
令和 3年度 第 1回 いいづな歴史ふれあい館協議会 

会議録要旨 

 

日時 ： 令和 3年（2021年）5月 13日（木） 

10：00～12：15 

場所 ： いいづな歴史ふれあい館 小ホール 

 

１ 開  会 

 

和田係長    これより令和 3年度 第 1回いいづな歴史ふれあい館協議会を開会します。 

 

２ 教育長ならびに歴史ふれあい館長 あいさつ 

 

馬島教育長  おはようございます。お忙しい中、お集りいただきありがとうございます。いいづ 

な歴史ふれあい館をよりよい館にするために、貴重なご意見をいただきますよう、

よろしくお願いします。 

 

富樫館長    この館のリニューアルという特命をいただいて町にお世話になり 3年目とな 

り、いよいよ正念場という覚悟でおります。文化財調査委員会のご協力のもと、

3 月に図録「飯綱町の文化財」を発刊することができましたが、このような資料を

つくることができたのは、先人の努力の蓄積のたまものであると感じました。協

議会はかしこまった場ではなく、建設的な意味で、自由にものが言える、そうい

う会議にしていただきますよう、どうぞよろしくお願いします。 

 

３ 協議会委員の委嘱について、委員等自己紹介（思いを含めて） 

 

黒栁委員    館の天文部門の運営協力員をしています。コロナ禍のもとで、星空観望会も 

なかなか思うように実施できていませんが、これからもよろしくお願いします。 

小林重委員   継続してこれからも「学校とふれあい館との連携」という面で、委員としてお世 

話になります。よろしくお願いします。 

小林雅委員   町住民として、お仲間に入れていただくことになりました。懐かしい顔の方々 

もおられて、ほっとしました。歴史のこともこれから勉強させていただきたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

近藤委員    この館はいままで非常にレベルの高い活動をされています。うちの博物館も 

数年前にリニューアルをし、地域づくりとからめた博物館活動を目指しています。

その経験をお伝えする一方で、この館から学ばせていただくこともあると思いま

すので、よろしくお願いします。 

中島委員    前公民館長から引き継ぎ、4月から公民館長ということで名を連ねさせていた 

だいています。一日も早く自分の意見が言えるよう、協議会の中で勉強をさせ

ていただきたいと思っております。 

中村委員    引き続きということで、今回もお受けしました。早めに着いたので 3階の展望 
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台を見せていただき、あの五岳の景色を見て、これこそ大事な文化だなと思い

ました。山の残雪と、麓から緑がのぼっていく様子に生きる力をもらっていると

いう気がしました。「町の文化財展」の図録の編集に携わらせていただき、町に

こんなにすばらしい文化財があるということを知り、また、今年は良い特別展が

できるのではないかと期待してまいりました。よろしくお願いします。 

松木委員    継続で委員となる松木です。歴史ふれあい館とのつながりは古文書教室を 

通してです。仕事を退職してから、妙高市から長野市にかけての様々な社会活

動やボランティア活動をしています。町の歴史や自然にもいいものがたくさんあ

り、それをどう残していくか。いろんな人の意見も聞きながら、ふれあい館にも対

応をお願いしていきたいと思っています。 

宮本委員    町の食育推進するグループとして、「だんどりの会」の活動をしています。保 

育園から、中学、高校にまで、郷土料理の伝授や、小学校での米作り体験に

関わっています。子どもたちにわかりやすく伝えるためにも、私たち自身が広く

学ばなければならないと感じています。ふれあい館の特別展等の積み重ねを

通して少しずつ伝えていけるよう、少しは恩返しもと思っているところです。 

矢野委員    歴史ふれあい館はときどき楽しみに観せていただいてます。中学校の図書 

館で一般開放の時間にお手伝いをさせていただいています。普通の一住民で

すので、お役に立てるかどうかわかりませんが、どうかよろしくお願いします。 

 

◇事務局自己紹介  馬島教育長、和田係長、富樫館長、小山担当係長 

              （高橋次長、福井主任は都合により欠席）  

 

◇４ 協議会について・・・資料 2協議会について事務局より説明 

 

５ 協議会会長ならびに職務代理の選出 

 

  ◇会長に、中村委員を選出（委員互選による） 

  ◇職務代理に、宮本委員を指名（会長指名による） 

 

６ 議事 

 

中村会長    最初に、新しい委員の方もおられ、館の特別展、ならびに合併 20周年に向 

けてのリニューアルという大仕事を抱えていますので、まず館内を視察していた

だく時間をとってあります。会議では本当に自由にお考えをどんどん出していた

だき、その中で共通項を見つけていきたいと思います。新しい委員の方にもどん

どん意見を言っていただき、和やかな中で進められるようお力をお貸しいただき

たい。では、案内をお願いします。 

 

