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令和３年度第 4回 いいづな歴史ふれあい館協議会 

会議録要旨 

 

日時 ： 令和４年（2022） 2月 25日（金）10：00～11：50 

場所 ： いいづな歴史ふれあい館 小ホール 

１ 開  会 

 富樫 これより、第４回協議会を開会します。 

２ あいさつ 

 馬島教育長 先日五輪選手の小林氏が来町した。久しぶりの明るい話題だった。コロナ禍の下で協 

議会でも十分にできなかった部分もあるが、今年度最後の会議とのことで、また皆様の忌憚の

ないご意見をいただければありがたい。 

中村会長 地域の行事なども減らされている中で、この協議会でも皆様と膝を詰めて十分に話し合う 

時間がもてなかった。今日は今年度のまとめ、そして前回視察をした結果をもとに、館のリニュ

ーアルについて、どんなふうに構想を立てていくか、ご意見をいただければ。私もこのむれ歴

史ふれあい館をつくるにあたって２０年以上も前に準備に携わらせていただいた。準備段階

での館の構想の資料にこんなことが載っていました。「本計画は歴史を学術としてとらえるので

はなく、地域の自然環境と暮らしに深く根差し育まれた牟礼人のぬくてえ人情、ぬくてえ気質、

暮らしの知恵、諸文化の総体として多面的にとらえていく。さらに来館する人々、いわゆる相

手の立場に立ちながら、テーマも展示も備えも建屋も運営も、どこをとらえても牟礼村ならでは

の、どこを切り取ってもぬくてえ血と心の通う館を、皆で関わり、皆でつくりあげていく・・・」と。

歴史ふれあい館の“ふれあい”というところで、村の良き伝統や地域の特色を皆でつくりあげて

いく願いが込められていると思う。須坂と信濃町の二つの博物館を視察させていただき、改め

て基本構想の大切さ、それを実現していく具体的な取り組みがどうあったらいいか、皆様もい

ろいろアイデアを持てたのではないかと思います。よろしくお願いします。 

 

＜事務局より配布資料 1～5を説明＞ 

 

3 議  事 

（１）令和 3年度特別展のふりかえりについて・・・・・・・・・・・・・・ 資料 2 

中村 ３年度の特別展のふりかえりについて事務局からお願いします。 

富樫 資料 2をご覧ください。会期中の観覧者数は 585名で、連続講座 195名、講演会 163名。コ 

ロナの影響での人数制限、会場制限もかなり影響していますが開催することができました。県

内の町外の人が 30％くらいを占、県外から 10％くらい、町内の方が 60％程度。会期中にアン

ケートの形でさまざまなご意見をいただき、面白い気づきもありました。その内容については、

今回まとめて館の紀要に記録として残す予定です。紀要発行の前に、いいづな歴史講座とし
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て 3 月１９日（土）に中村会長と富樫から話題提供させていただく予定。題名は「はっとした飯

綱町の文化財」です。できれば詳細はそこで。 

中村 図録を作成し、なおかつ町の 33件の文化財を一堂に展示する、もちろん実物を展示できな 

いものもあったわけです。 

富樫 実物展示は 12点でした。 

中村 それ以外のものも写真等々に収めて、町内のどこにそれがあるか地図上にもプロットしまし 

たが、皆様いかがでしたでしょうか。 

委員 アンケートに答えたときに、缶バッチを配った試みがありましたが、あれはまわりから聞いても 

とても好評で、面白くてよかったと思います。子どもも付けていました。 

富樫 缶バッチのアイデアのもともとは宮本委員からいただきました。図録の表紙を見て、文化財 

がちょうど丸い玉のようになっていて、これは缶バッチにちょうどいいという話が出て、急遽用

意させていただきました。 

委員 缶バッチがあってあの表紙が出来たと思っていましたが、実際は逆でしたか。 

委員 缶バッチの製造機械がこちらにあるので、ぜひ有効に使ってほしい。 

富樫 アンケート回収を缶バッチと引き換えにした結果として 7割近くの多くの来館者からアンケ 

ートをいただくことができた。それがなければ回収率を上げるのはむずかしい。回答にはい

ろいろ参考になる意見があった。 

委員 連続講座では一つ一つの文化財をひもといていただき、この町はなんでもある町だということ 

で、他所から来た人にも説明できる話題をいただき、ありがとうございました。 

中村 よろしいでしょうか。今後のことを考える上でもまた何かありましたらお願いします。では次の 

他の博物館視察報告のほうに入りたいと思います。 

 

