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平成 29 年度第１回 

岡崎市美術博物館協議会会議録 
 

１ 開催日時及び場所 

平成 29 年７月 14 日（金）14：00～16：05 

  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） 

加藤 安信 （学識経験） 澤  博史 （社会教育・家庭教育） 

杉原 惠美子 （学校教育） 鈴木 浩司 （市民公募） 

林  羊歯代 （学識経験） 古川 秀昭 （社会教育） 

松浦 良昭 （学校教育） 三井 崇未枝 （市民公募） 

山下   清  （社会教育）   

（欠席委員は、福應 謙一（学識経験）１名） 

３ 館長及び説明のため出席した事務局職員（８名） 

美術博物館館長 榊原  悟 社会文化部長 安藤 英彦 

美術博物館副館長 堀江 登志実 美術博物館管理係係長 鈴木 智子 

美術博物館学芸係係長  浦野 加穂子 地域文化広場副館長 小林  亮 

地域文化広場副館長補佐 村松 和明 地域文化広場主任主査 杉浦  健 

４ 辞令交付 

    岡崎市美術博物館条例第 12 条の規定により、平成 29 年 7 月 1 日から平成 31 年 6

月 30 日までを任期とし、委員に任命辞令を交付した。 

５ 会議の成立 

     事務局より、委員 10 名のうち８名（松浦委員は他の公務のため遅れて出席）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。 

６ 会長・副会長の選出 

岡崎市美術博物館管理規則第７条の規定に基づき、委員の互選により会長及び副会

長を次のとおり選任し、同条第３項の規定により、会長が会議の議長を務める。 

会 長  澤  博史 

副会長  古川 秀昭 
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７ 会議の公開について 

岡崎市附属機関等の会議の公開に関する指針に基づき、本会議を全部公開とするこ

と及び傍聴希望者１名の傍聴を許可した。（傍聴者１名入室） 

８ 会議の内容 

次第４ 報告事項 

（１）平成 28 年度 展覧会開催結果について 

議 長＝事務局から説明をお願いします。 

事務局＝（平成 28 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及び地域文化広場の各担当者から報告） 

議 長＝ただ今の説明について、ご意見・ご質問はありますか。 

委員Ａ＝各展覧会の入場者数の目標はどのように設定しているのですか。また、美

術博物館の入場者数の達成率については、50～60％あたりが多いですが、こ

のことについてはどう評価していますか。 

事務局＝入場者数の目標については、それぞれの展覧会を実施するのにかかった事

業費や、展覧会の内容や性格などを勘案して設定しています。例えば、全国

を巡回する「ブリューゲルとバロックの巨匠」のような美術展は、多くの入

場者が見込めると読んで、18,000 人を目標とし、「大鎖国展」については、

館としてぜひ市民の皆さんに足を運んでもらいたいという期待を込めて高い

目標を設定しました。 

    達成率については、「大鎖国展」は 51.3％、「福山の文化財展」についても、

親善都市について、市民の皆さんにもっと知ってもらいたいという思いはあ

ったのですが、結果としては 52.3％でした。「ブリューゲルとバロックの巨

匠」については、もう少し入ると読んでいたのですが、66.1％に留まりまし

た。 

館 長＝入場者の目標達成率に関して少し弁明させてもらいますと、展覧会の入場

者の読みはとても難しいところがあります。どこの館でもありがちなことだ

と思うのですが、学芸員が力を入れて企画した展覧会ほど、どういうわけか

人が入らないものです。もう少し達成率の精度を上げる必要はあると思いま

すが、入場者数にはかなり水物的なところがあるのも事実です。よく言われ

ることとして、どこの市町でも、歴史系の博物関係の展示を観に来る人は、

人口の２％程度なのだそうです。あくまで目安に過ぎませんが、「大鎖国展」

なら 8,000 人がマックスだったということでしょう。 

「大鎖国展」は、正直なところもっと入ると思っていましたが、展覧会の

評価は、入場者数だけではありません。質的な部分については、比較的好評

を博した展覧会であったと考えています。 
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委員Ｂ＝美術館に勤務していた者として、応援する立場から言いますと、入館者の