（約２０分をかけて、館内の展示を内覧）。 

 

中村会長    これから展示の中身やあり方、館の課題を検討しながら、それをリニューアル 

にも生かしていきたいと思います。では資料 3 の「館の現行体制と令和 2 年度

事業報告」について、説明をお願いします。 
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富樫館長    資料３を説明。現行体制は、館長と学芸員がおり、職員については、3月まで 

館の事務室に勤務していた福井さんが 4月から町の正職員となり、発掘や埋蔵

文化財の担当となりました。福井さんにはそのまま館にいて活躍してもらいたい

と期待していましたが、町の人員配置検討の中で、町民会館に勤務し、ふれあ

い館の一部業務も担当していただくということになりました。埋蔵文化財担当は、

もともとふれあい館と関わりが深いので、この協議会にも事務局スタッフとして加

わっています。以上のことから、4 月以降パート職員として事務室におられるの

は小林さん 1名となり、マンパワーが昨年度から減少してしまった状況です。今

現在、事務室で庁舎管理や受付等をお願いするパート職員の募集をかけてい

ます。また、館を支える体制としては、協議会委員、運営協力員、関連協力グ

ループの方々がおられます。ふれあい館の利用状況では、通常来館者のほか、

教室・講座・出前講座、小・中・高校の授業支援があります。資料のグラフに見

られるように、近年観覧者数はかなり減っています。令和元年度はコロナ禍の

前年でしたが、この年は企画展開催ができなかったことが観覧者数の減少にな

りました。次頁のグラフは「レファレンス・講座・総利用者数」で、最近はレファレ

ンス件数が増加傾向にあります。講座関係は昨年大きく減少しました。一方、

昨年の秋以降、この小ホールを会議等に使えるようにしたことから、図録の編

集会議等に館を活用しました。それらの効果もあり、施設総利用者数の減少は

抑えられました。（その他、令和 2 年度の主な活動状況と刊行物等について説

明。） 

 

中村会長    これからを考えていく上では、沿革にあるように、「むれ歴史ふれあい館」とし 

てスタートしたこの館ですが、令和 7年 10月には町制 20周年を迎えます。そこ

で、常設展示において合併した旧三水村のことが未だにほとんど触れられてい

ないことが大きな課題です。リニューアルの中で、展示関係のあり方を抜本的

に考えていかなければなりません。この協議会の中でも検討していきたいと思

います。令和 2年度の報告について、ご意見、ご質問はありますでしょうか。 

では、次の資料 4「令和 3 年度の事業予定と特別展企画（素案）」について、

お願いします。 

富樫館長    資料４の説明。子ども向け夏休み企画は、今後の状況により実施可能かどう 

かわかりません。特別展はなんとか開催したいと考えています。開催には準備

期間が必要ですので、まずは開催するという予定のもとに準備をすすめます。

関連する特別講演会を 3回、連続文化財講座（ミニ講座）全 15回を予定。これ

は近年多くなってきたサイエンスカフェ風の講座にしたいと考えています。（さら

に、特別展に関連することとして「町の歴史文化の拠点づくり構想」と年間スケ

ジュール表についても説明。） 

中村会長    令和 7年度までの大きな構想と、特別展で具体的に何を展示していけばい 

くかということが課題です。図録は「特別展」展示の資料ですが、二村が一緒に

なった飯綱町では、これまで文化財について 1 冊にまとめられた資料がありま

せんでした。指定文化財には、展示できるものと、持ってこられないものがある

ので、それらを選び、展示にするための検討が必要です。大きな構想としては、

毎年の特別展展示を積み重ね、それを町の 20 周年のときの新しい常設展に

生かすこと。この館が本当の意味で町の歴史ふれあい館としてリニューアルし、
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町民の皆さんに館を活用していただき、この町に暮らす良さを実感していただ