（２）視察の報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料 3 

富樫 あらかじめ視察のときにお配りした用紙に感想を記入していただくようにしましたが、委員に 

よっては、書ききれずにレポートの形で提出いただいた。また、項目別でなく感じたそのままを

書かれた委員もおられます。ここには、そのご意見や感想を並べ替え、ほぼ丸々まとめてあり

ます。また事務局として協議会の議論として大事だと思われるところには下線を引かせていた

だきました。個々の委員のお名前は明記せず、A 委員、B 委員というように順不同で並べてい

ます。ただし、H 委員と I 委員の感想はレポートになっていましたので、名前がわかるようにな

っています。また、I 委員の感想については、すでに大事な箇所にご自身で下線を引いてあり
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ましたので、事務局で下線は引いていません。 

 A 委員の感想：飯綱町での 2 館の博物館の維持については、信濃町のきびしい現状を思う

と、できないことではないだろうというご意見。リニューアル構想では、若者の参加が必要という

ご意見。須坂の博物館については、「まるごと博物館」という発想は、飯綱町の環境において

こそふさわしいと思われるというご意見でした。 

B 委員の感想：、須坂の機能分散型の構想はユニークであるということ、維持管理のコストや、

人員配置などの状況は参考になるとのご意見です。 

5ページ中ほどからは、記入用紙の項目に沿ってまとめてあります。 

まず、近隣博物館の施設や博物館活動について、C,D,E,F,G 各委員の感想を掲載してい

ます。たとえば 6 ページの F 委員の感想では、各館に目玉展示があるということ、それは大

事だが特別なものがなくても展示の見せ方次第で面白いものになる。体験や遊びのコーナ

ー、カフェ、があるとよいと感じた。SNSによる発信が重要という意見もありました。 

 近隣博物館の構想や計画では、C 委員から市全体博物館という構想が新鮮だという感想。

D 委員から各館が切り口を明確にし、その地の魅力をいかに発信し、来館に導き、ひいては

交流に結びつけるかを鍵としているという感想。E 委員から、住民が湖周辺の課題を考え、

博物館とともに地域を盛り上げようと一体となって計画づくりに加わっている点が大事だとい

う感想です。7 ページ目には、須坂市では構想の検討に高校生が入っており、その学生が

いまも活動を続けていることが理想的な姿だという感想をいただきました。F 委員からは、博

物館の専門性がはっきりしており、専門的なコーディネーターの視点を取り入れる必要につ

いて指摘されています。G 委員からは、基本構想に向け、地域全体との関連で、つながりを

意識すること、地域の文化財の目玉となるものが大事。見学者の誘致にむけては動線の工

夫、楽しめる遊び心を大切に、また集客方法として中長期的にコアミュージアムの構想が参

考になるという感想でした。 

 歴史ふれあい館の今後に向けた要望・意見・提言として、C委員からは地域とのつながりを

重視、小学校だけでなく中学・高校も入れること。三水地区の展示物も重要。D委員からは、

歴史を掘り起こすだけでなく、面白く体感でき、来館者とも共有・感動できる施設に、アップ

ルミュージアムともうまく棲み分けと連携を、というご意見。E 委員からは、一度訪れた人がも

う一度行きたくなる取り組みを、33 の文化財について点と点ではなく、線で結べるような取り

組みができないか、文化財のある主な場所を廻るコース選定と案内体制づくりというような取

り組みが提案されています。8 ページには、建物の玄関は館の第一印象になるので、駐車

場や周辺整備も必要というご意見。F 委員からは地元の人が楽しめ、他地域から来た人にと

っても楽しく発見がある博物館に、「落とし穴」展示は面白いし他にはない。体験、展示のス

トーリー化、町のマップ、町のジグソーパズル化といったアイデアをいただいています。G 委

員からは、とりいれたいキーワードとして、子どもたちが関心をもって通ってこられる内容、時

間をかけて過ごせる場、文化財や景観の全体像と館との連携、旧三水地区の歴史的文化
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財をどう常設展示に生かすか、展示には近年の IT 関連のメディアをどのように効果的に導

