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令和元年度第２回

岡崎市美術博物館協議会会議録

１ 開催日時及び場所

令和元年２月 20 日（木）14:00～15:34

岡崎市美術博物館 １階会議室

２ 出席委員（定数 10 名 １名欠席）

会長 澤 博史 （社会教育・家庭教育）

副会長 古川 秀昭 （社会教育） 坂本 雄士 （市民公募）

赤﨑 類子 （学校教育） 太田 公典 （学識経験）

林 羊歯代 （学識経験） 廣瀨 智子 （市民公募）

山下 清 （社会教育） 加藤 安信 （学識経験）

（欠席委員は、片桐 徹（学校教育）１名）

３ 館長及び説明のため出席した事務局職員（10 名）

美術博物館館長 榊原 悟 社会文化部長 河内 佳子

美術博物館副館長 鈴木 智子 美 術 博 物 館 副 館 長 代 行 諸井 力

美術博物館学芸係係長 浦野 加穂子 美 術 博 物 館 管 理 係 係 長 宮代 秀雄

地域文化広場副館長 三宅 葉子 地域文化広場副館長代行 村松 和明

美 術 館 副 館 長 前島 豊 美 術 館 副 館 長 代 行 稲垣 満春

４ 会議の成立

事務局より、委員 10 名のうち９名が出席のため、岡崎市美術博物館管理規則第８

条第２項の規定により、本日の会議は成立していることを報告した。

５ 会議の内容

次第２ 報告事項

⑴ 令和元年度 展覧会開催結果について

議 長＝美術博物館から説明をお願いします。

事務局＝（令和元年度に実施した展覧会について、入場者数、各種企画内容等を資

料に沿って美術博物館の担当者から報告）

議 長＝ただ今の説明について、ご意見・ご質問はありますか。
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委員Ａ＝企画展、特別企画展、収蔵品展と分かれていますが、どのような分けとな

っていますか。

事務局＝区分けは展覧会の規模と内容によります。例えば、本年度の特別企画展「琉

球の美」の場合、国宝を含む相当数の貴重な資料を沖縄から借用したので特

別企画展としました。

委員Ａ＝規模というのは事業費が大きいということですか。

事務局＝はい。収蔵品展は当館所蔵の収蔵品の展覧会になります。

委員Ａ＝美術博物館の学芸員の方が企画した展覧会はどれですか。

事務局＝令和元年度でいうと、「琉球の美」、「鶴田卓池」、「暮らしのうつりかわり」

です。

委員Ａ＝「琉球の美」は、こちらの学芸員が中心となってやったということですか。

事務局＝はい。浦添市美術館に協力をいただきながら、当館の学芸員が中心となっ

て企画しました。

委員Ａ＝学芸員が調査・研究の成果として作り上げていく自主企画が、美術館の個

性になっていくと思うので、どの展覧会がそれなのかと思いました。

委員Ｂ＝暮らし展は毎年やっていますが、目新しいものや新しく収蔵したものはあ

りますか。毎回同じような感じではないですか。

事務局＝内容は毎年変えており、今年はひな人形を多数展示しています。毎年新し

く収蔵した資料も紹介しています。

館 長＝丹念に見ると毎年変わっています。例えば昨年だとペナントをたくさん展

示していましたし、来年は土人形を出そうと考えています。学芸員が丹念に

整理したものを出しています。

委員Ｂ＝美術博物館の収蔵品を定期的に見せる展覧会はできないのですか。

館 長＝検討中ですが、収蔵品を積極的に紹介していくことは意識しています。

委員Ｃ＝Ａ委員の意見はもっともで、展覧会の種類の定義については、公募の委員

もいらっしゃるので、最初に数分でいいので毎回説明があってもいいと思い

ます。私のイメージでは、「企画展」は、学芸員が自らテーマを設定して、他

館から借りてきたものも含めて行うもの。「特別企画展」は、周年だとか新聞

社などと共催、あるいは各館との共催によるもの。各館で定義は違うと思い

ますが、用語の概念の説明があってもいいかなと思います。「収蔵品展」は、

最も大事なものだと私は思うので、その重要さがわかるようにしたほうがい

いと思いました。

委員Ｄ＝目標入場者数や達成率が出ていますが、これはこの会議の場だけのもので

すか。市長に報告などはしないのでしょうか。また目標の数値は高めに設定

していると思うので、運営サイドとしてこのくらい入ればいいと考えている

ラインはありますか。

事務局＝目標と実績は、予算や決算で議会での審査、精査を受けます。
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委員Ｃ＝市民には公開されていないのですか。

