
平成 30年度 第 10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 11月 30日（金） 午後２時から午後３時 27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、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 

米沢愛委員、堀崎あゆみ委員 

事務局 

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 

● 基本計画（案）に対する意見まとめと事務局修正案 

● 定例教育委員会（11月）における基本計画（案）に対する教育委員からの意見 

 

会議状況 

 

委員長あいさつ 

 本日もよろしくお願いします。今日を逃したらあと意見は言えないので、色々とご意見

をいただきたい。少しでも須坂市の文化が向上するため、そして今まで私達が論議してい

たことが記載されているか、そういったことを中心に見ていきたい。 

 

◎基本計画（案）について、事務局から説明を行った。 

 

委員 

 今回は今まで議論してきた内容のまとめであり、それを確認させていただきたい。今事

務局から説明のあった「基本計画（案）に対する意見まとめと事務局修正案」について、

いくつか（事務局の修正案が）書かれていない部分があるが。 

 



事務局 

 ①と④に関しては委員の皆様にご審議いただきたい。 

 

委員 

 ①にある、河東線記念公園をイメージ図に追記するか否かという点と、④の 2 頁に関す

る部分について、審議していきたい。糸の町須坂を形作ったものが河東線ということであ

れば（いれることになる）ということになってくるかと思うが。まず、河東線記念公園を

イメージ図に追記すべきか意見をいただきたい。 

 

委員 

 提案させていただいたものとして意見を申し上げる。河東線記念公園は、民間の企業が

公園として整備した。民間企業が歴史的なことに関心を持っていただき実施したことであ

る。ただ、まちづくりの側面が強い公園である。そのため、ここに載せるかどうか迷って

いるが、文化財的側面もあるかと思っている。 

 

委員 

 河東線記念公園の掲載について、委員の皆様の意見をお聞きしたい。 

 

委員 

 糸の町須坂という点で、河東線でどの程度生糸が運ばれたのか。色々運ばれていたかと

思う。それを考えると、糸の町須坂の括りとはまた違ったところになるのかと思う。 

 

委員 

 ひとつ大事な視点として、すでに無くなっているところはどのような役割をしていたの

かという点である。今の話によると、色々なものを運んでいた。糸との関わりについて不

明瞭であるが。最終的にこれを入れるか入れないか、全体像との関係もあるので。 

 

委員 

 まず全体のイメージ図について、須坂のおたからのホームページがあって、最終的には

そこをクリックするとこのイメージ図が出てきたり、またはこのイメージ図のところをク

リックすると各文化財が出てきたりしたらいいと思っている。（河東線記念公園の掲載につ

いては）市としてここに出てくるものをどう評価しているか定まっていないと難しい。 

 

委員 

 糸の町とのつながりについては直接的にはないと思うが、ただ、大正期に河東線が敷か

れた。それまでは、須坂の糸や須坂に入ってくる繭や石炭は信越線吉田駅から大量に運ば



れてきていた。それが屋代から直接河東線で須坂に入ってきたということで、須坂はそれ

に大きな影響を受けたし、そういった意味では河東線というのは製糸の町として意味があ

るとは思う。ただ、現在それが記念公園として整備されているが、それをイメージ図の部

分に位置付けるというのは、関連づけが難しい。 

 

委員 

 現在のイメージ図は、大まかな地域にわかれてラインがひかれており、その中の代表的

なものをみている。これは、市民や観光客の皆様に歩いていただくスポットになる。そう

いった意味では、この河東線記念公園が須坂に来た方にとって糸のことを考える材料にな

るかならないかという部分である。最終的には、ホームページなどですべてを説明できる

ようにしておきたいと思っている。私的には、ここの糸の町須坂の部分にあえて河東線記

念公園を入れる必要はないかと思ったが、いかがか。河東線記念公園については、今後研

究等が進んで整備の中で文化遺産としての位置づけができるようになったときに、改めて

付け加えることは可能なので、現段階ではイメージ図の中に入れないということでよろし

いか。（異議なし） 

 もうひとつの課題。２頁について。上から６行目。一部を削除したらどうかという意見

が出ている。これについて意見をいただきたい。 

 