入するか、といった意見をいただいています。 

9 ページからは、H 委員と I 委員からの詳細なレポートになりますので、ご本人からレポート

の要点についてコメントをいただければと思います。 

中村 よろしくお願いします。 

委員 思ったままに書いたものですが、ナウマンゾウ博は前にも伺ったことはありますが、とても明る 

く楽しい博物館に変身できていた。一番は、住民との連携が大事ということ、それと事業が完

結するまでに 90％くらいは事務系の仕事であるということで、それはこの館の場合の課題だ

と思う。須坂のまるごと博物館は、歴史の古いものだけでなく、環境など、皆含むものというこ

とがわかる。飯綱町と一口に言っても、景観にしても歴史の積み重ねがあり、とくに里山は農

業とは切り離せないものだと思う。そういうものを含むとすれば、博物館としてまるごと表現し

ていかないといけない。建物に集めるということでなく、構想の中にそういうことを含め、連携

していくことが大事。館がどうあるべきか、住民を交えてしっかりと考え、町の総合計画の中

にきちっと位置付けたところを参考にしたい。さきほど中村先生から博物館のはじまりのこと

をお聞きしましたが、そういうことが誰にでもわかる工夫も必要。基本理念や使命を明確にし

てあると、常にそこに戻って行ける。そこに引き出しをつけていくことができるので、そういうこ

とが明確になっていることが大事。機能分散という面でも、アップルミュージアムとの連携も構

想の中にあるべき。アップルミュージアムは最初から農業、りんごづくりを中心とする村という

ことで企画したものの、なかなか館の運営としてうまくできずにいたが、この 3年～4年の間に

それが具体化してきたように思う。りんご経営に関する催しがあり、だんどりの会でも参加させ

てもらい、やっと最初の目的にあった催しができたという感想が寄せられた。今はコロナでで

きなくなっているが、農業やら林業やら機能的に分けてできるのではないか。 

中村 ありがとうございました。 

委員 振り返りの意味をこめて、状況と感想を記載しています。ナウマンゾウ博については、どういう 

風にリニューアルし活用していったかを具体的に説明していただき参考になった。博物館へ

の住民意識の醸成や予算獲得のための事前の取り組みが重要で、博物館を考える懇談会

や、意見交換をしたりされている。須坂については臥竜公園に来た人をターゲットにしてガイ

ダンスルームをつくり利用してもらっている。ここも近隣のスポーツ施設に来た人を呼び込め

る工夫をすれば面白い。ナウマンゾウ博は、ひとつひとつの工夫が楽しい。イラストやゾウの

足のマークを生かしてコロナ対策の間隔をとる案内の工夫とか、多目的室では一般の講座

だけでなく、子どもたちが利用していろんな体験をして有効に利用。須坂市博は、リニューア

ルのときに、「こうしておけばよかった」という反省も話していただき、良かったことも悪かった

ことも参考にしていければ。笠鉾会館はお祭りをテーマにとのことで、お祭りのときは人がど

っと来るし、PR にもなっているようだ。屋台とか神楽とか、地域の中で使われなくなったもの

がなくならないようにしてほしい。 
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また、ナウマンゾウ博でエアコンを灯油から電気に代え、経費の節減になったとか、現代の