「目標」とか「達成率」というのは、評価が本当に難しい。さらに収支のこ

とを言いだすとさらに館の立場は厳しいものになります。 

博物館法では、原則、公立博物館は、入館料はとってはいけないことにな

っていて、ただし書きで、やむを得ない事情がある場合は必要な対価を徴収

することができる規定になっているわけでして、そもそも文化施設というも

のは、市民に良質な文化サービスを提供することこそが使命であって、それ

でいいのだと思います。 

ただし、「目標」と「実績」の乖離については、学芸員のモチベーションを

維持するためにも、もう少し目標の設定の仕方に工夫がほしいです。 

委員Ｃ＝展覧会の事業費にはどんな経費が含まれているのですか。 

事務局＝事業費の内訳につきましては、会場を設営する展示施工費、展示作品の借

用料・保険料、美術品専門業者による作品の運搬・展示業務、会場の監視・

警備、講演会・イベントの費用、広報宣伝費といったものがあります。 

委員Ｄ＝地域文化広場の企画については、達成率が 100％を超えているものもあり

ますが、これは、入場無料の市内の小中学生の人数も含まれているのですか。 

事務局＝含まれています。 

委員Ｅ＝「暮らしのうつりかわり」展については、私の学校では２年続けて見学す

ることができましたが、学校によっては、申し込みをしたにもかかわらず見

学できなかった学校もあったのでしょうか。 

事務局＝学習支援として実施している事業なので、できるだけ要望には応えたいの

ですが、児童の送迎に市のバスを使っている関係上、バスの利用枠があるた

め、多くの小学校に対してお断りをしているのが現状です。 

議 長＝美術博物館が年間に利用できるバスは決められているのでしょうか。早い

段階で申し込めば利用できるのですか。 

事務局＝ちょうど同じ時期に他の部署でもバスを利用する事業がありまして、市の

庁舎車両管理室で割当てをしています。募集については、２月の展覧会につ

いて、10 月というかなり早い時期の校長会でご案内させていただき、利用調

整を行っています。 

議 長＝校長会でも、バスの利用枠が限られている状況をよく説明し、ご理解いた

だくようお願いをしてください。 

委員Ｅ＝地域文化広場の玉田多紀さんの企画展は、ちょうど造形おかざきっ子展と

同じ時期で、外でいっしょにワークショップを開催していただき、岡崎の子

どもたちにとっては、たいへん思い出深いものになったのではないかと思い

ます。 
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（２）平成 29 年度 展覧会開催状況について 

