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平成２７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

平成 28 年 2 月 24 日（水） 午後 2 時開始

岡崎市美術博物館 １階会議室

２ 出席委員（定数 10 名 8 名出席）

会 長 澤 博史 （社会教育・家庭教育）

副会長 古川 秀昭 （社会教育）

委 員 加藤 安信 （学識経験） 鈴木 尚子 （市民公募）

林 羊歯代 （学識経験） 福應 謙一 （学識経験）

山下 清 （社会教育） 山田 一夫 （学校教育）

（欠席委員は 澤田 祥明（学校教育）、鈴木 浩司（市民公募）2 名）

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補佐 稲垣 満春

４ 会議の成立

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

第 2 項の規定による本日の会議は成立していることを報告した。

５ 傍聴者

なし

６ 本会議の内容

次第３ 報告事項

（１）平成 27 年度開催展覧会等の開催状況等について

議 長＝事務局は説明願います。

事務局＝資料 1-1：平成 27 年度展覧会開催状況等について（美術博物館）

資料 1-2：平成 27 年度展覧会開催状況等について（地域文化広場）

資料 1-3：前期・後期「やさしいミュージアム講座」開催結果（美術博物館）

資料 1-4：平成 27 年度購入寄附受入一覧（美術）

資料 1-5：平成 27 年度購入寄附受入一覧（博物）

について、資料に沿って説明
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議 長＝只今、事務局から説明がありましたが、まず資料 1-1 についてご質問、ご

意見等はありますか。

委員Ａ＝家康公四百年祭記念講演会のあとに、対談と質問を行ったとのことだが、

どのように行ったのか。

事務局＝あらかじめ資料とともに質問票を配っておき、対談後に講師に回答いただ

いた。

事務局＝講師のほかにコメンテーターを置き、講師とのやり取りを聴いたあとに、

質問に対応していただいた。聴いただけでは物足りないと感じられるための

対応である。

議 長＝なかなか良い対応である。より深まったのではないか。ほかには。

委員Ｂ＝バスツアーは大変人気が高かったようだが、市内・市外の申込割合はどう

だったのか。

事務局＝回によりバラツキがある。30 名に絞る際には、市内市外で割合を分け、な

るべく市内の方に参加いただけるようにした。

議 長＝どの程度の比率としたのか。

事務局＝30 人を 4 対 1 とした。

議 長＝ほかに何か。

委員Ｃ＝「暮らしのうつりかわり展」は毎年開催されており、学校側は楽しみにし

ている。小学校 3 年生の 3 学期に授業で行っており、洗濯板やアイロンは、

本来使いながら学ぶことが望ましいが、家庭に実物がなく、実物を見るいい

機会になっている。

議 長＝ほかに何かありますか。

委員Ｄ＝講演会は反響も大きく、多くの方が聴いている。講演録のようなものを作

る考えはないか。

事務局＝今回は録画しており、現在文字起こしをお願いしている。来年度講演録を

作っていく。

事務局＝一般の方にも買っていただけるよう、広く販売していくが、なにぶん写真

などに制限があるので要約した部分も出てくる。

議 長＝大変良い企画であるが、講演会の講演録の作成は、話し言葉を文章にして

いくのは大変であるが、うまくまとめてほしい。ほかには何かあるか。

委員Ｅ＝家康の若い人質時代の講演や場をめぐるバスツアーも良いが、今年度はも

う行わないのか。

事務局＝家康については昨年が節目の年であり、引き続き続けていけるとよいが、

本館ではキャパが足りないため、ひとつの例はできたので、特別講演のよう

な形で広い会場で、興味を持っていただける内容で機会を設けたい。

事務局＝関連して、日本遺産という制度に申請している。400 年の流れを一過性の

ものとしないで、家康つながりとして関係 3 市で連携し、認定されれば、今
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後関連行事が企画されていくと期待している。