事務局＝事務事業評価というのを毎年やっていて、「企画展業務」という大きなくく

りで、年間の目標入場者に対して実績はどうだったかということは報告して

います。個々の展覧会の目標に対する実績については公表していません。

議 長＝個々の展覧会の目標入場者数はどのような基準で決めていますか。目標が

高く設定されていれば当然達成率は下がりますし、低ければ達成率は上がり

ますよね。

事務局＝予算編成で企画展の収支を算出する際に、目標とする数値をその算定根拠

としています。

議 長＝目標が低いと予算も少なくなってしまうということですか。

事務局＝わかりやすく言うとそうなります。

委員Ａ＝予算編成の際に数字で示されて、というのはよくわかるのですが、「鶴田卓

池」展などは、入場者が少なくても展覧会としては質の高いものだったと思

います。数字とは別にアンケート等からわかる満足度を入れたほうがいいの

ではないですか。数字が大切だというのは理解しますが、作家の立場から言

えば、作品は数字ではなかなか評価できないと思いますし、展覧会にもそう

した部分があると思うので、満足度のようなものも評価に入れてみてはどう

でしょう。学芸員の企画したものが全国的に有名でないと、入場者数はあま

り望めなくなります。しかし、この地域としての重要な研究があると思いま

す。当然その研究をどうやって広めるかという部分もあるのですけども。

委員Ｄ＝この数字だけが外に出ていくと、今後の運営にかかわるのではないかと思

います。

事務局＝決算委員会などでは、数字だけではなく、入場者数は伸びなかったが内容

的には質の高い意義のある展覧会であったことは説明しています。

委員Ｄ＝学芸員が委縮するような結果にはなって欲しくないと思います。

委員Ａ＝いまや博物館の運営を第三セクターに依頼してしまうところもあるくらい

ですので、そうなると全くそこだけで評価されてしまうので、せっかく市が

直営でやっているのですから、そういうところを十分わかるようにしてほし

いと思います。

議 長＝卓池展は３回見ました。今、俳句ブームで俳句を詠む方が増えていて、蒲

郡や豊田にも俳句の結社がありますが、その会員の方がたくさん見に来られ

て、良い展覧会だったと言われました。こういうのは入場者数だけではなく

て、志している方の心を高揚させたり、あるいは勉強になったりするわけで

す。そういう観点で言えば、図書館などは何も収益がないわけですよね。そ

れでも市民の心を耕していくという点で意義のあるものですから、議会など

ではわかりやすい数値で成果を求められるかもしれませんが、目に見えない

文化的な成果があることを担当者から伝えていただきたいと思います。
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委員Ｅ＝卓池展とおかざきっ子展の日程が重なり、展覧会よりもおかざきっ子展の

