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平成２７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 27 年 7 月 7 日（火） 午後 2 時から 

  岡崎市美術博物館 １階会議室  

２ 出席委員（定数 10 名 全員出席） 

澤田 祥明 （学校教育）      山田 一夫 （学校教育） 

澤  博史 （社会教育・家庭教育） 古川 秀昭 （社会教育） 

山下  清  （社会教育）      福應 謙一 （学識経験） 

加藤 安信 （学識経験）      林  羊歯代 （学識経験） 

鈴木 浩司 （市民公募）      鈴木 尚子 （市民公募） 

３ 館長及び説明のため出席した事務局職員（8 名） 

文化芸術部長     石川 啓二      美術博物館館長       榊原  悟    

美術博物館副館長   堀江 登志実  美術博物館管理担当課長 樋田 宣行 

美術博物館学芸班班長 村松 和明   美術博物館学芸班主任主査 浦野 加穂子 

   地域文化広場副館長 斉藤 和男      地域文化広場副館長補佐 稲垣 満春 

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 27 年 7 月 1 日から平成 29 年 6

月 30 日までを任期とし、委員に任命し辞令を交付した。 

５ 会議の成立 

      事務局より、委員 10 名全員が出席のため、岡崎市美術博物館管理規則第 8 条第 2

項の規定による本日の会議は成立していることを報告した。 

６ 正副議長の選出 

    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

次のとおり選任した。 

    会 長   澤 博史 

    副会長   古川 秀昭 

   これにより会長が同規則第 7 条第 3 項の規定により会議の議長を務める。 

７ 会議の公開について 

    本会議は、岡崎市附属機関等の会議の公開に関する要綱に基づき会議を公開する

が、傍聴申出者が１名あり、委員全員が本会議を全部公開とすることで了承したた

め、傍聴を許可した。（傍聴者１名入室） 
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   ８ 本会議の内容 

次第５ 報告事項 

（１）平成 26 年度開催展覧会の開催結果について 

議 長＝事務局は説明願います。 

事務局＝（平成 26 年度展覧会開催結果について、各展覧会の入場者数、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各担当者から報告。） 

議 長＝ただ今、事務局から説明がありましたが、まず美術博物館についてご質問、

ご意見等はありますか。 

委員Ａ＝「回収率」がいつも気になるところだが、最高 42.07％最低 5 パーセント

程度であるが、回収率の目処はどのくらいか。 

事務局＝想定する回収率は展覧会ごとに決めており、概ね近づけている。回収率は

費用のかかるものと、収蔵品展など費用のかからないものがあるが、回収率

向上には努めている。仕組みとして市内小中学生が無料であり、広く一般の

方に観ていただく目的もあり、全体では 20％程度であると思っている。 

委員Ｂ＝「くらしのうつりかわり」では 3 年生の社会科とリンクしており、熱心に

見学している。ワークシートも作っていただき、ぜひ続けていただきたいと

いうような声も聞いている。 

委員Ｃ＝回収率という言葉はふさわしくないと思うが、前にいた美術館では次の予

算に影響する。ここではあまり神経質になっていないようでいい。巡回展（法

隆寺展）では、地元にあるものを出しているのか。共通の理解が得られ、カ

タログにも出しているのか。 

事務局＝カタログに出している。宝物の展示のみではなく地域でどう活きてくるの

かというのが展覧会の意義でもある。 

委員Ｃ＝なかなか素晴らしいことである。 

事務局＝（実施した）3 館の実行委員のメンバーになっている。 

委員Ｄ＝巡回展（法隆寺展）の実施時期はなぜこの時期であったのか。 

事務局＝（実行委員会の）会議の中で、3 館で協議し岡崎ではこの時期を希望した。 

委員Ｄ＝10、11 月の修学旅行の前にやっていただけたことが時期的に非常にありが

たかった。 

委員Ｅ＝「くらしのうつりかわり」について、最近昭和のものは人気があると聞く。

親子で会話が盛り上がるとのことだが、館内の照明が暗く、親子で楽しむに

はどうかと思う。展覧会の内容によって照明は変えているのか。 

事務局＝照明は特殊な仕組みで行っており、壁もブラウングレーのため光を吸収し、

あまり調整が効かず、暗いイメージはある。安全には配慮しているが、本館

の特性でもある。 

委員Ｆ＝「そこに在るということ」は、哲学的で入場者も少ないが、このようなレ

ベルが高いものも続けたほうがいいと感じた。巡回展は文化庁がよく行って
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おり、学芸員のいい勉強材料にもなる。 