委員 

 特に削る必要はないと思う。これによって何か誤解を招く表現ではない。 

 

委員 

 まずまるごと博物館をやっていくために機能分散型総合博物館をやっていくという位置

づけでやっている。市の方向として文化財と地域の関連を重視していきたいということで

入れてあるので、このままでいいと事務局の方は考えている。 

 

委員 

 それから、「文化財（展示物）」という表現が気になる。文化財は展示物とは限らない。

最近は文化庁が観光資源として文化財を売り出している関係で、観光だ文化財だといって

いるが、多くの場合は展示物にならない、観光資源にならない文化財というのがたくさん

ある。そのため、一番最後のところにでも「須坂市は文化財と地域との関連を重視してい

きます」といった決意表明などを入れると、市民にとってわかりやすいのではないか。 

 

委員 

 私も「文化財（展示物）」という表現は気になっていた。一方で、１頁目には「文化財（宝

物）」という表現が出てくる。文化財の表現がよくわからないことになっている。「文化財



（展示物）」という表現はどういったものか。 

 

事務局 

 並列のような意味合いで記載した。事務局のイメージとしては、文化財は（展示物以外

も）全部を含むが、一般的なイメージでは展示物というイメージになるのかと思った。１

頁目の宝物という表現は、建物の中で宝物を見る、と書こうかと思ったが。統一性がない

のはそのとおりである。 

 

委員 

 文化財ということの概念整理が必要で、この計画でいう文化財は指定未指定の文化財を

さしているのか明確にする必要がある。保存と活用について、展示自体が活用とセットで

あるが、展示をせずに収蔵庫等で眠らせておくのは今の時代ありえないことなので。 

 

委員 

 一般的に、文化財というと指定されたものを指している。ただし、本来であれば文化の

中で育まれたものであって、指定されていないものもすべて文化財である。その部分の説

明がない。私達あるいは事務局が考える文化財とは何なのかというのを、どこかに一言入

れて、（展示物とは宝物という表現は）削ってしまった方がわかりやすい。 

 

委員 

 展示物というと、ガラスケースに入っていて、珍しいものを見るというイメージがどう

してもあるが、地域にある発掘したものや発達してきたもの、育まれてきたもの、住民が

継承してきたお祭りなど、有形無形に関わらず地域にあるものすべてが文化財。文化財と

いう言葉は難しい。 

 

委員 

 まずその地域で生まれて育まれた、地域の人たちによって育まれてきた文化財、文化遺

産という言葉にしてしまったらどうか。ここで一番大事なのは、私達は今までのような部

屋の中で文化財を見ることをよしとするのではなく、地域の中にあるものをすべて見てい

きましょうということを提案している。文化財とは指定されたものだけと思われがちであ

るが、地域にある文化遺産を指定されていなくても認識されるようにしたい。いくらいい

ものを持っていても、気づかなければ何の意味もないことなので。 

 

委員 

 これは私が修正の意見を出した部分だと思うが（少し意図と違っている）。「また、これ

からの博物館は文化財（展示物）と地域との関連を重視し、その地域でそのものを見るこ



と」、あえて須坂市という言葉を入れなくて、これからの博物館というところを頭にもって

きて、意味的にはそれほど変わらないが、文化財との関連を重視しその地域でそのものを

見るとしたらどうかということであった。 

 

委員 

 （事務局から配布された資料と）提案者の意図が違っていたが。 

 

事務局 

 頂戴した意見であるが、事務局が意図をくみ取れていなかった。申し訳ない。 

 

委員 

 先ほどの話題に戻るが、「文化財（展示物）」というものが気になる。文化財の概念はひ

とつひとつ違っている。 

 