議 長＝事務局から説明をお願いします。 

事務局＝（会期を終えた展覧会の入場者数、各種企画内容等及び今後予定する展覧

会等の内容を資料に沿って美術博物館及び地域文化広場の各担当者から説

明） 

議 長＝まず、美術博物館からの説明について、ご意見・ご質問はありますか。 

委員Ｃ＝先日、豊田市美術館で開催していた東山魁夷展に行ってきましたが、平日

にも関わらず長蛇の列ができていました。岡崎市の美術博物館は、若い人た

ちや女性をターゲットにして、もっと人が入る企画を考えたほうが良いと思

います。ここは景色も良くて、レストランも繁盛していますが、レストラン

を目当てに来た人が展覧会に足を運んでいるかというと、そういうふうには

なっていない気がします。 

議 長＝東山魁夷展のような展覧会をやれば、確かに人は来ますが、そのぶん、多

額の費用もかかります。若者や中年を惹きつける美術館のあり方というのは、

それだけで論文が書けそうなテーマですが、事務局としてはどのように考え

ていますか。 

  事務局＝美術博物館では、館の性格上、美術と博物の分野それぞれで、年間６本の

企画展を実施しており、巡回展など多くの集客が見込める展覧会と、学芸員

が地道にこつこつと作っていく展覧会と、めりはりをつけています。集客力

の高い企画は、やはりそれに比例して事業費も高くなりがちで、予算の制約

があり、年間のバランスについても考慮する必要があります。 

今年度の場合、京の美人画展では、入場者数の達成率が 100％を超えまし

たが、今後は、さらに若い人を取り込んでいけるような工夫も考えてまいり

ます。 

   議 長＝この館でもかつてカラヴァッジョをやったときは、東京の私の知人もわざ

わざ観に来ました。名の通った画家の展覧会をやれば、確実に人は来ると思

いますので、個人的には、５年に１度くらいはそんな目玉の企画をやっても

よいのではないかと思っています。 

委員Ａ＝京の美人画展では、和服の研究家によるギャラリートークに参加しました

が、描かれた女性の着物に焦点を当てた説明が、ふだんの学芸員の説明とは

また一味違って、とても斬新な企画でした。今後の展覧会でもこうしたイベ

ントをぜひ実施してほしいです。 

議 長＝次に、地域文化広場からの説明について、ご意見・ご質問はありますか。 

  委員Ａ＝「わくわく鉄道博物館 2017」は、前回の協議会では、愛知環状鉄道の歴

史を紹介する企画展という説明だったと思いますが、内容に変更があったの

ですか。 
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事務局＝当初は、愛知環状鉄道の開業 30 周年に合わせて、その歴史を紹介する展覧

会を考えていましたが、まずは、当館の使命として、子どもたちに楽しんで

もらうことを第一に考えて、もう少し幅広い視点で、鉄道模型や巨大ジオラ

マなど、子どもたちが喜びそうな展示を取り入れつつ、岡崎の鉄道史につい

て、市電が走っていた時代から現代までを写真と資料によって紹介し、大人

も子どもも楽しめる展示になるよう企画を練っているところです。 

  委員Ｆ＝はしもとみおさんの彫刻展は、大学生たちにもたいへん好評でした。何が

良かったかというと、作品自体がとてもリアルで、かわいくて、多くの犬好

き、猫好きの心を掴んだということ、それから、一部作品に触ることができ

たこと、さらに、写真が撮れたこと、これが一番大きかったと思います。会

場で来館者の様子を見ていますと、みんな本当にうれしそうに作品と一緒に

記念撮影をしていました。今、「ＳＮＳ映えする展示」ということで、東京

の水族館の「空飛ぶペンギン」が話題になっています。写真を撮ってＳＮＳ

に投稿すると、それだけで人が詰めかけるという現象が起きています。展示

品の撮影は、いろいろ難しい点もあると思いますが、今後は撮影できる展示

というものもありなのかなと思いました。 

      先日、杉山明博先生の展覧会を観に行ったとき、作品の撮影については許

可が要ると言われました。はしもとみおさんの展示の後だったので、私自身、

写真が撮れる気分になっていたということもありましたが、写真を撮って参

考にしたいという学生もいたので、もう少しルールを緩めることはできない

ものかなと思いました。 

  議 長＝ヨーロッパの美術館では、フラッシュはダメだが、写真撮影は自由なとこ

ろが多いですね。日本はまだまだそういうところは少数派であり、作品の所

蔵者の意向というものが、館の方針よりも優先されることになるかと思いま

すが、館としては、写真撮影についてどう考えていますか。 

  事務局＝美術博物館でも、「暮らしのうつりかわり」については、当館の所蔵品を

ベースにした展覧会なので、写真撮影は許可していますが、それ以外につい

ては、所蔵者の方の意向があり、全面的に認めることはなかなか難しいとい

う状況です。 

  委員Ｂ＝私が勤務していた館でも、写真は基本的にＯＫにして、撮ってはいけない

ものにだけその旨を表示するようにしたこともありましたが、私たち日本人

は、撮っていいとなると、やたら写真を撮りたがる。ヨーロッパでは、撮影

を許可しても特に問題になることはないですが、日本だと、写真を撮ること

に熱中する人が、しばしば普通に鑑賞する人の邪魔になるという問題が起き

ます。日本人の写真好きは国民性かもしれませんね。日本では、そういった

鑑賞マナーについての教育も必要ですし、全面的に写真撮影を許可するのは

まだちょっと難しいかもしれません。 
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  事務局＝地域文化広場では、館内のいたるところに貼ってあった「撮影禁止」の表

