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会議状況 

 

◎議事に先立ち、委員長から提言。 

 

委員長 

 委員の皆様にご意見をいただきたい。本委員会はどこまでやったらいいのか、私は見え

ていない。特に、この（事前送付の）書類をもらってから、須坂市立博物館基本計画が須

坂市立博物館基本計画策定委員会の名前で出ていることも含めて、我々は本当にこれでい

いのかという問題もあるので、確認をしたい。手元にある要綱は、須坂市立博物館に関す

る基本計画を策定するため、須坂市立博物館基本計画策定委員会を設置するとある。この

基本計画というのが、人によって様々になっていると思う。普通だと、諮問委員会あるい

は委員会にどのような内容について審議してほしいと最初に出てきて、我々の場合は現在

の博物館が老朽化してきているが、市には予算がない中で今後どうしたらいいのかを検討

する場所であると私は理解している。まずはそのことを確認したい。その中で、我々が結

論として出したのは２点。博物館をひとつつくるのではなく分散型にした方がいいという

こと。分散型にすることで、市全体をまるごと博物館にしていかないかということについ



ては、恐らく問題はないかと思う。それに際して、今の建物をどうしたらいいのかという

ことについて、確定はしていなかった。できれば壊さない方がいいということは言った。

人によってこの部分は少しずつ見解が違っているかと思うが、できたらあれだけの建物を

活用した方がいいということはほぼ全員の見解が一致したかと思う。この２点について、

ここまではよろしいか。（異議なし） 

 そうしたら、委員会としての結論は以上の２点。私達としては、①分散型にして市域全

体を博物館になることを希望します。②（現在の須坂市立博物館の）建物を壊すのではな

く上手く活用する方向で持っていくべきだと考える。この２点が回答になってくる。重要

だと思っているのが、博物館において最も重要なのは学芸員であり、学芸員が地域をつく

っていくので何とか学芸員がほしいとか、まるごと博物館構想をするとき、今の博物館だ

けでなく市全体を活かせる方策を練りましょうとかについて論議してきた。その結果、基

本計画案が出てきた。この基本計画案というのは、本来は基本計画策定委員会ではなくて

須坂市が市民に向けて出す内容である。そのため、我々の意見を聞いた上、重要である点

を踏まえて、それらを前提にしたものが形になっていくべきものであると私は思っている。

手続き上我々がしなければいけないことは、先ほどのような内容を形にして市の方へ回答

したということをしなければならない。今後も議論はしていくが、最終的には市側が判断

して市が計画を立てるのが基本計画の案と認識していきたいが、いかがか。その場合、委

員をひとり、博物館長を入れるべきだと思う。我々は意見を言うが、市側の意見は委員会

には反映されていない。また、具体的にやっていただくのは市であり、例えばここまでは

できるがここはできないということもあるかと思う。私達だけでいいのか、ひとり増やし

た方がいいのか、先に論議したい。委員の意見はこちらで、それを聞いたものがこれだと

分けるのではなく、市側の意見も論議しておいた方がいいのではないか。私自身の場合、

長野県立歴史館長であるため、歴史館の将来構想等については責任を負っている。現状で

は須坂市立博物館長は委員ではないので意見は言っていない。須坂市立博物館の館長とし

て意見を言える体制を作った方が我々としてもいいだろう。現在、これ（重要である点）

を元に基本計画を作るというところまできているが、問題がなければ館長に委員として入

ってもらい、市の意見も言ってもらえるようにした方がいいのではないか。 

 

委員 

 今委員長より我々の使命といった話があったが、使命を終えたなら終えたなりに何かし

ら委員会としての基本計画策定以前のものをまとめておく必要があるかと思う。例えば、

基本方針のような言い方でもいいかと思うが。それを踏まえて、事務局である市の方に基

本計画を作成していただくようになるかと。 

 

委員長 

 普通、この場に市長が来ていただき、答申書等の紙一枚（のやりとり）を行う。しかし、



ここが諮問委員会ではないこともあり、何となくそこがぼやけてしまった。最初に確認し

た２点を紙にして市長にお渡しすることは、すでに終わった行為だと思う。その上で、よ

り具体的に意見を主張しながら、基本計画をつくっていくに際しては我々も委員会の中に

市の博物館を一番よく知っている館長に入っていただき。委員をひとり増やすことは市の

方で何とかできるはず。委員の皆様、いかがか。（異議なし） 

 

◎ 

 