委員 

 １頁のところに「まるごと博物館とは」と掲げている部分に文化財について出てきてい

るので、そこで文化財の定義をすべきだと思う。４行目のところで、従来の建物の中で宝

物を見るというのが今までの博物館であり、それを脱却するのが須坂である、市域全域を

博物館ととらえ市内のあらゆるところで、その地域で生まれた文化をはぐくんできたもの

が文化財であるとしたらどうか。ここで定義して、以下の文化財といったらそれを指して

いるとしていけば、後が繋がってくると思う。 

 

委員 

 今のようにすれば、全体として落ち着くのではないかと思う。 

 

委員 

 １頁の部分、建物の中にという部分に違和感がある。建物の中で展示されたものを見る

博物館から、場所的や展示物にもっと広がりをもって博物館を構成するということなので、

展示物にこだわらずもっと広い意味で文化遺産といった表現にできればいいと思う。 

 

委員 

 従来の博物館は、建物の中で展示物を見ていた。しかし、私達が提示しているのは全く

異なり、地域全体を博物館として捉えるので、地域の中で育まれてきた文化すべてが展示

物なのだという、従来とは違った発想であるというのは皆様の共通認識であると思う。繰

り返し言うが、最終的な直しは私達ではなくて市である。我々の意見を参照して市の教育

委員会が出すものであるので、これを採用するか否かは教育委員会の判断である。それを



つなげるように、途中から博物館長に論議に加わってもらった。一字一句まで直すつもり

はないが、まるごと博物館とはという部分で、従来の市民が理解している博物館と私達が

提示している博物館は違ったものであるということを記載してほしい。 

 

委員 

 文化財という言葉を使うのか、文化遺産という言葉を使うのか。是非、慎重に議論して

いただきたい。ちなみに、ネットで調べたが、文化財は広義では文化活動によって形成さ

れる文化的所産で文化遺産とほぼ同義とある。今の説明は広義の文化財。狭義だと、文化

財保護法に規定されている文化財とある。果たして、このイメージ図で扱っているものは

文化財か文化遺産か。要するに、文化的所産すべてを文化財というのであればいいが、こ

の中にも指定未指定が含まれている。それは区別して表現した方がいいと思う。 

 

委員 

 文化振興策ではどうなっているのか。文化財と文化遺産を本当に分けてしまっていいの

かという問題もある。ここで使っている文化財という言葉は広義の文化遺産であり、指定

されているものだけではないということを入れる。なぜこのようなことを言うのかという

と、文化財保護法が改正されることにより観光面で役に立つものを文化財にしてしまおう

という国の発想がある。私は、須坂市の文化財はそういう意味ではないということを明記

したほうがいいと思う。 

 

委員 

 一番最後の方に添付されている文化財一覧は指定文化財である。 

 

委員 

 今の段階での指定文化財でいいと思う。 

 ここでいう文化財は指定文化財だけではなくて、文化遺産を組み込んだ広義の文化財で

あるということを説明した上で話を持っていくということでよろしいか。 

 

委員 

 市民の皆様は指定文化財が文化財と考えていて、私達が考えている文化財は文化財と思

っていない方がかなりいらっしゃるかと思う。 

 

委員 

 我々は、文化財イコール指定文化財という今までの考え方ではないということを色濃く

出した方がいいと思う。この計画は我々に対するものではなく市民の皆様に対する説明書

なので、市民の皆様が理解しやすいようにという論点でいきたい。 



 

委員 

 今まで議論してきたまるごと博物館は我々の理想の博物館像であり、それを実現するた

めには今の博物館の機能を分散させようということであった。それを踏まえて、市は計画

を作られたのだと思う。 

 

委員 

 何度も言うが、我々が目指す博物館は点での博物館ではなくて、地域すべてが博物館で

あるということ。それを実現するために機能分散型総合博物館にして、１点に集めるので

はなくて分散させるというのが、まるごと博物館を実現させるための手段である。文化財

に関しては、計画の中できちんと定義をする。我々としては広義をもって文化財とすると

いう意見である。指定文化財を指す場合は指定文化財と明記して区別する。 

 