く、そのためのアイデアを出し合っていくことがこの協議会の仕事だと私はとら

えました。皆さん、いかがでしょうか。 

委員       子どもたちの中には、歴史に関心をもつ子がいます。その子たちの関心とう 

まくマッチングさせて、子どもの頃からこの町の歴史に興味をもってもらう。そし

て、この町の歴史や良さを引き継いでくれる子が出てきてくれるよう、館を活用

してほしい。鍛冶体験や小玉古道の体験など、授業のときだけでなく、児童館

の活動などでも体験してもらえるよう、地元の人にも協力してもらい、楽しく学べ

る機会がもてればと思います。 

中村会長   この町の子が恵まれているのは、保育園から小・中・高校とずっとつながって 

いる子たちがいること。その子どもたちの学びと、館がどういう接点をもっていけ

ばいいか、その工夫をリニューアルに取り入れていったらいいというご提案だと

思います。もちろん学校の先生とも相談しないといけませんが、この館が子ども

たちの心を躍らせるような館になれるかどうかが問われると思います。 

委員      低学年までは比較的出てくるが、4年生以上の子は本当に少ないので、親子 

と、高学年の子を引き付けることを大事にしてゆくとよいと思う。20 周年に向け

ての課題としては、最初に説明された職員体制をしっかりさせていかないと。早

めに実働部隊となるサポーターやボランティアの募集をかけたらいいのではな

いか。多くの行事がある中で、主体となって動ける人員が脆弱です。町だけで

なく、外部の講師等も呼んで、千曲川の災害とか、自然では植物観察とかもあ

るし、他の博物館との連携をとるとか、館の負担を少なくしてやれることがあると

思う。館の役割は、イベントだけでなく、資料の保存もある。先日の新聞記事に、

市の公文書館への市民からの寄贈が増えているとありました。そういう資料の

散逸を防ぐという基本的な業務も忘れないでほしいし、協議会としても何かサポ

ートできることがあるのではないかと思う。 

中村会長    昨年度から館にこられた福井さんは、エネルギッシュな人だなと思って期待し 

ていたんですが、関係は切れていなくても、座席は公民館になっちゃったと。

様々な行事や 20 周年に向けた検討で、館長さんや小山さんには何人分もの

仕事を背負っていただいていますが、町にはもう少し職員の充実も検討しても

らえないかと思います。併せて、今言われた実働部隊で動いてくださるサポー

ターやボランティアの組織づくりが大事だと思います。今までも、古文書教室と

か、宮本さんたちのように興味をもって館と一緒にやってきてくださっている

方々がいますが、具体的なテーマに沿った協力員組織がないといけない。教

育長さん、いかがでしょうか。 

馬島教育長   職員の体制では、町全体でいえば、どの課も人が足りない状況があり、限ら 

れた人材の中で出来ることをやっていこうということです。学校のほうはコミュニ

ティスクールということで、学校の先生だけで子どもを育てるのではなく地域で

育てていくということで、いろんな学習に協力をしていただいています。この館も

一部の職員が企画運営していくのではなくて、町民の声を反映して町民の力

でやっていかないと何もできないなと思います。ぜひ協議会の皆さんや文化財

調査委員会の皆さんの協力のもとにやっていってほしい。 

中村会長    そういった組織づくりについて早めに町民に向かって発信し、協力体制をつ 

くりましょうよ。 
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委員       とくにリニューアルをする場合、協力する人がいないとできません。重要な課 