議 長＝展覧会の題名も過去にいろいろ意見が出されたが、文化的な香りと、行っ

てみようという意欲を出せるよう知恵を絞っているので、また意見をいただ

きたい。 

委員Ｇ＝講演会やバスツアーなどの内容にバラツキがあるが、どのように構成され

ているのか。「そこに在るということ」は、講演会を多くやればもっと入った

のではないかと思うが、メニューはどう考えているのか。 

事務局＝費用的な問題や、学芸員がやるものもあり、なかなか平準化できないが、

費用を見ながら知恵を絞って行っていきたい。 

議 長＝多くのご意見や質問も出たので、次に地域文化広場開催分について質問、

ご意見はありますか。 

委員Ｈ＝地域文化広場には常設のミュージアムショップがあり、企画展毎にショッ

プを出すが、「木のおもちゃ展」はショップの開店期間が短く、ほしい物が買

えなかった。展覧会期間中は開いていたほうがよいのでは。 

事務局＝樋口氏の場合、特別に 3 日間のみ行った。子供対象のため扱うものは売れ

そうなものを出している。夏季の企画展では来館者も多いため、子供のほし

がるものは考えているが、人的な面もあるので来客に合わせ柔軟に考えてい

きたい。 

事務局＝来客にとってあったほうがいいことは承知している。できる限りお願いし

ていきたい。 

議 長＝地域文化広場で出すのではなく業者が出すので、採算性の問題もあるが、

たくさんの来客があれば事情も変わってくる。 

委員Ｇ＝「木のおもちゃ展」のワークショップが多く行われているが、活動してい

るスタッフはだれか。 

事務局＝樋口氏の教え子で、名古屋経済大学短期大学部で教鞭をとっている方の関

係者などで行っている。 

委員Ｇ＝何か協力できることがないかと考えている。 

事務局＝またお願いしたい。 

委員Ｂ＝ワークショップはたくさん行っていただくとありがたい。陶芸や物を作る

コーナーも、作る物が替わっていくと親子が楽しむことができる。「木のおも

ちゃ展」では、教員も親子で見にいっていると聞いているので、ありがたい

と感じている。 

委員Ｄ＝学校教育とつながりが強いが、学校行事は多く行われているのか。 

事務局＝開設当初から、小学校 4 年生が「お～造形教室」として図工・美術の一環

で半日間、全小学校に造形活動と企画展の鑑賞を行っている。 

委員Ｂ＝楽しみにしている子供がたくさんいる。いくつかメニューがあり、選べる

のもありがたい。 
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委員Ｄ＝子供たちも本当に楽しみにしている。いつ行っても違うものを楽しませて

