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（様式第４号） 第２回丸子地域協議会 会議概要

１ 審議会名 丸子地域協議会

２ 日 時 平成 28年 5月 30 日（月） 午後 2時 29分から午後 4時 00分まで

３ 会 場 丸子地域自治センター ４階 講堂

４ 出 席 者 久保田和英会長、工藤裕子副会長、大神文子委員、小澤厚委員、掛川忠康委員、

金井良光委員、後藤有希委員、齋藤明委員、櫻井義明委員、佐藤重喜委員、

田村裕子委員、永井静江委員、堀内百合子委員、牧内由貴委員、八木沢啓一委員、

横山佳栄委員、吉池美智恵委員、依田勝夫委員、綿谷憲一委員

【欠席委員１名】

５ 市側出席者 谷仲丸子地域自治センター長、手塚丸子地域自治センター次長兼地域振興課長、

石井丸子地域教育事務所長兼地域政策課政策幹、土屋市民サービス課長、

横井産業観光課長、竹花建設課長、芦田建設課政策幹、

藤極丸子・武石上下水道課長、池内丸子学校給食センター所長、

手塚丸子消防署長

（説明者：関係議題のみ出席）柳原総務課長、浅野文化振興課長、

宮島総務課課長補佐兼文書法規係長

(事務局)柳沢地域振興課課長補佐兼地域政策担当係長、清水担当幹、

中山主査、竹花主査

６ 公開・非公開等の別 公開 ・ 一部公開 ・ 非公開

７ 傍聴者 0人 ・ 記者 2人

８ 会議概要作成年月日 平成 28年 6月 9日

１ 開 会（手塚センター次長）

2  会長あいさつ

3 協議事項

（1）丸子郷土博物館への公文書館併設について

・「上田市公文書館整備基本計画」により、丸子郷土博物館の博物館機能を維持しながら一部を転用し

て公文書館を併設する。（H27.7 月にも丸子地域協議会への概要説明あり）

・丸子郷土博物館（昭和 58 年開館）は耐震基準見直し後の平成 56 年以降の建物。耐震、湿度管理、

セキュリティ確保のできる施設。財政的事由からも既存施設の活用を。近年の入館者の減少の現状

（H20 年度 1,347 人／H27 年度 613 人）も踏まえ、公文書館との併設により来館者増と施設の利活

用も期待される。

・計画上、第 2 展示室、特別展示室、研究室及び収蔵庫が公文書館となるが、当面は特別展示室、研

究室及び収蔵庫から公文書館に利用する。

・公文書館併設に伴い、展示資料の見直し、収納資料の整理、類似施設の博物館・図書館と機能分担

と連携を行っていく。運営協議機関を設置し、運営協力員の配置。公文書館管理条例を制定し管理。

専門性の職員配置。

・以降、協議。

（委員）個人的には反対。入館者が少ないから公文書館にという発想が理解しかねる。今まで博物館

機能を発揮したイベント等による住民への PR 等を十分やってきた上での入館者の減少なのか。公文

書館併設により展示スペースは減り、郷土博物館機能は相当低下する。今後増えていく公文書により、

最終的に全体が公文書館になり兼ねない。一部の専門家からも反対の意見もある。

（行政）入館者減のみの理由で、郷土博物館を公文書館にというものではない。しかし、施設の利活

用は図らなくてはいけない。ご指摘の博物館展等のイベント開催等をしてこなかったのは事実で、今

後の収蔵品の PR や来館アピールも必要とは思っている。新たな視点から、同様に歴史的資料でもあ

る公文書も収蔵し、広く市民の利用に供したい。耐震性のある施設があまり無いこと、公文書館の併

設に違和感が無いという点で、公文書館整備検討懇話会の意見も伺い、丸子郷土博物館が一番よいと

なった。

（委員）公文書は年々増えていく。最終的に旧丸子町の収蔵品がどこかへ押しやられていくのではな

いかとの懸念がある。現在、計画のスペース以外には公文書館スペースを増やさないという、文書で
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の一筆が欲しい。