委員 

 まるごと博物館になるとどうなるの？という部分。他の部分と重なっている内容が含ま

れている。それと、まるごと博物館にして、市民の皆様にどういったものを提供できるの

か。博物館としての意思表明というか決意表明というか。そういったものを一行入れてい

ただけると。 

 

委員 

 この須坂市が目指す新しい博物館像は、この委員会の私達の意見を踏まえた結果、教育

委員会の決意表明としてできあがってくるものであり、市民に説明するものがこの基本計

画であると思う。そのため、必ずしも私達全員の意見を一致させる必要はない。委員会が

思う到達点と教育委員会が思う到達点が違う場合もある。ただ、最後まで委員会の意見を

尊重していただいたことは有難い。最初に私達が市の方から言われた、新しいものを作る

のか作らないのかという部分では回答はすこし違ってしまったが、この委員が集まること

によって全く違った提案ができたのではないかと思う。 

 

委員 

 今の意見にあったように、決意表明というか、そういった表現はあった方がいいと思う。

今ある素材の中でそれに相当するものは、１頁目のなんでまるごと博物館を目指すの？の

部分の一番下の一文ではないかと思う。まるごと博物館になることにより、市民みんなで

地域の過去・現在・未来について考え、地域づくりを支えていくんだというということを

ここで語られるべきだと思うので、その部分を強調していただいてもいいのではないか。 

 それと、須坂市が目指す新しい博物館の構想というのが一番上に出てきているが、明確

にまるごと博物館と書いてしまってもいいのではないか。 



 

委員 

 表紙も含めて、須坂市が目指す新しい博物館の構想の中に、最初から我々の意図を表現

してもらった方が、市民にもわかりやすい。この基本計画をこのままでいくと、新しさが

あまりないので、従来のものと違っているんだということを強調していただきたい。我々

の言っていることを理解していただくには時間がかかるので、ここでは大きく決意表明を

書いていただいて。 

 繰り返して言うが、基本計画については様々な意見が出てくる。教育委員会の方には、

我々の意見を尊重していただき作っていただいたことは感謝している。説明すべき対象は

市民の皆様であるので、市民に理解していただくためには熱意しかないと思っている。熱

意をもって説明すれば。 

 

事務局 

 定例教育委員会（11 月）における基本計画（案）に対する教育委員からの意見という資

料をご覧ください。11月 21日に市の定例教育委員会が開催され、教育委員の方に基本計画

案を見ていただいたときの意見である。改めて読み上げないが、１～５番まであり１と２

は感想、３～５は今後の中でいかしてもらいたいという内容。委員の皆様から何かご意見

ありましたらお願いしたい。（特に意見なし） 

 

委員 

 いい案を作ったので、早期実現をお願いしたい。 

 

委員 

 我々としても、いい案を作ったのでこれを実現していただきたい。 

 

委員 

 理想を語ると、自分はもうすぐ 75 歳になりいずれは免許を返すことになるかと思う。そ

うなった場合、電車で来て須坂をまわることになるが、そのとき須坂駅で、例えば糸の町

に行きたいとか堀家の館に行きたいとか、そこまでの交通手段が確保できるように是非し

ていただきたい。理想であるが申し上げたい。 

 

委員 

 車がないと歩けないという状況では困る。逆に、車を運転しなくてもここなら歩けると

いったような、車があった場合となかった場合のルートも。今まで意見を申し上げてきた

が、少しでもいい須坂市になり、少しでも住民が文化的になり、そのために博物館はどう

あるべきかということである。理想に向けて、一歩でも前に向けるように。 



 

事務局 

 本日最後の委員会ということで、議会の合間を抜けて三木市長がごあいさつにまいった。

少々お時間いただきたい。 

 

