
平成 30年度 第 6回須坂市立博物館基本計画策定委員会 

 

日時 平成 30年 6月 6日（水）午後 2時から午後 3時 15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、村石正行、清水良昭、井上光由、佐藤清、神林公夫、神林章、

小林義則、米沢愛、山崎会理、宮崎愛斗 

欠席者 

梅干野成央、堀崎あゆみ 

事務局 

中澤社会共創部長、関教育次長、田中課長、小川課長補佐、千葉課長補佐、三ツ井企画

主事、丸山博物館長、村木主任主事 

 

配布資料 

 次第 

 須坂市立博物館基本計画（素案） 

 博物館機能分散化概要費用積算表 

 須坂市立博物館基本計画策定委員会の中間報告（提言）に対する市民意見まとめ 

 平成 29年度 第 4回須坂市基本計画策定委員会 会議録 

 平成 30年度 第 5回須坂市基本計画策定委員会 会議録 

 

 

会議状況 

 

委員長あいさつ： 

 須坂市立博物館基本計画については皆様のご協力によって論議が進んでいると思ってい

る。まわりの状況を見ても、これから博物館をどうやっていくかが大きな議題になってい

る。ここにきて、博物館（を取り巻く環境）は随分変わってきている。観光等に使うとい

う動きもより積極的になってきた。そのような中で、私達の博物館はどうあったらいいの

か、そしてそれが市民の皆様にとってどうなるのか、考えていきたい。 

 

◎ 基本計画（素案）について事務局から説明を行った。 

 



委員： 

 基本計画（素案）について、皆様から読んだ感想や、足りない部分、書き込んだ方がい

いのではないかという部分等ご意見いただきたい。全体的な状況については、最後にイメ

ージ図がついているので参照していただく。 

  

委員： 

 拝見させていただいて、今までの我々の議論が反映されているというのが第一印象。今、

博物館というものは展示だけではなく、一般市民の方が来て、さらに自分で調べてみたい、

リサーチしたいというお客様、観覧者に対応するため、市民等が調べる機能を素案のどこ

かに入れていただきたいと思った。 

 

委員： 

 今回の素案の活動方針の中に調査研究が入っているが、これはどちらかというと学芸員

側に立ったものであって、市民側で調査研究をするということは、市全体が活力を持ち勉

強するという意味で重要なことである。市民自らが研究調査できる手助けけができるよう

な項目を入れたらどうかという案である。（反対意見はないようなので）そういった部分を

付け加えていただく。 

  

委員： 

 分散展示ということで、旧小田切家住宅については製糸業で栄えた須坂の他に、昭和時

代の展示物もおさめたらどうか。それから、「まゆぐら」はほとんど製糸の関係のみにして

もいいと思っている。 

  

委員： 

 時代性や特性を持った施設にしていかなければ、あれもこれもはよくないということで

決定している。皆施設の性格が違うから、同じようにはなってこないだろう。昭和を近代

に入れた方がいいという案だが。まずは全体像を作った上で、また展示計画のときに具体

的に話し合っていかなければいけないので、大まかな枠組みとして今の話は入れていきた

い。 

 

委員： 

 前回いただいた博物館等関連施設の表を見ていて、やはりどこかで施設の絞り込みや追

加・整理をする必要があると思った。 

 

委員： 

 具体的な状況として、一番後ろのところに機能分散型について書いてあるが、全体をま



とめる場所をどこに持っていくだとか、学芸員の役割はどのようになっているのかという

のは非常に大事である。最終的にはそれを図示できるようにもっていけたら。この際なの

で、ここでは理想をたくさん持ちたい。しかし、理想がすべて実現するわけではない。市

の予算や学芸員の問題もあるが、この段階ではきちんと理想や意見を言っておかなければ。 

 

委員： 

 素案の「4活動計画」の今の博物館をどうしていくかという部分で、休憩スペースやミュ

ージアムショップ等の設置が記載されており、理想的で賛成。要望だが、博物館の上（3階）

に図書がたくさんあり、市民が学習する際にも使えるものだと考えている。もうひとつは、

現状で会議室がないので打ち合わせ等ができる部屋も重要なのではと思う。 

 