ほうに人が流れてしまったこともあると思います。

委員Ｆ＝美術博物館、子ども美術博物館ともに、昨年に比べて１割ほど支出が増え

ていますが、予算は毎年上げてもらえるのでしょうか。

事務局＝毎年中身を充実させて、たくさんの人に入っていただくことを目標として、

予算の確保について財政部門と交渉しています。ここ２年は増額となってい

ますが、毎年の交渉になるので、減額もあり得ます。

委員Ｆ＝予算の段階では結果が判らないにもかかわらず、実績が上がっており、良

いと思います。

委員Ｇ＝私は「暮らしのうつりかわり」について述べさせていただきます。１月に

名古屋で似た内容の展覧会を見てきましたが、本美術博物館は、毎年同じよ

うに見えて少しずつ変えている点、そして教科書等では、今デジタル化の時

代ですが、掛け軸など、本物の絵が語りかけてくれているのは教材として子

どもたちによいのではないかと思います。特に時間軸で見たときに、子ども

と一緒に見ていたものをいずれは孫を連れて見に行くなど、昔自分が見てい

たものを次の世代の人が見ていくという風になっていくと思うので、続けて

くれるとありがたいです。今年はオリンピックの展示がありましたので、昔

参加された方がお子さんやお孫さんと見に来られるということもあるでしょ

うし、そういう企画はいいと思います。

学術的なことになりますが、美術博物館発行の「研究紀要」はＩＳＳＮが

ついていないと思いますが、例えば大学研究紀要等では論文などがあって最

後の方に資料等もあると思うので、登録すれば、取組みが履歴として残ると

思います。オープンアクセスなどは著作権の関係で難しいかもしれませんが、

こうした成果を広く示せるといいと思いました。

委員Ｈ＝卓池展は人が少なかったのでゆっくり鑑賞できました。先ほど、数値とは

別に、質の高い展覧会であったことを説明しているとのことでしたが、アン

ケートの声は伝えているのでしょうか。我々も委員として、素晴らしかった

旨を意見として伝えられたらいいと思うのですが。

事務局＝質の高い企画展であったという根拠としては、アンケートの自由記述の意

見、専門家の声を総合しています。

委員Ｈ＝例えば、ホームページに展覧会の声として、実感としてよかったという声

が上がると説得力があると思います。

事務局＝検討します。

議 長＝展覧会に対する深いご意見をいただきました。本質にも触れる問題でもあ

ると思うので、事務局はそういった声も取り入れて来年度やっていっていた

だければと思います。

次第３ 議事
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⑴ 令和２年度開催予定の展覧会について

議 長＝それでは議事の令和２年度開催予定の展覧会について、事務局からの説明

をお願いします。

事務局＝（令和２年度開催の各展覧会について、開催予定日、期間、内容等を資料

に沿って美術博物館、地域文化広場担当者から説明）

議 長＝今の説明について、意見・質問はありますか。

委員Ａ＝学芸員の企画はどれですか

事務局＝美術博物館の「神話の世界」展は、巡回展ですが、当館や子ども美術博物

館の収蔵品も出品します。「岩合光昭写真展」、「マイセン動物園展」は巡回展

で、「インド・ミニアチュール展」は、当館が立ち上げの巡回展ですが、巡回

館は未定です。「暮らしのうつりかわり」は、収蔵品による自主企画です。

事務局＝地域文化広場の「これって絵画なの？」は、当館で組み立てる企画展です。

「あそべる恐竜博」は業者委託、「紙のびっくりワールド展」は、当館の企画

をもとに、作家と業者の三者で一緒に作っていく独自の展覧会です。「わくわ

く鉄道博物館」は、鉄道愛好家の方々にお願いして構成する展覧会です。「巨

匠たちの 10 代」は、こちらで企画する展覧会です。

委員Ｄ＝地域文化広場の展覧会は大人が見ても楽しいし、自然と考えさせる、興味

を持たせる仕組みがあって、ものすごく面白いです。恐竜博は写真を撮るよ

うな場所はありますか。

事務局＝３Ｄの飛び出してくるようなものをやる予定です。

委員Ｄ＝地球がどうやってできたか学ぶ機会になっていると思うので、ぜひ知恵を

絞って子供の才能が伸びるものにして欲しいです。

委員Ｂ＝岩合光昭写真展は、本人のギャラリートークはありますか。

事務局＝現在調整中です。

委員Ｈ＝写真撮影が可能な展覧会が多くなって来ています。ＳＮＳでの拡散につな

がりますし、内藤ルネ展では撮影可ということで多くの人が撮影する様子が

見られました。来年度は、どの展覧会が写真撮影可能ですか。また、可不可

にはどのような基準があるのですか。

事務局＝写真が撮れるかどうかについては、今後関係者等と調整する予定です。

委員Ｈ＝特別なお金がかかったりするのですか。

事務局＝著作権の問題のほか、所有者の意向などがあります。内藤ルネ展の場合は、

ルネ作品のマスターライセンサーが写真撮影について全面的に許可してくれ

たため、ＯＫでした。市民の皆さんからお寄せいただいた「岡崎ゆかりのも

の」に関しては、所蔵者の個人情報が載っているものがありましたので、撮

影不可としました。著作権等の問題をクリアできれば、撮影はできますので、

今後、各展覧会の関係者と調整していくことになると思います。

委員Ｈ＝最近の流れとしても、できるようになるといいと思います。
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委員Ｇ＝名古屋のある展覧会では、記録のために写真を撮りたいと伝えたところ、

