
平成 30年度 第７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８月 28日（火） 午後２時から午後３時 35分 

場  所   須坂市役所 本庁舎３階 305会議室 

 

出席者 

委員 

笹本正治委員、倉石あつ子委員、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、山崎会理委員、宮崎愛斗委員、竹内

由美子委員 

欠席者 

梅干野成央委員、米沢愛委員、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、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） 

● 須坂市立博物館基本計画（素案）の概要 

● 「博物館のあり方についての市民懇談会」意見要旨 

● 「わたしたちの望む博物館を語る会」会議録（要旨） 

● 須坂市立博物館基本計画（素案）に対する市民からの意見まとめ 

 

 

会議状況 

 

委員長あいさつ 

  やっと気候が涼しくなりましたのでいい話が出来るのではないかと。須坂市立博物館

をどのように作って行くか、非常に重要な課題。これはひとえに須坂市民がどうなった

ら文化的にあるいは日常生活を豊かに送れるか、それに際して市はいったい何が出来る

か、私たちはそれに際してどのようなお手伝いが出来るかということを博物館を通して

考えてきたつもりである。その結果を今日出さなければいけない。本日もよろしくお願

いいたします。 

 

◎基本計画（素案）について事務局から説明を行った。 



 

 委員 

  ただいま事務局より説明があったとおり、市民の皆様から様々な意見が出ている。当

然のことだが、この（策定委員会の）中でも色々な意見が出ているし、市民の皆様もひ

とりひとり博物館に対するイメージが違っている。それをすべて集約することは不可能。

ただ私たちがしなければいけないのは、50 年、100 年たったときに、今私たちがしよう

としてることがきちんとプラスになるようにしていきたいと思っている。目前のすぐ近

くのことばかり考えて誤った方向へ行くのではなく、全体を通して少しでもいい市がで

きるよう考えて行きたい。 

分散型と言う言葉に対してマイナスのイメージがあるのではないかという意見が出て

きたが、分散と言う部分に関していかがか。機能を分散させるということは、一つのと

ころに集約させるのではなく、むしろこれによって地域がみんな生きてくるというプラ

スのイメージを持って分散させたつもり。 

  

 委員 

  市民の意見を見て、分散ということにマイナスのイメージがあるというのに驚いた。

確かに（策定委員会の）会議の流れで機能分散という形（となったという経緯）をわか

っている方なら、それぞれの良さを引き立てていくという意味での分散だということが

明確にわかると思うが、やはり日々あまり博物館と接していない、関係がなかったりと

いう方だと分散することに首を傾げられる方もいるのは事実。中身をしっかり考えて行

けばその（マイナス）イメージは払拭されると思うため、今のところはこの分散という

（名称でいいのではないか）。自分の中では、この分散のイメージはその良さを引き立て

ていくという事でずっと考えてきたので、いいかと思っている。 

 

 委員 

  博物館というのは学ぶ場所であり、学ぶ場所を点ではなくて（面として）市全体にや

って行こうと（いうこと）。問題なのは、なぜ分散が理解されてないかということ。これ

は市の方および我々もまだ働きかけが少ないから。変な言い方だが、もっと「こういう

ことをしたい」ということをどんどんと訴えかけていかないと。市民の皆様に（とって

は）あまり興味の対象ではない。私が見ている感じでは、あれだけ新聞その他に出てい

たにも関わらず、ホームページ、市のフェイスブック等で市民から出て来てる意見がこ

れだけだということは、ほとんど市民の関心の的になってない。関心のある人だけの意

見だけをとっても実際のことはほとんど意味がない。何の関心も示してない人たちをど

ういうふうに巻き込んで行くかが、今後大きな課題になっていく。そのため、分散型と

はいったい何なのか、それからまるごと博物館っていったい何なのか（ということを説

明する必要がある）。今の意見のとおり、このまるごと（博物館）の方向性に関してはこ



のままで問題はないだろうという意見（が多い）と思う（が他の委員はどうか）。 

 

