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    は じ め に 
 

第１章  

 

 

 

 滋賀県立近代美術館は昭和５９年に開館して以来、美術作品の収集、保存、展示などの

機能を果たしてきましたが、展覧会観覧者数が減少傾向にあることなどの課題が顕在化す

る一方で、美術を通じた子ども達への教育機能や、地域社会への貢献など、公立美術館に

求められる社会的役割や期待も変化・増大してきているところです。 

 そこで、平成２６年に開館３０周年を迎えることを機に、近代美術館がより一層県民の

みなさんの期待に応え、滋賀ならではの美の魅力を守り、育て、発信していく拠点として

の役割を果たすことができるよう、今後求められる館運営のコンセプトや事業展開のあり

方について検討を行うこととなりました。 

 
 
 
 

１．設置時期  平成２３年６月 

２．委員構成  委員長：牛尾  郁夫   氏（成安造形大学学長） 

         委 員：石丸  正運   氏（美術史家） 

                  加藤  恒夫   氏（公益社団法人企業メセナ協議会専務理事） 

                  北村  優子   氏（県立近代美術館協議会委員（公募）） 

                  小吹  隆文   氏（美術ライター） 

                  瀬古  祐嗣   氏（甲賀市立油日小学校校長） 

                  長谷川 祐子   氏（東京都現代美術館事業企画課長） 

                  保坂 健二朗   氏（東京国立近代美術館主任研究員） 

                  三原 サダ子   氏（滋賀県美術協会理事） 

３．検討事項 

① 滋賀県立近代美術館における、美術品の収集・保存・展示や、教育・普及活動など、 

  事業実施の方針やコンセプトに関すること 

② 滋賀県立近代美術館の運営体制や整備に関すること など 

４．取組経過 

  平成 23年６月26日  第１回委員会（近代美術館の現状と課題把握） 

        ８月 21日  第２回委員会（新生美術館の目指す方向性） 

           10 月 13日    第３回委員会（新生美術館の機能、施設・設備、組織等） 

           10 月 21日  第４回委員会（中間まとめの検討） 

        （中間まとめに対する県民・関係者等意見照会）  

  平成 24年 2月 5 日  第５回委員会（最終報告書の検討） 

       2 月１５日  報告書を知事に提出

１－１ 検討を行う趣旨 

１－２ 滋賀県立近代美術館機能・発信力強化検討委員会の概要 
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    県立近代美術館の現状と課題 
 

第２章  

 

 

 

 

１．沿 革 

昭和54年 5月に「滋賀県立美術館建設調査委員会」が設置され、美術館の設置目的や

基本的性格についてまとめた「県立美術館建設についての報告書」が提出された後、昭和

55 年には「美術館建設委員会」と「美術館収蔵品収集審査会」が設置され、報告書に基

づき、施設や作品収集内容についての具体的検討が進められました。その後、昭和 57年

には建設工事に着手、昭和59年 8月に滋賀県立近代美術館として開館しました。 

以来現在に至るまで、国内外の優れた美術作品の鑑賞を通して、県民の美術に対する理

解を深め、美に対する感覚を養い、生活の中にうるおいと心の豊かさをもたらすことを目

的として、作品の収集や展覧会の開催、各種事業などの活動を行い、これまでの来館者は

延べ約312万人（平成23年 3月末現在）となっています。 

 

２．設置の目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 「県立美術館建設についての報告書」（抜粋）（S54.11 県立美術館建設調査委員会）  
 
＜建設の意義＞ 
○ 滋賀の過去の歴史の中で培われてきた文化的遺産及び現代文明社会の中で続々と生まれてきてい
る芸術作品の真の価値を見定め、滋賀のあるいは日本の将来のために保存・継承していくことは現
代社会に生きる我々の使命である。 

 
○ 美術館はこの使命を果たすとともに、現代においては理解が十分とはいえない新しい芸術活動の擁
護者としての役割を担う。 

 
○ 広くレクリエーションの場として、豊かな情操をはぐくみ、県民の芸術に対する関心を高め、知識
の普及に努め、県民とともに歩んでいかなければならない。 

 
＜基本的性格＞ 
○ 芸術的価値の高い優れた作品を鑑賞する機会を提供し、美術に関する理解を深め、美に対する感覚
を養う。 

 
○ 現代の作品は、今日の社会状況を反映しており、現代社会やわれわれの生き方に対して問いかけや
刺激を与えることにより、芸術分野にとどまらず広く社会生活に大きな影響を与え、現代及び未来
社会の文化の発展に大きく貢献するものである。 

 
○ 近代の作品は、このような現代の作品を生み出した土壌であり、現代の作品に対する理解を深める
ために必要不可欠である。  

 
○ 従って、近世以前については博物館にその対象を譲ることとし、美術館については主として近代及
び現代の作品を扱う近代美術館として性格づけることとする。 

 
＜建設地＞ 
○ 自然と人間のふれあいの中で人々の心に安らぎをあたえようという人間尊重の基本姿勢を貫き、恵
まれた自然の地形や緑をできるだけ生かし、他に類を見ない自然美を誇る美術館とする。 

 
○ 建設予定地は緑と自然に恵まれた丘陵地であり、この地形上の長所を生かした屋外展示場を設け、
美術活動と他の文化、芸術活動をつなぐ実験的な試みの場として使用するなど多目的利用を考
えていく。 

２－１ 近代美術館の沿革と設置の目的 
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１．現 状 

 開館前の昭和 55年に設置された県立美術館収蔵品収集審査会において、限られた購入

費で効果的・長期的な見通しに立って収集を行うため、思い切った取捨選択と京都等近隣

の美術館との競合を避ける観点で3本の柱による収集方針を決定し、現在に至っています。 

 収蔵点数 1,431 件（平成２３年３月末現在）は全国の都道府県立美術館で最少ランク

ですが、小倉遊亀を始めとした郷土ゆかりの作家の作品や、戦後アメリカ現代美術など、

独自性のあるコレクションを擁しています。 

＜ 収  集  方 針 ＞ 

①日本美術院を中心とした近代日本画 
  大津市出身の小倉遊亀の作品を核として、院展の第2世代の作家や初期院展の作家を含めた、日本美術院

の作家の作品を収集。 

②郷土にゆかりのある美術 
  ともに人間国宝である陶芸の清水卯一、紬(つむぎ)織りの志村ふくみ、京友禅の森口華弘の作品や、京都

画壇で活躍した岸竹堂や山元春挙等の作品を収集。 

③戦後アメリカと日本を中心とした現代美術 
  1950年代に盛んになった抽象表現主義からネオ・ダダを経て、60年代のポップ・アートやミニマル・

アートに至る戦後美術の流れが通観できる。国内の作家についても、戦後の現代美術を代表する作品を収集。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 23 年 3 月末現在 