写真撮影の許可を得ていることが一目でわかるように、名札をつけるような

ルールになっていました。この方法がいいかどうかはわかりませんが、ＳＮ

Ｓなどのこともあり、厳しい時代になったのかなと思いました。

委員Ｃ＝これは難しいことで外国はだいたい大丈夫です。しかし、日本では写真を

撮るときに人が集まってしまって、それが鑑賞の妨げになることがあります。

昔はストロボの発光が作品の長期保存によくないということで禁止されてい

ましたが、今はストロボがなくともきれいに撮れます。そういう意味ではも

っとやってもいいと思いますし、日本以外の国ではそういう傾向があるので

すが、日本では今やると作品の前でポーズをとったりすることが多く、他の

鑑賞者への配慮といった意識改革が必要だと思います。その過程として、先

ほど出た撮影許可証みたいなものはありかもしれません。写真を撮る、撮ら

れる文化のレベルが日本は低い。楽しく撮る、「私も入れて」というような感

覚をそのまま美術館に持ち込まれても困ります。両方で意識改革を進めなが

ら、博物館、展覧会での展示室内での撮影は手配していってもいいと思いま

す。

議 長＝外国では作品を撮るが、日本では作品は二の次で、作品と自分が写ってい

るのが大事です。ですから先ほどのお話のように文化の違いというものもあ

るのではないでしょうか。ヨーロッパではだいたい撮影可能ですが、フラッ

シュ禁止というのはありますよね。

委員Ｃ＝フラッシュは鑑賞している人もびっくりしますから、どんな場合でもいけ

ないでしょうね。サントリー美術館では写真撮影はほとんど駄目だったです

よね。

館 長＝所蔵者の意向があるので駄目でした。よそから借りてきたものはそう簡単

にはいかないでしょう。生身の人間、存命の作家のものはもっと厳しいです。

こちらとしては写真を撮るということはいろいろな効果がありますが、これ

は相当慎重に考えないと反対です。

委員Ｂ＝「暮らしのうつりかわり」で、江戸から明治、明治から大正というような

展示はできませんか。博物館ですから、そういう古い時代のものが見たいで

す。

事務局＝美術博物館の収蔵品として、江戸時代のものは多少ありますし、今回の展

示でも明治・大正のものも実は少し展示しています。展示ができる資料とし

ては、昭和のものが圧倒的に多く、また、状態の良いものをお見せしたいと

いうこともあるのですが、今後検討していきたいと思います。

議 長＝それでは、承認される方は挙手をお願いします。

（挙手＝全員）

議 長＝承認されました。事務局は、本日の会議で出された意見を踏まえて、展覧



7

会の運営を進めてください。

⑵ 令和３年度開催予定の展覧会計画について

議 長＝それでは議事の令和３年度開催予定の展覧会について、事務局からの説明

をお願いします。

事務局＝（令和３年度開催の各展覧会について、開催予定日、期間、内容等を資料

に沿って美術博物館、地域文化広場担当者から説明）

委員Ｅ＝おかざきっ子展の時期に、子ども向けの展覧会が開催されるといいと思い

ます。このときは６、７万人の方が来場されるので、子ども向けの企画展を

この日に当てれば家族一緒に入れると思います。

議 長＝おかざきっ子展の日取りは決まっていますか。

委員Ｅ＝子美博でやっていたころは、子供向けの展覧会を開催していたので、家族

みんなで楽しめてすごくよかったという声が聞こえてきました。学校で子ど

もたちに感想を聞くと、おかざきっ子展のことよりも企画展の話をするくら

いでした。

事務局＝今年は、おかざきっ子展の会場が、急に美術博物館に変更されたため、そ

のあたりについては全く考慮する暇がありませんでしたが、こちらとしても

集客に繋がることから、今後は考慮していきたいと思います。ただ、おかざ

きっ子展の開催時期である 10 月前半は、展覧会のベストシーズンでもあって、

一番いい展覧会をやりたい時期でもあるので、それが必ずしも子ども向けの

ものになるとは言えないことと、巡回展は他館とのスケジュールの関係もあ

り、動かせないこともあります。考慮はさせていただきたいと思います。

議 長＝それでは、承認される方は挙手をお願いします。

（挙手＝全員）

議 長＝承認されました。事務局は、本日の会議で出された意見を踏まえて、展覧

会の運営を進めてください。

次第４ その他

議 長＝予定の議事は終了しました。その他で何かございますか。

事務局＝（令和元年度の新しい試みについて、資料に沿って担当者から説明）

事務局＝（村山槐多展について、担当者から説明）

ご存知の方もいらっしゃると思いますが、本年度開催した村山槐多展ですが、

新発見も 100 点以上集まるということも前代未聞のことで、大変好評をいた

だいて、ＮＨＫの日曜美術館にも取り上げられまして、全国的に知られた展

覧会になりました。それを受けて、どうもこれは違うのではないか、という

方がいて、週刊誌が取り上げるということがありました。また、それと同じ

グループの方の同人誌にも出ました。こちらとしましては、その週刊誌の中

でもいい加減なものは出していないことを言明しておりますが、これにつき

ましては、今後しっかりと立証していきたいと思っています。例えば、週刊
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誌などではなく、「研究紀要」などの、しっかりとした研究誌で客観的に立証

