審議会等の会議結果報告書
【担当課】文化財課（八ヶ岳総合博物館）
会議の名取委員委
員 委 員 称

茅野市博物館協議会

開

催

日

時

平成 28 年 3 月 16 日（金）

開

催

場

所

八ヶ岳総合博物館 研究室

午後 1 時 30 分～午後 3 時

出

席

者

沖野外輝夫委員長 小口隆秀委員 根橋良紀委員 島立幸男委員 名取陽
委員 小平一次委員 大勝弘子委員 吉川正子委員
牛山英彦教育長 守矢昌文文化財課長兼尖石考古館長 若宮崇令八ヶ岳総
合博物館長 田村健神長官守矢史料館長 小林健治八ヶ岳総合博物館係長
柳川英司八ヶ岳総合博物館古文書担当 小池岳史尖石縄文考古館考古館係
長

欠

席

者

宮澤志郎副委員長 関塚正嗣委員 伊藤美恵委員

公開・非公開の別

公開 ・ 非公開

傍 聴 者 の 数

0人

議題及び会議結果
発言者

協議内容・発言内容（概要）
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開会
教育長あいさつ
協議事項
① 平成 27 年度主要事業の報告
尖石縄文考古館
八ヶ岳総合博物館
神長官守矢史料館
４ その他

沖野委員長
守矢尖石縄文考古
館長（以下、考古館
長）
沖野委員長
島立委員
考古館長
吉川委員
考古館長
根橋委員

考古館長

＜ 協
議 ＞
それでは各館平成 27 年度の事業について説明してください。
（尖石縄文考古館資料について説明）

今の説明について何か質問、ご意見はあるか
減免入館者とはどういうことか。
郡内小中学生や視察者などである。また、国際博物館デーなどで無料開館
した時の入館者も含まれる。
学芸員講師派遣とあるが、これは館側から出かける旨（趣旨や内容等）を
伝えて行くものなのか、相手側からの要請に基づいて行くものなのか。
学校や企業等からの要請に基づいて派遣している。
衣食住や文化に視点を当てた縄文時代の展示も面白いのではないか。また、
日本人のルーツ、どこから来てどこへ行くのか、DNA などで最近解明され
てきたこともあるようなので、そのようなことを含めて扱ったらどうだろ
うか。
私どももしっかり勉強して、最新の科学によって明らかになったものも含
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沖野委員長
名取委員
考古館長

小口委員
考古館長

島立委員

考古館長

沖野委員長
若宮八ヶ岳総合博
物館長（以下、
「博
物館長」
）
沖野委員長
小口委員

博物館長
沖野委員長
小口委員

めて事業展開していきたい。当面はギャラリートークやゼミナール、講演
の中でそのようなことも取り上げていきたい。
今の話は八ヶ岳総合博物館の方でも扱う問題なので、連携して進めてもら
いたい。
入館者についてその内訳にはどのような傾向が見られるのか。観光、外国
人、修学旅行生、一般団体、個人等について伺いたい。
外国人については茅野市が行っている台湾交流の影響が大きい。また、Wi
－Fi 環境の整備等により情報発信することにより、観光で外国の方もボチ
ボチ見られる。団体については、以前は修学旅行などで大人数の団体で来
られるのが多かったが、最近は小グループに分かれた体験型の小団体が増
えている。年齢的には 20～30 代の若い女性層が増えてきているようだ。専
門誌ばかりでなく若い女性向きの雑誌などで取り上げてもらっているから
ではないかと思っている。
国宝 2 体の貸し出しを 4～5 月末に行っているが、目玉がなくなってしまっ
てもいいものなのか。また、来年以降もこのような貸し出しをするのか。
善光寺御開帳ということで特別に貸し出した。貸出には日数制限等厳しい
条件を設けている。条件をクリアするのは少ない。文化庁から貸せと言わ
れると断れない場合もあるが、条件をクリアした大きな企画展でないと貸
し出せない。28 年度の貸し出し予定は現段階では無い。今年度の場合、訳
を話し、本物がない期間レプリカを展示した。
学習支援ということで、今年度の場合 17 校 2000 名近くの児童を家庭で受
け入れ、その時茅野市にはこういうものがあると宣伝しても知られていな
い。折角縄文のビーナスや仮面の女神があるのだから、もっと PR したほう
がよい。
縄文プロジェクトの中に広める会という部会が立ち上がっている。また、
茅野市の HP 以外に縄文 HP を立ち上げ、情報発信、PR に努力している。八
ヶ岳通信なども発行している。やはりマスメディアや教科書に取り上げて
もらうことができれば非常に効果が上がる。
続いて八ヶ岳総合博物館、報告を。
（八ヶ岳総合博物館資料について説明）