 

２．課 題 

○ 作品購入の凍結 

  県の財政状況の悪化等の要因で、平成17年度より作品購入を凍結。現在は作品寄贈の受入によりコレク

ションの充実をはかっている。 

○ 収蔵庫の制約 

  収蔵庫が満杯に近く、これ以上の作品の収蔵が困難である。 

２－２ 作品の収集・保管 

１．種類別の収蔵状況 ２．部門別の収蔵状況

区分 絵画 版画 彫刻 工芸 その他 合計   部　　　門
日本画
郷土美術

現代美術 合　計

購　入 281 118 23 71 53 546 購　入 275 271 546

寄　贈 255 58 21 355 34 723 購入金額：千円 2,447,537 1,938,729 4,386,266

小計 536 176 44 426 87 1,269 寄　贈 567 156 723

管理替 95 95 管理替 94 1 95

寄　託 67 67 小計 936 428 1,364

合　計 698 176 44 426 87 1,431 寄　託 59 8 67

合　計 995 436 1,431

３．代表的な収蔵作品

日本画
郷土美術

現代美術

小倉遊亀 「磨針峠」「姉妹」「首夏」等５５点、速水御舟 「洛北修学院村」等６点、「近江名所図」（重文）、
安田靫彦 「卑弥呼」「飛鳥の春の額田王」等１０点、山元春挙 ４６点、野口謙蔵 ２４点、
清水卯一 「鉄耀掛分扁壺」等１６９点、志村ふくみ 「夕顔」等１３３点、森口華弘 「創流」  等

マーク・ロスコ「ナンバー２８」、フランク・ステラ「イスファハーン」、クリフォード・スティル 「ＰＨ３８６」、
ジョージ・シーガル「コーヒーを注ぐウェイトレス」、アレクサンダー・コールダー「フラミンゴ」、
ロイ・リキテンスタイン「泣く女」、アンディ・ウォーホル「マリリン」「キャンベル・スープⅠ」、
トム・ウェッセルマン「グレート・アメリカン・ヌード＃6」　　等
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１．現 状 

＜常設展示＞ 

 常設展示室において、展示替えを行いながら収蔵品を常時紹介しています。主に現代美

術を展示する室と、近代美術を中心に展示する室があり、特に郷土出身の女流日本画家、

小倉遊亀の作品は、常設コーナーを設けて展示しています。 

＜企画展＞ 

 収集方針を意識しつつも、さらに幅広い視野の元に、ユニークで質の高い展覧会を年間

４～８本程度開催。国内外の優れた作品を紹介する展覧会や、郷土の作家を取り上げた展

覧会、子どもを美術の魅力に誘う普及型の展覧会など、独自性の高い、多彩なジャンルの

展覧会に意欲的に取り組んでいます。 

 

２．評 価 

○ 「美術館の実力調査」（H18 日本経済新聞） ※全国の公立美術館134館を対象とした調査 

   ・総合評価            全国 14位（関西３位） 
   ・学芸力の評価          全国９位 
   ・特別展の優れた美術館      全国８位 
   ・評論家が独自基準で勧める美術館 全国８位 

○ 来館者アンケート（H22年度） 

   ・居住地    県外 45.3%（京都18.9%、大阪11.1%、東海6.8%ほか） 

   ・展覧会評価  大変良い・良い 90.2%、普通 6.7%、やや悪い・悪い0.9% 
 

３．課 題 

○ 展覧会観覧者数が減少傾向にある 

  ・開館から5年間(S60～H1)平均 約 149,000人→ 直近 5年(H18～H22)平均 約 83,000人 
  ・平成21年度56,016人・・・全国都道府県立美術館44館中39位 

２－３ 展覧会の開催 

○県立近代美術館作品収集の状況 
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○ 現代美術を扱った企画展が集客面で苦戦 

  ・ロトチェンコ＋ステパーノワ展(H22)   5,373人（観覧者数。以下同） 

  ・シュウゾウ・アヅチ・ガリバー展(H22)  3,779人 

○ 小倉遊亀変わらぬ人気。その他の近代美術は過去と同様のテーマでは集客が困難に 

  ・小倉遊亀展(S59)  19,235人→ 小倉遊亀展(H14)     19,424人 

  ・森口華弘展(S61)  15,389人→ 森口華弘・邦彦展(H21)    4,140人  

  ・山元春挙展(H60)  15,068人→ 山元春挙展(H12)          8,930人 

○ 仏教美術やデザイン、建築など、近代美術館の収集方針や従来の美術史概念と異なる

ジャンルの展覧会が好評 

  ・白洲正子 神と仏、自然への祈り展(H22)        20,128人 

  ・ブルーノ・ムナーリ展(H20)            13,308人 

  ・ウイリアム・メレル・ヴォーリズ展(H20)      16,601人 

○ 観覧者のうち、子どもや青少年の占める割合が減少している 

  ・常設・企画展観覧者のうち学校団体、小中高大学生、幼児等の割合  H18 15.7% → H22 11.6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○近代美術館観覧者数等の推移 

○全国の美術館１館あたり平均入館者数との比較 

※単位：千円 

※全国数値は、文部科学省 

  社会教育調査より 

H1 H4 H7 H10 H13 H16 H19 H22
近代美術館 152,535 149,935 112,062 109,960 104,295 105,294 89,174 82,469
全国平均 91,046 70,300 63,312 54,118 48,861 52,397 52,004

0

50,000

100,000

150,000

H1 H4 H７ H10 H13 H16 H19 H22

人

近代美術館

全国１館あたり平均

全国で小規模館の新設ラッシュ

が落ち着いた平成 10 年頃より

以降、１館あたりの平均入館者

数はほぼ横ばいの状況 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

Ｓ５９ Ｓ６０ Ｓ６１ Ｓ６２ Ｓ６３ Ｈ１ Ｈ２ Ｈ３ Ｈ４ Ｈ５ Ｈ６ Ｈ７ Ｈ８ Ｈ９ Ｈ10  H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 Ｈ21 Ｈ22

情報普及事業参加者数
常設展観覧者数
企画展観覧者数

平成22年度 

企画展観覧者数 47,440人 

常設展観覧者数 35,029人 

(展覧会計      82,469人) 

情報普及事業参加者数 45,393人

【過去最高】昭和62年度 
企画展観覧者数 102,344人 
常設展観覧者数  89,806人 
(展覧会計     192,150人) 

人 
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１．現 状 

 近代美術館の現行中期経営計画（対象年度平成 21～23 年度）においては、「展覧会を

中心とした事業運営から、展覧会とともに美術館教育も重視した美術館運営に移行する」

ことを明記し、主に収蔵品や展示に関係した美術に関する様々な講演会、ワークショップ、

講座を始めとした教育・普及事業について、近代美術館のボランティア組織である「美術

館サポーター」の支援を得ながら展開しています。 

 