 委員 

  （市民の皆様からの）ご意見を見せていただいて、今話があったように、あれだけ広

報した中でもやはり意見とはこれくらい（しか来ないの）かなというようなこと（を感

じた）。もうひとつ気になったのは市議会議員さん達の会合の懇談会。たとえば須坂で製

糸業を見ようとは誰も思わないといっている。その程度なのかなと逆に私は考えた。逆

にいうと、新しい須坂の博物館学芸員がそういったところを目玉として主張していく素

地は十分ありうるということ。やはり須坂の製糸業というのは全国に誇れる展示の材料

になっていると思う。一般の方々がイメージが湧かないというのは確かにそうかもしれ

ない。たとえば、この施設にはこういう目玉の資料があるとか、こんなものを今度展示

するというようなことも具体的にあっていいのかなと思った。というのは、それぞれの

核になる施設が出てくる中で、その施設がどういう施設なのかという規定というか、し

っかりした方がいいかもしれない。そして、その（施設の）中にはこういう資料がある

というようなことをアピールしていくと、石小屋洞穴遺跡の土器とか誇れるものもたく

さんあるし、中世の文書や、近世の堀直虎関係の資料やそういったようなものを前面に

出していけば、それぞれ（の施設）で生きていける。もうひとつは、これから学芸員を

どういう風に育てていくかというようなことも大きな柱になっていくと感じた。そのた

め、今まで我々が議論してきたことを変える必要はないと思っている。 

 

 委員 

  市民の中で自分たちの市が成り立ってきた製糸業について自信を持てないような市だ

ったらばどうしようもない。逆に、私たちがきちんと説明を加えていけなければいけな

いだろうと思う。議員さんたち（主催の懇談会で出た意見）の中には、観光客も見に来

る（とある）。観光客も見に来るではなくて、まずは市民が学びに来てそれにつられて観

光客が見に来るような体制を作っていかないと（いけない）。市民の税金をかけた博物館

は、決して外側の人のためではない。博物館を大きなものを作ったところで観光客（の

量）はそんなに変化しない。それらを全部含めて私たちが説明をしていく必要がある。

私も今までやってきた基本計画（の内容）はそんなに問題はないだろう（と思っている）。 

 

 委員 

  私の身近な人に聞くと、一番多いのは予算がないからこういう話になったんだろうと

いう（意見が多い）。結局、まるごと博物館というのも言葉のすり替えというか、予算が

ないからそういう言葉になったんだという意見も聞く。予算はこういうことで、消防法

とか耐震の問題で新しい博物館をすぐに作るのは難しい、それでどうしようかというこ

とで移転問題というのが出てきて、そこから話が始まったというのは正直に明確にどこ



かに記していいことだと思う。その上で、色々な施設を私は見せていただいた限り、遅

かれ早かれ（博物館新築の）理想的な予算を獲得していたとしても、須坂市にある色々

な施設がひとつの博物館のように機能するという理想を描くことはいずれにしろそうな

ったのではないかと思っている。そのため明確に、予算がこうだったけども今はこうい

うことで分散化ということになって、私たちはこちら（分散化）の方が理想なんだとい

うことをもっと明確に記していいと。そうでなければ最後まで予算の問題なんだよねっ

ていうのが残っていくような気がする。もうひとつは、博物館法をみると収集・保管・

展示・利用といった要素があげられているが、意見を見ると展示と利用の方に非常に傾

いている。市民の理解があろうがなかろうが、須坂市は大切なものを収集して質の高い

形で保管していくという事は、（博物館が）どんな状態であっても、展示がなくなったり

利用が不便になったとしても、これ（収集保管）だけは絶対保障するんだということも

素案の中にうたうべきだと思う。これだけはどんなことになっても、須坂市で予算がな

くなっても、収集保管という業務だけは（行い、貴重な資料を）後世に伝えるというこ

とをまず最初に私は素案の中でうたうべきだと思った。 

 