コスト削減の工夫もいろんな面でプラスになる。また、ナウマンゾウ博では地域の人と一緒に

資料整備を進める構想があるようだが、簡単にはいかず、地域づくりは長い目でみていかな

いとうまくいかない。今回は、地域づくりや人づくりをポイントに聞いてみたが、友の会とか野

尻湖周辺地域活性化委員会とかと一緒に人づくりをすすめていることがわかた。須坂市でも

博物館ボランティアの会があると伺い、博物館の現在とからんでいる。他の機関との連携も

簡単にはいかない取り組みなので地道にやっていく必要がある。それぞれ博物館がもつテ

ーマがあり、さきほど牟礼村当時の構想があったが、飯綱町においても住民が触れ合って

郷土を愛するような心を醸成する場として博物館があるとよい。少子高齢化が進むと地域力、

住民力やコミュニケーション力をつけていく必要がある。観光面や入館者数だけに注目する

のでなく、地域での役割をもって活動していくことが博物館の意義ではないか。リニューアル

については、SDGｓや福祉、ユニバーサルデザインなどに配慮し、社会の波を逃さないように

していかないと。新しくなったが時代おくれだとか、障碍者とかへの配慮が足りないなとかい

うことがないようにしてほしい。 

中村 ありがとうございます。視察の感想を、これだけ丁寧にまとめて資料にしていただきましたので 

これはしっかり目を通し、ぜひ今後に生かしていただければと思います。自由にご意見を。 

委員 多様性がとても大事。高校生とか子どもたちとか若い人からの意見をすべてを取り入れる 

わけでなくても、それを聞くことでこれからの地域を見直す機会にもなる。若い人に検討に

入ってもらい活動をしていく博物館になっていけば。 

中村 とかくリニューアルというと、建物を含めハード部分が話題になるが、かなりソフト面や運営面 

での工夫ができそうだというアイデアをいただいている。とくに友の会とかボランティアの皆さん

とかは、単発的にはこの館にもあるのですが、いろんなグループ活動を集約することを大事に

したい。町民参加を考えたとき、館と町民のつながりを深めていくようなアイデアが大事。特別

展での缶バッチ配布もあったが、館に行くと何かありそうだということがあると関心をもってもら

える。文化財展では、探索コースを決めて実施に行ってみようという計画が結局実現できず残

念でした。これからでもそういうコースができると、町民も町外の方も、観光ベースにも乗り、関

心が深まると思う。コースをつくるだけでなく、館長さんや小山さんだけでなく、ボランティアの

人たちが案内するようなことも考えていければ。 

委員 いまのお話にもありますが、たまたま先日若い人たちを入れて「妄想会議」というのをやったと 

ころ、移住されてきた人が何人かみえました。そういう人たちは、「触れ合いたい」、「この町を

知りたい」という意識を強くお持ちで、私たちの食文化の催しにも参加の名のりを挙げていた

だいている。町の総合計画に参加された方々が何人もいて資料を見せてもらったが、学び

の分野のところに「地域の自然や歴史・文化などについて、子どもたちにわかりやすく教えら

れる人材を育成します」とあった。行政としてそういう方向でやりますという計画なので、町も
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そういう活動に協力していくということです。これはとても重要なことで、それを町が実施する

