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平成２８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 28 年７月 14 日（木） 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）

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 田中 俊二 （学校教育） 杉原 惠美子（学校教育）

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）

美術博物館館長 榊原 悟 文化芸術部長 石川 眞澄

美術博物館副館長 堀江 登志実 美術博物館管理担当課長 小林 亮

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 神谷 勝 地域文化広場副館長補佐 稲垣 満春

４ 辞令交付

新任委員に対して、岡崎市美術博物館条例第 12 条の規定により、平成 28 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 傍聴者

なし

７ 本会議の内容

次第４ 報告事項

（１）平成 27 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 27 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。）
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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＝家康公四百年祭の講演会は好評だったようだが、市民の聴講はどれくらい

か。

事務局＝アンケートによると、市内の方はもちろん多いが、市外の方もかなり多く

の方に参加していただいた。

議 長＝家康のことが大きく報道されて、イベントに興味を持っている方が多い。

いろいろな会議の場などで、岡崎のことがよく話題になる。県外から大樹寺

などに来たという話も聞いている。浜松などとイベントを一緒にやったこと

で、かなりの宣伝になったと思う。

委員Ｂ＝講演会は、定員 250 人に対して参加者が多いが全員聞くことができたのか。

事務局＝椅子を多めに用意し、全員聞くことができた。

事務局＝人気があるということで大きな会場を準備した。来た方は全員入場し座っ

て聴講することができた。

委員Ｂ＝この場合の定員はどういう数字か。

事務局＝福祉会館のホールを会場としたが、全体の３分の２しか使用できなかった。

全部を使えなかったため、定員を抑えた。

委員Ｂ＝事故が起こると定員が問題になることもあるので、慎重に対応した方が良

いと思う。

（２）平成 28 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 28 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＝「ブリューゲルとバロックの巨匠」について、どこか新聞社はかかわって

いるのか。新聞社がかかわると、たいへんな宣伝効果があると考えられる。

また、岡崎以外の他の会場でもこの展覧会を開催する予定はあるのか。

事務局＝今回の展覧会は中日新聞社との共催になっている。中日新聞で大々的に宣

伝してもらう予定である。市制 100 周年ということで企画した展覧会であり、

賛同していただいた美術館を巡回していく。巡回先は、山梨県立美術館、姫

路市立美術館、鹿児島市立美術館、佐賀県立美術館である。

議 長＝岡崎で企画したものを山梨県立美術館などで行うのか。

事務局＝そのとおりである。
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委員Ｄ＝「暮らしのうつりかわり」展であるが、100 周年ということで何か新しい