題になっている三水地区の展示では、用水をとりあげる話があります。その場

合、当事者は農業をずっとやってきた人たちになる。これまでそういうことに関

わるのは男の人たちで、用水などのことにかなり詳しい人たちがいます。そうい

う人たちの中から、協議会委員にもなってくれる人がいれば。しっかり百姓をや

りながら、俺たちはこうやって用水を守ってきたということを言ってくれる人にぜ

ひ加わってもらわないと、あれだけ歴史あるものをきちんと展示できないと思う。

私も自信がありません。ぜひ協議会委員に一人は、そういう当事者に加わって

もらいたい。 

        子どもたちにこの館を利用してほしいということは前から言われていますが、3

年生の授業に「昔の暮らし」の単元があるので、それを拡げて、ここに来れば

衣食住、環境も含めて、昔の暮らしがどうだったかがわかるように出来ると思い

ます。箱膳のことや、米作りと一緒にあった食暦が展示になれば、非常にわか

りやすいのじゃないか。子どもたちがここに来ないということですが、私らがふ

れあい館と一緒にやってきた食育推進講座には、親子連れで毎年何人かは

参加され、2 年生の石臼体験と併せた形でも、もう 10 年以上やっています。あ

まり数字に出ないですが、トータルにすればかなりの数字になる。先生によっ

ては、米づくり体験で育てた稲わらを使っての納豆づくりとか、大根をつくった

らその保存法とか、昔の人の知恵にふれる機会はこれまでもありました。 

委員       協力体制の話ですが、「地域おこし協力隊」の人たちの力をもっと生かすこと 

はできないか。この町に魅力を感じて来てくれた人たちなので、若くてよく動き、

俯瞰的な意見や斬新な意見を出してくれると思います。この館の活動にも協

力してもらえるんじゃないでしょうか。 

中村会長     ナウマンゾウ博物館では、館のリニューアルとともに、館の活動への協力体 

制という面でどのようになっていますか。 

委員        信濃町では、リニューアルの前に協議会と町の住民との会議を設け、「持 

続可能な博物館のあり方」という基本構想をつくり、どういう博物館にしたいか

を検討しました。これから人口は減る、予算は減るということで、博物館をどう

持続していくかを議論し、それを土台に、野尻湖の自然の中にこれだけ面白

いものがあり、観光でも文化でも人が集まる拠点にできるし、人材育成もでき

ると。「氷河時代案内人」制度では、博物館のことや信濃町の歴史も説明でき

る地域学芸員の養成講座を設け、今 60人くらいが認定されています。今はコ

ロナで計画どおりにいかないところもありますが、そういう人たちのサポートで、

学芸員だけではできない体験学習とか案内をしてもらう。 

飯綱町の 20 周年はとても大きな節目なので、「この館が町づくりの中で、ど

ういう位置づけになるのか」という前提の議論がないといけないと思う。住む人

たちの生活につながる自分たちの博物館を構築できるかどうか、が一番大事

です。人が育っていけば、展示だけでなく、館をもっと活用していこうということ

になり、お金がなくても博物館は持続していけます。令和 7年まではあっという

間です。令和 3 年からの積み上げで、どういう形で作り上げていくかという具

体的検討の中で協力してくれる核になる人たちを集める。20 周年の後に力を

発揮してくれる若い人たちに入ってもらわないといけないと思う。だから、学校

が重要です。小・中・高校の人たちがどれだけこの館のリニューアルに関わる
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ことができるか、それを今年度の大きな目標にしてもらえればよいと思います。

そういう計画を今の段階で作らないとなかなか大変だと思います。新しい人た

ちによる新しい発想もいいですが、今日館内を見学させていただいて、やっ

ぱりこれまでのゆったりした展示もいいなと再確認したところがありました。この

良さを保ちながら、新しいものを入れていくようにしてほしい。予算的なところ

では、使える補助金もあると思います。 

中村会長     今のお話で共通しているのは、マンパワーが必要だということ。館長さんや 

小山学芸員さんが温めているものの具体化がリニューアルにつながると思い

ますが、実働部隊で動いてくれる人を育てることは、町づくりの観点でこの館

がどう機能していくかにも関わってくることです。「この館を充実させるため」の

住民との話しあいの場をもつことが必要で、会合というと出席者を指名して集

まってもらうことが多いですが、できるだけ若い人にも参加してもらい、「どうし

ましょう」ではなく、「こういうことに参加してもらえないか」という呼びかけの場に

しなければ、というご提案かと思います。そこらについて、他にどうでしょうか。 

委員        今日の話で、ふれあい館の構想がわかり、20周年に向けての大変さも見え 

てきました。急がないと間に合わない状況であることも感じました。たとえば、

公民館が間に入って、人材確保のためにこれまでやったことのないことをやっ

てもいいのかなとも思います。いろいろ相談しながら、町で取り組むこと、公民

館で取り組むことをよく考えてやっていきたいと思います。 

中村会長     ほかに何かアイデアはないでしょうか。 

委員        今、うちの地区でも地域創生事業というのがあります。その委員には若い人 

たちがいます。30 代の人、子どもをもつお母さんもいて、意欲のある人もいま

すので、そういうところに声をかけてもいいのではと思います。 

中村会長     地域創生というと、高齢者の活性化を考えてしまいがちですが、若い人た 

ちの活性化を考えることも大事です。具体的な組織づくりのため、構想をしっ

かりもつためにも、若い人たちからの意見を聞く場を至急もつ必要があります

よね。その中から、こういうことなら積極的に関わってみたいというような人が出

てくればと思います。 

富樫館長     そういう機会を、ぜひ考えていきたいと思います。 

馬島教育長   前委員のルビンさんは四国に行かれましたが、この館が親子で楽しめる体 

験型の施設にしてほしいと言っておられました。いろんな意見を聞けば、具体

的イメージもふくらむと思います。 

委員        大学等との連携というのもあります。イベントで協力してもらうとか、ポスター 

をつくるとか、そういうことは比較的やりやすいのではないか。町では大学等と

の連携協定のようなものはあるんでしょうか。 

馬島教育長   教育委員会では、保育とか子育て支援とかという面では県立大学と連携を 

とってやっています。 

委員       中学生議会とか、そういう取り組みもある。館の課題を知らない彼らに投げか 

ければ、やれることがあるかも。旧西小のとき、「未来の子どもラボ」というイベ

ントがあり、中学生がスタッフになって施設内を案内し、小学校高学年もそれ

をまねて準スタッフのように活動したことがある。そういう体験をやってもらえば

未来につながっていくのではないか。 

馬島教育長    5月 10日に子育て支援センターが開所し、町内外からいろんな人が来てく 
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れています。そこに来るお母さんたちは、良い施設が出来たと喜んでくれてい