のであれば、この館ともかなり太い線でつながる取り組みになると思いました。 

中村 ハード面でなくソフト面においても、財政的な支援がないとできないということがある。私も今 

区長をやっているもので、町長さんや役場の人にいろいろお願いすると、「金がない、金が

ない」といってすぐ尻つぼみになってしまう。何かいいアイデアはないものか。 

委員 助成金の情報はしょっちゅう出ている。県から来るし、環境省からも情報が来る。信濃町では 

1億五千万円という大きな補助金があったので、その半分を使わせてもらった。大切なのは、

ぱっと情報が来て、1 か月くらいの間に申請を出すということになるんで、来た時にすぐに申

請を出せる準備をしておかないといけないという点です。ナウマンゾウ博の場合は、すでに

持続可能な博物館構想というのを作ってあっのがとてもラッキーで、ぱっと申請が出せました。

そういう機会がいつ来ても大丈夫なように検討しておくことが必要。博物館は本来 10 年、30

年、50 年という節目にちゃんとリニューアルを検討し、常に更新していく施設。最新の情報を

発信していくためには、財政を含めてそれを常にやっていかないといけない。 

中村 今度の合併 20周年記念というのもひとつの節目でしょうけど、それに間に合わないからダメと 

いうのではなく、次のリニューアルのときにはこういう部分はきちんと考えようとか、あるいは国

全体として地域をどのように活性化するかとか、環境面でこの部分を守ろうとか、国が助成金

を出すというときに、館のリニューアルのこの部分は考えられるとか、そういう機会がたくさんあ

ると思います。そこらでアンテナを高くしていく必要がある。そういう意味で、リニューアルを考

えていく場合の基本構想をしっかり立て、この部分の改善策をいつ頃にということを練っておく

必要があると思って聞かせてもらった。景観をまもろうとか、この部分は失われては困るので地

域の皆さんと守るという活動をしていきたいということは、案外助成の対象になってきそう。 

     では次の、基本構想（資料 4）に移りたいと思います。お願いします。 

富樫 資料の説明をします。資料 4-1は来年度の特別展の企画（素案）です。4-2が年間計画にな 

ります。春に町の文化財の桜の見学会、これは昨年企画していたが、マイクロバスが使えない

などの制約で開催できなかった企画。町天然記念物の 3 か所のサクラを巡る内容です。夏休

み企画として、子ども向け体験企画、案として三水地区の用水探検隊もしくは水をテーマにし

たイベントを。それから特別展を 9/23～11/27 に開催、例年冬に行っている歴史講座全 3 回

を予定します。星空観望会は今年度は事前予約で、人数を限定した開催を行ったが、来年

度はどうなるかまだ不確定な状況です。3/3に予定している運営協力員会議で協力員の皆様

の意見を伺ったうえで来年度の予定を決める。この協議会では令和 4年の事業計画と館の改

善にむけて検討をお願いしたい。加えて、「これからの歴史ふれあい館の基本計画」の作成

にご協力をいただきたいと考えています。このような計画を作る場合には別途委員会を立ち

上げたりもするわけですが、飯綱町の場合はこれまで協議会でいろいろと検討していただい

ているのと、豊かな人材が揃っているので、できれば基本計画作成についても、協議会での
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検討事項のひとつとしていただきたい。年 4回会議開催とし、4月に第 1回をスタートさせ、第

2 回に素案の検討。第 3 回目にできればワークショップの形で広く参加者を募り、計画検討を

行いたい。その結果を受けて、年度内に基本計画の策定を考えます。例年の活動として館の

紀要とふれあい館だよりの発行もあります。何といっても特別展の企画が年度事業のかなめに

なりますが、その素案は資料 4-1にあります（資料説明）。 

中村 ありがとうございます。いかがでしょうか。用水ということになると、実物をここにもってくることは 

できませんので、何か工夫をして展示をしていくことになる。三水の三用水や牟礼の用水等に

ついて、体験ができることも考えられるかどうか。映像などで伝えられることがあるかどうか。 

委員 「飯綱町の水の恵み」というタイトルですが、そうすると用水だけでなく、霊仙寺湖、ため池も 

あるし、八蛇川や鳥居川もある。そういう身近なことをもっと取り上げてはどうか。 

富樫 はい、むしろ用水だけでなく様々な水利用を含めて柔軟にとらえられるように「水の恵み」とい 

うタイトルにしてみました。一方、範囲を広くすればいいわけでもないので、どこまでを今回の

特別展でとりあげるか、取捨選択が必要。 

委員 水の恵みという中では、なぜ用水というものが作られてきたか、あるいはため池がつくられて 

きたかということになると、まずその地域の地形があり、そこで水をどのように利用していくかと

いう歴史的な過程があると思う。そこで、三水地区は用水を引いてきたし、牟礼地区は場所

によってため池を作ったりしてきたということがある。そういう歴史のストーリーがあるという風

にもっていったほうが、全体の流れの中で皆が感じやすいし、わかりやすい。 

委員 私は三水で暮らしてきたが、中宿あたりのソブ水で大変だったというのは聞きました。そのた 

めに霊仙寺湖が出来たとか、そういうことが面白い。同じ飯縄山から流れてくるのに、なんでそ

の地域だけ苦労しなくちゃならなかったかとか、とても興味があります。同時に、ソブ水のおか

げで染物が出来たという話も面白い。 

富樫 おそらく地形と、川の流れと、利水開発の歴史を含めて扱うと、この町で関係のない人は誰一 

人としていなくなる。そういう意味でたくさんの人に興味をもってもらえる展示会にしたいと考え

ている。それから、協力者として三水地区の用水については山下委員にもぜひご協力をいた

だきたい。後日あらためてお願いします。 

委員 先人たちがすごい苦労を重ねてきたという歴史もありますが、ひとつの視点として、地球温暖 

化や水不足の問題があって、これから 10 年 20 年という将来の視点で水不足の問題にどう対

応していくのかということがあると思う。そういう視点を入れてもらえるといい。 

中村 今年のように雪が多い年はいいが、雪が少ないとき、夏には水不足になるぞと、そういう心配 

は今のお年寄りの人たちには常にあったわけで、「水の恵み」だけでなく「水の災害」も起こっ
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てくる可能性がある。今後この町が本当に水を大事にしていけるように。これから生きていく人