○ 一般向けプログラム 

学芸員による「美術館講座」や、美術館サポーターによる「ギャラリートーク」、企画展覧会と連動した講

演会やコンサートなど 

○ 子ども向けプログラム 

美術館を身近に感じてもらう作品鑑賞プログラム「たいけんびじゅつかん」や「スケッチ大会」、夏休みの

「びっくりミュージアム」、アウトリーチ活動など 

○ 学校教育との連携 

学校団体鑑賞の受入、連携事業プログラム研究会開催、鑑賞教育用のツール「アートゲーム・ボックス」の

開発・貸し出し、教員の鑑賞授業を補助する「鑑賞授業プログラム・パック」など 

○ 他機関との連携 

びわ湖ホールとの連携により、展覧会に関連したテーマの音楽会などを開催。また、成安造形大学との相互

協力協定（H20～）により、学生展示スペースの提供や普及事業の協同実施などを行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．課 題 

○ 館の人員体制等の制約により、現状以上の学校団体の受入や、アウトリーチ等事業の 

 拡大が困難 

○ 館からの距離や、担当教員の意識の状況で、各学校により連携の度合いの差が大きい  

 ため、県域的に普及事業を拡大することが課題 

年度 H2 H4 H6 H8 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H22
学校数 28 20 36 33 32 58 63 63 73 17 59
人数 2,180 1,027 1,471 1,791 833 2,109 2,224 1,418 2,290 1,971 1,819

展覧会に対する学校鑑賞団体受入状況

単位：千円

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

H2 H4 H6 H8 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H22

２－４ 教育・普及事業の開催 

※単位  人 
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１．現 状 

  

○管理体制                ○予算の概要 

  

 

 

 

 

           ※県直営施設（総合政策部） 

 

 

 

 

 

 

 

２．課 題 

○ 展覧会予算の縮小に伴い、予算規模の大きな展覧会の開催が困難となり、比較的低予

算で一定の集客が見込める企画内容に偏る可能性がある 

○ 展覧会企画や教育普及に関わる専門スタッフが不足している 

  ・学芸系職員6名・・・全国都道府県立美術館44館中40位 

○ 館の事業運営に対する第三者等による客観的な評価の未導入 

 

年度 H11 H13 H15 H17 H19 H21 H23
金額 95,048 79,300 77,654 72,039 79,643 48,321 59,410

※単位　　千円 ※平成23年度は当初予算額

企画展覧会開催事業費（決算額）の推移

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

H11 H13 H15 H17 H19 H21 H23

 

館　長
(非常勤）

副館長
総務課（4名）

学芸課（6名）

美術館協議会 収蔵品収集審査会

（千円）

事　業　費 81,760

管　理　費 192,867

支　出　計 274,627

一般財源 222,786

展覧会観覧料 26,886

国・民間助成等 3,500

図録等販売 9,768

ギャラリー等使用料 5,171

そ　の　他 6,516

※施設整備費用を除く

支
　
出

平成23年度近代美術館当初予算額

財
　
源

２－５ 館運営 
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１．施設の特徴 

近代美術館はびわこ文化公園都市構想における「びわこ文化公園」（文化ゾーン）に建設

され、緑豊かな公園内という、恵まれた周辺環境との調和を図りながら、各展示室やギャ

ラリーなど来館者のための室を１階で伸びやかに配置し、外部に開放された休憩スペース

が設けられるなど、「長時間鑑賞しても疲れない美術館」がコンセプトとなっています。 

また、外部から展示室まで同一レベルであり、作品を安全かつスムーズに搬入できるほ

か、貴重な作品を良好かつ安定した環境下で保存できるよう、収蔵庫を地下に設けていま

す。 

 

２．課 題 

○ びわこ文化公園（文化ゾーン）に立地するロケーションが生かせていない 

  ・屋外空間の活用や、近隣の県立図書館、大学等との連携が十分ではない 

○ 交通アクセスが不便 

  ・バス停や駐車場から距離がある、駐車場収容台数の不足 

○ 展示・収蔵スペースの狭隘化 

  ・収蔵庫・・・・・既に満杯に近く、今後の収蔵品の増加に対応できない 

  ・展示室面積・・・全国都道府県立美術館44館中33位 

  ・企画展示室における展覧会開催の規模や手法に制約があるほか、県美術展覧会の入賞作品を全て展示で 

   きず、現在分野毎に２期開催となっている 

  ・県内文化団体等による美術館ギャラリーの利用希望が多く、ほぼ通年使用されている 

   （Ｈ22年度利用率約90％、利用者数34,252人） 

○ 施設の老朽化 

  ・展示室空間の演出手法に限界がある、空調設備の更新が必要 

○ 創作活動や交流スペースの不足 

  ・アーティストや利用者が作品制作やワークショップ、展示、交流等を行うスペースが限られている 

○ アメニティ機能が脆弱 

  ・ミュージアムショップが貧弱、館内レストランの撤退 

○施設の概要 

敷地面積： 18,288.8 ㎡  

規模構造： 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造  地上２階 地下１階 

建築面積： 6,772㎡   延床面積：8,544㎡ 

  展示室2,243㎡（常設展869㎡、企画展896㎡、ギャラリー478㎡ ） 

   収蔵庫849㎡、講堂、ワークショップルーム、事務棟 ほか 

設計監理： 滋賀県土木部建築課・株式会社日建設計  

工  期： 昭和 57年 3月18日着工  昭和 58年 10月 15日竣工 

総 工 費： 約 35億円 

開  館： 昭和 59年 8月 

※国宝や重要文化財等の公開にふさわしい「公開承認施設」として、文化庁の認定を受けている 

２－６ 施設の状況 
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１．近隣地域における美術館の充実 

 近代美術館は立地条件の特徴として、大規模な国・公立美術館が多数立地する京阪神

等から近いことが挙げられます。さらに、それらの館はリニューアルなどで集客力の向

上を図っており、県外からの集客に影響があるのみならず、県内からも一定の層がこれ

らの館に流れていると思われます。また、県内ではMIHO MUSEUMや佐川美術館など

といった、民間の運営する大規模な美術館が開館しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．地域でのアートに関する活動の活発化 