委員 

 それでは、基本計画案について会議に入る。本日、ある委員より電話があり、委員会で

やることと市でやることの区別がされていない（という指摘があった）。（今の段階の）基

本計画案に書かれていることは、市の意見と我々の意見が混ざってしまっていて区別され

ていない。皆様からも色々指摘があるかと思う。ここで１頁ずつ論議してもらちがあかな

い。その前に、市の方で作成した基本計画案について、この辺はいい、この辺は悪い等、

あれば出していただきたい。あと２回機会があるので、今日ここで細かい点を議論するよ

りも全体で何が足りないか等という視点でやった方がいいのではないかと思うので、その

ように進めていきたい。どんな視点でも結構なので、この基本計画案について（意見をい

ただきたい）。現状では基本計画策定委員会が出すことになっているが、これは市が出すも

の。しかし、我々は意見をしっかり反映してもらえるような計画に持っていきたい。 

 

委員 

 前回の会議の中で、何故機能分散型になるのかということを、財政的な問題であるとか

正直に明らかにした方が市民の理解を得られるという結論になったかと思うが、まだはっ

きり出ていない。先ほど話があったように、我々の提言を受けて市が基本計画をつくった

という中で、財政的な問題も含めて市民に理解していただけるような書き方をした方がよ

ろしいかと。 

 

委員 

 例えば、４頁の（２）について、「魅力を発信し、市民の理解を深めます」とする等、き

ちんと市民目線を入れておかないと全体的には独りよがりになってしまう。３頁の２、「須

坂市立博物館は、市民と共に須坂市の多様で豊かな自然・歴史・文化…」と書かれていて、

そのとおりであるがその前に総合計画があるので、「総合計画に従って、市民の…」とか。

市でつくっている書類との連関をしっかりしていってほしい。文章全体の中には我々が主

張してきた点が色濃く出ているので、さらに皆様の方で市の博物館をつくって市民が文化

的になっていくためには、少しでも入れてプラスになるようなことを述べていただきたい。 

 



委員 

 文章自体は苦労して書いている印象だが、全体的に平べったいというか、的が絞りづら

い。また、市民の皆様に対してのものであれば、もう少し簡潔で短い文章で、要点だけ明

確にしっかり書いたものの方がいいと思う。 

 

委員 

 読む側からすると、文章を短くしてくれると有難い。しかし、今回写真が入って、少し

でも理解してもらおうという気持ちが見える。表紙にも須坂のシンボル的な写真を一枚入

れてほしい。写真のようなきれいなものがあると、何だろうと読む気になるので。できる

だけ文章を切ってしまった方が見やすい。文章がいいのか、それとも箇条書きくらいにす

るのかによっても随分と違ってくるかと思う。その辺を（事務局に）検討していただきた

い。 

 

委員 

 内容も濃く、ボランティアの重要性についても書かれていて、読みごたえがあると思っ

た。市民の方で一番気にしていることは現須坂市立博物館をどうしていくかということ。

廃止になるのか、建替えになるのか、それともリニューアルするのか、一番知りたいとこ

ろはそこだと思う。現須坂市立博物館は残って中核（の博物館）になるというこであるな

ら、もう少しそこを強調していただきたい。また、須坂市立博物館の移転について議論が

出たとき、あの立地がどうしていいのかという点について、学校の近くで動物園も併設さ

れている公園の中で子ども達が来やすいからいいということをお話したが、そういった点

が利点としてあるので活かしていったら須坂を好きになる子どもが増えると思う。そうい

った利点が記載されていれば、市民の方も納得して、読んでいただけるのではないか。 

 

委員 

 現状（の博物館）を一体どうするのかということは、市民にとって一番重要な関心事。

今までの我々の議論では、現須坂市立博物館をうまく活用するべきだということで、それ

にのっとって、５頁の下のところ、「・現須坂市立博物館を改修し、市全域の中核館とする」

とある。中核館というのは、「各施設が有機的に機能するよう連絡調整を行う」ということ

になる。 

 現在の文章は普通の書き方。現状と課題。現状の部分が長々としていて、読まないと内

容が見えてこない。市は委員会にこういうことを諮問した、その結果委員会からは２つの

回答があった、それを前提にして現博物館は壊さないで改修して中核館にする（という話

になっている）。そして、あの場所でなくてはならない理由を、今までの歴史についてや何

故集まりやすいかを書くことにより、あの博物館へ意味を見出すだろうという指摘につい

て、重要であると思う。 



 