委員： 

 図書館機能の問題は考えなければいけない。現状の博物館をみると図書等非常に古いい

いものを持っているので、先ほどの委員の意見でも調査研究にも対応していくということ

があったので、それらを少しでも使えるようにしていくためには、本を置いて学べる空間

が必要であるということを書き加えていただきたい。 

 もう一つのボランティア（の打ち合わせスペース）についての問題だが、交流室が必要

なのである。ボランティアの交流をきちんと行うことができるようになる中で地域にも活

力が生まれてくるので、交流室ができたら用意してほしい。博物館の中でなくてもいいと

私は思っている。少なくとも、博物館ボランティアの人たち等が寄り合える場所を博物館

機能としてぜひ作ったらどうか。 

 

委員： 

 今出た意見に関係するが、博物館の図書を含めた文献史料について。図書館や、今度で

きた文書館があるが、どこにどういったものを置くのかという検討を、今すぐでなくても

いいが明確にしていかなければ。あるものを調べにいったらそこになかった等、市民にと

って不便な状況がでてくる可能性がある。 

 

委員： 

 市民が勉強しようとするときに、二重三重の手間にならないためにはどうしたらいいの

か。本の置く場所の問題でもあり、その他施設との連携の問題にもなってくる。博物館が

ひとつひとつ独立しているわけではなく、すべて同じ市民のための施設なので、博物館で

あろうが美術館であろうが図書館であろうが市民にとっては使い勝手がよければいい。ま

ずは博物館のあり方を議論し、今後具体的な展示や部屋のあり方について話し合うとき、

本はどうしたらいいのか、どこにいったら効率的に見られるのか（という話が必ずでる）。 

 



委員： 

 須坂市の施設の中にふれあい館しらふじがあるが、資料に出てきていない。しらふじは

どこに含まれるのか、あるいは（計画の中に入れるのを）やめてしまうのか。 

 

事務局： 

 しらふじは最初の機能分散型の中に入れていない。資料には全部書ききれていないが、

まるごと博物館の中に入っていると思っていただきたい。 

 

委員： 

 前回でも議論にあがったが、今後博物館機能を本当に市内全域までやるのか、それとも

歩ける地域にある程度特化していくのか（考えなければならない）。あるものを全部書いて

いざとなったらとてもまわれないとか、機能が分散しすぎて動きが取れないとかでは困る。

そこも論議していきたい。 

 

委員： 

 以前の会議の中で、現施設の名称の変更について話があったが、そういった点も入れて

おいた方がいいと思う。 

 

委員： 

 名称の変更については議会その他の関係もあるかと思う。一体化して理解していただく

には、今回市内全域の博物館を統合化して分散していくというとき、ある程度全体を見通

せるような名称にもっていかないと。将来的な名称の変更に関する部分も入れていただき

たい。 

  

委員： 

 前回の話し合いの内容（会議録）を拝見して、ボランティアの方の話が出てきてうれし

かった。しかし、展示もやって調査研究もやって、さらにボランティアの育成もやって各

館をつなぐコーディネートもしてもらうとなると、学芸員の負担が大きいと感じる。施設

が分散しているので、（学芸員の他に）コーディネーターの方がひとり必要なのではと思っ

た。 

それと積算の表のところに、笠鉾会館ドリームホールで学芸員と事務員の増減が書かれ

ている。笠鉾会館は文化振興事業団に指定管理を出しているところであるが、ここに新し

く採用される予定の学芸員は指定管理側の職員になるのか市の直営の職員になるのか。継

続して調査研究していただける方にぜひ勤めていただきたい。 

 

 



委員： 

 今の意見は非常に大事である。ここ（基本計画）に理想を書けば書くほど学芸員のなり

手がいなくなる。事務から展示、調査研究もやって。現状はそれに近いかと思うが。さら

にボランティア。ボランティアについて簡単だと思われるかもしれないが、集まるだけで

は意味がなく、そこをどのようにコーディネートするかは難しい問題がある。日常的なお

付き合いをしなければ烏合の衆になってしまう。ここ（素案）にはしっかり書かれていな

い部分もあるが、ある程度意識して学芸員が働きやすい環境がつくれるようなことを注意

しておいたほうがいい。他所（指定管理）に出してしまった場合、学芸員が継続的に勉強

できる体制でなくなってしまう場合が多くなっている。一番いいのは今まで我々が言って

きたように、学芸員は地域の宝物になっていただき、あの人がいてくれるから須坂は知ら

れているというような人がきてくれるためにも、長い時間にわたって働ける条件を何とか

していただきたい。指定管理制度がいい悪いということではないが、学芸員になる方がど

うしたら働きやすいかというのを計画のどこかに入れていただきたい。すべての要望が文

章にならなくても、我々の前提としてそういった意見をなんでも結構なので引き続き言っ

ていただきたい。 

 