事務局＝東京オリンピックの年に全国で 100 件を定めるよう文化庁が動いている。

議 長＝長崎のキリスト教が取り下げられたが、どういう名で申請したのか。

事務局＝日本遺産そのものには家康は関係なくてもよいが、本市が申請したのが家

康にまつわる出生地で、浜松・静岡の間で一つのストーリーがあったので申

請したということ。

事務局＝家康がらみで、三河、遠江、駿河を結ぶというストーリーで、今川義元は

逆のルートをたどっており、従来は家康だけでやってきたが、今川義元を加

味してストーリーを作り上げて文化庁に申請している。

議 長＝世界遺産にも名前があるが、題がどうなるのか。

事務局＝のちほど報告する。

議 長＝郷土にとってはとてもいいことだ。

事務局＝直接の所管は社会教育課となる。

議 長＝資料 1-1 はこれくらいにして、資料 1-2 地域文化広場について何かあれば

ご意見をいただきたい。

委員Ｆ＝「脳がびっくり錯覚・錯視不思議博物館」を親子で見に行ったが、子ども

だけでなく大人も楽しめるおもしろい企画であった。見るだけでなく体験で

きるコーナーもあり、いい企画だった。この市内・小中学生の数は、夏休み

期間であったが、学校単位でなく個人単位での入場によるものなのか。

事務局＝夏休み期間であると、学校での団体入場はないが、9 月に入れば小学校 4

年生の「おー！造形教室」をやっており、これには学校単位での入場が含ま

れる。従って、7,8 月は夏休みで、個人で入場、9 月は、平日は個人の入場は

ほとんどなく、「おー！造形教室」の入館が多い。

委員Ｆ＝たとえば、（開催時期が）もう少し早ければ、学校で来て楽しかったから夏

休みに家族でもう一度来るようなことがあったのかなと思ったが。

事務局＝国内では、錯覚・錯視に関係する催しが多く流行っており、このような系

統の催しは、やれば人がたくさん入るようになっている。名古屋市科学館で

も行っており、相互作用もあったのかもしれない。

委員Ｆ＝小中学生以外の年齢層は判りかねるが、会場はアクセスが難しいので、フ

ァミリーで車で行くには不便は感じないが、公共交通機関ではなかなか行け

ない。もっと内容的に高校生や大学生がいけるような環境になると、さらに

にぎわうが。

事務局＝かつてはバスも通っていたが無くなっており、展覧会の内容にもよるが今

走らせても利用はないのではないかと思う。この美術館は子ども対象ではあ

るが、小中学生より幼･保園児以下の方が確実に多く、家族連れが多いため、

自家用車利用が多く、駐車場を広く確保しておくことが重要と考えている。

今の客層では公共交通機関は難しい。
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議 長＝ほかに何か。

