
- 1 -

公 開 用

新生美術館基本計画検討委員会（第１回）会議録（概要）

日 時：平成 24 年 6 月 17 日（日） 15:00～17:00

場 所：コラボしが２１ 大会議室

出席委員：牛尾委員長、石丸委員、奥委員、河島委員、北川委員、佐野委員、瀬古委員、

廣瀬委員、布野委員、保坂委員、南委員、三原委員（五十音順）

欠席委員：長谷川委員、山本委員（五十音順）

【議事要旨】

■委員長選出

委員会にて、牛尾郁夫氏（成安造形大学学長）を委員長に選出した。

■新生美術館の基本的な考え方について

〇石丸委員

・昨年の近代美術館と、仏教美術の検討委員会に委員として参加した。

・滋賀県の資源それぞれに歴史があり、アール・ブリュットも早くから取り組みがあった。近代

美術館も 30 年の歴史がある。

・「美の滋賀」の検討では、滋賀が世界に誇れる美を中心に、近代美術館の施設面の見直しという

ことになった。専門部会、事務局と委員のやりとりで、回数は２回だが、柔軟性を持って検討

をしてもらいたい。

・それぞれの理念や目的を生かしながら、新生美術館の中心になるのが近代美術館の施設になる。

収蔵庫・常設展示もプラスして、総合的に美の発信をできるものにしていくには、施設の機能、

学芸スタッフの体制も含めて今まで積み重ねてきた議論を活かしながら、進めていただきたい。

・本来、仏教美術一つとっても、国立博物館にあってもいいくらいの文化財遺産がある。

〇奥委員

・滋賀県の新生美術館の検討には、今回、初めて参加する。時間的制約がある中で大変だなと感

じている。

・文化庁に 20 年勤務しているが、滋賀は文化財に極めて恵まれているがゆえに、文化財の盗難

や県外流出等の関連する事件も多い。それを琵琶湖文化館が絶えず中心となってケアしてきた。

その役割、管理や調査のノウハウの蓄積が保持されることを願う。

・コンセプトによって、領域を崩してしまうという考え方もあるが、一方で今あるものをこれだ

け並列させるだけで、滋賀県としての特性が十分に示されるのではないかと思う。今まで培っ

てきたものを大切にしながら、次へ共存させていくことを大切にするのが良いのではないかと

思う。
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〇河島委員

・文化政策、文化経済が専門であり、滋賀県文化審議会評価部会の委員もしている。

・基本的考え方は資料２にあるように、一見ばらばらな３つのコレクションをうまくつなげてい

き、新たな新生美術館としてスタートしていくことがよくわかる。

・理念や基本使命の提案として資料に書かれている内容は大変興味深く、よくあるお役所的な言

葉ではないと思う。これに従って具体的に詰めていけばいいと思う。

・資料３の論点整理も来館者との接点が先に出てきている。通常、美術館の計画であると、「④作

品収集・保管」が先に出てくるがそうなっていないし、今日的な美術館のあり方を十分意識し

ているというふうに思う。

・それから、「②学習・交流・コミュニケーション活動」は、本来は教育普及活動となるが、上か

ら目線ではなく、利用者の方々が学び、創造活動をする場所であり、その手助け、支援をする

美術館という視点も好感を持てる。

・ただ、「美」という言葉が何度も出てくるが、「美」をどういうニュアンスで使っているのか気

になった。何を伝えたいかをお伺いしたいと思う。

〇北川委員

・地場産業の麻織物に関わっており、その中で地域拠点としての「ファブリカ村」をつくり、コ

ミュニティの場所として、土日限定で運営している。

・「美」のとらえ方はそれぞれあいまいで、人の主観によって違うものだが、どうまとめられるか

期待している。「コミュニティの形成」等が挙げられており興味、共感を持っている。また、

社会や地域での暮らしにとって本当に大切なものを見直すきっかけとなる美術館というとこ

ろに関心があり、期待している。

・子ども達の育ての中に、本物・芸術を取り入れるのに関わっていきたい。その一助を新生美術

館が担うのではないかと期待している。染織家・主婦・県民として発言したい。

・今のところ、美術館やアート・芸術が暮らしと切り離された遠いものとなっていて、どれだけ

県民に伝わっているかはこれまでの取り組みで疑問に思うところもあり、県民に伝えていただ