委員： 

 窓口になる方は、人が見えてこないと心配。どんな立場からしてもこの方に相談をして、

その方がボランティア（活動）でも展示施設でも資料に対しても、コーディネート能力が

ある人が（必要になる）。今までの議論でいくと現在の博物館に、理想的でいえば常駐とい

う形で総合的な知識のある方がという位置づけだったと思うが、その点が（素案からは）

見えてこない部分があるので、もう少し見えてくる部分があった方がいいと思う。 

 

委員： 

 今の意見の内容はものすごく難しいこと。理想とやれることの間にすごく差があるので、

ある程度その人にやってもらうことをきちんと分けておかないと、動かなくなる。逆に、

我々が希望しているこの部分は事務職なり教育委員会なりでやるということをある程度設

計の中に入れておいてもらわないと。今なんでもかんでも入れているが、最終的にはやれ

ないということの方が多いと思うので。その点を踏まえてやっていただく方に配慮ができ

るように。ここで働きたいという人が来たくなるような職場を作っていかないと結局長続

きせずにプラスになっていかない。 

 

委員： 

 人材育成という面で。須坂市でこういったポストに人を入れたいというとき、奨学金制

度のようなものがあればいいと思った。看護師等は、そこに就職すると（費用を）返さな

くてもいいというような制度があったかと思う。須坂市としてこういった人材を必要とす



るので、学生時から目をかけるではないが、働くための知識を十分につけてきていただき

須坂市に貢献してもらえるような（制度があったらいい）。 

  

委員： 

 少し議論が横にそれたかもしれないが。学芸員は何十年にひとり採用できるかできない

か。学校の先生、公民館の職員など須坂で働きたいという人が、学芸員だけではなくそう

いった人が増えていくような社会を作らなければならない。その方策のひとつとして学芸

員そのものではなくても、奨学金のようなものの方策も考えた方がいいのかもしれない。

未来の市の職員を作り上げてくれるような奨学金のような投資をする方法を考えていった

方がいいのかもしれない。 

 未来の須坂市を作る人材が必要だということがこの委員会で意見が出たということを、

ぜひ市へ言っていただきたい。それが実現するかは別であるが、この委員会の皆がいかに

須坂市の将来について日々考えて提言しているという実例になるので、そういった形で伝

えてほしい。 

  

委員： 

 分散化費用の概算積算表について、現市立博物館の学芸員（嘱託）1 名増とある。現在、

市職員の学芸員がいるが、そこへひとり増えるという意味か。 

 

事務局： 

 資料の上に書いてあるが、現在旧夏端保育園のところに埋蔵文化財整理室がある。（基本

計画の素案では）活動計画で今後現博物館は原始古代中世に特化していくことを考えてい

るので、将来的にはそちらを担う方を想定している。 

 

委員： 

 そうなると何名になるのか。 

 

事務局： 

 現在、学芸員は正規と嘱託の 2 名でやっている。そこに埋蔵文化財整理室を博物館へ入

れるので嘱託学芸員が増え、3名の想定。 

 

委員： 

 笠鉾会館の方で、学芸員を配置と書いてあるが、維持管理費の方では学芸員（嘱託）1名

増と書かれている。新たに学芸員が入るということか。 

 

 



事務局： 

 （笠鉾会館へ）配置をしないと近世関係の資料を展示することや、中心市街地の中核館

にもなるので、直営か指定管理かはまだ不明だが、現在学芸員がいないので学芸員が必要

になるということ。 

 

委員： 

 埋蔵文化財については、今の埋蔵文化財の仕事があるから現須坂市立博物館に人員が増

えるわけではない。笠鉾会館に学芸員がひとり入って、この人が全体を統括することにな

るのか。 

 

事務局： 

 全体の統括は今の博物館のところが市全体の基幹博物館の予定であり、そこにいる学芸

員が統括する予定。笠鉾会館の方は蔵の町のエリアの基幹部になるので、近世関係がわか

る学芸員をそこに配置したらどうかということ（を考えている）。 

 

委員： 

 博物館にきちんとした人を置いて博物館の中が連携しながらやっていかないと、笠鉾会

館に（学芸員が）いるいないの問題ではないかと思う。人を増やしてもらうのが大事であ

るが、増やしてもらう人が笠鉾会館の、江戸時代（専門）の嘱託かどうかは不明であるが、

その人が一人というと、実は我々が言っていることとは違うことになる可能性があると思

うが。 

 