委員Ａ＝さきほど日曜美術館のアートシーンの話があったが、これは何か手立てが

あったのか？すごく大きな効果があるが、よく取り上げられたと思う。今後

もこれはぜひというターゲットを決めて取り上げられるとよいが。

事務局＝アートシーンでは、2,3 分しか流れないが、やはり日曜日の朝に放映して

いるので、これを見てから訪れた方が多く、この数値 432 人が最高となって

おり、取り上げられた効果が大きく、当館のコレクションがいかにそれだけ

のものであったのかを改めて感じたところである。

委員Ｅ＝これは、向こう（ＮＨＫ）から取材に来たものか。

事務局＝そうである。面白い内容なので向こうから「取り上げる。」と連絡があった。

委員Ａ＝むこうからの依頼とはすばらしい。

事務局＝愛知県美術館でピカソの展覧会をやっているが、そのあと大阪で巡回する

が、当館の作品 7 点すべてを貸出しており、県美術館では入口すぐに展示さ

れているので、一番若い作品が当館の作品となり、大きなＰＲになっている。

委員Ｅ＝この子ども美術博物館での企画展は、全国で巡回するものか。

事務局＝これは特別企画展ということで、巡回ではない。

委員Ｅ＝ほかの展覧会も巡回ではないのか。

事務局＝当館では基本的に巡回展は入れていない。単独の展覧会を行っている。

議 長＝ほかにどうですか。

委員Ｄ＝今、愛知県陶磁美術館は、すごく離れたところにあるのでなかなか客が入

らず、以前は県議会で指摘されていたが、その中で 1 日の入場者とか回収率

など、いろいろな角度からデータを示されシビアな審議がされていた。館と

して、「この企画は良かった。」というようなバロメーターのようなものは、

何かあるのか。１日の入場者数なのか。

事務局＝いろいろな視点はあるが、目標としては人数であったり、教育的な配慮と

いうか、いわゆる岡崎市、地域にとって重要な内容、地域に根差したもの、

学校支援のものなど、それぞれに、ある程度目標を決め大きなものでは 2 万

人とか、岡崎にとっての企画展では 6 千人とか、教育的な配慮としては 4 千

人とか、それぞれのランクに応じた目標について評価している。回収率では、

一桁のものから 5 割くらいまで幅があり、平均すれば 2 割程度となる。自分

たちで立てた目標に対して、それぞれ個別の展覧会を一律で切るのではなく、

どれだけの成果が上がったのかで評価している。

委員Ａ＝昨年まで同業であったが、（客が）入る入らないに関係なく、やらなければ

ならないものがあり、入らなくても教育的な目的があったり、寄贈者との関

係もあったりして、お披露目するものもある。5 年後 10 年後にその価値が判

るという美術館の主張もある。「これは収益を求めるもの」とか、入っても入

らなくてもやらなければならないものの選択として、皆さんの応援がいる。
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事務局＝確かに回収率などは、数字上の数値で正直ではあるが、それぞれの展覧会

で目標値を定めて、それを超えたかどうかは一つの指標にはなるのでは。内

容によっては人数に差はあってもいいわけで、そういう指標を立てるのもい

いのではないかと感じた。

議 長＝それでは、資料 1-3 に行かせていただいて、講座についてどうか。

委員Ｆ＝「楽しく読み解くキリスト教美術」の講座について、定員 50 人というのは、

教室に入れる最大が 50 人であったということか。

事務局＝通常は当館のセミナールームだが、改修中ということで、これは、美術館

で行ったものなので、使用する部屋の限界が 50 人であったということである。

委員Ｆ＝定員 50 人に対し申込が 64 人、全員出席では入れないので抽選したと思わ

れるが、実際の参加者は少ない日もあり、席に余裕がある日があったかと思

うと、抽選に外れた人のことを考えるともったいない。あらかじめ欠席者が

あることを予想して、大目に受付できないものかと感じた。

事務局＝現実的には、体調により欠席ということもあるが、全員来てしまって席が

ないということはいけないので、当日の状況においてこのようなことは起き

てしまう。

委員Ａ＝私が講師であったが、8 月 7 日は台風の影響により日程が変わったもので

あった。予定が変わり、てっきり中止となると思ったが 10 名（程度の欠席で）

びっくりしている。岡崎の各講座の充実は、すごいと感心する。

事務局＝資料 1-1 にある四百年記念講演は、事前の申し込みはなく定員 250 人と言

いつつ実際には（初回が）386 人、これは逆の現象であるが、事前申し込み

のケースでは、当落が出てしまうのかなと。立ち見というわけにはいかない

かもしれないが、承知して来ていただければいいのかなと。図書館の関係イ

ベントでも、定員を定め応募いただいて当落は決めても、「席は埋まっている

が立ち見でもどうぞ」とご案内したら、定員以上の方がみえた。それも一つ

の方法ではないかと思う。

議 長＝定員がわずかにオーバーしても切られてしまうのは心苦しいが、色々な意

見が出たように、施設側で考えていただき、より多くの方の参加が達成でき

るようにしていただきたい。ほかに何かありますか。

議 長＝なければ次に、資料 1-4,1-5 について何かありますか。

委員Ｅ＝美術館での買上作品は、こちらから作家にお伺いを立てたのか、10 万円で

何かをお願いしたのか。向こうから 10 万円で買って欲しいとの申し出があっ

たのか。

事務局＝美術館の展覧会に出品された作品の中から学芸員が選んだもので、予算の

範囲内で買えるものを買わせていただいた。

事務局＝たしか「岡崎を描く」という展覧会を行う際に作家に頼んで、（展覧会が）
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終わった後で購入するということを含んだ依頼であったと思う。