 委員 

  現状の予算のところから出発しましたということは入れて、ただし私たちがずっと論

議してきているのは、予算の問題ではなくて市民の文化向上のために博物館はどうある

べきかっていう話（を行い）、結果として分散化の方がいいだろうという結果を出してい

る。どこに入れるかは別として、予算も現状でなぜこれが論じられたかは、単純に狭隘

の問題だけではなく予算の話もあってという言葉を入れた方がいいのではないか。これ

についていかがか。反対の方がいないようなので、しっかり入れる。 

博物館は展示の部分だけが博物館だと思われているが、将来の事を考えるときちんと

モノを伝えて、正しい判断をしてもらうための収集保管こそが底辺になければいけない。

収集保管という底辺があって展示があるという意味では、博物館機能として最低条件で

必要なのは展示以上に収集保管機能である。  

 

 委員 

  「収集保管」と、「研究」を入れていただきたい。研究がなければ、いくらいい資料が

あって保管されていても、いい展示が出来ないということに繋がる。 

 

 委員 

  研究しない人は収集出来ない。何でも集めればいいというのは何の意味もないことで、

ひとつの視点をきちんと持った人が収集していかないといけない。今回の（計画の）中

で、学芸員の大事さは我々はきちんと訴えているが、その学芸員が研究できる状況にし

て、研究によって収集保管もしっかりできる方向性に持って行く。博物館機能の最低条



件は収集保管であり、その上で研究をして展示をして教育という順序がある。 

 

 委員 

  たとえばボランティアの人や、研究をしたいという人が来て、目録など博物館にはど

ういう収蔵品があるかを（知ることができるといい）。今は知ろうと思ってもすべて倉庫

に入ったままでわからない状況。一覧とかデーターベースでもいいし、そういうものが

あると本当にありがたい。新たな発見もあると思う。 

 

 委員 

  収集品のデータ化等はこれからせざるを得ない。ただしここの段階でそれまで全部書

き込むことが可能かどうか、書き込んだ方がいいのか。もうひとつ、博物館の楽しみは

収蔵庫の中に入って探すのが楽しみ。データで管理していると、データで管理している

情報しか見なくなるというところがある。しかし、データ管理は今後どうしても必要に

なる。 

前回からの宿題になるが、学芸員さんの数だとか、やるべきことだとか、理想論とし

て、あるもののデータ管理がきちんとできるような方向に持って行くということは入れ

ておきたいと思うが、今すぐやりますということではない。 

  今まで（の議論では）どちらかというと男性の視点からつい物事を考えてしまう。博

物館を活用するのは、どちらかというと女性であったり子どもであったりすべきだと私

は思っている。そういう意味からして、我々が作ろうとしている基本計画について問題

点や改善点等あれば女性の意見をお願いしたい。 

 

 委員 

  事前送付いただいた（ボランティア会主催の）会議録の中に、博物館は堅苦しい雰囲

気、入りづらいというご意見があり、私も博物館に勤めていたときにそういった意見を

言われたことがあった。そういった方々に気軽に来ていただけるにはどうしたらいいの

かということはずっと考えていた。興味がない方に来ていただいても楽しめるスペース

があることが大事。計画案を見てアウトラインのところに特化してきているが、計画の

中身を読まれた方が少しでもイメージできれば、アウトラインに対しても好意的・肯定

的な理解を得られるのではないか。 

 