きたいと思う。

〇佐野委員

・昨年度、仏教美術の検討委員をしていた。文化財の保存関連の仕事をしてきている。

・アール・ブリュット、生活や文化から切り離せないものから生まれるものと、神・仏という宗

教的なもの、そういう形のあるものから形のないものを統合して、いかに心の充実を促進して、

リピーターやサポーターを増やしていくか。その中から住み心地のよさという、県民の充足感

を生み出していくということを、新生美術館は目指していると思う。

・建築に工夫が必要であるとともに、体制をしっかりさせて、安全に展示ができ、繰り返し来て

もらえる美術館を目指すべき。

・これまでの琵琶湖文化館の機能プラス、それぞれの技術の粋をぶつけながら、専門部会で話が

できればと思う。

〇瀬古委員

・学校教育の立場で、滋賀県美術教育研究会の会長として参加している。近代美術館の委員とし

て昨年度の検討に参加した。理念は昨年度議論した結果であり、異論がない。



- 3 -

・委員会は 2 回になるので、専門委員にお願いしたいことを３つ申し上げたい。

①仏教美術、近代美術館の資源、アール・ブリュットを単に合体するのでなく、それらのつな

がり、バランス、ストーリー性を考えていただきたい。トータルとしてどういうストーリー

かである。仏教美術は博物館で展示していることが多いが、博物館で展示している意味と、

美術館で展示している意味は異なると思う。造形としての仏像、現代的な視点からみた仏像

も大事だと思う。

②増設が必要かと思うが、高い建物を望む。びわ湖を見渡せるものを願う。展望スペース。び

わ湖、比良山が見えて、その風景が滋賀の美だと伝わるようなものを期待。

③美術館へのアクセスの改善を望む。バス停は少し歩けば美術館に行けるように、同時並行で

考えるべきかと思う。

〇廣瀬委員

・子育て情報誌をつくっている。委員としては、子育てする母親がどういうふうに美術館と関わ

るのかという視点を出せればと思う。

・生まれたての赤ちゃんがいて、子育てしながらの母親にとって、これまでの美術館は遠い存在。

・社会で子育てだけに目を向けている母親が美術館を訪れてリセットできたり、子どもにこうい

うものを見せたいという発見ができる場所が滋賀にあったりすれば、「住み心地日本一」につ

ながると思う。

・仏教美術やアール・ブリュットについて言葉ではわかるが、どういうものが見せてもらえるの

か、伝えてほしい。なかなかそこが伝わってこないと、専門家の自己満足の、一般の人からは

遠い存在になりかねない。サービス精神を忘れずに新生美術館がつくられていけばいい。私自

身も仕事を通じて情報発信できたらなと思う。

〇布野委員

・建築が専門。新生美術館の基本的なコンセプトは議論を積み重ねてこられているとは思うが、

まだ、漠とした印象があり、名称を決めていくこともイメージの共有のためには重要。

・「美の滋賀」は確か、知事の言葉だったと思う。思い切って、「美の滋賀」を美術館の名称その

ものに入れてはどうか。「新生」は新生銀行の印象がついて回る。名称は知事も入れてブレス

トをして、決めた方がいい。

・全体が羅列的、断片的で、構造化されていない印象を持つ。８頁に活動方針があるが、展示活

動等がどの活動方針に沿っているか、コンセプトを構造化して整理してほしい。

・これまでの美術館の制度的な枠組みでやるのか、あるいは「住み心地日本一」を目指すという

中で美術館を位置づけるという方法もある。平成 23 年度の検討で鷲田さんが言われたような、

「生き方や暮らしそのものの美」というものに入っていくには、まだ整理がついていない印象

がある。

・ふわっとした議論をしてもらってもいいのだが、学芸員の数や収蔵品の数を早めに出してもら

った方が、施設計画の検討には助かる。

・先ほどお話のあった展望スペースを有するような高い建物は公園法との関係で難しいかもしれ

ない。建築の検討は、制約条件が何かから検討するものである。

〇保坂委員

・平成２3 年度には３つの委員会に参加した。私自身は近現代美術を専門とする中で、自然とア
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ール・ブリュットに関わってきた経緯がある。