事務局＝たしかそうであったと思う。

事務局＝その時点でどんな絵が描けるかは別として1点10万円ということで企画し

たと認識している。

議 長＝この作家の中で 4 人ほどよく知っているが、それぞれ手法が違ってバラエ

ティーに富んでいる。それぞれの思いを込めて郷土の絵を描いたという点で

は価値があると感じるが、館での購入としてはイレギュラーなものという感

じである。ほかに何かあるか。

委員Ｆ＝興味からで申し訳ないが、青木繁の作品は、近々展示予定はあるのか。

事務局＝のちほど説明するが、平成 30 年度で予定している。

議 長＝ほかに何かありますか。

議 長＝よろしければ、報告事項は以上とし、4 議事に入らせていただく。

次第４ 議事

（１）平成 28 年度開催予定の展覧会について

（２）美術博物館運営に係る方向性等について

議 長＝それでは(1)平成 28 年度開催予定の展覧会について、事務局は説明願いま

す。

事務局＝資料 2-1：平成 28 年度開催予定の展覧会について（美術博物館）

資料 2-2：平成 28 年度開催予定の展覧会について（地域文化広場）

について、資料に沿って説明

議 長＝只今の説明について、意見等があればお願いします。まずは資料 2-1 美術

博物館から、何かありますか。

委員Ｂ＝100 周年記念ということで、こういう活動を通じてさらに盛り上がるとい

いという思いがあるが、7 月 1 日は市制記念日で式典等もある。10 月にもう

ひとつの山場がそれにあたるのかなと。ここで言うと市制記念日は 2 番目、

10 月は 3 番目の催しがあたるが、（今年の）家康でいうと 12 月 26 日が最終

で盛り上がりがあったが、そのような関連は考えて企画しているのか。

事務局＝7 月 1 日はまさに市制記念日当日で、例年では市民会館で式典があるが、

現在改修中であり、例年以上に来客が見込まれるため、100 周年は（中央総

合公園の）武道館で行われる。2,3 日を含めて式典が行われる。10 月はまさ

に市民会館のリニューアルオープンを迎え、光ヶ丘高校の生徒さんに出演い

ただく。文化協会にお願いし、洋楽・邦楽のこけら落とし公演も予定してお

り、その後も目白押しになるが、3 月まで 100 周年関連の催しを行い、公募

の市民音楽劇を3月に予定している。市としては10月と3月で舞台公演ほか、
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多岐にわたるイベントを予定している。