 委員 

  博物館に対するイメージの問題。それぞれのところで努力をしている。身近なところ

でいうと、安曇野市の郷土博物館は前の館長のときに随分変えて子ども達が遊びやすく

なった。県立歴史館では先の「カッパ展」で今まで（の来館者）とは全く違った層の人

達がきて遊んでいった。そういった事例を踏まえて博物館のあり方を考えると、どうし



たら来ていただけるのかということは学芸員が考えていかざるを得ない問題である。堅

苦しいという意見は、今までは来る人達に対して説明をしており、興味の対象にない人

達は来なくてもいいと言わんばかりの博物館だったと思うが、それはこれからの博物館

ではないと思う。山梨県立博物館では小学生の子ども達の賞を作って展示を行っている

が、（子どもが関係すると）親も来る。県立歴史館でも縄文土器の絵を描いてもらい、表

彰状（を渡す）ときには当然親も来る。そういった工夫がなければ、博物館は全く変わ

っていないではないかと。 

  皆様が県立歴史館に来て一番驚いたのが、収蔵庫はこんなにお金がかかっているのか

というところだと思う。そういった体験を、須坂市の方から、30 名までとか歴史館ツア

ーをしないかとか（提案するなど）、それくらいのことを考えていかなければならないだ

ろう。どうしたら楽しんでいただけるのかは我々だけの問題ではなく、市全体でやって

いかなければならない。私も今思っているのが、子どもの遊べる空間を作ってあげたい

と思っている。古いものが並んでいる博物館ではなく、子ども達が楽しめる博物館にす

るにはどうしたらいいいのか、今回の件でも博物館のあり方について（議論を）やって

もいいと思う。 

  

委員 

  先ほどから出ている意見について、原則的には賛成。分散型にしたとき、ひとつひと

つの施設の特色というものがあるかと思うが、今後パンフレットをつくる際に是非とも

各施設の特色、見どころを PR してほしい。まず「まるごと博物館」のイメージを市民の

皆様にわかるような PR をしてほしい。 

 

 委員 

  今の意見で出たが、PR が足りない。ペーパーだけでなく HP 上にもアップする。今の

状況では、（基本計画案についてイメージできないことは）市民の皆様も無理もないと思

う。例えば、旧小田切家住宅がボロボロだった状況から今の状況への変化を見たら、お

金のかけ方でこうも変化するのだと思うと思う。また、あの（旧小田切家住宅）一軒だ

けでなくまわり（の建物）ももっと改修して、あれが（歴史的な）町並みになったとき

に須坂にはもっと人が来るかと思うが、よくよく考えてみると、飛騨の高山の建物もほ

とんど再建したものである。旧来からのものがほとんどなく、再建してあそこまで美し

い風景がつくれる。須坂の場合も、まるごと博物館をやるのであれば、ここのところを

もっときれいにすればよくなるとか。観光客のためではなく、私がここに住むのであれ

ばこんな風景がいいなと思える風景をつくっていくべきだと思う。須坂市は今までの状

況をみると PR は上手ではない。 

 

 委員 



  分散型のイメージが悪いという意見について。版画美術館が高甫の方にあったり、豊

丘の園里学校が上の方にあったり、確かに現状でも分散してあって、その利用のし難さ

やあまり人が行かないというイメージがそのまま分散のイメージの悪さに重なっている

と思う。しかし、集中していたとしても利用が多いとは限らない。その場所にいっても

っと知りたいという気持ちが起きるよう PR。大人になってから学ぶとすぐに抜けてしま

うが、やはり小さい幼少期、学童期に自分の町や歴史について学ぶことによって、大人

になっても頭のどこかに残ると思う。それがふとしたときに、もっと知りたいとか子ど

もができたときに伝えたいとか思ったとき、須坂のあり方みたいなものが目の前に残っ

ていると利用しやすいと思う。例え分散していたとしても、目玉の資料があって来館者

のイメージしている以上の学びや楽しみがあれば。分散しても、二次交通の問題とか検

討課題があがっているので、その部分をカバーできるのではないか。 

 

 委員 

  地元の人が支えている施設がある。地域づくりとはそういうものだと思う。中央があ

ってすべてそこに吸い上げてしまうのが今の日本の傾向であるが、地域の人々が自分達

の地域に誇りをもって支え合って、それが須坂全域に広がり色々な色になってくるとい

い。分散化というものはそれを助ける。今の地方創生でいうならば地方をつくっていく

ための分散であり、それを集めることがむしろマイナス。すべてをひとつのところに集

めるよりも、（分散することにより）私達の思いが伝わる。そのためにも博物館は何なの

かという説明をしっかりしなければならない。 

  

 委員 

  私の地域では博物館がなくなるイメージがあって、説明はしたが。その意見の中で、

ほとんどの人が保管等が大事であるというのを理解していない。私自身も、大きさとか

重要さとかがここにきたから分かったのだが。 

今回の案の中で、名称が大事であり、各施設にどういうものが置いてあるのかイメー

ジできることが大事であると思う。やはり皆に知っていただくには難しい言葉でなく、

優しくて誰でも理解できるような言葉でつくった方がいい。 

 