○ 県内で唯一の芸術系大学である成安造形大学が開設（H5） 

○ 近代美術館近隣に立命館大学（H6）、龍谷大学（H1）が開設 

○ 県内に居住し、地域で創作活動を行うアーティストの増加 

○ 全国的に町並みや自然環境等の空間と現代アート等を融合させたプロジェクト型のイ

ベントが実施されるようになり、県内でも各地でNPO等を中心に取り組まれている 

  例：BIWAKOビエンナーレ（近江八幡市）、石山アートプロジェクト（大津市石山商店街）、 

    守山野外美術展・おてらハプン！、風と土の交藝ＩＮ琵琶湖高島、信楽まちなか芸術祭、 

    湖族の郷アートプロジェクト（大津市堅田） ほか

MIHO MUSEUM
＜H9 オープン＞ 

【134,690 人】(H23 年)

大阪市立美術館 
【641,068 人】(H20年度)

兵庫県立美術館 
＜H14 移転オープン＞ 

【710,358 人】(H21 年度) 

※【 】内は観覧者数（一部館は来館者数） 

佐川美術館 
＜H9 オープン＞ 

【100,473 人】(H22 年度) 

２－７ 近代美術館をめぐる環境の変化 

京都市立美術館 
【約 1,100,000 人】

国立国際美術館 
＜H15 移転オープン＞ 

【974,456 人】(H21 年度) 

京都国立近代美術館 
＜S61 リニューアル＞ 

【297,926 人】(H21 年度) 

滋賀県立近代美術館
【82,469 人】(H22 年度) 

愛知県美術館 
＜H4 オープン＞ 

【約358,724人】(H21年度) 

名古屋市美術館 
＜S63 オープン＞ 

【353,012 人】(H21 年度) 
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    「美の滋賀」の発信に向けた検討 
 

第３章  

 

 

 

 滋賀県には、近代美術館が開館以来蓄積してきた近代や現代美術作品の資産のほか、

地域の暮らしに根付き、信仰と深く結びつく中で大切に守られてきた神と仏の美、そし

て、戦後まもなくから福祉施設等で信楽の粘土を使った陶芸活動などの造形活動が熱心

に行われてきたことを背景とした、アール・ブリュット（※下記参照）など、滋賀なら

ではの特徴的な「美」が数多くあります。 

 そこで、滋賀の「地と知の力」が生み出した、世界に誇ることができる美の魅力を発

掘し、磨きをかけ、発信することにより、滋賀の魅力をより一層高め、県民の誇りを育

てていくことを目的として、平成２３年５月に「『美の滋賀』発信懇話会」（懇話会）が

設置されるとともに、併せて当委員会、近江の仏教美術等魅力発信検討委員会（仏教美

術等委員会）、アール・ブリュット発信検討委員会（アール・ブリュット委員会）の３つ

の委員会が設置され、それぞれの分野において検討を進めることになりました。 

 懇話会では地域資源を活用した滋賀の美の魅力の発信について、時代の潮流を踏まえ

た新たな可能性等について議論を進め、平成 23年７月２９日には３つの委員会に対す

る「期待」が示されました。 

 その後、平成24年２月には提言が示され、「美の滋賀」のめざすところとして、滋賀

の様々な美を人と人とがつながり交差しながら伝えていく場所や、美を通して誰もが関

わりつながれる新しい「座」を形成しながら、「滋賀をみんなの美術館にする」ことが提

案され、さらにその具体的な進め方の一つとして、「新生美術館をつくり、地域や現場と

交流しながら受発信する」こととされています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－１ 「『美の滋賀』発信懇話会」の検討について 

※アール・ブリュットについて（アール・ブリュット発信検討委員会報告書より） 
 
「アール・ブリュット（art brut）」は、フランスのジャン・デュビュッフェ（Jean Dubuffet 1901-1985）という芸術家が考
案した言葉で、日本語に訳される場合には一般的に「生（き、なま）の芸術」とされます。「美術の専門的な教
育を受けていない人が、伝統や流行などに左右されずに自身の内側から湧きあがる衝動のまま表現した芸術」
と解釈され、デュビュッフェ自身、その解釈に合う作品を集めていました。現在それらは、ローザンヌ（スイス）の「ア
ール・ブリュット・コレクション」という美術館で見ることができます。 
本委員会が扱う日本の作品群の一部が、デュビュッフェが考え、集めていた「アール・ブリュット」に合致するのかど
うかは議論のあるところですが、パリの公立美術館でそれらを紹介する展覧会は「アール・ブリュット・ジャポネ」展
と題されたこと、その凱旋展が県内で同じ名称で開催されたこと、県広報誌をはじめ多くの媒体で、「アール・ブリ
ュット」として紹介されていることなどを踏まえ、本委員会では、欧米においてこの名で呼ばれる作品の実際を意
識しつつも、今まさに次々と生まれくるみずみずしい作品群にふさわしい名称として「アール・ブリュット」と表現する
こととしました。 
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「美の滋賀」発信懇話会提言資料より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 s「美の滋賀」発信懇話会からの期待 s     
 

 これからの新しい時代にふさわしい、滋賀らしい「美」の発信のあり方を、「滋賀モデル」として

以下の７点に整理。各委員会ではこれらを踏まえて検討を進めるとともに、それぞれの分野をつな

げていくため、委員会間での連携が求められている。 
 
 

滋賀モデル（これからの滋賀らしい「美」の発信のあり方）の視点 

 

① 人間の本質や人びとのつながりを取り戻すため、滋賀の「美」をこれまでの概念やジャンルに

  とらわれることなく、新たな共通性や関係性を持って発信する。 
 

② 人びとや地域が親しみ、支え合ってきた「美」で人をつなぎ、「美」を守ることを通して、地域

 そのものを次世代へとつなげる。 
 

③ 地域で守ってきた「美」を見てもらいながら守っていく。 
 

④ 施設に陳列した「美」を見せるだけでなく、創造活動の現場や暮らしの場とつながり、そうし

 た現場と交流しながら受発信を行う。 
 

⑤ 滋賀の「美」への敷居を低くする。しかし、質は落とさない。 
 

⑥ 県民参加で取り組む中で県民自身に発見し理解してもらいながら、自分たちの声で、県民総ぐ

 るみで滋賀の「美」の魅力を伝えていく。 
 

⑦ 「美」を通した人と地域、社会の活動により、県民生活の満足度を高めるとともに、経済の振

 興、地域の活性化につなげる。 

「美の滋賀」づくりの推進

①県民や関係者とともに「美の滋賀」の土壌をつくり、活動を活発化させる

②新生美術館をつくり、地域や現場と交流しながら受発信する

③滋賀の「美」の魅力を県民自らが伝える舞台をつくる

アール・ブリュット(ART BRUT) 近 代 美 術 館 の 資 産 神 と 仏 の 「美」

・過去から現在までの
滋賀の美を再発見して、
人びとの暮らしや世界、
自然とつなげることで、
未来の新たな人間像を
問いかける

・アジアの運動拠点をめ
ざして、「日本、アジア
のアール・ブリュットの
いま」を発信

・人びとの暮らしや風土
も含めた近江の仏教美術
や神道美術の奥深い魅力
や価値を発信
・新しい交流・発信拠点
の整備

新しい２１世紀の
人間像の提案

滋賀・琵琶湖で生
まれ育まれてきた

第一弾として
３つの美の編みなおし

暮
ら
し
の
美
・
生
活
文
化
の
美

自
然
の
美
・
琵
琶
湖
の
美

○３つのめざす姿
①深みのある日常に心の安らぎや豊かさを覚
えながら県民が楽しく元気に暮らしている
②多様な営みの中で、人や地域のつながりを
県民が実感している
③そうした滋賀の新しい暮らしぶりを県外の
人がうらやましく思う