示を撤去しました。今回の杉山明博先生の展覧会に関しては、ご本人から直

接依頼があったため撮影禁止にしていますが、館の方針としては、基本的に

は、作品を身近に感じていただくという意味で、撮影についてはできるだけ

許可していきたいと考えています。 

   

（３）平成 28 年度 新収蔵資料について 

議 長＝事務局から説明をお願いします。 

事務局＝（平成 28 年度に購入又は寄附・寄託を受けた作品・資料について、美術博

物館及び地域文化広場の各担当者から説明） 

議 長＝ただ今の説明について、ご意見・ご質問はありますか。 

委員Ｂ＝新しい作品や資料を紹介するせっかくの機会ですので、説明をする間だけ

でも、作品の画像をプロジェクターなどで映してはどうでしょうか。 

事務局＝以前は、現物を観ていただいていたこともありましたが、出し入れの手間

と時間がかかるため、最近はやっていませんでした。画像であれば用意があ

るので、今後はそうするようにします。 

委員Ａ＝新しく収蔵した資料をお披露目するのは、常設展示スペースがない美術博

物館ではなかなか難しいということは承知していますが、例えば３年に一度

とかでもよいので、新収蔵品展として市民に周知してはどうでしょうか。 

   事務局＝次回の「歌川国芳 水滸伝の世界」については、当館に寄託をいただいて

いる浮世絵のコレクションを紹介する企画になります。30 年度に、先ほどご

説明した藤井コレクションを紹介する企画を考えているところです。 

委員Ｄ＝古い民家を解体すると、古道具や文書などが出てくる可能性がありますが、

岡崎では、そういうときに博物館や教育委員会に連絡してもらうようなシス

テムはありますか。また、ネットオークションなどで岡崎関係の資料が出て

くる可能性もありますので、時間があればそういうものもチェックするとよ

いと思います。 

  事務局＝制度としては確立していませんが、そういう情報はもらうようにしており、

連絡があれば現地に見に行くようにしています。かつて糸惣さんの蔵を解体

したときも、古物商が入った後でしたが、市にとっては貴重な資料や文書が

たくさん残っていたので、いただいてきたことがありました。 

情報はいろいろなルートから入ってきており、そのなかで必要と判断した

ものを収蔵するようにしています。 

 

（４）教育普及事業について 

  議 長＝「平成 28 年度小中学校等来館状況・出前講座等実施状況」及び「定期講

座等開催状況」について、事務局は説明願います。 
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事務局＝（平成 28 年度の各展覧会ごとの小中学校の来館状況と出前講座の実施状況、

平成 28、29 年度の「やさしいミュージアム講座」の開催状況について、資料

に沿って担当から説明） 

議 長＝ただ今の説明について、ご意見・ご質問はありますか。 

委員Ｇ＝「暮らしのうつりかわり」展は、小学校３・４年生の地域学習に生かせる

展示ということで、本校でも活用させてもらっています。バスを出してもら

えるのが学校としてはたいへんありがたいです。今後も子どもたちの学習に

関わるような展示をやってもらえればと思います。 

 

（５）美術博物館年間パスポートについて 

議 長＝事務局から説明をお願いします。 

事務局＝（年間パスポート販売状況・イベント実施状況について、資料に沿って担

当から説明） 

議 長＝ただ今の説明について、ご意見・ご質問はありますか。 

委員Ａ＝年間パスポートの１年間の有効期限が切れた後は、また新規購入扱いにな

るのですか。 

事務局＝有効期限から１か月以内であれば、継続扱いとなり、１割引の料金で更新

できます。１か月以上経過すると、新規扱いとなり、過去の図録の中から好

きな図録を１冊差し上げています。 

委員Ａ＝リミパスは、気に入った展覧会を繰り返し観覧したい人向けのサービスだ

と思いますが、利用者はあまり伸びていないようですが、このまま継続して

いくのですか。 

事務局＝28 年度に新しく始めたサービスなので、もう少し様子を見てみたいと思っ

ています。次回の「歌川国芳 水滸伝の世界」展は、前期・後期で作品の入

れ替えがあるので、リピーターが期待できそうではあるのですが、入場券の

半券提示によって半額で観覧できるサービスもあわせて実施するので、リミ

パスの利用者の増加につながるかどうかはちょっと何とも言えないところで

す。 

 