 委員 

  基本計画は大枠なので、あまり書き込まない方がいいと思う。説明をした結果、市民

の皆様が収集や保管が大事であると気づいていただき、賛成していただくことが大事で

ある。我々もその役割をひとりひとりひとりが果たしていないかもしれない。各職場や

地域でそういう活動をしていけるようにしたい。白黒で文字が並んでいるものより、文

字の部分以上に写真を入れる。例えばだが、仮に須坂市が一番見せたいのがまゆぐらだ

としたら、まゆぐらは何がすごいのかという写真や、歴史のすごさでいったら例えば八



丁鎧塚の姿なりをきちんと（基本計画の）中に組み込みながら、文字を見なくても私達

の博物館はどういったところなのかということが分かるような計画案を出すべきだ。計

画の合間に写真を入れ込んで、それによって気がついてもらうようにしなければ。私は

文字面がずらっと並んでいるよりも、頁数が増えたとしても写真を入れて一般の方が手

に取ってくれるようなものにしていきたい。文字をいくら並べたって誰も手に取らない

が、いい写真が入っていれば手に取ってくれる。 

 

 委員 

  市民懇談会の資料で「旧小田切家は博物館ではない」という風にいわれているが。製

糸業に関わりの深い住宅であるという展示が（ないので、そのことがわからない）。例え

ば、この家は製糸結社・東行社の創立者のひとりの家で、（その人物は）一番中心的な人

物であるとすれば、東行社はどのような組織で、須坂の製糸業においてどのような位置

づけにあるということが分かるような展示があれば分かる。 

それに関連して、越寿三郎の一番館（旧越家住宅）。越寿三郎は須坂の製糸家として成

功して、須坂の製糸業の発展の一番の功労者である。住宅としては小さいが、あそこに

残されているものはかなり重要なものもあるしつなげて位置づけていただきたい。 

 

 委員 

  市としては何を売りたいのか。何だけは展示したいという案がない。先ほどの意見の

ように、製糸の町須坂を売りたいのであれば、持っている資料を並べるだけではだめで

ある。歴史的な部分が横に繋がってこなかったら立体的に須坂という地が見えてこない

ということ。持っているものを並べるだけでなく、教育の場という側面で展示をするな

らば、必要なものは何でも展示していかなければならない。一方、我々は、市から言わ

れたことがすべてではなく、こちらの方が大事ですよということが言えるような体制を

作っていかなければならないかと思う。少なくとも、旧小田切家住宅の場合も建物があ

ったから、古いから並べているのではなく、持っているものが素晴らしいから並べるの

ではなく、それが須坂全体の歴史とどのように関わり須坂市民にとってどうであるから、

これは価値があるんだという説明をつける必要がある 

  

 委員 

  須坂の歴史のことを色々と案内させていただく中で、須坂にいきなりぽっと製糸業が

栄えたという意識を持っている方が多くいると思う。実はそうではなく、須坂には元々

水車を利用した農作物の加工というものがあり、その水車の使い道がたまたま器械製糸

業に向いていたという（背景がある）。用水路だとか水車の使い道の文化の変化、使い道

の変化ということもあるので、そういったところを（説明）。あと、今は果樹園も広がっ

ているが、そこは元々桑畑で、そこには養蚕農家がいて、繭を作って町中に出荷してい



た。人の暮らしと文化の変化というのを、どうしてそうなったのか今は学ぶ場がないの

で、そういったことを博物館で教えていく必要があるのではと思う。 

 

 委員 

  水車がいつできて、それがどのように使われてきたのかということなどは大事なこと。

だからこそ周辺を歩いてもらう必要がある。今の意見から、その背後も見れるようにす

る必要があると私は思った。代表される旧小田切家は代表ではあるけれども、その背後

には（色々な要素が）いっぱいある。用水からはじまり、我々が忘れてしまっているこ

とが入っている。それも展示のあり方としてあるはずだし、それは「まるごと」という

手段を使うことによってまだまだ色々な展示ができてくる。それが恐らく須坂の今後の

力になってくる。私がここに来るたびに感激するのが、ぼたもち石積みの石垣。他では

見れないすごいものがある。そのようなものひとつひとつに着目できるような感受性を

備えた子ども達を作っていくことが、私達のこれからの博物館のあり方だと思っている。 

  