博物館は守備範囲が広いのでなかなか大変なところがあると思う。今の説
明について何か質問、ご意見はあるか
東海大三高の科学部が協力させてもらっている事業があることは知ってい
たが、来る人を待っているだけでなくこれだけ多くのイベントや外へ出て
いく事業をこなしているとは驚いた。これらの事業に人を募集する広報活
動はどのようにしているのか。
広報ちの、HP に掲載している。そのほかにチラシを作ってまいたり郵送し
たりしている。あとはマスコミに取り上げてもらえるように手配している。
何か良いアイディアがあるか。
いや、東海大三高の生徒は市外から来ているのが多いので、運動公園のリ
スの観察会など学校のすぐ近くのことなので参加させたかった。なにかよ
い PR 方法があればと思った。
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総合博物館の専門委員ということで植物について関わらせてもらってい
る。市民研究員の講座で講演させてもらったが、参加者の中に市民研究員
とは関係のない中学時代の同級生がいた。タウン誌を見て参加したという。
タウン誌も効果がある。あと記者クラブへ投げ込めば載せてくれると聞い
た。
タウン誌についてはこちらから情報を流している。記者クラブについては
茅野市のルールに乗ってやっている。
PDF ファイルにしインターネットで茅野市の広報へ送るとプレスに配信し
てくれるシステムがある。それを利用している。
2 か月に 1 回、市民館、美術館のイベントプログラムが A4 両面印刷で広報
ちのに折り込まれて各家庭に配布されている。便利に活用している。市民
館は地域文化創造という民間が運営しているので、市の直営の博物館とは
違うと思うが参考にしてもらいたい。
それでは引き続き神長官守矢史料館にお願いする。
（神長官守矢史料館資料について説明）

今の説明について何か質問、ご意見はあるか。
総合博物館と共催のものがいくつかあるようだが、これからもこのように
続けていくのか。
学芸員が 1 人で、両方の館を兼ねて勤務しているのでこのような形でやら
せてもらっている。
何かほかに質問はあるか。３館のどのことでも構わないので出してほしい。
前回に会議でも出したことだが、山越えをして来る人への道案内について
何か具体的になっていることはあるのか。
道路標識を立てるには難しいことがあり、総合的にやらなくてはならない
ことなので館独自にやるのは難しいというのが現状である。
これも前回出たことだが、守矢史料館への交通アクセスの問題はどうなっ
たか。
各方面にお願いしているが進んでいない。
各館貴重な資料を持っているのだから、茅野駅のコンコースなどでもっと
PR するようにしてもらいたい。
茅野市には市内循環バスはなかったか。
繁忙期と閑散期のダイヤがあるが、ビーナチャンバスの利用、路線バスの
利用の 2 通りがある。冬場の閑散期の場合、尖石考古館には 1 日 1 回程度
しかない。路線バスの問題は館の問題だけでなく市民生活に関わってくる
ことなので、大きな市民課題としてとらえていきたい。乗り合いタクシー
も検討されているようなので、その中でも扱われるのではないか。
過日民生の会議の中で、買い物弱者のための交通手段の見直しが話題にな
っていたので、交通手段の見直しという動きはある。
考古館へ来るお客からもよく言われる交通の問題にしても、このような問
題をどこへ持ち込めばよいのか見えないのが何としても歯がゆい。
総合博物館の市民研究員は認定されて指導者として活躍するということだ
が、これはボランティアとしてやるのか。
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講師には謝礼を用意しているが、市民研究員はボランティアでお願いして
いる。
尖石のボランティアは登録しているのも少ないが、自分のうちの畑仕事が
あるので活動者はもっと少なくなる。オオハンゴンソウの抜き取り作業な
ど力仕事をするときはもっと人手が欲しい。ボランティアをもっと募集し
てほしい。
考古館でボランティアの募集をもっとしてほしいということだが、どうな
のか。
そのためには、関心を持ってくれる人をもっと増やしていかなくてはいけ
ない。
博物館の市民研究員の認定者が将来的にどのようなことをするのか、どの
ような展望を持っているのか。
将来的には認定者にグループを作ってもらい、そのグループに博物館の職
員だけでは手の回り切れない博物館活動を委託するというようになればと
考えている。まだそこまでいっていない。
それは予算のかかる問題なので教育長さんによくお願いしておきましょ
う。
それでは協議事項の（１）事業報告についてはこのくらいにし、
（２）その
他について。
議事録を送付するので校正をして返信してほしい。構成済みの議事録を HP
に掲載し、公開する。
御柱祭りの企画展の準備ができているので、この会終了後見学してほしい。
また、次回の協議会では平成 28 年度の事業計画を審議していただくが、時
期としては 6 月下旬を考えているのでご承知おき願いたい。
今日の協議はこれで終わりたい。事務局にお返しする。
＜ 閉
会 ＞
（閉会あいさつ）
ありがとうございました。いただいたご意見は今後の各館の運営に役立て
ていきたい。

～午後 3 時 00 分終了～
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