ことはあるのか。

事務局＝担当者が、毎回切り口を替えて企画しているため、内容は年によって変化

している。今回は、まだ、構想中のため詳しいことは言えないが、小学校の

授業に使うことを想定し、今回はここを見てほしいというものにスポットを

当てて、企画していくことになると思う。

議 長＝校長会などで要望を出して事務局に言ってもらえば、内容を反映させるこ

とができる。

委員Ｅ＝「ブリューゲルとバロックの巨匠」展のイベントと講演会を教えてほしい。

事務局＝講演会等については、西洋美術館の学芸員による講演会とこの館の担当者

による美術講座とギャラリートークを計画している。

委員Ｆ＝「仮面ライダーアート展」について、子供は平成ライダーに興味があり、

父親は昭和のライダーに興味があり、親子で楽しめるよい企画である。ただ

し、平成ライダーの俳優の記述が少なかったが、これは、ライダーそのもの

に対して重きを置いたからか。

事務局＝内部においてもその話は出ていたが、俳優が誰か分からない方もおり、扱

いはあっさりしたものになってしまった。もう少し詳しくてもよかったかな

という気持ちはある。

委員Ｆ＝平成の仮面ライダーの俳優はイケメンが多いので、もう少し紹介があると、

若いお母さんも楽しめる企画になったと感じた。

事務局＝この展覧会は東映の持込みであり、市で手を入れることができない部分が

ある。写真撮影も限られた場所でしかできないなど、版権上の問題があり制

約されていた。厳しい条件もあり、思ったことがやれなかったところもあっ

た。

委員Ｆ＝漫画の原画とかデザイン画とか、興味深い資料が多く楽しむことができた。

事務局＝仮面ライダーの展覧会は、現在は、浜松市の美術館で行っているが、石ノ

森章太郎の原画の状態はかなり悪いので、岡崎市を最後に、もう出さないこ

とになった。原画を見ることができたのは価値があり、アンケートからも、

たいへん満足してもらっているのが分かる

委員Ｂ＝企画展の回収率は、入場料収入の事業費全体に対する割合となるのか。

事務局＝収入は、入場料収入と図録の売上も含む。費用は、借りる費用、運搬費用、

会場の施工費などのかかった費用全体である。

委員Ｂ＝運搬とか展示などの作業費は、事業費の中に入っているのか。

事務局＝そのとおり。

委員Ｂ＝すでに終了している「大鎖国展」の回収率が 21％で約 2,400 万円の事業費

がかかっているが、次年度の予算を交渉するときに、あまり気にしなくてい
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いのか。

事務局＝回収率は展覧会によってかなり差が出る。10％を割るものから 50％くらい

のものまで様々であるが、平均的には 20％台くらいになっている。全体を底

上げしたいが難しい。

委員Ｂ＝回収率が悪くても、展覧会を開催した意義が大きいものはある。展覧会が

評価されるのは、回収率の数字だけではないと思う。結果は次の年とかにす

ぐ出るものではないが、５年後、10 年後に、すごい展覧会であったんだ、と

いうのはいくらでもあると思う。

最近、西洋美術館で行っていたカラヴァッジョも、ここでは、５、６年前

に行っていたが、先行してよい企画はやっているのだから、大鎖国展やブリ

ューゲルも、たとえ回収率が悪くても、市の予算担当の方には、いい企画を

やっているというのを伝えてほしい。

（３）教育活動について

議 長＝「平成 27 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 27 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Ｄ＝３年生が授業で使え、勉強する機会になる。32 校で希望し、たいへんニー

ズの高い企画であるため、今後も続けていただきたい。

議 長＝次に、資料４の「平成 27 年度寄附・寄託受入」について、事務局から説明

をお願いします。

事務局＝（平成 27 年度の寄附・寄託について、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Ｇ＝価格評価はどのように決めるのか。

事務局＝価格は、古書店の評価や今まで購入してきた実績、また、それぞれの資料

の状態によっても変わるため、古書店との交渉によって決定する。

今回、購入したものは奥殿藩主大給松平家関係の文書 38 通であり、価格が

20 万円であれば適正価格と考えている。

議 長＝価格の設定は、たいへん難しいものである。どうやって算定しているか理

解できたと思う。

委員Ｂ＝古便器が 28 点で 30 万円とあるが、見た目が美しいのか。

事務局＝美しい模様が入っている。シンプルなものもあるが、ブルーのきれいな染

付けのものが多数ある。
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委員Ｂ＝前に、おまるなどもあったと思うが、何か特別、力を入れて集めているの