・美術館人としてみると、新生美術館が目指している方向はかなり画期的だと思う。琵琶湖文化

館と近代美術館が統合するだけでなく、そこにアール・ブリュットも入ってくる。となると、

日本初、世界初といっていい施設を今、ここで立ち上げようとしていることになる。

・それを一つの美術館として提示するということは、言い換えれば、価値観の再編成を人に求め

ると同時に、全く新しい美術館のモデルをつくることになるのだと考えている。

・近現代美術を中心としたこれまでの資産と仏教美術、それにアール・ブリュットと 3 つの柱が

あり、これらはつながらないのではという指摘もあるが、滋賀県に実際に来てみると、目の前

にそれらがあるのだから、ある意味しょうがないと思う。

・下手に総合性を求めると、全国にある個性のない公立美術館と結局同じことになってしまう。

そこから脱却するのは地方公共団体としてはすばらしいこと。この３つのギャップを埋めるの

は我々でなく、利用者。もしギャップがあるのであれば利用者、来訪者の声を聞き入れる形で

運営していけばいい。あるいはそこは想像力で補っていくということをしていけばいい。

・総合性、整合性を求めない勇気、度量が求められているのではないかと思う。

〇南委員

・私自身はものづくりをやっていて、学芸員に無理を言ってきた立場の人間。

・滋賀県がアール・ブリュットに取り組んでいることをそもそも知らなかった。調べてみると、

確かにアール・ブリュットも仏教美術も新たに近代美術館に加わる２つの資源について、滋賀

県にポテンシャルがあるとわかった。

・逆に私自身が属している現代美術、コンテンポラリーな表現の世界では、滋賀県に既にポテン

シャルがあるとは言い切れない。これから売り出さないといけないもの、新たな価値を見出し

ていかなければならないものであり、新しい世代がいかにものづくりに取り組めるか、未来へ

の準備をこれから進めていく分野だと思う。

・滋賀県で若い人たちが何かモノづくりを行っている現場が少ないのではないかと思う。滋賀か

らは京都に才能が流れていて、滋賀県出身で京都で活動している人も多い。滋賀県でそういっ

た人を含め、創作活動の現場を今後つくっていく必要があるのではないかと思う。アーティス

ト・イン・レジデンスとかいろいろ方法はある。

〇三原委員

・滋賀県美術協会として長年、活動してきた。

・近代美術館に新たに２つの分野のものが入ってくるが、その整合性を取る必要はないと思う。

保坂委員のご意見の通りだと思う。

・また、廣瀬委員が専門家の自己満足にならないようにしてほしいとおっしゃったが、これも一

県民として同意見である。基本方針はこれでいいと思う。

・ただ、滋賀県美術展覧会のことを申し上げると、「県展」は滋賀県の人が作品を出品して、滋賀

県の人が見に来る展覧会であり、市民・県民参加型の分野のもの。このあり方も専門部会でご

検討いただけるとありがたい。

・「県展」は 66 回続いており、毎年 12 月に前半・後半の 2 回に分けてやっているが、そのスケ

ジュールや見せ方等を含めて検討してほしい。たとえばオープニングセレモニーではコンサー

トがあるが、オープニングの日は平日にあたり、せっかくの機会であるが参加者は少ない。土