・滋賀の様々な美を人と人がつながり
合い交差しながら伝えていく「場」
・美を通して誰もが関わり
つながれる「座」

「滋賀をみんなの美術館に」
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滋賀県の特色である優れた仏教美術等の魅力の、県内外への発信や活用の方策と、多数

の優れた収蔵品を有するものの現在休館している滋賀県立琵琶湖文化館の果たしてきた機

能を継承する「別の展示保存施設」の確保方策について検討するため、平成23年 6月に

仏教美術等に関する検討委員会が設置されました。 

委員会における議論の結果、琵琶湖文化館の機能を継承する、今後の仏教美術等の文化

財の新しい交流・発信拠点施設として近代美術館が最もふさわしいと判断され、平成 23

年 10 月には中間まとめがまとめられ、当委員会への期待として寄せられた後、平成 24

年２月には報告書『近江の神と仏の「美」の発信に向けて』が提出されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

『近江の神と仏の「美」の発信に向けて』（報告書）の抜粋 

 

＜別の展示保存施設（美術館）に求められる機能＞ 

１ 琵琶湖文化館の機能の継承 

  ① 文化財の収蔵・収集機能 

   ・ 厳格な管理が求められる文化財を、適切に収蔵管理する機能 

   ・ 受託等により文化財を収集する機能 
 

  ② 地域の文化財保護を支援する機能 

   ・ 一時預かり、保存修理のための技術指導など、国や市町、所有者、保存修復技術者等 

    と連携しながら、文化財を扱う県立博物館として地域の文化財保護を支援する機能 
 

  ③ 文化財の展示公開機能 

   ・ 仏教美術など琵琶湖文化館の収蔵品に適合し、その魅力を十分引き出すことができる 

    ような「常設展示」「企画展示」を行うとともに、県内外の博物館への収蔵品の貸し出 

    しによる公開にも対応する展示公開機能 

 

３－２ 「近江の仏教美術等魅力発信検討委員会」の検討について 

s「近江の仏教美術等魅力発信検討委員会」からの期待 s 
 

 美術館の機能を検討するにあたっては、下記の期待を踏まえるよう、要望されている。 
 

① 琵琶湖文化館の果たしてきた機能を継承するとともに、近江の仏教美術等の新しい交流・発

信拠点として、その役割を果たしていくことを検討いただきたい。 
 

② 琵琶湖文化館の収蔵品点数の約８割は寄託品であり、所有者が安心して寄託できる環境を整

え、所有者の意向を大切にすることが重要であるので、その点に配慮した運営について検討い

ただきたい。 
 

③ 活動を担うべき学芸員の確保など、適切な組織・体制を備えることに十分に留意して検討い

ただきたい。 
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  ④ 調査研究機能 

   ・ 独自の調査研究や県内外の博物館等との共同研究、およびその成果の発表、また写真 

    資料などの２次資料の収集整理などの調査研究機能 
 

  ⑤ 教育普及機能 

   ・ 講座や講演会の開催、学校教育との連携、ホームページによる情報発信などの教育普 

    及機能 
 

  ⑥ 専門的な人材の育成機能 

   ・ 県内の市町博物館の学芸員の研修などの人材育成機能 
 

２ 新しい時代に対応するために広がりが求められる機能 

  ⑦ 様々な主体と連携した積極的な情報の受・発信機能 

・ 近江の仏教美術等の魅力を知るための「入口」として、県内社寺や博物館等とつなが

り、様々な情報を収集し、色々な声を受信するとともに、各種媒体を通じて積極的に情

報発信することで、県民自身や県外の方を近江の仏教美術等の奥深い魅力へと導く機能 
 

  ⑧ 観光推進の拠点機能 

・ 観光スポットとしての役割に加え、県内に広く分布する近江の文化財の奥深い魅力や、

滋賀の歴史などの情報をワンストップ型サービスで提供する観光情報の発信拠点とし

ての機能 
 

  ⑨ 県民・利用者とともに育つ協働機能 

・ 地域で歴史文化などを学習・研究する県民や若い世代の活動拠点となることや、子ど

もが楽しく文化財を学べる機会を設けること、ボランティアの養成に取り組むこと。ま

た、地域に出向いて行う学習・交流の場づくりなど、県民や利用者とともに育つ機能 

 

 

＜新しい交流・発信拠点のあり方＞ 

１ 各部門に求められるスペース 

部門 機能区分 スペース 留意点 

①文化財の収蔵・収集

機能 

・収蔵スペース 

・収蔵スペースに関連

する諸室 

・琵琶湖文化館の収蔵品を移管する。 

・将来の寄託ニーズにも応えられる面積を確保

する必要がある。 
収
蔵
部
門 ②地域の文化財保護

を支援する機能 

・一時保管スペース 

・修理作業スペース 

・相談スペース 

・一時預かり、保存相談等に対応する。 

・文化財修理に対応するスペースを新たに設け

る。 

展
示

部
門

③文化財の展示公開

機能 

・常設展示スペース 

・企画展示スペース 

・常設展示は、仏像彫刻の大きさに適合する規

格と、仏教美術の魅力を引き出す工夫に留意

する。 

⑦様々な主体と連携

した積極的な情報

の受・発信機能 

⑧観光推進の拠点機

能 

⑤教育普及機能 

情
報
発
信
・ 

交
流
部
門 

⑨県民・利用者ととも

に育つ協働機能 

・情報発信スペース 

・交流・協働スペース

・セミナースペース 

・情報発信スペースには、近江の仏教美術等の

解説と各地域の情報の紹介により、現地へと

足を運ぶきっかけとなる機能を持たせる。 

・交流・協働スペースは、県民、利用者による

学習・研究やボランティア活動のための空間

とする。 

・わかりやすく、誰でも関わっていける積極的

な取組みができるような空間づくりに配慮

する。 
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部門 機能区分 スペース 留意点 

④調査研究機能 調
査
研
究

部
門 ⑥専門的な人材の育成

機能 

・学芸・研究スペース

・資料保管スペース 

・琵琶湖文化館の保有する多数の写真・書籍等

を移管する必要がある。 

企画事務部門、管理部門 ・管理・共用スペース  

 