ますが、すぐ目と鼻の先にこの館があるのだから、ぜひ一度ここにきてもらい

たいし、３階の眺めを見るだけでも感激してもらえると思います。出口アンケー

トでもとって、「もっと子どもとここに来たくなるには、どういう館になればいい

か」とか、若いお母さんたちに聞いてみたい。 

中村会長     今日のお話の中で、可能な提案にはすぐに取り組んでみたいし、核になっ 

て協力をしてもらえそうな人に集まってもらって、具体的に会合を開くことも、

ぜひすすめていければと思います。会議終了時間も迫っていますので、他に

ご意見はいかがですか。 

委員        星空観望会をやっていても、中高生がなかなか来てくれない。若い人に、も 

っと来て、利用してほしいと思っています。 

中村会長     中学生や北部高校生も、組織化をすれば考えてくれるかもしれないし、自 

分たちでこうしようと背負ってくれる人が出てくれるかもしれない。 

委員        この館がたくさんのことをやっているというのを知ってすごいなと思います。 

先ほど、子どもたちが授業以外のところで関わってくれればという話がありまし

たが、公民館で募集して行う子ども向けの教室もありますよね。そういうところ

に、この館も入ってやったら、親子ともどもでやれるかなと思います。若い世代

の若いってどのくらいまでを言うのかわからないですが、私も 1 年に 1 回来る

かどうかという感じですので、高校生くらいの人がここに来館されるのはたぶ

ん無いのかなと思います。何度も足を運んでくれるような場所になってくれる

ために、どうすればいいのかを考えていきたいと思います。 

委員        大変興味深く、いろいろな話を聞かせていただきました。私は三水地区に 

住んでいて、地元の用水の役などもやらせていただいています。三水地区に

とっては最も意味のある財産が用水であると思いますので、用水のことを取り

上げていただきたいと思います。これまで私はこの館にはほとんど来たことが

なくてお恥ずかしいのですが、歴史を研究することと同時に、今、財産である

用水がおろそかにされているという状況があります。棚田はいっぱいあります

が荒れている状態で、歴史を学ぶという一方で、目の前で地域の財産の保全

がおろそかになっている状況があり、自分の頭の中で整合性がとれなくて悩

んでいるところです。町の 20 周年に向けて（リニューアルを）成功させることが

第一になると思いますが、歴史を学び、この館を存続させることがどういう意味

をもつことなのか、一方では自分たちの生活はどうすべきなのかということを考

える機会を作り出していくことが大事かなと思います。 

中村会長     今言っていただいたことが、今日の大事な成果であろうと思います。とくに 

「この館がどうあったらいいか」ということは、地域の人たちにとって町がどうな

っていったらいいのかということにつながっていくと思います。「飯綱町の文化

財」の図録を作っているとき、33 件の文化財は、一般にいわれるような希少価

値だけではないことに気がつきました。ここに生きてきた人たちにとって、絶対

に忘れてもらっては困るものというものがあり、それはこれからの生活に生かし

ていきたいものです。文化財図録も、そのような紹介をすることを念頭につくり

ました。改めて「大事なもの」を発見してもらえる、そういう特別展にしたい。そ

れは、20 周年のときに、この館が町民の皆さんに受け止めてもらえることにも

つながると思います。そのことを今日の会議で確認できました。ただ、これを実
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行していくにはサポーターやボランティアを含めて、マンパワーとなる組織づく

りを考えないといけない。 

本日の議事については、このようなまとめで、よろしいでしょうか。 

では、事務局にお渡しします。 

 

和田係長     どうもありがとうございました。 

（その他事務連絡など） 

 

 

閉会のあいさつ 

 

宮本職務代理   まとめもしっかりできて、いよいよ具体的なところに進んでいくのかなという 

ことで、とてもありがたく思いました。今後とも、よろしくお願いします。本日

は長時間にわたりご協力をいただき、ありがとうございました。 

 

（閉会） 