委員 

 先ほど言い忘れていたが、財政状態について。２頁の「須坂市立博物館の目指す姿」で

はじめて財政状況について触れている。「須坂市の厳しい財政状況を踏まえながらも、単に

財政的な理由だけではなく…」と書かれているが、自分の考えとしてはむしろ基本計画の

策定の中で、耐震・消防法の不適合・財政の面について、基本計画を策定しなければいけ

なくなった背景の中で財政問題があるかと思っている。私は、基本理念と目指す姿の中に

財政問題を入れるのではなく、策定の背景になったところに財政問題があったことが大事

な要素であると思うので、私はそこに入れるべきと考える。 

 

委員 

 我々が招集された理由のひとつ。しかし、現在の議論はお金の問題を越してしまってい

る。お金をかけなくても市全体がどうしたらよくなるかという論議を繰り返しており、市

民の文化的向上が重要であるとしている。お金をかけないように我々は議論しているつも

りであるが、博物館のあるべき姿、理想的な姿について博物館をどう考えていくか、次の

次元まで我々は論じているかと思っている。そのため、最初にこういった理由から、こう

いった内容について審議してほしいと委員会にいい、それらを通じて、もっと大事な部分

を委員会では論じた上でこのような方向に持っていくことにしたというような形にしてい

ただければ有り難い。 

 

委員 

 自分のふるさとを好きになるという部分が最初にないと、博物館にも行ってもらえない

なと思う。自分から、ふるさとのことを思って、その場所に行けばこのようなことが分か

るといった内容が、計画の中で一番最初に出てくると見ていただけるし、いいのではなな

いか。自分達のふるさとを好きになる、そう思わせてくれる人がそこにいるということが、

基本計画の中でわかりやすく見やすく出てくると来やすいかと思う。 

 

委員 

 博物館は教育の場であり、古いものを並べる場ではない。博物館が何故必要であるのか

という論議を繰り返してきたので、博物館はふるさとを理解し、将来を担う人をつくって

いく場所である。ふるさとを愛する人をつくっていくという理念を入れて、それを前提に

して（基本計画をつくっていただき）、しかしその中でもいくつかの条件があり考えなけれ

ばいけないことがいくつかあると書く。そのことを書いて、結論を書いてあとは具体的な

ことを書いた方がいいかもしれない。 

 

委員 



 市内には企業・ボランティア・NPO 等色々な団体があり、また近隣の中野市や長野市の

博物館と連携・情報共有をすると書いていただきたい。 

 

委員 

 博物館は市民全体に働きかけていかなければならない。だからボランティア活動もある。

その働きかけの中に企業も入ってこないといけない。まだ実験段階であるが、自分のとこ

ろでは企業とどういった連携がとれるか（考えている）。しかし、全部記載することは不可

能であるので、「等」と入れながら記載する。もうひとつ重要な意見が出た。例えば中野市

や長野県立歴史館等と連携するといった話が出た。学芸員を増やしたとしても本当に少な

い人数なので、周辺の学芸員達と連携をとっていくことは大事になってくる。連携を「や

ります」とか「やっていきます」等といった言葉は是非記載していただきたい。 

 

委員 

 基本計画は市民の皆様に読んでいただくことが大前提。全体的に硬くなってしまってい

るので、基本計画（という名称）にサブタイトルを付けてみるとか考えてみては。私達の

今までの議論は、通常の箱ものの博物館というものではなくて、「文化財をとおし、ひとづ

くり・まちづくりをすすめる」とある。こういった理念で博物館があるんだということを

もっとここでアピールしていただきたい。そのためには、サブタイトルで例えば「須坂か

らはじまる新しい博物館」とか付けて表紙を作って、そして目次を除いて１頁目のところ

に結論を書く。新しい博物館ではなくて機能分散型になる、学芸員を配置して育てます、

というようなことを１頁目に書いて、２頁目以降にこうなった理由等を書く。読み進めて

いくと、一般の方はそういうことかと分かる。今のように報告といった形になると、結論

はどこにあるのだといったことになってしまう。 

 

委員 

 先ほど意見があったように、市民目線で、どこに一番感心があり、それをどういった形

でアピールするかが大事になる。最終的には、この計画が市民の皆様が「なるほど、市は

ここまで考えているのか」と理解していただかないといけない。今我々がやっている議論

はそのお手伝い。 

 