三木市長 

 大変せわしくて申し訳ない。笹本委員長様はじめ、基本計画策定委員の皆様におかれま

しては、お忙しい中検討いただき御礼申し上げる。最終的な内容はまだ拝見していないた

めまだ返答というわけにはいかないが、今回、博物館のあり方について根本的に自分自身

を見直す、反省するいい機会になったと思う。今までは、立派な総合博物館を作ればいい

というのが世間一般の流れではあったが、ネットワークを使ったり、とりわけ資料の保存

が大事であると教えていただいた。学芸員等、人的スタッフが重要であると前々から思っ

ていたが、今回実感した次第である。我々の最大の使命は、子どもや孫の世代にこれらの

文化を守っていくことであると考える。本来であれば私自身がこの委員会に参加すべきで

あったが、色々な関係であまり参加できずに申し訳なく思っている。皆様には、この委員

会が終了して基本計画ができあがっても、講演だとか、様々な形で須坂に来ていただき、

未来にむけてご提言いただけると有難い。各分野で活躍されている方々にご意見をいただ

きその報告書をいただけるということは、須坂市にとっても貴重な財産になると思ってい

る。委員の皆様に御礼を申し上げて、簡単ですが須坂市を代表して御礼の言葉とさせてい

ただく。 

 

委員 

 私達にとっては文化財という言葉ひとつとっても、今まで言われてきた指定文化財だけ

でなく、地域で生まれ育まれた文化遺産すべてと考えている。それをすべて見てもらうの

がまるごと博物館。まるごと博物館をやるためには、機能分散型がいいという（結論に至

った）。この博物館を作っていくのは、今の時代のためではなくて、新しい時代をよりよく

するためである。できれば、子ども達が新しい文化を作れるような環境にしていただきた

い。 

 

事務局 

 まだはっきりしない部分もあるが、今後の予定について申し上げる。本日ご意見いただ

いたものも事務局で確認し、修正したものを最終的な（基本計画の）案として、12 月 27

日の定例教育委員会に審議・議決予定。それを踏まえて 12 月中に策定していきたいと考え

ている。委員の皆様にはまた修正したものをお送りさせていただくのでよろしくお願いす

る。また、基本計画に基づいて来年度以降予算措置等を行い、この計画に沿った方向で進

めていきたいということで検討している。今後もご協力等よろしくお願いしたい。 



 

委員 

 最終的にこの計画は市民にどういった形で配信されるのか。 

 

事務局 

 全戸配布までは考えていない。全部は出せないが、市報の１頁に概要部分だけ出し、ま

た、印刷したものを地域公民館に原本を置いて見ていただく予定である。関係者の皆様に

は１冊ずつお配りする。あと、ホームページにはＰＤＦで掲載して、どなたでも見られる

ような形にしたい。内容について、市民の方に知っていただくことが大事であるので、本

日いらっしゃっている報道の方にも広報等ご協力いただきたい。 

 

委員 

 要望というか意見。文化財保護法が改正され、文化財の保存と継承について考えなさい

ということになってきているかと思う。そういった流れと、我々が議論してきた、地域全

体で地域に点在している文化財をどのように活用していくのかという内容は非常にフィッ

トする内容ではないかと思っている。博物館に関する議論は一段落したが、これから須坂

市でどのように保存・活用していくのか、地域計画をどのように考えていくのか、是非検

討していただければ。 

 

委員 

 現在の流れは観光の方に重きを置いている。しかし、観光面を重視することによって本

来あるべき姿が忘れられてしまう可能性がある。だからこそ、私達が考えたまるごと博物

館というものは、従来文化財として見られていなかったものを文化財として認識し、守っ

ていきましょうという考えである。これからのことは、市へ丸投げみたいな内容になって

いるので。その対応をしっかりしていただき、これら文化財が本当の意味で文化財になる

ようにしていただければ。 

 最初からの感想であるが、最後は皆の心がひとつになり私達の理想とする博物館とは何

かということがほぼ同じ方向に向かったと思う。今後も市のために皆様のご尽力をお願い

したい。 

 

 

議事終了閉会（午後３時 27分） 