 委員 

  今の意見はすごくいい意見。須坂の歴史の中で突然製糸業がわいてきたというわけで

はなく、それまでの長い裾野があったからこそという。そういったところが今の展示で

はわからないので、掘り下げができるような展示に。歴史を理解してこそ未来につなげ

ることができるのではないかと思う。 

 

 委員 

  須坂独自の歴史を理解してもらうためにも、少しでも広い視野で物事を考えていただ

く必要があるかと思う。そのためにも、しっかりした学芸員をとっていただいて、新し

い視点で、我々が気がつかなかった視点で展示ができるような空気を作っていきたい。 

 

 委員 

  分散という言葉だけを取ると、（市民の皆様が思っているような）こういったイメージ

になると思う。当初意識していたのは、時代ごとに町の中に繁栄してきた部分や苦労し

てきた部分がある。そこの場所に多くの資料や建物や風景があるので、そこに市立博物

館から所蔵されているものを持っていく。そしてそこから回って色々と勉強するという。

そういったことが一番狙いだったと思う。そういったことで分散ということに賛成して

きている。（市民の皆様の意見には）無駄だということが書いてあるが、そんな無駄なこ

とを考えたわけではない。例えば、製糸業は色々な器械を使ってやっていたんだとか、

まゆぐらは何のために３階建ての蔵を建てたんだとか、そうったことをあそこにいって

初めて実感してもらえる。そのときに市立博物館にあるものがいくつか展示されていれ

ば知識を深めてもらえる。もしかしたら、うちにもこんな器械があったのかなとか、そ



こまでいくのではないかなという気持ちでやってきた。住民の生活の中でも自然に（発

見が）出てくるようになっていければという風に思っている。 

 

 委員 

  今では過疎化が進み、家がつぶれる中で古文書等が家では保持できなくなっている。

須坂の古文書は須坂で受け入れられる態勢を作っていかなければまずい。そうしたとき、

須坂にはそれだけの古文書を置ける収蔵庫があるのかという。最初の話に戻るが、資料

の収集・保存という側面でいうと、市域できちんと学んでいける体制をつくっていくと

いう。そういった意味での分散であって、市全体を学んでいける方策を作っていくとい

う、それが我々の理想とする博物館。今回意見として出てきている展示の部分は、その

中の一部分であり、視察してきた学校跡だとか、井上氏の居館跡だとか、それぞれの場

所がすべて学びの対象である。今は建物だけに目を向けられがちであるが、背後まで目

を向けられるくらいの概説書なりパンフレットなりを作っていきたい。今の建物がある

場所だけが栄えるのではなくて、他の場所もみんなが着目しなおして、須坂っていいと

ころだなと考えられるような契機を作るのが博物館の役目だと思う。 

 

 委員 

  あと、学芸員のことが大きな問題となっていると思う。学芸員が足りないのは大丈夫

なのか、５年 10 年継続して働けるようになるのか。学芸員は育てていかなければならな

いが、人事的にも人件費的にも難しい問題があるかと思うが。 

 

 委員 

  やり方次第。長野県立歴史館は学芸員制度を取っていない。普通は学芸員というプロ

を最初から公募して、そのポストをずっと維持するのか普通。ただ、そうなるとその学

芸員は課長とか上のポストにあがっていくことができないだろうという部分と、そこの

場所だけしか知らないと視野が狭くなるのではないかという両方の側面がある。場所に

よっては、学芸員で採用しても教育委員会に回したり、色々なところを回したりしてい

る。飯綱町の学芸員の方は、一人でよくこれだけやれるなという、地域をよく学んでい

る。恐らく、大学の先生以上に知識も持っている。その人によって地域の新しいことが

発見されることが多くある。できれば須坂が大好きで、須坂出身の方が来てくれるとい

いが。現状では学芸員は専門資格で、資格を持っていないと学芸員にはなれない。やは

り専門家は専門家を用意しておかないと、あまりいいようには思わない。これは市にと

って予算の問題、学芸員を採用するということのお金の問題と、そのポストを永続的に

そこでやるのか回していくのか、それによっても全く違ってくる。 

 