くれることに感心している。 

議 長＝市がバスも出してくれるので大変良い企画である。 

    時間もあるので次に進む。 

（２）平成 27 年度開催展覧会の開催状況について 

議 長＝事務局は説明願います。 

事務局＝（平成 27 年度展覧会開催状況等について、実施済みの展覧会の入場者数、

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

及び地域文化広場各担当者から説明） 

議 長＝ただ今、事務局から説明がありましたが、まず美術博物館についてご質問、

ご意見等はありますか。 

委員Ｃ＝27 年度の美術博物館の展覧会は地域文化広場で開催とのことだが、地域文

化広場の収蔵品も展示するのか。 

事務局＝展示しない。あくまでも地域文化広場のコレクションは「おかざき世界子

ども美術博物館」のものとして展示していく。 

委員Ｃ＝各館で役割がごちゃごちゃしてしまうことはあるが、非常に良いものが多

くあるので、合わせてまちなかで見てもらうのもいいのではないか。 

事務局＝リトルアーチスト展は、審査で 380 点を選び子ども美術博物館で展示する

が、これに併せ世界の子供たちの作品も出す。 

事務局＝工事期間中は空調を止める必要があり、収蔵庫はできるだけ開けないため、

持ち出しなどは制限している。 

委員Ｃ＝もったいないが、わかった。 

委員Ａ＝記念事業の講演会やバスツアーは大変盛況であったが、386 名中 250 名し

か入場できないのは申し訳ない。ミクスなどで放映はできないのか。 

事務局＝当日は 386 名全員に入場いただいた。次回も 400 席用意する。ミクスは「市

民招待席」という広報番組で今後の分を放映する予定である。 

議長＝他にないようなので、次に移ります。 

（３）教育活動について 

  議 長＝「平成 26 年度小中学校来館状況・出前講座参加状況」について、事務局

は説明願います。 

事務局＝（平成 26 年度の各展覧会等へ来館した学生等の人数について、資料に沿っ

て担当から説明。） 

議 長＝ただ今、事務局から説明がありましたが、ご質問、ご意見等はありますか。 

委員Ｈ＝学校単位の見学日程は各校の教員が集まって日程調整して決めているのか。 

委員Ｂ＝各校で候補日を 2～3 日挙げて決定していると思う。 

委員Ｈ＝学校によって参加人数にバラツキがあるが、学校の規模の違いもあるので。 
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議 長＝他の質問もないようなので、次に移ります。「平成 26 年度寄附・寄託受入」

について事務局は説明願います。 

事務局＝（平成 26 年度の博物、美術の購入、寄附・寄託の受入状況を資料に沿って

各担当から説明。） 

議 長＝ただ今、事務局から説明がありましたが、ご質問、ご意見等はありますか。 

委員Ｅ＝「ちゃぶ台等生活資料」というのは、実際の物での寄附か。りぶら（図書

館交流プラザ）に昔の道具などを集めたコーナーがあるが、こちらの管轄か。 

事務局＝実際の物を寄附いただいた。りぶらの物は（美術博物館の）管轄ではない。 

委員Ｅ＝りぶらへの貸出は行っていないのか。 

事務局＝相互活用という形をとっている。 

議 長＝質問もないようなので、次の「平成 26 年度各種講座開催報告・平成 27 年

度開催状況」について、事務局は説明願います。 

事務局＝（平成 26 年度に開催した展覧会関連の催事の開催状況について、資料に沿

って各担当から説明。） 

議 長＝ただ今、事務局から説明がありましたが、ご質問、ご意見等はありますか。 

委員Ｈ＝講座は素晴らしい内容のものだが、普通に働く者にとっては平日金曜日に

5 回は参加できない。美術博物館は現在閉館中であり、ホームページでＰＤ

Ｆなどで講座の内容が公開されるとありがたい。 

議 長＝ホームページで講座の内容などをお知らせができるかということか。 

委員Ｈ＝レジュメなどを見られるとよい。 

議 長＝ほかには。 

委員Ｇ＝講師は、講演を聞いた人のアンケートの内容は知りたいと思うが、アンケ

ートは行っていないのか。 

事務局＝講座を受けた人が対象だが、行ったことはある。内容や希望する講座とか、

今後の指針とするためのものである。 

委員Ｈ＝どういう風に受け取られたかを講演者にフィードバックするとよい。 

事務局＝今後行っていくよう検討する。 

委員Ｃ＝アンケートはあったほうがいいのか、厳しい意見があれば見ないほうがよ

いとする人もいる。 

議 長＝なるべくアンケートを行い、講師にフィードバックしてあげたほうがよい

のではないか。ほかには。 

委員Ｆ＝参加者は同じ人が多いのか。 

事務局＝常連の方が多いのではないか。1／3 ほどが熱心な方で、毎回内容も異なる

ので楽しみにしている方が多いのではないか。 

委員Ｃ＝金曜日の午後 2 時から来られる方はどういう人なのか気になるところでは

ある。 

委員Ｈ＝金曜日のレギュラーメンバーに、「いつの開催がいいか」を聞いても金曜日
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がいいと答えるのではないか。 