２ 運営等にあたって配慮すべき事項 

 
○ 活動を担うべき学芸員の確保など、適切な組織・体制を備えることに十分に留意すべきであ
ること。 

 
○ 琵琶湖文化館の収蔵品点数の約８割は寄託品であり、所有者が安心して寄託できる環境を整
え、所有者の意向を大切にすることが重要であること。 

 
○ 琵琶湖文化館の後継施設として、再び「勧告・承認出品館」（文化庁長官による国宝・重要
文化財の公開施設）となるよう努力するべきであること。 

 
○ 琵琶湖文化館は、文化財調査や指定文化財の紹介など、博物館としての本来業務の一環とし
て、県教育委員会文化財保護課と協働して文化財保護の一翼を担ってきており、こうした機能
の継承も重要であること。 

 
○ 県立博物館の一つとして、琵琶湖文化館がこれまで培ってきたネットワークを活かすととも
に、専門的・技術的な助言、共同事業の実施など、市町立博物館など県内の博物館との連携・
協力を図ること。 

 
○ 近江の仏教美術等は、それを取り巻く地域の暮らし、文化や風土と一体として発信すること
で滋賀ならではの美の魅力を発揮できるものであること。 

 
○ 近年、見せ方などにも工夫をこらし、社寺内の雰囲気を再現するような展示空間を演出する
例や、文化財の修理作業を見学するなどのバックヤードツアーを行う例もあり、適切な保存環
境を確保しながら、こうした工夫も検討すべきであること。 

 



第３章 「美の滋賀」の発信に向けた検討 

- 15 - 

 

 

滋賀ならではのアール・ブリュット（生の芸術）の魅力を内外に発信することを目的と

して、作品の発掘・収集・展示・収蔵のあり方、発信拠点のあり方について検討するため、

平成23年 6月にアール・ブリュット発信検討委員会が設置されました。 

委員会における議論の結果、「滋賀をアジアのアール・ブリュットの“運動”拠点に」と

いう目標を達成するためには、アール・ブリュット作品を広く知ってもらい、県民や社会

の財産として後世に残すための発信拠点の整備等が必要であり、その拠点として近代美術

館が最もふさわしいと判断され、平成23年 10月に「アール・ブリュットの発信のあり

方」（中間まとめ）としてまとめられ、当委員会に対する期待として寄せられた後、平成

24年２月には報告書『アール・ブリュット発信のに向けて』が提出されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「アール・ブリュットの発信に向けて」（報告書）の抜粋 

 

＜発信拠点の整備＞ 

滋賀を中心に数多く見出されてきたアール・ブリュット作品を、広く知ってもらい、また同時に、

県民や社会の財産として後世に残すためには、滋賀県として発信拠点を整備する必要があります。 

 

１．発信拠点の目指すところ 

 

 

 

３－３ 「アール・ブリュット発信検討委員会」の検討について 

○「日本、アジアのアール・ブリュットのいま」を受け止め、広く伝える 

○アール・ブリュットを芸術や福祉、教育や観光など様々な分野につなぐ 

s「アール・ブリュット発信検討委員会」からの期待 s 
 

 美術館の機能を検討するにあたっては、下記の期待を踏まえるよう、要望されている。 
 

①アール・ブリュット作品の収蔵と取扱いについて  

・ 収集方針にアール・ブリュット作品を新たに加え、収蔵することを検討いただきたい。 

・ アール・ブリュットの魅力を広く伝えるため、収蔵空間とは別に貸出しを行うための保管空間

を確保し、博物館および博物館相当施設以外への貸出し等も積極的に行うことを検討いただきた

い。 

②ＮＯ-ＭＡとの積極的な連携について 

・ アール・ブリュットに先駆的に取り組まれてきたＮＯ-MA(※)と連携した運営について検討い

ただきたい。 

③人材育成について 

・ アール・ブリュットを取り扱うに当たって、長期的な視点に立った人材育成について、検討い

ただきたい。 

 

※ ボーダレス・アートミュージアムNO-MA（近江八幡市） 
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２．発信拠点の機能とそのあり方 

発信拠点には、次のような機能を持たせることが望ましいと考えられます。 

 

①展示・収蔵機能 

・ 滋賀県をはじめ日本やアジア各国の優れたアール・ブリュット作品を紹介する常設展示のほ

か、アジアを中心とした世界のアール・ブリュットの「いま」を紹介するための企画展も行う。 

・ 単に作品を並べるだけではなく、創造のプロセスがわかる工夫や、造形現場との交流につな

がるような工夫を行う。 

・ 展示に広がりをもたせ、新しい情報や視点を提供するため、年数回の展示替えを行うことが

できるよう、一定数の作品を収蔵する。 

 

② 貸出・保管機能 

・ より多くの県民が、県内各地で、発信拠点に展示されている作品と同等の作品に触れること

ができるよう、展示環境に配慮はしつつ、積極的に作品を貸し出すとともに、貸出用の作品を

一定数保管する。 

 

③ 学習・交流機能 

・ 県民をはじめとして、作家を支える家族や施設職員、福祉や美術を学ぶ学生など、様々なレ

ベルやニーズに対応する、アール・ブリュットに関する学習ができる場とする。 

・ 作家本人や施設職員等の支援者、アール・ブリュットの研究者、また県民や県外あるいは世

界の人々など、幅広い人が互いにつながり、交流できる、新たな「座」の形成にもつながる場

とする。 

 

④ 調査・研究機能（アール・ブリュット情報拠点） 

・ 日本やアジアのアール・ブリュットに関する調査・研究を行う。 

・ アール・ブリュットに関する幅広い資料や情報の収集、整理、保存を行う。 

・ 作品データをアーカイブし、研究を行う。 

・ アール・ブリュット研究に資するため、収集した資料や情報、作品データの外部への提供を

行う。 

 

３．施設の空間構成 

機能を発揮するための施設構成については、次のような空間が必要となると考えられます。（た

だし、すべてが一体的に整備される必要はないものと思われます。） 

① 展示空間 

② 収蔵空間 

③ 保管空間 

④ 学習空間 

⑤ 交流空間 

⑥ 調査研究空間 

⑦ 企画事務空間 

⑧ 共用空間 
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４．発信拠点の運営のあり方 

① 次の 3つの理由により、県立近代美術館を発信拠点とすることが適当と考えられます。 

・ 「美の滋賀」発信懇話会において示された「県立近代美術館の資産、仏教美術、アール・ブ

リュットの３つをつなげることで新しい２１世紀の人間像を提案する」というコンセプトを実

現するためには、近代美術館の資産が不可欠であり、近代美術館を発信拠点とする必要がある。 

・ 国内にはアール・ブリュット作品を収蔵し、常設展示を行っている公立美術館がほとんどな

い現状にあって、滋賀県が全国に先駆けて県立近代美術館に収蔵し、恒常的に展示することに

よって、他の公立美術館においても展示や収蔵が広がっていくことが期待できる。 

・ 県民の財産として後世に残すためには、美術品の収蔵に関するノウハウを持つ現行の県立近

代美術館に、収蔵スペースを確保した上で、収蔵を行うことが最も適当である。 

 