委員 

 市民や須坂市へ来ていただいた観光客も含めて、分散型で色々なところにまわっていき

たいなというような形にしていくことが、色々な考えがあったとしても方向的に（そうな

れば）。私自身もどうすればいいのか考えているが、今の段階で、例えばバスの便。路線を

変えるとか、そういった方々専用の（バス等の交通手段）を用意するとか、色々とあるか

と思うが。どうしたらいいのか、方向性のようなものを私自身も描き切れていないが、ど



こまでそこら辺のことを盛り込むか。市民の人にわかってもらうためには、もうちょっと

見えるようなものにしてもらえれば。 

 もうひとつ、中核館ということで現在の博物館、笠鉾会館は蔵の町の中核館にすると。

その中核館というものの中身として、そこでお仕事をされる人を考えると、現在の博物館

の中核館と蔵の町の中核館で、仕事の中身だとか人員の配置だとか（をどうするつもりな

のか）。そこら辺まで考えて。中核館というのはわかりにくい。 

 

委員 

 最終的にはこの計画は須坂市、須坂市教育委員会で出すことになる。そうすると、観光

とかとどのくらい棲み分けができるのかが問題になってくる。博物館を通じて、市民や市

外の方が須坂を理解するためにはどうしたらいいのかということを入れていただければ、

今言われたことに近づくのではないか。 

 中核館について私も気になったのだが、このままでは今までと変わらないのではないか

と。今の段階だと色々なことが書かれすぎて。これを最終的にどこまでやるか。今のまま

でいくと、ここで審議した内容は何の意味もなくなる。我々は色々言うが最終的に市が決

定するわけだが。中核という意味がよくわからないという。我々もよくわからない。その

辺はよく考えた方がいいだろうと思う。 

 

委員 

 基本計画案自体は一生懸命作っていただいていると思うが、一番大事な部分が薄まって

しまっている。機能分散やまるごと博物館というキーワードは出てきているが、それ中心

で書いていかなければならないにも関わらず、従来の博物館に関する機能や使命を書いて

いるように読めてしまう。この計画案を呼んで、分散型の良さを市民の方に読み取っても

らおうというのは無理。もっと積極的に機能分散型のメリットを中心に書いていただいた

方がいいのでは。博物館はもう文化財を守っていればいいという時代ではなく、地域づく

りの核にならなければいけない時代であると思う。それを中心としながら基本理念や使命

だとかを書いた方がいいのではという気がする。すごく違和感を持ったのが使命のところ。

本当にありきたりなことしか書いていない。やはり機能分散になったからこその使命が書

かれるべき。 

 

委員 

 （今ある案の文章を）取る取らないは市の方で判断。我々が言っていることをすべて入

れるとらちがあかない部分もあると思う。従来のように古いものを陳列するというもので

はなく、学習や観光の拠点になったり色々な要素を持って、最終的に須坂市に誇りを持て

る人達をどれだけつくっていけるかが博物館の良さであると思っている。そういった意味

で、まるごと博物館というふうに捉えることによって、今まで気が付かなかった須坂市の



良さが見えてくるようにしなければならない。今度、学習の拠点としての博物館について

講演を行う予定である。図書館は無料なのに博物館に入るのに何故お金を払うのか。図書

館に一生懸命市がお金をかけているのは、学習してくれる人が一人でも多くなれば市の文

化レベルが上がって市が良くなるという発想からだと思う。博物館もそういうものである

と思う。私達が目指しているのは、今までの形ではなくて一人ひとりが豊かになれる博物

館にするにはどうやったらいいのかということなので、メリットの部分をもっと書いてい

ただき、なるほどなという（市民の皆様が納得していただける）方向に持っていければと

思っている。 

 

委員 

 まず須坂市としての博物館の方針。単純明快にわかりやすく書いていただき、イメージ

図もうまく使っていただいて。（現在の基本計画案を）読んで、今までの歴史や色々な史跡

がたくさんあるということがわかるが。一番は笠鉾会館をどういうふうに使おうとしてい

るのかわからない。あと、版画美術館と人形博物館の近くに武家屋敷（歴史的建物園）が

あって、あれはなかなか上手に古いものを展示しているなと思う。時の鐘とか、そういっ

たものをうまく関連づけて話をもっていっていただきたい。 

 あと、数値的なもの。収蔵品は多いが博物館として展示してきたものは数が少なくて、

今度関連ある施設あるいは古い建物等をうまく使って町の中を全部博物館にするならば、

今まであった展示品これだけ展示できる、今までの○倍まで展示てきる、ですから皆さん

勉強してください、といった（ことをアピールするために）数値的なものも記載できれば。 

 