 次第５ 議事 

平成 30 年度開催予定の展覧会について 

議 長＝それでは議事の平成 30 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＝（平成 30 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及び地域文化広場各担当者から説明） 

   議 長＝今の美術博物館と地域文化広場の説明について、意見・質問はありますか。 

   委員Ｆ＝企画展と特別企画展との違いは何ですか。 
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   事務局＝展覧会の規模で区別しています。特別企画展は年間２本開催しており、関

係者を招待して開会式を行うことが多いです。 

   委員Ｆ＝クエイ兄弟の展覧会は、今、松濤美術館で開催しているものですか。 

   事務局＝そうです。巡回展になります。 

   議 長＝ほかに意見もないようですので、平成 30 年度に開催予定の展覧会ですが、

提案のとおり進めていくことについて、承認していただけますか。承認いた

だける方は挙手をお願いします。 

（挙手全員） 

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６ その他 

議 長＝予定の議事事項は終了しましたが、６のその他について、事務局から何か

ありますか。 

   事務局＝美術博物館から、６月３日にミュージアムショップ yagura がオープンし

たことを説明。 

   

閉会あいさつ 

   館 長＝長時間にわたりありがとうございました。 

       本日いただいたご意見については、今後検討していきたいと思いますが、

３点ほど考えていることがあります。 

１つ目は、企画展の関連イベントについて、講演会だけでなくもう少し多

様化してはどうかということでして、予算の問題もありますが、例えば、昨

年度の長谷川潾二郎展のときにパスポート会員限定イベントとして実施した

ヴァイオリンコンサートのようなものを実施してはどうかということです。 

２つ目は、この館の懸案でもある常設展示棟のこととも関わってくること

ですが、館蔵品をもう少し有効活用できないだろうか、ということです。館

蔵品を上手く活用してそれをひとつの企画まで練り上げていくことが、学芸

員の「学芸力」というところに繋がっていくと思いますので、できるだけそ

ういう方向で学芸員教育をやっていきたいと考えています。本来ならば常設

展示を考えていくべきかもしれませんが、そういったかたちで館のコレクシ

ョンを紹介していくことが美術博物館と地域文化広場の独自性に繋がってい

くと考えています。 

３つ目としては、少し前に某大臣による学芸員に対する心無い発言があり

ましたが、我々としても反省しなければいけないのは、学芸員とか学芸業務

について、広く周知して理解してもらおうとしていたかということです。こ

の５月に国立文化財機構の外部評価委員会に出席したのですが、そこでも学



9 

 

芸業務を理解してもらうための地道な努力が必要という意見が出ていました。

そこで出たもうひとつの大きな課題が、学校教育との連携をどう図っていく

かということです。幸い当館では「暮らしのうつりかわり」で小学生に多数

来館してもらっていますので、学校教育との連携ということに関しては、ひ

とつのかたちとして成り立っていると思っています。ただ、この件でいつも

問題になるのがバス送迎のことです。これは、当館だけでできることではな

いので、市当局にも働きかけて何とか増便できるようにしていきたいと思い

ます。 

       平成 30 度に実施予定の展覧会については、本日承認をいただけましたので、

より充実した展覧会に向けて鋭意努力してまいります。本日はありがとうご

ざいました。 

   事務局＝以上をもって、平成 29 年度第 1 回岡崎市美術博物館協議会を終了します。

第２回の会議は来年２月を予定していますので、よろしくお願いします。本

日はありがとうございました。 

 

                           

 

―以上―   