か。合計すると、いくつくらいあるのか。

事務局＝はっきりしないが、30 点ほどはあると思う。

事務局＝使用はしてないものである。観賞用として集めていたもの。

事務局＝所有者が火事にあい、相手から申し出があり受け入れたものである。

展示等で活用していく予定である。

議 長＝常滑の INAX の博物館にたくさん展示がある。使う目的ではなく、始めから

収集目的の人もいる。

委員Ｇ＝古伊万里などもあるのか。

事務局＝古伊万里はない。

委員Ｂ＝いつか、展覧会を開催していただきたい。

議 長＝美術について、村山槐多の作品は高額だが、美博にはどれだけあるのか。

事務局＝これが７点目。子ども美博に３点あり、美術博物館が４点になる。通常だ

と、倍以上の価格になる。600 万円～700 万円が相場である。最初は絶対に手

放さないと言っていたが、生誕の地の岡崎であれば、譲ってもいいというこ

とで購入できた。

議 長＝岡崎市よりたくさん所有しているところはあるのか。

事務局＝長野県の上田の信濃デッサン館がたくさん持っている。こちらで展覧会を

やった時には、そのほとんどを借りてきた。小さなスケッチなども入れれば

50～60 点あると思う。しっかりした水彩は数が限られている。油彩はもっと

少ない 25 点しかなく、たいへん貴重なものとなっている。

委員Ｂ＝収蔵庫を拡張するのは難しいと思うが、新たな収蔵機能を考えなくてよい

のか。

事務局＝収蔵庫は飽和状態といってもいい状況である。収蔵庫は、地域文化広場と

美術館にもあるが、それぞれ手狭で、こちらで預かっている状態である。毎

年、美術も博物も増えている状態である。収蔵庫の棚などは、かなり埋まっ

ており、通路に置くなどして対応している。新たな収蔵庫は当館にとって大

きな課題であり要望を出している。

公共施設の削減という流れがあり、増えてきた施設を統廃合してコスト削

減しなければならない。この動きの中で収蔵庫増築は難しい状況となってい

る。ただし、必要な資料を収集し、保存・調査・研究することは、博物館・

美術館の重要な活動であり、それをやめるのは館の自殺行為に当たる。現状

の中で、必要なものは購入したり、寄附、寄託を受けたりして散逸しないよ

うに努めたい。

委員Ｂ＝行政職の館長は予算を取るのには大きな役割を果たすが、収蔵に関しては、

収蔵庫がいっぱいであれば、これ以上収集する必要はないのではないかと考
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える。議会などに、そういった印象を与えると、収集のための予算を削られ

ることになる。収蔵庫がいっぱいになるのは美術博物館が成長している姿で

あり、これからも大きくなるのだから、収蔵庫がいっぱいだから購入しなく

てもよいということにならない。

事務局＝現在の建物の隣に常設棟を建設する計画があり、これまでも要求はしてい

るのだが、その中で収蔵スペースも造っていこうと考えている。

「平成 27 年度各種講座開催報告・平成 28 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 27 年度に開催した展覧会関連の催事の開催状況、平成 28 年度に開

催する講座等について、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。

質問はないようですので、次の年間パスポートの説明をお願いします。

事務局＝（美術博物館年間パスポートについて、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Ｆ＝以前のパスポートは、ヤマザキマザック美術館などの割引があったと思う

がどうなったか。

事務局＝今までやっていた特典は引続き行っている。それにプラスして、過去の図

録等を差し上げるようにした。

委員Ｆ＝講座など優先的に選ばれる特典はないか。

事務局＝イベントによっては、パスポートを持っている方の枠を設け、優先的に参

加できるようにしている。

委員Ｆ＝観覧が無料になるだけでなく、特典の内容が知れ渡ると、パスポートを利

用する人が増えると思う。

事務局＝イベント後のアンケートを見ても、特典がありがたいとか、また次も参加

したいとかあるので、今後も特典等は色々考えていきたい。

議 長＝パスポートはみなさんにも考えていただき、現在のような、いいものにな

ってきたと思う。市政だよりなどでも宣伝しているか。

事務局＝今回は、内容の変更もあり周知はしている。

次第５ 議事

平成 29 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 29 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 29 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。）
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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Ｇ＝美術博物館が所蔵する作品で、誰が見ても驚くような作品はあるのか。