館 長＝東京では普通、土・日で行っているので、学芸員とも話をしているが、岡

崎の場合は一概には言えず、難しい問題である。 

事務局＝催事が多く、館内のセミナールームがいっぱいになってしまうこともある。

講座の開催も、いわゆる協力者を養成していく面もあり、徐々に増えてきて

いる。学芸員が行うにも限度があり、外部の講師にも依頼している。 

議 長＝一般的には土・日が良いと思いがちだが、様々な状況もあり、積み重ねも

あるので、一般の方から多くの声があがれば検討していくのがよいのではな

いか。それでは次に移り、「平成 26 年度美術系 3 施設共通パスポートの状況」

について、事務局は説明願います。 

事務局＝（平成 26 年度の美術系 3 施設における年間共通パスポートの販売状況、購

入形態、企画・活動状況について、資料に沿って担当から説明。） 

議 長＝ただ今、事務局から説明がありましたが、ご質問、ご意見等はありますか。 

委員Ｃ＝パスポートの性質はサポートなのか。友の会ではないのか。 

館 長＝友の会ではない。いずれ友の会を立ち上げた場合の中核となっていただけ

るのがリピーター会員なのではないかと思う。会員を増やすには我々が魅力

的なものを開催していく必要がある。 

議 長＝少しでも多くの会員ができるよう来年以降努めていただきたい。寄附のつ

もりで買っておいて一度も行かず、援助のみする人はいないと思う。 

委員Ｈ＝3,000 円で 1 年間の入場が無料であるが、回収率に影響があるのでは。持

ち出しが増えないか。 

事務局＝まず、入っていただくことが目的のため、問題はないと考えている。 

議 長＝美術館は展示なので、何人入っても同じである。 

委員Ｃ＝他館の友の会制度では、（作品の）サポート購入まで金を出すところもあり

驚いている。そこまでできるところもあるようだ。 

議 長＝岡崎では、多くの市民の方に何度も、色々な所に入ってもらい、愛好者を

増やすことに意義があるのではないか。 

    ここまで 2 時間経過したが、ここから議事に入る。 

 次第６ 議事 

（１）平成 28 年度以降の展覧会開催予定について 

議 長＝それでは議事の（１）に入る。平成 28 年度以降の開催予定について、事務

局からの説明をお願いします。 

事務局＝（平成 28 年度以降の展覧会開計画について、各展覧会の開催予定日、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。 

   委員Ｈ＝28 年 10 月の特別企画展は、コレクションを一括で借りてくるのか、ピッ
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クアップして借りてくるのか。また、どのあたりの作家の作品なのか。 

