置く方法が考えられますという方向

である。課題で記載するということで我々の意見が反映されているということでご承知お

きいただきたい。 

 元号と西暦を併記する。６～７頁の文章はできるだけ区切って普通の市民にとってわか

りやすい表記にする。８頁の部分も切れているので文章を入れて直す。４頁の自然につい

て、裏川用水の記載は自然ではなく歴史である。５頁の積石塚についての説明は、朝鮮半

島からの影響が考えられているといった記載を入れなければ、特徴にならないのではない

かと思う。 

 

委員 

 イメージ図の糸の町須坂について。旧上高井郡役所の中に須坂市の古文書を収集する場

所が作られたと新聞で載っていたが、これは文化財の保存用の倉庫という位置づけになる

のか。博物館的な対象にはならないのかどうか。 

 

事務局 

 建物自体は歴史的なものであり、その中に文書館ができた。公共施設の中に公共施設が

あるような形になっているので、文書館をこの中でどのように捉えるかという部分は分け

た方がよかったかと思う。あと、郡役所は施設としては市民の交流施設であり、まちの駅

でもあるので、建物を見ていただきながら市民が交流したりと活動していただく部分と、

あわせてそこに古文書の文書館が存在している。少し複雑な施設である。 

 

委員 

 博物館と文書館が並列になっているので、旧上高井郡役所は建物で、文書館としての機

能は別に出しても問題ないかと思う。そこら辺を分かりやすくしてほしい。 

 何度も言うが、私としてはこの計画は非常によく作っていただいており、私達はそれを

さらによくするために今意見を言っている。そのため、市としてどうしても無理なものは

それはそれで結構である。このような形で作っていただいた基本計画案を、今日いただい

た意見を元にもう一度作り直していただき、次回発表していただきたい。 

 

 

議事終了閉会（午後３時 47分） 