曜日ならたくさんの人が来るはず。そういうことを含めて県展のみならず、きめ細かく企画し



- 5 -

てもらいたいと思う。

・アール・ブリュットの作品が一昨年度、「県展」に初めて５から６点出てきて「これは何だろう？」

という驚きがあり、賞もとっておられた。しかし、昨年度は「県展」への出品がなかった。本

来、「県展」は誰でも応募できるはずだが、アール・ブリュットの作品はアール・ブリュット

として展示するとなっていないかと思う点もあった。「県展」にも自由に参加してほしい。

〇牛尾委員長

・昨年、「滋賀県立近代美術館機能・発信力強化検討委員会」の委員長としてまとめにあたったが、

仏教美術、アール・ブリュットを含めて一つの美術館でやっていく、それは実際には大変なこ

とだと思いながら昨年の検討をまとめた。

・従来にない新しい形の美術館になる。とりあえず新生美術館という名前になっているが、従来

の形にとらわれないものになる。そういう意味では、組織や人間のあり方というものが、全く

これまではと違ったような発想をしていかないといけない。その中心になる頭脳の構成が非常

に大事かなという印象を持っている。

・では、ここからは基本的考え方、事業活動、体制、施設整備の 4 項目について、ご意見をいた

だければと思う。

■基本的考え方について

〇瀬古委員

・８頁の活動方針について。「明日の滋賀を拓く創造的な人を育てる」とＰ４４長谷川委員ご意見

の「創造的な鑑賞者の創出」が密接につながっていて、私も共感する。

・アーティストは表現、創作活動等の芸術活動をしていて、それを鑑賞する人は単なる鑑賞者。

スポーツでは、アスリートと観客になるが、芸術活動の範囲というのはつくる人、表現する人

であり、鑑賞する人も、これは気持ちにぴったりだとか感じながら、鑑賞することも芸術活動

だと長谷川委員はおっしゃっているのではないかと思う。

・また、廣瀬委員がおっしゃったが、子育てしておられる方が、美術館でほっと一息ついていろ

いろ感じるということも芸術活動であって、その輪を県民に広げていこうという視点が大事な

根本ではないかと思う。

〇保坂委員

・河島委員からも指摘があったが、「美」という非常に抽象的な概念が使われている。

・理念である以上は抽象的であってもいいが、確かにもう少し具体性のある言葉があってもいい

かと思う。たとえば。「こうしたものをコアにして運用していく」という説明があってもいい。

・もう一つ、鷲田先生が昨年の懇話会で言われた「自然とつなげる」という言葉が、ここでも見

受けられるが、これは実際にやろうとすると大変な活動になる。ある種、美術館に対して多く

の人が持っている期待を超えるものなので、本当にこれを理念とするなら、それを実現するた

めの体制は一体どういうものになるのかということを考える必要がある。つまりマンパワーが

大事で、長谷川さんの言われる創造的な鑑賞者という存在と同時に、創造的な職員が必要で、

そこが非常に重要になってくる。

〇河島委員

・全体にいい感じの検討内容だと思うが、「美」というのはそれぞれの価値観を伴うもので、人に
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よっては古くさいと感じるタイプの言葉である。あえて使っておられる背景はあるようで、上