   事務局＝まだ確定していないが、プラハ国立美術館から 2・3 点を考えているほか、

5 箇所くらいを考えている。巨匠と言われる作家のものを考えている。 

   議 長＝開催中に意見は言えないので、何かあれば今発言を。 

   委員Ｅ＝よく知っている画家は、多くの方が足を運ぶが、現代作家は知っている人

が少なく、足を運んでもらうには興味を持っていただくことが一番だ。ポス

ターや子供が学校でもらってくるチラシしかよく知らない。何か媒体を使う

といいが、先日「日曜美術館」で世界子ども美術博物館の催しの紹介を見た

が、こちらから頼んだのか。 

   事務局＝美術博物館もそうだが、プレス関係や他館などには毎回展覧会情報を送っ

ている。面白いと思われる催しは取り上げてもらえる。 

   委員Ｅ＝こういうものの影響が大きく、何かの形で取り上げられるといいと思うが。 

   事務局＝こちらでは中日新聞で多く扱われるが、取っている媒体によっても違って

くるが、極力取材交渉も行っており、これからも積極的に行っていく。 

   議 長＝すばらしい企画でも、知らなければ足を運んでもらえないので、人が来る

ような広報の仕方、宣伝も大事である。ほかに意見は。 

   委員Ｃ＝岐阜では、中日（新聞）か岐阜新聞でなければシェアとして広報の役割を

果たさない。やり方もあると思うが、紙面に空きがあれば安くできる場合も

ある。 

   事務局＝シェアが広いメディアは強気で広告料も高い。やる気になってやってくれ

るメディアもあるので、幅広くやっていきたい。 

   委員Ｈ＝「岡崎の美術展」は、美術協会が関係しているのか。 

   委員Ｉ＝主催は岡崎市で、美術協会は審査を担当している。 

   委員Ｈ＝美術博物館側とは協力しているのか。 

   委員Ｉ＝まだ、これからである。 

   事務局＝美術館の 100 周年関連の企画で行っていく。美術館は来年度半年休館する

予定で、懸案のエレベーター設置を行いバリアフリーに対応していくため、

美術博物館で開催していく予定である。 

   委員Ｈ＝バリアフリーは、昔の図書館側も行うのか。 

   事務局＝今回の工事には含まれていない。 

   議 長＝他にご質問はありますか。ないようですので、現時点で計画されている平

成 29 年度までの展覧会につきましてはご承認いただけますでしょうか。 

委 員＝異議ありません。（拍手） 

議 長＝それでは、事務局においては財政状況など厳しいとは思うが、各委員から

の貴重なご意見を反映し、今後も美術博物館、地域文化広場の運営、展覧会

など充実させていってください。それでは、次の「（２）今後の方向性につい

て」に移る。 
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（２）美術博物館運営に係る方向性等について 

  議 長＝「（２）今後の方向性について」、事務局は説明をお願いします。 

事務局＝（口頭にて内容を説明） 

  説明要旨 

       長年の懸案である常設展示棟を含む本館棟の建設について、喫緊の課題で

ある収蔵庫の不足問題を含め、美術系 3 館で議論を進めてきたが、今後役所

内でまずアピールし、何らかの予算を計上していきたい。 

   議 長＝一歩進みだすということで、市民は本格的な美術館・博物館ではないこと

は心得ていると思う。ハコモノ建設や交通の便の問題もあるが、身のあるも

のとなるため、皆さんも知恵を出し合って、事務局も努力していただきたい。 

  次第７ その他 

   議 長＝その他について、事務局は何かありますか。 

   事務局＝（美術博物館改修工事について口頭にて報告） 

     報告の要旨 

        改修工事として「空調設備改修」、「アトリウム等建築改修」、「中央監視

制御装置改修」を３つの柱として工事を行っていく。工期は来年２月中旬

までとなる。機能回復が主目的となり、目にみえて新しくなったと感じる

部分は少ないが、平成 28 年度の企画展が確実に実施できるよう施工者とと

もに努めていく。 

   議 長＝何か質問は。 

   各委員＝（発言なし） 

   議 長＝以上をもって本日の会議に付された報告事項、議事は全て終了したので、

議長の任を解かせていただく。ご協力ありがとうございました。 

  閉会挨拶 

   館 長＝長時間にわたり審議いただきありがとうございます。特に学校教育とどう

リンクしていくかは我々も話題としており、一定の成果をあげていると感じ

ているが、改めて今後の展覧会にどう活かしていくか考えていきたい。来年

は歴史教育などにも教育現場とリンクしていかなければならないと感じてい

る。改修工事や本館棟建設の検討もあるが、新たな 20 年に向け飛躍していき

たいので、今後も大所高所から意見を賜りたい。 

   事務局＝本日は、長時間にわたりありがとうございました。これで平成 27 年度第１

回美術博物館協議会を終了させていただきます。ご苦労様でした。 

（午後４：４２終了） 

－以上－ 