委員： 

 先ほどの自分の意見についてだが（追加説明）。現須坂市立博物館の学芸員がどのように

活躍をしていくのかということをある程度この（計画の）内容に加えていけたらと思って

いる。言葉足らずで申し訳ない。具体的にいうと、自分が学校で社会見学をしたいという

とき、相談というかコーディネートをしてもらった。現段階では全くないわけではないが、

そんなことをできる学芸員が活躍できる方向に。施設に対してこれができます、この施設

でこの方がいますといったことが見えるといいと思う。 

 

委員： 

 前回も言ったが、博物館は組織だけで動くのではない。例えば、顔見知りの学芸員であ

れば資料を貸してほしいといわれると断りにくいし、何か依頼するときも頼みやすい。そ

れは人と人との関係であり、学芸員のポストにいるいないではなく、（学芸員として働いて

いる）長さの問題になる。学芸員がきちんと仕事ができる体制を作るのには長い時間が必

要。今回の問題は、分散したときに今の博物館より機能を多くして、大きな建物を作るの



ではなく、学芸員によって地域が元気になるようにしていくというということ。そうなる

と、人がひとり増えましたということが（この議論の）本来の姿であると思う。今いる人

にそれだけパワーアップできます、という形に持っていくためには、笠鉾会館にくる人が

どこに行くのか、この人の役割は何なのか、先ほど触れたが、あれこれひとりの人にやっ

てもらうのではなく、役割分担はどうなっているのか、その人の任期は永続性があるのか

ないのかということによって我々の議論は大分変わってくると思う。そういったことを「見

える化」していただければ。具体的に市の方ではどういった計画になっているのか、人事

とか予算とかの問題でここまでしか書けませんということもあるかと思うが、要望として

我々はそういったことを要望していきたい。 

 

事務局： 

 基本的なことだか、イメージ図について（説明する）。市の素案が、須坂市立博物館の機

能分散化という提案が出ているので、分散化するのは当面四角の中に囲った現須坂市立博

物館、笠鉾会館、旧小田切家住宅、「まゆぐら」に機能を分散して、全体を須坂市立博物館

として再構築するという案である。そこへ学芸員を配置するのは須坂市立博物館、笠鉾会

館、旧小田切家住宅の予定。「まゆぐら」は（学芸員を）置かない。他の施設に関しては、

まるごと博物館の中に入れて連携してやっていく。機能分散化の中に他の施設を入れた方

が将来的にいいということであれば、拡大することも考えていく。それを踏まえてご意見

をいただければと思っている。 

 

委員： 

 個人的には、各館にひとり学芸員がいる必要があるのかと思う。むしろ学芸員は一ヶ所

にまとまっていて、何かあったら横で連動しながら出て行ってくれる方が機能的ではない

か。ひとりひとりの場合は孤立してしまって、自分のところは自分だけということになり

かねない。この状態は避けた方がいいのではないかと思っている。（問い合わせがあったら）

出かけていったり。研究調査がそれぞれの場所に行かなければいけない状態ではなく学芸

員がそこに集まっているし、次に（学芸員が）この日に来るのでそのときに来てほしいと

いうような形の方が私はいいのではないかと思っていた。今の（事務局の）説明とは少し

違う考え方。 

 

委員： 

 時々博物館に寄るが、今の学芸員の仕事の状態を見ると、こういったことを要求するの

は非常に難しいと感じている。現実には学芸員は非常に忙しく、本来の仕事がどこまでか

はわからないが、学芸員としての博物館の仕事と事務仕事と、ものすごい量の仕事をこな

している。それを垣間見るにつけて、我々がどこまで意見を言えるのかわからないが、今

までの話し合いの過程を見ていると、笠鉾会館で事務員を減らし学芸員を入れるというこ



とは、今の（学芸員が忙しいという）状況と変わらないのではないか。もしこういったこ

とをするのであれば、学芸員の事務仕事をなるべく減らして本来の学芸員の仕事に集中で

きるようにして、それを補佐する形で事務員がついていただくようにすれば、現実に我々

が思っているような活動がしやすくなるのではないかと思う。そういったところまで我々

が意見を言えるのであれば要求していきたい。 

 

委員： 

 この委員会は委員会としての意見を取りまとめるところなので、意見を言っていただき

たい。パソコンによって（職員の）仕事量は増えた。何でもやれというのではなく、どう

したら機能的に学芸員が動きやすくなるかというときに、それぞれの施設に学芸員を配置

した方がいいのか、まとめた方がいいのか、意見を出していただきたい。 

  