委員 

 実は資料は常時展示をできない。展示をすることはそれだけ劣化が進むことになるので。

県立歴史館でも恐らく（収蔵品の）1,000 分の１も展示をされない。一気に展示面積を増や

してしまうと見る側も何となく見てしまう。今の意見の展示品を増やした方がいいのでは

ないかというのもひとつの案であるし、逆に多くあるものを展示替えを通じて展示してい

くというのもひとつの案である。市民に誇りをもっていただける展示を考えていきたい。

先ほども意見が出たが、例えば笠鉾会館はどういったところなのか具体的な状況が示され

ることによって、市民にもっとわかりやすくなると思う。 

 一番思うのが、「須坂市立博物館基本計画」というタイトルだと、読む側は見にくい。私

だったら「須坂市はこんな博物館を目指します」とかの方が読んでもらえる率が高くなる

と思う。表紙というものは顔になるので、少しでもに取っていただけるように、表題と写

真とで顔をつくっていただければ。 

 

委員 

 基本計画のことを小中学生等の下の世代にももっと知ってもらいたい。もっと手に取っ



てわかりやすいような写真や絵や地図で表現したり。まるごと博物館というワードは既に

出ているので、それを実現するためにモデルコースを示したり、この博物館はこういった

ことを展示しているとか。 

 

委員 

 今回、須坂市はコンサルを何も入れずにすべて自分達でやっている。よくここまでやっ

たというのはほめないといけない。他所ではコンサルを入れて、血も何も通わないものが

できあがる。コンサルを入れないことによって、自分達は何をしなければいけないという

ことがよく見えてくる。先ほど承認いただいたが、博物館長を正式に委員として入れるこ

とは、具体的にやっていくときに責任をもってやっていく人が中にいますということを訴

えられる。 

 

委員 

 現在の基本計画案は、須坂の歴史もよくわかり内容的にはよくできていると思うが、こ

ういった内容を盛り込んでいいかわからないが、改築にあたりバリアフリー化するとか、

お手洗いは洋式化するとか。あと、各館の名称をどうするか考える必要があるのでは。 

 

委員 

 バリアフリーは近年では当たり前のこと。書くことで市民の共感が得られるので、当た

り前のことは書く。愛称を含めて親しんでいただける方策については、今後考えていきま

す程度でいいと思う。今ここで決める必要はないが、今後の方向として考える必要はある。 

 

委員 

 ここに書かれていることが市民の皆様にすべてわかっていただけるということは到底な

いので、カラーで須坂市報に２ヶ月くらいかけてかなりのスペースをとり、これ（イメー

ジ図等）が現在盛りだくさんすぎるので少し整理して端的にし（掲載する等をしてはどう

か）。 

 

委員 

 （市報で基本計画（素案）について意見を募ったが）意見はほとんどでなかった。あれ

だけ意見が出てこないということは、市民に関心がない。圧倒的な人達は博物館が興味の

対象にない。興味の対象にないものを対象にするにはよほどの PR をする必要がある。その

ための手法として、今意見が出たのは市報。我々がやっていることは市民のためになるこ

となので、それをしっかり PR していただく手法を考えていただきたい。今カラーでという

意見が出たが、HP 上でやればお金もかからずにできる。 

 今日の話を聞いていると、現在の基本計画案を構成から全部変えていかなければならな



いようである。次回でもう一度内容を確認するが、（今回意見が出た内容に）変えたものを

早めに送っていただき（再度検討を行う）。 

 

事務局 

 ご意見をいただいたとおり、最初から違った部分もあった。私も勉強させていただいて、

皆様が理想とする姿を実現するのは先の長い話だと思うが、計画に盛り込まないことには

先に進まないことなので、目指すべき姿は書き込んでそれに向けて進んでいきたい。 

 

委員 

 これを市民に広げていくにはどうしたらいいのかということが一番大事で、そのための

紙媒体をどうやって作っていけばよいかということを今やっている。 

 

委員 

 ３頁の上の段について。色々な施設が独立して活動していると書かれているが、現状も

分散しているということだと思う。別の意見になってしまうかもしれないが、現状で分散

しているということを明確にして、それぞれの施設の機能をはっきりさせて。我々がいっ

ている「まるごと博物館」というのは、現状分散しているのを統合しなければならないと

いうことを話しているかと思っている。言葉の意味としては正反対の意味だが。分散して

いるものを統合するが、その統合の仕方は箱ものをつくるのではなく、同じ理念のもとに

あたかもひとつ（の博物館）のようにみせるという。その点から考えると、今までの分散

と今回の分散がどこが違うのかということは、ハードウェアで統合するのではないという

ことを説明すれば、モヤモヤとしたものは消えるのではないか。 

 