に、しっかり伝えていく必要がある。 

委員 災害については令和 5年にやるんですよね。 

富樫 その予定です。 

委員 三水の学校では 4年生を中心に用水のことを学習している。子どもたちは、いま出来ている 

ものを見るとみんな川だと思ってしまうので、歴史的なことを学んでいくのはとても大事です。

自然の川と用水の違い、五郎兵衛新田とか、県下のいろんな学校が工夫しながら学習してい

る。他地域はもっと平らなところを幅広く潤している感じがありますが、飯綱町の地形は落差が

大きい。サンクゼールの裏とか、芋川神社の後ろまで、川がないのになんであんな高いところ

に水田が、ということが特色としてある。私が生まれた信濃町のホタルがあるところから三水ま

でくるとかなりの高さになるということは、現場に行ってみないとわからない。そういうことは社会

科の授業で 1 クラスずつ現地に行き実際に見るようにしている。ダンプカーとかが無い時代、

それをつくり、今につながっているということ自体が驚異的なこと。地域との連携でも、伝承者

がいなくなると子どもにも伝わらなくなってしまう。坂城町では観光案内ボランティアの方たち

がおり、歴史を児童館の子どもたちに教えている。学校の時間以外でも、児童館とか休みの

日とか、子どもたちが学ぶ機会につながっていくと広がりが出て、町まるごとを博物館にしてい

くようなきっかけにもなる。アップルミュージアムとの連携の話もありましたが、今までは「りんご

だけ」というとらえ方だったが、農業の歴史という面を生かし、両館のつながりも考えていけたら

いい。須坂の博物館ではたまたま歴史が好きな子がいて、高校生が検討に参加していたよう

だが、飯綱町にも歴史が得意な子がいる。いろんなきっかけでとらえながら、その子たちがま

た伝える側になってもらえたら、そのための何かアクションを起こしていければと思う。 

委員 今、いくつかのアイデアが出されましたが、他にはいかが。 

馬島 前に別の会議で館長さんに話をしたことがありました。いま小林先生が学校のことを話してく 

ださいました。三水小学校は系統的に用水の学習をやっているし、牟礼小も三水小も川の学 

習をやっています。そういう子どもたちの学習成果を特別展の一角に盛り込んでいただけると、

展示に広がりが生まれる。また、それをきっかけに観に来ていただける層も増えるかと。 

中村 学校での学びが展示に加わってくると、まさに参加型で、いいアイデアですね。 

計画当初から、ここには子どもたちの学習成果を展示というように、入れておくのはいい。 

委員 先日、子どもたちの紹介本を展示させてもった。小学生や高校生からのおすすめ本の紹介 

です。子どもの作品があると親が来ますよね、そういうことで来場者が増え、興味をもって見て

もらえたということがあった。最初からそういう計画をするといい。展示を通し、子どもたちがや

っていることを知ってもらう機会になったし、協力をしてもらえてよかった。私も小学校に勤めて

いたとき、子どもたちをつれて三水用水や牟礼の小玉用水に行ったりし、用水の取り入れ口を
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見て感心した。分水というのも、実際に見ると感動するものでした。また「探検」というのも子ど