委員： 

 難しいという印象が第一。何をやるにしても、学芸員というものは大きな存在。イメー

ジ図を拝見して、機能分散型は今 3 つの施設が核になっている。そこにそれぞれ学芸員を

配置することが理想であるようにも思うが、逆に今言われたように、一か所に色々な分野

の学芸員が集まって、何かあったら要請があった場所に行くという形の方が、学芸員とい

う仕事はできるのではないかという気がする。それと、弱小地方総合基幹博物館に週 3 日

ほど行って見ている立場での感想を申し上げると、学芸員は本当に忙しい。学芸員がやら

なくて事務の方に任せていいことまでやらざるを得ないというのが実情。学芸員を雇うの

であれば、必ず事務職をひとり雇っていただきたい。そのときに、学芸員の仕事と事務職

の仕事をどう分けるかというのはこれからの話し合いになる。レファレンス活動も、市民

と（博物館を）つなぐ学芸員の重要な活動であるのではずせない部分。先ほど、図書館の

機能、文書館の機能、公民館の機能という話題が出ていたが、そこに博物館を加えて 4 者

でどうやって機能分散していくか、博物館の機能分散も重要であるが、そちらの（他施設

との）機能分散も重要であると思う。そのときに、それぞれの施設、文書館には文書館の

知識を持った人、博物館には博物館の知識を持った人、公民館には公民館の知識を持った

人、図書館には図書館の知識を持った人がいてほしい。4つがうまくまわっていくことによ

って、博物館もうまくまわっていく可能性もある。あと、ボランティアの問題であるが、

やはりボランティアをどう育てていくかについては、この会議で我々は考えていかなけれ

ばならない重要なことである。また、小学生のときから博物館を利用してどうやって親し

んでもらうかということは、これから機能分散していくときに考えていかなければならな

い。そのためには、何を見せるかということも重要になってくるだろう。 

 

委員： 

 まだ結論を出しているわけではないが、人をどこに置くかということは非常に重要な問



題である。また、学芸員を増やすことによってその他を削られてしまうと困る。事務職が

増えないと。学芸員の仕事の中で、レファレンスの時間があり実はこの対応の時間が長い。

また須坂市はどうだか分からないがクレーマーもいるので、場合によってはその人への対

応に一日かかってしまうこともある。そういった非常に多様性のある中で、人をどのよう

に使っていくかということを考えないと今後前にいけない。市の将来計画を見据えながら

人の配置と事務の配置、学芸員は何をすべきかということを認識していただきたい。委員

の皆様も、今まで市内施設を歩いたり県立歴史館を見学したりして、最初の頃とは意識が

変わってきているかと思う。最初は展示にしか目を向けなかったが、今はそうではなく保

存機能や教育機能だとか非常に色々な機能を持っているということがわかってきた。そう

なってきたとき、学芸員は一体何をすべきなのか。博物館だけが展示の場所ではなく、図

書館であろうが公民館であろうが、そういったところも巻き込んでいかないといけない。

そういったことをやれる環境を作るためには、サポートとして事務職がいなければとても

できるわけがない。その辺は委員の皆様にご理解いただいて、市民のためにせっかく博物

館を作るのであれば、あるいは学芸員を取るのであれば、どうしたら学芸員の力が発揮で

きるか、（計画の中に）書き込んでいってほしいと思う。 

 

委員： 

 文化財保存活用倉庫について、今後環境整備の工事をすることになると思うが、ここへ

の人員配置はないのか。 

 

事務局： 

 あくまで保存場所、収蔵場所であると考えているので人員配置は考えていない。 

 

委員： 

 ほとんど古文書関係・行政文書は将来的にここへ入り、市民がこういった文書を見たい

とか、調べたいとか、現在事務所になっている文書館へ来て、そこへいる人（文書館の職

員）が倉庫へ行って資料を貸し出す事務をするかと思う。その見通しからいって、人員配

置は必要になってくるかと思うが。今すぐではなくとも、私は管理面も含めた人員配置が

必要ではないかと思う。このように分散しているわけなので、様々な方が資料を求め、検

索にくる。それに応じた対応ができる人がいなければだめなのではないか。 

 

委員： 

 今後文書館の機能をどのようにして、市民への対応をどのようにするのかということは、

博物館にとっても連動してくるので考えていただきたい。今後文化財を文化庁が管理する

ことになると、大きく変わってくる。今でも権限を市町村に任せようとしている。面倒な

ことは市町村に任せようとする方向性になってきたとき、須坂市はその対応をどこがやる



のかという問題が嫌でも生じてくる。特に須坂市は文化財が多いので、今のような状態で

教育委員会だけでやりきれるのか。場合によっては博物館でやらざるを得ないことも。こ

れはすぐ目の前の話になってきている。博物館を含めて、今までの文科省から文化庁対応

になったときの対応を考えていただきたい。参考までに。 

 