②  アール・ブリュットは現行の県立近代美術館の収集方針には含まれていないため、収集方針

に加えるとともに、アール・ブリュットを取り扱うに当たっては、長期的な視点に立った人材

育成を行うことが必要である。また、アール・ブリュット作品の評価ができる専門家グループ

（目利き集団）の支援も必要です。 

 

③  現行の県立近代美術館の役割を超える部分（美術館以外にも作品を貸し出すことおよびその

ための作品を保管すること）については、作品の保存よりも活用を優先させるような貸出モデ

ルを新たに考えることが必要です。また、そのためには貸出用作品を保管するための空間の確

保も必要です。 

 

④  運営にあたっては、作品発掘のノウハウを持つＮＯ-ＭＡとの十分な連携・協力が必要です。 
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    美術館が目指すべき方向性 
 

第４章  

 

 

 

 

 心の豊かさや人と人との絆が求められる時代を迎え、文化の役割がより重みを増してい

ることを背景として、平成21年 7月に県の文化振興に関する基本的な理念などを定めた

「滋賀県文化振興条例」が制定されました。 

 さらに条例に基づき文化振興施策の総合的・効果的な推進を図るため、平成23年 3月

には「滋賀県文化振興基本方針」が定められたところです。 

 この方針では基本目標として「伝統文化、生活文化、風景等、今日まで継承されてきた

滋賀の文化的資産の潜在的な力に気づき、光をあてるとともに、新たに創造される芸術文

化等と合わせて文化力が高まる」、「国内外へ発信できる文化の滋賀ブランドの構築が進み、

文化で滋賀が元気になっていく」ことなどを掲げており、近代美術館はその拠点文化施設

としての役割を果たすことが求められています。 

 

 

 

 近代美術館は昭和 59年の開館以来、県域的な公立美術館として、主に以下の役割を果

たしてきました。 

  「３本柱（近代日本画、郷土ゆかりの美術、現代美術）の収集方針による質の高い作 

   品のコレクションと展示」 

  「幅広い視野のもと、多彩なジャンルのユニークな展覧会を開催」 

  「展覧会に関連した一般向けや子ども向け等の教育普及事業の開催」 

  「県民の美術活動の発表の場（ギャラリー）の提供」 

 特に以下の点は、これまで蓄積してきた実績の成果として、近代美術館の強みや財産と

も言えます。 

 

 ○ 小倉遊亀作品などの郷土の美術や戦後アメリカ現代美術を始めとした独自 

  性の高いコレクション 

 

 ○ 独自企画による展覧会の開催や教育普及事業など、学芸員やスタッフの事業 

  運営に関する専門的なノウハウや情報 

 

 ○ 各地の美術館や作品所有者等との間で構築されたネットワークや信頼関係 

 

 ○ 国宝・重要文化財等の公開に適した「公開承認施設」として、文化庁の承認 

  を得ている 

４－２ 近代美術館の果たしてきた役割と実績 

４－１ 滋賀県文化振興基本方針の目標 
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１．地方におけるコミュニティや地域活力の現状 

 滋賀県は交通の利便性や自然環境に恵まれ、全国でも数少ない人口増加県として現在も

発展を続けていますが、地方部の過疎化や都市部の住民の流動化等を背景に、旧来型のコ

ミュニティの希薄化が懸念されます。また、今後予想される少子高齢化や経済のグローバ

ル化は、地域の活力や発信力の低下を招きかねない状況です。 

 一方で、平成23年 3月に発生した東日本大震災をきっかけに、地域の絆やつながりの

大切さが再認識されていますが、県内では近年、多くの NPO 法人が設立されるなど、地

域におけるさまざまな取り組みにおいて、県民の主体的な参画や協働の意識が高まってい

ます。特に文化の分野では、以前から多くの文化団体等が地域の文化活動の向上の役割を

果たしており、最近では文化関係のＮＰＯや作家等が中心となって、アートを核に地域の

魅力を高め、コミュニティの活性化や観光等の集客力の向上を目指す取り組みも各地で活

発に行われています。 

  

２．地方美術館の現状 

 1970 年代から 2000 年代にかけて、全国で数多くの公立美術館が建設され、多くの

人々にとってアートは身近なものになりましたが、自治体の財政状況の悪化により、年間

の運営費が削減傾向にあることや、人材やコレクションへの継続的投資が困難であること

などの理由により、多くの公立美術館では入館者数が減少傾向にあるなどの課題を抱えて

います。 

 一方で近年、観客自らが参加・体験したり、創作現場へ立ち会えたりする要素を持ち、

地域の個性を発揮する展覧会を開催する一部の美術館やアート・イベント等が話題となり、

多くの観客を集めているような事例も見られるようになりました。 

 この背景には、インターネット等の普及による個人の情報化の進展等により、観客とな

る住民の意識が、単なる作品の鑑賞者から、より能動的・自発的な存在として、自らの参

加や価値観の発見を求めるようになるなど、若年層を中心に、アートに求めるものや観客

としてのニーズが以前から大きく変化してきていることが考えられます。 

 今後の美術館を検討するに当たっては、このような意識を持つ観客層の獲得を念頭に置

く必要があります。 

 

 

 

１．美術館に対する県民等の意識やニーズ 

 美術館に対する意識やニーズを把握するため、県政モニターを対象としたアンケートや、

県民や美術関係者にヒアリングを平成23年 5月から7月にかけて行いました。 

 

４－４ これからの美術館に対する期待 

４－３ 地方美術館の現状 
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 ① 県民が今後の近代美術館に期待する役割（県政モニターアンケート） 

  （回答数が上位のものを抜粋。詳細は資料編を参照） 

・魅力的な展覧会の開催(72%) 

・子ども達が美術の魅力に出会い感受性を育む機会の提供(57%) 

・滋賀ならではの魅力ある文化の発信拠点(48%) 

・美術作品の収集と後世への継承(38％) 

・美術や文化に関する情報の提供(38％) 

 