事務局＝サルバドール・ダリの 1965 年の「ダリの太陽」という作品はすばらしいも

のだ。京都でダリ展を開催しているが、そこに入れても十分力を放つ作品で

ある。西洋美術であれば、シュルレアリスム系のものは国内でも屈指のコレ

クションと言われている。子ども美術博物館にも、ピカソの子供のころの作

品など素晴らしいものがある。

今まで手に入れた、すごくいいものがあるにもかかわらず、常設展示場が

ないために死蔵されている。たぶん展示すれば、みなさん驚くようなものが、

たくさん存在している。

委員Ｇ＝豊田市美術館は常設展示場があり、有名な作品が並んでいるので、岡崎市

にも常設展示場があるといいと思う。

事務局＝美術博物館としては、それが心臓部で館の所蔵品を見てもらい、その研究

成果を発表するということが、館の機能としてのベースである。それがない

という現状は、ただの展示場といわれても仕方がない状態なので、早く本来

の博物館機能を持たせる美術館にしたいと思っている。

委員Ｆ＝当館はシュルレアリスム系のいいコレクションを持っているし、歴史的な

博物館としての収蔵品もあると思うが、常設展示をする場合、１年を何期か

に分けて順番に展示するのか、博物館ゾーン・美術館ゾーンに分けて常設展

示するのか、そのあたりは決まっているのか。

事務局＝まだ、建物を建てたいという段階であるが、中の構造は、博物館機能と美

術館機能ははっきり分けていきたい。その中で、いいものを順番に見せてい

きたいと考えている。

委員Ｆ＝一度に全部展示するのは無理であるが、ここに行くとこの作品が見えると

いうのが美術館の魅力の一つだ。山梨に行けばミレーが見える、横浜に行け

ばマグリットが見える、岐阜に行けばルドンが見える、というようなのがあ

ると、企画展にかかわらず、興味のある方に来てもらえると思う。

議 長＝常設展示場は、協議会でも要望が出ていたことを伝えてもらえば、予算担

当者にも、市民が常設展示場の新設を要望していることが少しずつ理解して

もらえるのではないかと思う。

企画展などの展覧会についての意見はあるか。

委員Ｈ＝毎年、子供たちを展覧会に呼んでもらうが、平成 29 年度は何かあるか。

事務局＝いいものは子供のうちに触れるのがいいと思うので、各展覧会で行えるよ

うに努めていく。

委員Ｈ＝本物を見るというのが大事かなと思う。学校の仲間といっしょに見ること

や意見を交換することができるとほんとにいいことだと思う。
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子供たちを連れて行く機会があったら、学芸員に説明してもらうことはで