もたちはすごく好きなので、ぜひそういうことも入れて子どもたちの興味につなげてほしい。や

はり、実際に見ることが一番で、流れていく様子、分かれていく様子に、よくこんなことができた

なと思いました。何かそういう「えっ」っていうようなことができるといい。 

中村 館では学芸員さんが中心になり、三水の三用水の中でも文献資料にあたっていただきながら 

開発の歴史を知ることができるが、用水だけでなく、地域全体の水と人々の生活を考えたとき

に、「米作り」にも注目し、歴史と併せて考えてみることができるといい。それにつけても 3 階に

ある鳥瞰図（模型）。あれが旧牟礼村の範囲だけでなく、三水を合わせた立体模型が早く完

成されるといいと思う。他にいかがでしょうか。 

令和 4 年度事業と企画について、有識者や専門家のボランティアだけでなく、中学生や高校

生にも声をかけてみたい。どんな風にしたらいいか、教育委員会の方にも伺いながら、どういう

ふうに声をかけたらいいか、子どもたちにリーダーになってもらったりして、という方法もある。

高校では、先生方にも協力してもらえたらいい。これは令和 4年度に向けてというだけでなく、

そういうボランティア活動が、次の世代にと、徐々につながって広がっていくように。どっかでそ

ういうことを立ち上げないと。 

ではまた思いついたら出していただくことにして、次に移ります。「基本構想」 素案につい

てお願いします。 

富樫 資料 5になります。詳細に書き込み過ぎず、簡潔にすることを心掛けてまとめてあります。 

（資料説明） 

中村 ありがとうございます。これが（リニューアルが）具体化されて行くときの一番の骨格になるわけ 

ですので、ぜひ皆さんからご意見やご要望を。 

富樫 できれば事前に配布したかったのですが、まとめに手間取ってしまいました。すぐにこの場で 

意見等を出しにくいかもしれません。予定では年度内にまとめたいと思っていますので、この

場だけでなく、お持ち帰りいただいて、気がついたことがあればご指摘を。 

委員 「構想」なので夢でもビジョンでもいいと思う。実施となると必ず予算ということが出てくるが、 

最初から「お金がないからできない」と言ってしまうと、小さい構想になってしまう。近隣の館で

も、構想があってもできないことはやっていない。「できる、できない」は将来のことで、この館

は「これをやりたい」ということをまず思い描くとよい。7 ページに「町づくりへの寄与を念頭に」

とあるが、「町づくり」は役場でいうと企画課などの担当になってくると思うので、そういうところと

の連携もとっていかないといけない。博物館が地域づくりに関わっていくことは大事なことだが、

この館だけでやろうと言ってもうまくいかないと思うので、連携を考えていくとよい。 

富樫 構想をうけて、それをより具体化していくのが令和 4年度の基本計画という位置づけです。 
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委員 ビジョン・構想があって、計画があるということだと思うが、構想段階で、無理だと落としてしま 