（行政）当面、第一展示室（考古学展示）と第 2 展示室（蚕糸・製糸関係展示）は残し、博物館機能

はそのまま残す。増えていく公文書の保管場所は、将来の様々な施設建設に併せて個々に調整してい

く予定。博物館を残す方針であることは、会議録等に記載される。

（委員）この問題は、協議会委員だけで簡単に了承できる問題ではない。地域住民にアンケートをと

りたい。

（委員）私は公文書館懇話会の委員だった。上田市には公文書館がなく、それが丸子地域にできると

いう前向きな姿勢で受けていただきたい。公文書館ができることにより、人も集まり、更に施設の利

活用が図られる。イベントや講演会も開催できるかも知れない。

（委員）公文書館と図書館は親和性がある。図書館建設時に、公文書館併設のビジョンは無かったの

か。

（行政）図書館建設委員会において、丸子図書館に必要な機能を伺って建設した。保存する資料につ

いては、閲覧できる「図書」という基準とすることになった。

（会長）現状では即決できない。地元の方のプライドや地域の意見もある。研究会を立ち上げて検討

し、更にその意見を踏まえて丸子地域協議会全体会で議論し、賛否を決めるという手順を踏みたいが

いかがか。

（一同）異議なし

（会長）住民の意思は無視できないので、そのような形でお願いしたい。早急に研究会を立ち上げて

検討していきたい。

（2）分科会・研究会の当初の設置について

・全体会開始前に、2 班に分かれて分散会を開催。地域課題の洗い出しを行い、設立する分科会・研

究会の案を話し合った。

・以下、主な協議内容。

（委員）今まで郷土博物館に訪れる機会があまり無かった。協議会委員も一度行ってみる必要がある。

小学生の活用も少ない。自分達の宝を再認識する研究会になればいい。

（会長）（協議事項の公文書館併設に言及して）行政から「意見を聞きたい」という場合、協議会から

発せられた意見は拘束力を有するのか。

（行政）地域協議会は市の諮問機関。出された意見については‘尊重される’ということで対応。

（委員）博物館の関連組織はどうなっているか。どういう形で運営しているか。

（行政）教育委員会の事務局である文化振興課の機関組織の位置付けで上田市立博物館があり、その

枝として丸子郷土博物館がある。館長は市立博物館の館長補佐が兼務しており、課としては上田市

立博物館が主管課となる。

（委員）丸子博物館の職員は何名か。

（行政）臨時職員 2 名である。

（委員）分科会・研究会で、なぜ博物館に人が来ないのかについて研究して、地元の認識や文化を広

められればよい。

（委員）旧カネボウ食堂棟利活用に関する研究会は、公文書館併設の関係で、旧カネボウ食堂棟を博

物館展示物の移設先として使う方向について、市の見解待ちで保留になっている。その目的で利用

されないのなら、再検討が必要だ。

（行政）本日の総務課の説明では、公文書館関係では旧カネボウ食堂棟の利用は視野に入っていない。

丸子地域として別の利活用の検討をしなければいけない。

・分散会の意見を基に協議して、下記の分科会・研究会を設置した。

① 公共交通に関する分科会（継続）

（サポート担当課：地域振興課）

② 丸子地域の子育て支援に関する研究会（継続）

（サポート担当課：市民サービス課）

③ 新しい観光に関する分科会（継続）

（サポート担当課：産業観光課）

④中心市街地活性化に関する研究会（新規）

※ 旧カネボウ食堂棟利活用に関する研究会と上丸子商店街活力アップに関する研究会を継

承・統合して、中心市街地の活性化を研究する。

（サポート担当課：産業観光課が主担当、及び地域振興課の予定）

⑤丸子郷土博物館に関する研究会（新規）

※ 公文書館併設の問題や丸子郷土博物館それ自体の利活用を研究する。

（サポート担当課：丸子地域教育事務所）
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・分科会・研究会の立上げ後、順番に各委員の担当希望を伺った。

（3）依田川リバーフロント市民協働事業への参画について

・平成 19 年度の丸子地域協議会の提案事業。21 年に実行委員会の立上げ。丸子地域協議会からも 1

名委員を派遣。

・事務局提案に基づき、横山委員の参画を決定。

4 報告事項

（1）平成 28 年度丸子地域自治センター重点目標について

・4 項目の重点項目；

重点目標１：「参加と協働による活力あるまちづくり」

重点目標２：「環境に優しく安全・安心なまちづくり」

重点目標３：「次代に向けた丸子温泉郷の活性化」

重点目標４：「特色を活かした農林業の振興による地域活性化」

(2) 平成 28 年度上田市防災訓練（9 月 3 日）について

・本年も丸子地域依田地区が重点地区。訓練会場は丸子北中学校。

・平成 28 年 9 月 3日（土）午前 6時から。

（3）わがまち魅力アップ応援事業第 2 回募集について

・事務局より、わがまち魅力アップ応援事業の制度概要を説明。

・応募期間：平成 28 年 5 月 30 日（月）～6 月 10 日（金）

5 その他

（1）次回以降の協議会日程ついて

第 3回協議会 6月 28 日（火） 午後 1時 30 分 丸子地域自治センター４階講堂

第 4回協議会 7月 26 日（火） 午後 1時 30 分 丸子地域自治センター４階講堂

第 5回協議会 8月 30 日（火） 午後 1時 30 分 丸子地域自治センター４階講堂

第 6回協議会 9月 27 日（火） 午後 1時 30 分 丸子地域自治センター４階講堂

（２）その他

ア 上田市 10 周年記念式典（6月 25 日）について（お知らせ）

・平成 28 年 6月 25 日（土）午前 9時半から正午まで、サントミューゼ大ホールにて式典実施。

・委員の送迎バスの案内：午前 8時 30 分、自治センター発。

イ その他

・（事務局）現時点における参議院議員通常選挙の情報について（お知らせ）

7月 10 日投票日が現在有力。

・（事務局）移動市長室の開催について（お知らせ）

丸子地域自治センターは 7月 6～8日の 3日間の予定。詳細は次回協議会で報告する。

6 閉 会