きるのか。

事務局＝できるだけ説明できるようにしたいと考えている。

議 長＝美術の先生だけでなく学校現場から、もっと美術博物館は予算を取ってく

れとかどんどん展覧会に足を運ぶなどしてほしいと思う。

外国の美術館を見ると、小中学生がいつも見学している。また、ボランテ

ィアの方が説明している。この点は、日本の美術教育は遅れている。写真を

見せたりコピーを見せたりして説明しているが、外国は本物を見せている。

本物を見ることは、子供にとってすごい感動になると思う。

委員Ｄ＝展覧会に行きたいという要望があった場合に、市のバスの都合をつけても

らい、できるだけ受け入れていただけるようにしてもらいたい。

議 長＝そのほか何かあるか。

   委員Ｅ＝長谷川潾二郎のミュージアム講座があるとよい。 

大鎖国展を楽しむための講座が前年にあったが、自分は気づかなかった。

ホームページで探さないと分からない。美術館に来てもらうために、講座で

知識を付けると興味がわいて絶対に行こうという気になると思う。講座があ

るということを知りたいが、美術館に行ってパンフレットやチラシを見ると、

こんなものがあれば行こうと思うが、ホームページではなかなか目に入って

こない。もう少しホームページの前面に出してもらいたい。岡崎市のホーム

ページは、少し地味ではないか。もっと動きがあってもいいのではないか。

事務局＝昔は、美術博物館は独自にホームページを作成していた。現在は、セキュ

リティや経費の問題などもあり、広報課により、統一したフォームを利用す

るという方針の中で作成している。現状は、自由な形で作ることはできない

が、工夫をしながら作成している。

委員Ｅ＝西洋のものが少ないのは、費用がかかるからか。

事務局＝そのとおり。予算に限度があるため難しい。

議 長＝子ども美術博物館で何か、意見・質問はあるか。

委員Ｃ＝愛知環状鉄道物語に関して、岡崎市がまち物語を編集しているが、北野学

区は、開通当時のセレモニーを行っている当時の写真を載せることを考えて

いる。開通セレモニーの中で演奏も行っている。また、平成 27 年度は、リト

ルアーティスト展の中でコンサートを行った。展示だけでなく違った要因も

入れるのも面白いのではないか。違ったこともやって集客を考えていったら

どうか。

事務局＝愛知環状鉄道とタイアップしたイベントも行いたいし、独自に子供たちを

たくさん呼べるイベントなども盛り込んでいく。

委員Ｃ＝高齢者教室で学芸員が講演することがあると思うが、いろいろな企画、イ
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ベントの宣伝をするのもいいのではないか。

委員Ｆ＝愛知環状鉄道物語は展示だけか。仮面ライダーや目の錯覚では、体験でき

るコーナーがあったと思うが、何かあるか。たとえば、Ｎゲージで動く模型

があるといい。

事務局＝第３展示室にはＮゲージがあり、愛知環状鉄道も２両走っている。前半部

分は堅い内容になるかもしれないが、制服を借りてきて記念撮影ができるよ

うにし、自動改札ではない切符に関するものとか、電車を運行するのに使う

道具とかを展示しようと考えている。

議 長＝ほかに意見等はあるか。

ないようなので、平成 29 年度に開催予定の展覧会について承認していただ

けるか。

承認いただける方は挙手をお願いする。

（挙手全員）

事務局の方は、厳しい情勢の中ではあるが、今出された意見を反映して展覧

会を計画してほしい。

次第６ その他

議 長＝予定の議事事項は終了したが、６のその他について何かあるか。

事務局＝子ども美術博物館から、京都の伊勢丹で行う展覧会「世界の巨匠たちが子

どもだったころ」の説明。

委員Ａ＝常設棟に関連して、岡崎の通史が分かる施設を造ってほしい。岡崎市民の

意識をさらに深めるのに必要である。

議 長＝会員が 80 人いる読書会に属しており、例会を何度もやるが、その一つとし

て大鎖国展を見学した。皆さんもそれぞれ属している会で、年に１度でもいい

ので、美術博物館を利用してほしい。30 人くらいになれば、学芸員の説明も受

けることができると思う。皆さんに、美術博物館へのご協力をお願いして、議

長の任を解かせていただく。ありがとうございました。

閉会挨拶

館 長＝長時間にわたりありがとうございました。展覧会の評価は難しく、入館者

や回収率などもあるが、大鎖国展は 7,000 人弱で思ったより少なかった。た

だ、東京から日本美術史、東洋美術史の教員が学生を連れて大鎖国展に来た

が、たいへん良い評価をしてくれた。数値だけでは質が分からないが、客観

性を持った評価の仕方を考えないといけないと思った。

常設棟、収蔵庫が必要なのは分かりきったことであるが、予算の関係もあ

り難しい問題である。大学の図書館も書庫に本がいっぱいだと、管理からは、
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もう買わなくてもいいと言われる。これも質の問題で、大学の図書館は半世

紀かかっても誰も手に触れない本があってもいいと思うし、実際そういう本

は存在している。収蔵庫に貴重なものがあり展示することで、歴史や美術を

理解してもらえばたいへん意味があることである。最近、収蔵品は寄託品を

含め、たいへん充実してきた。今後、ますます懸案の事項になってくるもの

と思うので、皆様のもうひと押しにより、市の当局にも理解してもらい、な

んとか常設棟建設に持っていきたいので今後ともよろしくお願いします。本

日は、どうもありがとうございました。

事務局＝以上をもって平成 28 年度第 1 回岡崎市美術博物館協議会を終了します。本

日は、ありがとうございました。

（午後４時終了）

―以上―