できるように努めていきたいと思います。

館 長＝補足しておきますと、週刊誌で贋作ではないかという指摘がありました。

それからそれを受けて近代美術、近代の洋画を中心に研究している雑誌の中

で同じような批判がありました。批判は批判として真摯に受け止めて、それ

なりの反論の場を設けるべきだろうと私は思いますので、担当には反証のた

めの論文執筆の要請をしました。担当の場合はすでに「村山槐多の全貌」と

いう展覧会を８年前にやって、新しい資料も含めて一番村山槐多の作品を承

知していると思います。その成果を踏まえて、こうした本も書いています。

ここでも同じような作業をしているのですが、槐多の文字のかたちや書風を

詳細に比較して槐多の作品ではないかと、それから作品の画風も比較して槐

多のスタイルに迫っている業績があるわけです。それを踏まえて、当然批判

した人には批判した人なりの論理があるのだろうと思いますので、いずれそ

ういったものの発表があるかもしれませんが、ただ研究者としてはそれを踏

まえるか、それよりもこちらが先に出すか、いずれにせよ、本人の立場なり

考え方をきちっとした形で表明するべきだろうと思います。ということで、

すぐには場所を提供できないのですが、来年度の美術博物館の「研究紀要」

でそれを書くことで、それが正式に担当の今回の真贋に対するきちんとした

見解になるかと思います。

事務局＝（来年度以降の館長職について、担当者から説明）

現在、当館の館長職は、非常勤特別職としていますが、来年度から施行され

る地方公務員法の一部改正により、制度が本来想定する特別職の範囲が厳格

化されることになりました。博物館法第４条第２項の規定に、館長は、「館

務を掌理し、所属職員を監督」するとあることから、博物館の館長は、指揮

監督等の責任を担うべき立場であり、原則として一般職に移行することが適

当であるとの見解が総務省から出されました。市では現在、この総務省見解

に従って事務を進めており、来年度は現在の副館長職が館長職に就き、榊原

館長には非常勤特別職の「特任館長」として引き続きご指導をいただく予定

です。特任館長の職務としては、専門的な知識経験等に基づき、助言を行う、

顧問・参与といった立場と考えていただければと思います。

委員Ａ＝美術館の竹内敏信先生の写真をもう少し活用できないでしょうか。竹内

先生のお弟子さんだという方にお会いしまして、非常にいい写真を撮っている

という事なので、もう少しはっきりした形での展示ができると良いのではない

かと思いました。

事務局＝今、美術館に寄贈されているものは、パネルの状態になっているものば

かりです。そのパネルが10年以上前の古い状態で、1760点あるものですから、

すべて確認してはいませんが、なかには写真自体は良くてもパネルの状態が悪
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いものもあります。写真の原板は、竹内事務所の方で管理されていると思うの

ですが、テーマ性を持って展示するときには、原板をお借りしてパネルを新し

くする等、予算の関係もありますが、今後、そういう形でやっていきたいとは

思っています。

委員Ａ＝こういう人を掘り起こして市民の方に知らせていくというのも地域の美

術館として大事な役割だと思います。

閉会あいさつ

館 長＝本日はお忙しいところ大変ありがとうございました。令和２年度と３年度

の開催予定展示会についてご承認いただけましたので粛々と準備を進めてま

いりたいと思います。令和元年の展覧会で「琉球の美」と「鶴田卓池」のこ

とが話題になりまして、むしろ評価していただいていると感じまして、大変

ありがたいことだと思っております。美術博物館で今年やった展覧会では、

この二つが気合を入れた展示でした。にもかかわらずお客様はもう一つとい

う事なのですけれども、あえて開き直っていえば鶴田卓池の展覧会は岡崎で

しかできないのですけれども、この展覧会に予算をつけて図録まで作らせて

もらえるというのは岡崎市の度量の深さというか、文化に対する熱い思いが

あるのだろうと、美術博物館当事者としてはありがたく思っております。展

覧会の評価は入館者数だけでは下せないところがあるように思います。先生

方が言われたアンケートの公表は、下手にやると自画自賛になってしまいま

すし、とはいえ人数だけではない、ここでしかできない展覧会はやっぱりや

らなくてはいけないと思いますので、どういう形になるかはわかりませんけ

れども考えていこうと思います。長時間に及ぶ審議もありがとうございまし

た。

事務局＝以上をもって、令和元年度第２回岡崎市美術博物館協議会を終了します。

長時間にわたり、本日はありがとうございました。

―以上―