 委員 



  学芸員の問題というのは非常に大きくなっていると感じている。採用方法等、他の地

域のことを知っている方にご助言いただいて、いい方の選定方法や雇用の仕方を考えて

いただければ。どこかの資料で見たが、分散をすると学芸員が増えて人件費も増えて、

長い目で見ると結果的にそちらの方が高いという意見があったかと思うが、その辺はど

うなるのか。 

  

 委員 

  私はそれは関係ないかと思う。たくさん採用して文化があがれば安いもの。長い目で

みたとき、安いか高いかはその人の使われ方次第だと思う。ひとり本気になってやって

くれる人がいれば、町は変わってくる。私は何人も採用するということは言う気はなく、

分散だからそれぞれの館に全部置かなければならないとは思っていない。もともとセン

ター的なものを作ってそこが采配しながらやっていくという発想で動いてきた。学芸員

の使い方等については、色々と経験されている方もいるかと思うので、考えていただけ

れば。他のところでは引き抜きの例もある。学芸員の問題は覚悟を決めなければ克服で

きない。ここで話し合われている内容は、須坂市立博物館をどうしようとかいうことだ

けではなく、須坂市はどうなったらよくなるのかという、須坂市の人々は自分の市のこ

とを考えない町でいいのかという部分にかかっているとこであると思う。 

 

 委員 

  やはり何人もとるのではなく、優秀な学芸員をひとりセンターに置くという、それだ

けな何とかしなければ。恐らくその人は自分も勉強して、そして各施設にいる人達を指

導も出来る力のある人になるかと思うが、果たしてそのような人物がいるのかどうか。

ひとり確保するだけでもかなり違ってくる。その方がどのくらい動けるか、市がその方

をどのくらい動かせるか、そこが重要。その人に勉強する機会を皆が与えてあげる、支

えてあげることも必要である。そういった機会を与えてあげるだけでも、学芸員の資質

というものはかなり上がっていく。須坂で須坂のことだけを勉強していればいいという

わけではなく、須坂から隣接都市に向けて知識を広げ勉強することによって、自分のと

ころがどういったところに位置づくのか、そして長野県がどう位置づくのかというよう

な、発想を広げられるような学芸員というのが必要であると思う。それは、学芸員資格

の有無は関係ないのではないか。では何を採用基準にするのかと言われるかもしれない

が。学芸員資格を持っていて優秀ではればそれに越したことはないが、学ぶ姿勢や発信

していく姿勢・意欲がこれからの学芸員には必要であると思う。 

 

 委員 

  今の意見に全く同感。ボランティアで市内各所の説明等を行っている委員もいるが、

グループの中心人物。そういった方々も、博物館の有力な応援者に。今でもそうだとは



思うが、そういう人達を市はもう少し評価して。若くてもそういったことに一生懸命関

心を持っていただき、職員の皆様にも勉強していただき、私は学芸員ではなくてもいざ

となったら応援に行けるような。学芸員が足りないとか不十分だとか現実の問題として

ある以上、そういう配慮まで必要なのではと思う。 

 

 委員 

  学芸員を育てていくことは、まわりが環境を作ってあげないとどうしようもない。来

たばかりですべて責任を押し付けても何もできるわけがない。まわりの人達がどのくら

いサポートできるのか、その人が研究できる体制がとれるのか、考えてあげる余裕が必

要である。市の職員であれば市の歴史は当然知っていなければならない。歴史を知らな

いのに市の職員が務まるかという。その代表に学芸員がいる形になる。ひとりだけの学

芸員で全部やろうというのは到底無理がある。その辺は我々も意識していかなければな

らない。町の誇りになって学芸員になっていただくのが一番いいと思っている。私達の

町にはこの人がいるよと言えるくらいまわりが支えて、その人がいきいきと仕事ができ

る体制を作っていく。学芸員を取ればいいということ以上に、市民の責任でもあり行政

の責任でもある。このことは非常に大事であると思う。 

  