うと、永遠にできなくなってしまう。「お金がないからできない」というのはやめてほしい。 

中村 皆さんから、課題をいただき、視察見学を通してさまざまなご意見をいただいた中で、図の B 

の「機能」、Aの「展示・資料」の中にはハードとソフトの部分があり、人の関わり方も出てくる。

体験型の活動というとき、どういう連携や組織体があればいいか、50 年後のあるべき姿に向

けて必要な組織がなければどうやってそれを作っていったらいいか、それも機能に関する課

題に入ってくると思う。現在この館の職員は 4名ですか。4名だけでいいのかということもある。

常時お勤めでなくても、ボランティア的な組織体でその部分を担っていく、そういう仕組みを

作っていく必要がある。そういう点で宮本さんのやられている「だんどりの会」の活動は、長い

間時間をかけて、徐々に町民の皆さんに浸透してきていると思う。しかもそれが広報誌にマ

ンガとして載ってくると、ますます地域の人たちの関心が高まってくるし、会の活動も充実し

てくるんじゃないかと思います。どうでしょう。 

委員 私らの活動も元をただせば 30年も前からの活動が時代時代に応じて、今に至っている。 

これから取り組む「食べごと文化」ですが、すごく広くつながっていくテーマです。たとえば、も

めん玉という行事で、なんでその行事名が残ったか。江戸中頃から明治に養蚕が盛んで、そ

れによって村が潤った背景があるのに、行事名はもめん玉。そうすると、木綿と私たちの暮らし

はどうだったのか、木綿を着るようになったのは何時の頃からか、木綿と布団で寒さをしのい

だことに、当時の人たちがどんな思いをもっていたかと考えていくと、おぼろげながらに、木綿

のありがたさが伝わってきて、それで今ももめん玉となっているのかな、と。須坂でまるごと博

物館といったように、「食べごと文化」ひとつをとってもいろんな分野に話が広がる。石臼の変

遷の歴史も、名物になっている食べ物に深く関わってきた。そういったことを若い人たちにつ

なげていかなければ。コロナで活動が鈍っているが、4 月から講座をもちたいし、興味をもつ

人たちもかなりいることがわかってきた。中村先生にもぜひご協力をお願いしたい。 

委員 質問ですが、博物館機能の中には「調査・研究」と「保存」という大きな機能がある。それも当 

然含まれると考えてよろしいか。「保存」というのは地味ですが、実は根幹をなす部分。ここに

行けばこれがあるということが、博物館が50年後もあることの保証にもなる。リニューアルのとき

には、そのことを十分に住民の皆さんに理解してもらい、ちゃんとした保管場所がここにあるこ

とを主張していくことも重要。ワークショップで計画検討ということもありますが、なるべく早い段

階で若い人たちの意見や、広く町民の人たちの意見が反映できる仕組みをつくることが必要。

「私たちの博物館」という意識の人たちの意見が重要で、この 10年でも若い人の意識は大きく

変わっている。今若い人たちですら高校生の人たちはわからんと言っている。むしろ、大学出

たての学校の若い先生などがいい。そういった人たちの意見を私たちが受けて止めて、「君た

ちの町の博物館だ」ということを来年度に考えてもらえるといい。 

中村 基盤整備と花開くような活動というのが、この 20数年間の館の中で大事だと思いつつも、 
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やや欠けていたかと思う。この館の機能として、「いまは野放しになっているけど早くなんとかし

ないと消えちゃうぞ」というようなものがある。文化財調査委員会だけでなく、町全体にそういう

危機感が広がってくれば、逆にこの館を何とかしようということにもつながる。 

委員 館の重要な機能として、人材育成がある。小学生からシニアまで、すべての世代の人材育成 

を生涯学習の博物館が担っている。それをどのように基本構想の中に位置付けていくかが

大事。単に入館者を増やすことではなく、博物館があることによって新しい人材が増えていく

学校と同じような機能があるということを理解してもらえれば、住民の人が、ここにお金をかけ

てもいいんじゃないかと思ってくれるかも。 

富樫 今のご意見は 5ページ目にあるさまざまな課題のなかで、たとえば「人材育成」、そういうくくり 

でまとめられることになる。 

中村 こういう話は、時間がいくらでも欲しい感じがしますが、ぜひ来年度にそこのところの肉付けを 

一緒に深めていけたらいい。5 ページに載せてある課題には「こうあればいい」という夢もある

ので、もう少し分類し、これはこういう機能の部分、逆にその機能の充実のためにはどうしたら

いいかも見えてくるかと思う。来年度、そういう部分を提案していただければ。 

委員 機能の課題にも含まれるかと思うが、里山の暮らしがある。町の中でもずいぶん里山が荒れ 

てきている。何とかできないか。たとえば病院の裏山に平和観音像がありますが、木が生い茂

って登っていけない。すぐ近くなので、なんとかできないものか。 

中村 この間そういう話題で話をしたときに、「文化をまもる」というけれども、地域の皆さんと館がど 

う連携していけばいいか、それが組織づくりの中に生きてくるといいと思うわけです。 

委員 私の場合は星空観望会をやっていますが、やはり参加者が減少している。参加者を増やす 

というよりは、何とか来てもらうようにしたいと思っているところです。 

中村 天候に左右されるだけでなく、新型コロナウイルスというやっかいなものが出て来て、大変だ 

と思う。関心ある子どもたちにしてみると「またダメなの」という気持ちにもなると思う。子どもたち

の中には、観望会のグループみたいなものは出来ていますか？ 

委員 まだないですが、できればそういうのがあればいいと思う。 

中村 ほかによろしいでしょうか。では事務局に進行をお返しします。 

富樫 事務連絡ですが、さきほどの基本構想素案については、まだまとめるまでに時間があります。 

3 月初旬ぐらいまでのうちに、ご意見等があればぜひご連絡をお願いします。それらをもとに

素案を案にし、その案を再度皆さまにお送りし、最終的に中村会長さんと宮本職務代理に内

容を確認していただき、まとめたいと考えています。 
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本日の予定は以上ですので、馬島教育長から最後に挨拶をいただければと思います。 

馬島 50年先というと、ここにいる人は誰もいないと思いますが、50年先もここに生きている人を募 

集しますというスローガンも必要かと思います。基本構想と、来年度の柱というのがここで確認

されて、やるべきことが見えてきたかと思います。来年度はコロナも収まり、たとえ収まらなくて

もワクチン接種がすすみ、もう少し皆がコミュニケーションをとれて、行動できるようになるので

はないかと思っています。本日はありがとうございました。 

 

 

                       （閉会） 