委員： 

 会議としては非常に活発。ここの動きが伝えられるとこの委員会の人たちがいかに真剣

に博物館のことを考えているのか（ということが伝わる）。しかも、博物館だけではなくて

須坂市の未来のために皆働いているということが見えてくるのではないかと思う。今まで

ここで論じられてきたことは非常に重要なことであり、それをまとめたことを今回基本計

画の素案が出て、その素案に対していくつかの意見が出てきている。次回にもう一回まと

まってくれば、相当我々の心が込められたものができる。 

 

委員： 

 「7今後の課題」の部分について、以前の会議でバス等について意見を述べ、素案に一文

加えていただいたが、周遊する手段ということで、今の市民バスは放射状に広がっている

ので、博物館等をまわれるような、そのような名前のある誰にでもわかるような設定をお

願いしたい。 

 

委員： 

 市の財政の問題と観光客がどのくらいいるかということに関係してくる。場合によって

は周遊バスというのは空気だけ運んでいるものもたくさんあるので、検討してもらう。国

内の観光客だけでなく、海外の観光客は歩く率が高いが、歩かせる部分とそうでない部分

を切り分ける必要がある。今の話は来ていただいている人たちに対して、交通の整備はど

うなっているかということで、大事な視点であると思う。 

 

委員： 

 以前の会議だと、観光客に回っていただくことも大事であるがまずは市民の方により多

く通っていただける博物館を目指そうという内容であったと思う。見たいものがどこに行

けば見られるのかというガイド的なものがほしい。どこに何があるのか、何がある施設な

のかわからないと困るので、広報的な部分をしっかりしていただいて、市民が見たいもの、

見学したいものの要望に応えられるような仕組みにできたら。それがパンフレットなのか、

どうやって配布するのかによるかと思うが。 

 

委員： 

 今まで公民館、図書館、博物館等の連動について言っているが、観光の問題をきちんと



しておかなければならない。人に来ていただくためにはそれなりの努力をしなければ客は

来ない。 

 

委員： 

 私が勤めているところは、お年寄りが階段を昇れない、どうしようというような状態に

なっている。須坂でそのような場所がどのくらいあるのか把握できていないが、車いすだ

とか、エレベーターだとか、（身体の不自由な方等への対応も）今後考えていかなければな

らない。先ほどの予算の表には入っていないが、もしかしたらこの中の施設にもそのよう

なものを設置しなければならないところもあるかもしれない。階段で車いすの方を人間が

運んで持ち上げていく必要がある場合もあるので。そのようなことも（想定して費用の中

に）見積もっていただいた方がいいと思う。 

 

委員： 

 バリアフリー化をどのように進めたらいいか。私自身すぐその世代に入るので考えてい

かなければならない。来ていただく人をどのように想定するかでバリアフリー化を考えな

ければいけない。また、これからの時代を担っていく子どもたちに対して、博物館は一体

何ができるのか。私のような古い人間が集まるのが博物館ということになっては困るので。

今ご年配の方の話が出たが、それぞれの層に対して考えていかなければならない。今一番

博物館に来ないのは、子ども達ではなくその親の世代。仕事が忙しくてどうしようもない

のか。どうしたら、一番来にくい人たちを来やすくできるのか。市の方は頭が痛いことだ

が、今回出てきた内容はすべて入れられるわけではないと思うが内容に入れていただき、

次回論議していきたい。 

 

事務局： 

 今日頂戴したご意見を取り入れたもので、市民の意見も聞きたいので 8月号の市報に（基

本計画素案を）掲載する予定。市民からいただいた意見も踏まえて論議していただきたい

と思っている。 

 

委員： 

 次回の委員会でその意見を出してほしい。 

 

事務局： 

 そのようにする。 

 

委員： 

 委員の皆様は、これから（事務局から）紙もしくはメール等で案が来るかと思うので、



何日までに返事をという期限をつけていただくので、それに対してメール審議という形で、

出た意見を集約していただき、広報に掲載していただくようにしたい。 

 

◎第 7回委員会の日程について 

協議により 8月 28日（火）午後 2時から 4時に決定した。 

 

議事終了閉会（午後 3時 15分） 