 委員 

  現在の案には学芸員のことについて４行くらいにまとめてあるが、大事であるという

話を進めながら、４行程度でいいのかと思う。もう少し具体的に書いた方がいいのでは

ないか。 

 

 委員 

  学芸員が何故重要なのか。市の責任として、学芸員を育てるというところまでやって

おかないと、学芸員として来てくれる人はいない。今の状況のままでいってもきちんと

した状況にはならない。今の意見にもあったように、学芸員の人材配置・育成及びボラ

ンティアスタッフの連携ではなく、学芸員の人材配置・育成でひとつ切ってしまって、

次はボランティアの項目にして、学芸員については別項目で。特に大事であるというと

ころを入れ込んでいきたい。我々が今まで話してきたことは、建物よりも学芸員が大事

であるということである。 

  

 委員 

  最初に返るが、お金がないから分散型にするわけではないということである。お金が

あって建物ができればそれでいいのかということを確認しておきたい。建物があっても

内容がなければ何もならない。博物館としては魅力がない。今須坂市は幸い各地に色々

な施設があり、面として活用できるという点が須坂の特色であると思う。分散型という



言葉がいいかどうか分からないが、いくつかのメインが作れることによって須坂の魅力

をより引き出すことができるということを強調していただければ。 

 

 委員 

  この（まるごと博物館の）イメージ図を充実させた方がいい。 

 

 委員 

  なぜこの論議になったかということについて、予算が少ないからという部分を説明す

る。そして、予算に関係なく私達は理想論をきちんとやった上で、私達はまるごと博物

館という結論に至ったと（いうことを説明する）。それにより地域ごとの文化的特性が見

えてきて、須坂の豊かさが具体的に見えてくる。私達は、仮にお金があったとしても、

ひとつの建物に集約しないという結論をとったということを文章に入れる。そうしない

と、何となくお金がないから分散したという間違った印象を（与えてしまう）。 

 

 委員 

  以前視察で見せていただいた旧越家住宅と旧園里学校について。その地域の人達に説

明していただいたが、とてもいい印象を受けた。それぞれの施設には学芸員がいなくて

も、運営している主体があればそのままでもいいと思う。独立はしているが、ひとつの

博物館として機能する必要があるということをそれぞれの施設の方が同時に持たなけれ

ばならないし、そうして運営していくことが必要なのではないかと思う。 

  

 委員 

  色々な施設等があることが須坂の豊かさであるが、それを支えてくれる人がいること

はもっと豊かなこと。市民の皆様が、あそこに行ってみたいと思ってくれるような博物

館の形にもっていきたい。 

 

 委員 

  旧園里学校は、地元の方が公民館活動の一環として関わっている。一番館（旧越家住

宅）ではそこ専門のボランティアスタッフの方がいらっしゃる。また、博物館にもボラ

ンティア会がある。歴史に興味があって、一市民だがそういった運営に関わっている方

が多いと感じていた。今後学芸員が増えたら、その専門の方がボランティアスタッフの

研修会を開き、ボランティアとしても色々な分野を学び、好きな分野に精通した方がい

れば学芸員をアシストしてガイドをするといったことができるといい。現在博物館は休

館中であるが、自身もガイドをする機会があればやってみたい。たとえ資格のない人だ

としても、興味があれば須坂の魅力を語れる方というのは多いと思うので、そういった

方々の存在も大切にしていくべきだと思う。 



 

 委員 

  こういうことをやっていくのに、教育委員会だけではどうしようもない。色々な部署

が集まってやっていかないと、地域はよくなっていかない。市民憲章に掲げられている

内容のように、博物館は文化と教養を高めるために存在している。市民憲章を実現する

ためのひとつの手段が博物館である。今日審議した基本計画（案）に対して、反対の意

見はでなかった。大まかな部分では全く問題がないかと思う。これに加筆して完成させ

ていきたい。 

 

◎第８回委員会の日程について、協議により９月 21 日（金）午後２時から４時に決定した。 

 

 議事終了閉会（午後３時 35分） 