品でいい感じだと思うのだが、もう少し具体性がほしいと思う。

・また、全体として上品でおとなしい印象を持つ。もっと、アグレッシブな姿勢を打ち出しても

いいのではないか。たとえば、「国際」という言葉が一度も出てこないのは意外な感じがあり、

世界に発信するというのは多少あったと思うが、国際的な交流、国際的な文化、そういう時代

だと思うので、国際性をもっと打ち出してもいいのではないか。

・長谷川さんのご意見には共感を持ち、その中の「文化観光主義」というのはちょっと変わった

言葉の使い方だが、これも大事なところで、滋賀県に文化的な資源があるということがあまり

県内でも知られていないのではないか。県民の方、関西、全国、海外へと何かアグレッシブな

姿勢がもう少しあってもいいと思う。

■事業活動について

〇北川委員

・１３頁の「学習・交流・コミュニケーション活動」をぜひ強化してほしいと個人的には思って

いる。たとえば子育てでも、子育て支援に関する活動団体が地域の中で結構あるので、そうい

った取り組みをしている人を巻き込むともっと身近な意見が出てくると思う。

・滋賀県内でも多数の作家さんが活動されている。ただ、みなさん、それはご存じない。地域で

活動している人を巻き込む、そこをもっと進めてほしいと思う。

〇廣瀬委員

・たとえば、図書館で宅児のサービスをするところが出てきている。今、お母さんたちに一番求

められているのが託児つきというキーワード。別に子どもと離れたいというのではなく、自分

らしい暮らしを見つけたいとか、自分自身を見つめたいという母親が非常に多くなっているの

で、ぜひ美術館でも託児サポートを数時間でも１時間だけでも取り入れてほしい。

・予約制で人数を限定してでもいいと思うが、子育て中でもそういう環境が用意されているとお

母さんの中でもいい時間になると思う。

■体制について

〇石丸委員

・新しい形の美術館で事業内容が増えるのだから、若い学芸員をぜひ採用・活用していただきた

い。慣れた人を再雇用というのは、仕事としてはやりやすいかもしれないが、若い学芸員の活

躍の場を期待する。

・美術館の名称を早く決めてはどうかというご意見があったが、兵庫県では「兵庫県立美術館」

となった。時宜に即してあまり早く名前を決めると、時代の変化とともに名称そのものが陳腐

化することもある。シンプルに「滋賀県立美術館」であれば、年月を経ても耐えると思う。

■施設について

〇北川委員

・レストランやショップの充実が、利用者にとっては楽しみな部分になる。ミュージアムショッ

プの充実を望む。
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〇石丸委員

・美術館へのアクセスの改善も必要。たとえば、近隣の東大津高校までは歩道の幅が拡大され大

変歩きやすくなった。美術館の前に定期バスを導入すると、車道の整備も必要になるが、歩道

もぜひ拡大してほしい。

・高い建物をという話があったが、美術館の南側の丘に遊歩道があり、その上ならびわ湖が見え

るので、そういった場所を活用するのもいいだろう。

〇三原委員

・１７頁に「適切な環境を有した収蔵庫」、「展示スペースの拡張」等の文言があるが、具体的な

建物の規模や、予算の枠等は現在のところ、ある程度決まっているのか。

⇒事務局：これから費用の算定を進める。現時点では予算規模は持っていない。

〇三原委員

・美術館と地域を結びつけるということが出てきて新たにそれを企画していただくというのは大

事だと思うが、「県展」は 66 年間やってきたのであり、それこそ地域との結びつきだと思う。

・滋賀県立近代美術館の名前を変えようとされているのか。県立美術館でいいと思うが、名前で

なく、中身を変えてほしい。

〇保坂委員

・回りを巻き込んでくださいと北川委員からご発言があったが、その点は非常に賛成である。美

術館でレストランを運営するのは実際はとても大変だが、来館者へのサービスや対外的なアピ

ールの問題と密接につながっているので、やはり今の美術館にとってレストラン等は大切。

・このレストランについて、地方の美術館はいろいろな試みをしており、従来のような企業に運

営委託する方法だけでなくなっている。たとえば神奈川美術館では地元ＮＰＯに運営を任せて

おり、この場合、なんと営業していない日もある。つまり無理していない。宮城県では地元の

人気カフェと一緒にやっている。滋賀でも、今までとは違う形でのお店の運営ができたらいい

と思う。

・結局のところ、美術館側の人間の創造性や、どこまでやる気があるかにかかってくると思う。

・たとえば、新しい美術館では「鮒ずし」が食べられたらいいと思う。地産地消は大事だし、な

によりも鮒ずしは創造的な食であり、美術館にふさわしいと思う。

以上