委員 

 各地にある施設で、現状で連帯ができていない。それをより機能的に連携させるのが今

回の分散型の案である。今まで市がしてきたことに対して反対するものではなく、これで

より機能的にするのが分散型だと市民に説明していただくと、違和感はないかと思う。 

 

委員 

 建設的な意見はなかなか難しいが、博物館に対するイメージがあまりよくない。そもそ

も分散していくことがよくないとか、行きづらいとか。博物館に対するイメージも、暗い

とか悪いイメージが元々あるのだと思う。イメージを持っているならまだいいが、市民の

意識の中に博物館という存在そのものがない分散が悪いイメージならば、それをいいイメ

ージにできるよう努力を。 

 

委員 



 手に取っていただける工夫を。何度もいっているが我々は色々と無理難題を言っている

わけで、最終的にはこれを作ってもらわなければならないと思っているが。 

 

委員 

 博物館に来ていただくには、目玉の展示品をつくり、行ってよかった、私も行ってみた

い、といった来やすい博物館つくりをしていかないと広がっていかない。 

 

委員 

 博物館をどうしたら見ていただけるか、我々は考えていかなければならない。それは、

市民の方からの要望があったり、市の方がそういった方向にもっていけるように。この計

画は方向性を示すものであり、計画をすべて実施できるということではない。 

 

委員 

 基本理念の部分に、総合計画を受けて…といった書き方がされているが、基本計画全体

もそこを強く推していいのではないか。総合計画としてこういったことを掲げていて、分

散型にすることによって創造的なまちづくりを実現できるといった書き方の方がいいので

は。その点でこのイメージ図を見てみると、先ほど分散なのか統合なのかといった話もあ

ったが、これ自体は統合のイメージ。今回、点が面に移行するわけだが、分散することに

よって今まで点でしか見えてなかったものが面として見えてくるということ。それを表現

してもいいのではないかと。結局は総合計画を受けて博物館を考えようとしたときに、地

域との関わりだとか、須坂の様々な事柄とこの博物館がどう関わっていくのか。博物館以

外の外的要因と博物館との関わりもこの図に入れておいた方がイメージしやすいのではな

いか。それによって、まちがこのようによくなるといったイメージを持っていただけると

思う。このイメージ図はしばらく広報等の資料に使われていくと思うので、気合を入れて、

場合によってはお金を使ってもいいのではないかと。 

 

委員 

 地域全体が博物館ということは、地域全体が見てもらう対象になっていくということ。

そういった方向性が出てくると、もっと魅力的になってくると思う。中で論議していただ

き、可能であれば教育委員会だけでなく観光サイドとも話し合っていただければ。 

 須坂商業高校の跡地について、要望書が出ているようである。事務局より説明をお願い

する。 

 

事務局 

 先日、旧須坂商業高等学校の同窓会長と副会長名で要望書をいただいた。宛先が博物館

基本計画策定委員会。内容は、平成 27年３月をもって須坂商業高等学校は閉校となったが、



ご存じのとおり、須坂の製糸業に貢献した越寿三郎の息子・泰蔵が設立した伝統と歴史の

ある学校であり、様々な資料が残されていたとのこと。その資料を使い、一室を使って歴

史資料館として活用していきたいとの要望があった。商業高校の跡地とその資料館につい

て、現段階では今審議いただいている計画に（盛り込むこと）は難しいと思っている。委

員会宛てであるが、まるごと博物館の中に入れるのか、越寿三郎関係の歴史資料館として

扱うのか、事務局の方で考えさせていただきたい。 

 

委員 

 我々がここで審議するよりも、市の方で何ができるか（検討していただきたい）。ただ、

我々としては、資料はできるだけきちんとした形で保存した方がいいという意見は出して、

あとは（事務局の方に）お任せしたい。 

 

委員 

 以前委員会で配布された文化財の地図と一覧について一般の方は見ることができるのか。 

 

事務局 

 一般の方用には出していない。 

 

委員 

 是非活用していただきたい。 

 

◎審議により、第９回委員会の日程は 10 月 30 日（金）午後２時から４時、あわせて、第

10 回委員会の日程は 11 月 30 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 38 分） 