委員Ｂ＝市政だよりなどをうまく活用しＰＲして、美術博物館にも来ていただける

とよい。

議 長＝ほかには何か。

委員Ｅ＝岡展（岡崎美術展）は、今回初めて美術博物館で開催するということで、

美術協会員が 200 人、一般公募で 2～300 人おり、それだけの数を展示できる

かどうかわからないということで、まだ未確認であるが、書道の方を美術協

会員を半分にするなど、協会員の展示を減らし一般公募作品をなるべく飾ろ

うと考えている。

事務局＝普段は美術館で開催しているが、美術博物館は美術館と異なり天井高もか

なり高く、スペースもそれほど多くはなく、全部は飾れないことを想定して

おり、審査で数を絞ることをやっていただくことも想定される。ライティン

グも異なるため、違った雰囲気の中でいつもと違う岡展を見ていただけるこ

ととなる。

議 長＝書道の会員を半分にするとのことだが、日本画とか洋画とかはそれぞれで

考えていくのか。

委員Ｅ＝日本画は数が少ないが、洋画は多い。書道の会員数は 100 人ほどでお年寄

りも多い。系列もあり難しく、書道に任せるしかない。

議 長＝洋画もある程度制限するのか。

委員Ｅ＝それほどでもない。

議 長＝書道が譲ったということか。

委員Ｅ＝そういうこと。

議 長＝ほかには。なければ資料 2-2 地域文化広場についてお願いします。

委員Ｅ＝仮面ライダーアート展などは、今の若者は好きかもしれない。自分の好み

としては、世界中の原始美術や、面白おかしい土着的なものや民族的な美術

の紹介があればいいと思う。アニメ・漫画は子供たちは喜ぶが。根っこの文

化とか民族に関心を持たせることも悪くはないが。

議 長＝かつてはそのような展示を行ったことはないか。アフリカの原住民のお面

や、ヨーロッパのものなど、過去にそのようなことを行ったことがあるか、

将来どのようなことを考えているのかという趣旨の質問だと思うが。

事務局＝来年度の収蔵品展に世界の原始美術品というのがあり、昔は常設展示でパ

プアニューギニアなどの常設展示を行ったが、いったん外し、美術博物館の

収蔵庫に入れている。万華鏡の購入など常設展示の作品も数は増えているの

で、そういうものを展示する。子ども美術博物館の収蔵品にはなっているの

で、来年度の収蔵品展の中では当館コレクションとして展示していく。

仮面ライダーアート展は、東映の協力で行っているので、合わせた展示は

難しい。
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議 長＝将来的に行っていくということで了承願いたい。ほかには何か。

議 長＝ご意見もないようなので、平成 28 年度開催予定の展覧会は、出された意見

を加味し、取り進めていただくことに承認いただけますか。

（異議なしの声）

議 長＝承認されましたので事務局においては平成 28 年度開催展覧会の諸事務を

進めてください。

引き続き、(2)美術博物館運営に係る方向性等について、事務局は説明をお

願いします。

事務局＝資料 2-1：平成 29 年度以降の展覧会計画（美術博物館）

資料 2-2：平成 29 年度以降の展覧会計画（地域文化広場）

について、資料に沿って説明

議 長＝只今の説明について、まずは美術博物館から、何か質問等はありますか。

委員Ｂ＝また、この企画展の合間に色々な催しを企画されると思うが、29 年度の 6

月からの催しでは、徳川宗家を迎えた講演などは考えているのか。

事務局＝当館館長が調査の代表ということで、昨年あたりから財団所蔵の家康像な

どの調査をしており、そのあたりの延長で公開をしていこうと。その中で明

らかになった色々な事実を話していただくようなことも計画はしている。ご

当主にも登場いただければいいと思っているが、まだそこまでは。

委員Ｂ＝宗家が来られるとたくさんの人が聴講する可能性が高い。

事務局＝息子さんが豊田でされた時にも 500 人を超えたと聞いている。もし行うの

であれば、別の会場を確保してやっていく。

議 長＝ほかには。なければ地域文化広場について。

議 長＝こちらはよろしいですか。それでは質問もないようなので、現時点で計画

されている平成 29 年度以降については承認いただけますか。

（異議なしの声）

議 長＝ご承認いただけました。それでは意見を踏まえて今後の展覧会を企画して

いただきたい。

それでは、本日の議事は終了する。

次第５ その他

議 長＝事務局は何かありますか。

事務局＝資料 4 年間パスポートについて資料に沿って説明
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館内レストラン出店者の決定について報告

議 長＝報告について、何か質問はありますか。

委員Ｆ＝年間パスポートについては判りましたが、リミ・パスというのはどういう

ものか。通常の価格に対してどれくらいするものか。

事務局＝当館及び子ども美術博物館は、様々なジャンルの展覧会を行っているが、

中には特定のジャンルを好むため、パスポートを買わない方もいる一方、好

きな分野の展覧会は何度でも見たいという方もいる。リミ・パスは、開催期

間中一定料金で何度でも観覧できるとしている。料金設定は、一般料金に対

し、団体料金の２回分とする。1,000 円の展覧会の場合、1 割引きの 900 円の

2 回分 1,800 円とし、大鎖国展から販売していく。

議 長＝ほかに質問は。

議 長＝ないようなので、これにて本日の議事は終了する。

７ 閉会

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 2

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４：０２終了）

－以上－