 ② 県民や美術関係者の意見（ヒアリング結果） 

  （主な意見を抜粋。詳細は資料編を参照） 

・敷居が高いイメージの改善、多くの人に気軽に立ち寄ってもらえる場に 

・滋賀ならではの美術館としての特徴やストーリーを組み立て、打ち出す必要 

・サブカルチャーやデザインなど、取り上げるジャンルの拡大 

・県内のアートに関する活動をしているグループやアーティストと繋りを持って交流

や情報交換を行う 

・展示やワークショップ等の事業の企画や実施に対する、学生、NPO、アーティスト

等の参画や連携 

・文化活動を行う県民・団体や若手アーティスト等の活動・発表の場の確保 

・来館者が五感で感じ、自らのストーリーや参加意識を持てる場に 

・文化ゾーン全体での連携や活性化、屋外展示など周辺環境の活用 

・インターネット（ホームページ、ブログ、ツイッター等）の有効活用による情報発

信の充実 

・キッズルームの設置や、触れて感じる展示など、子どもが美術に触れる機会の提供 

・交通アクセスの改善（バス路線、駐車場） 

 

２．「美の滋賀」の発信に向けた美術館への期待 

 第 3章で記載したとおり、平成23年度から滋賀県では「美の滋賀」の発信の推進に取

り組むこととし、「美の滋賀」発信懇話会をはじめ、当委員会、近江の仏教美術等魅力発信

検討委員会、アール・ブリュット発信検討委員会の各委員会が設置され、それぞれにおい

て、美の滋賀の発信に向けた方策が検討されてきました。 

 その結果、「美の滋賀」発信懇話会では、滋賀の特色ある美を新たな共通性や関係性を

持ってつないで発信することなどを滋賀モデルとして７項目に整理され、当委員会に期待

として示されました（詳細は３－１参照）。 

 また、仏教美術等委員会からは、休館中の琵琶湖文化館の機能を近代美術館が継承し、

同館に収蔵されている作品を近代美術館で収蔵、展示するとともに、仏教美術等の文化財

に関する交流や発信の拠点となることが期待されています（詳細は３－２参照）。 
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 さらに、アール・ブリュット委員会からは、近代美術館がアール・ブリュットの発信拠

点として、作品の展示や収蔵を行うとともに、貸出、学習、調査などの機能を持つことが

期待されています（詳細は３－３参照）。 

 

 

 

 「文化を通じて滋賀が元気になっていく」という文化振興基本方針の目標（４－１参照）

を念頭に置き、近代美術館の現状と課題（第２章参照）や地方の美術館をめぐる現状（４

－３参照）、そして「美の滋賀」の発信に向けて近代美術館へ寄せられた期待（４-４参照）

を踏まえ、これからの美術館が滋賀の地域社会に対して持つ可能性と、それを踏まえて目

指すべき方向性について検討を行い、以下の３点に整理しました。 

 

１．「美の滋賀」の入口として 

 近代美術館でこれまで扱ってきた美術作品には、例えば小倉遊亀や野口謙蔵の描いた

人々の生活の情景や、志村ふくみの藍や紅花など草木から取り出した色を重ねた紬織など、

滋賀の風土から生み出された美が表現されたものが多数あります。 

 そして仏教美術等の文化財やアール・ブリュットは、これまで美術館で扱ってきた、い

わゆる近代美術としての美だけに収まらない、長い時間をかけて築き上げられた、人と自

然の調和の中から生み出された身近な美であり、日常的な感覚の中から生まれた、地域や

人の繋がりの中で支えられている美でもあります。 

 美術館がこれまで扱ってきた近代・現代美術とあわせて、これらを大きな柱として位置

づけ、過去から未来までの滋賀ならではの美を一体として扱うことは、これまでの美術の

既成のジャンルを越えた、他に例を見ない挑戦ともなるものですが、「美の滋賀」の入り口

として、これらの作品そのものの魅力だけに留まらず、その背景にある人々の暮らしや思

い、自然までを含めて浮き彫りにすることで、美の世界が美術館という空間だけに収まる

ことなく、私たちが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

なることが期待できます。 

 またこのことは、作品の見せ方や観客へのアプローチの仕方などの面で、美術館が伝え

る情報や価値の幅が大きく広がる可能性があるほか、京阪神や中部圏の大型美術館が近隣

に林立し、交通アクセスも良好とは言えない美術館が、独自性や存在感を発揮し、滋賀の

美の魅力、そして滋賀県全体への注目度や発信力を高めることにつながると思われます。 

４－５ 美術館が持つ可能性と目指すべき方向性 
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２．美を核とした社会の新たな広場として 

 美術館は、年齢や肩書などの立場を超え、みんなが集まって美術に出会い、これにふれ

て、語り合うことの出来る公共的な空間（パブリックスペース）です。こうした横の広が

りとしてのコミュニケーションを生み出すとともに、縦の繋がりとして、過去からの人々

の営みや記憶、伝えられてきた精神や知恵を形にして、現在から未来へ進化しながら伝え

ることができる、両方の側面を持った場所とも言えます。  

 既存のコミュニティの希薄化や地域の教育力の低下といった課題がある中で、美術館は

「美」を通じて人びとを緩やかに結びつける新たな時代の社会的な「広場」として、コミ

ュニティの育成や、滋賀の文化の継承と発展、子どもや若手といった次世代の人材の育成

の場としての機能を果たすことができる、大きな可能性を持っています。 

 そのためにも、美術館が誰もが気軽に美術館にアクセスできて、参加意識を持つことが

できたり、居心地がいいと思えるプログラムや空間を提供できたりする場所である必要が

あるほか、自発的に美に関わろうとする県民や作家、文化活動を行う団体、ＮＰＯ、企業、

大学、社寺、美術館・博物館等の幅広い主体が美術館の事業に参画する仕組みを作ること

や、県内で取り組まれているアートイベント等と連携や協力を進めることなどで、美術館

から相互の交流や新たな美が創造されることが期待されます。 

  

３．住み心地日本一の滋賀をめざして 

 成熟化の進む現代の社会において、美術館が「美」を通じて、滋賀の独自性のある文化

や現代社会の潮流を、魅力的な形で県内外に伝えていくことは、人々の新たな動きや繋が

りを生みだし、高い創造性や感性を持つ人材を育成することに繋がり、文化や芸術を軸と

した観光の誘致や、教育、産業（ものづくり）、福祉等幅広い分野への波及が期待されます。 

 そして県民にとっては美術館が地域の誇りやシンボルとして認識され、滋賀に愛着を持

つきっかけとなるほか、県外から見れば、住んでみたい、訪れてみたい場所として、滋賀

のイメージやブランドの確立につながるなど、美術館の存在は、住み心地日本一をめざす、

明日の滋賀の可能性の源泉になると考えられます。 

 

 

 これらの美術館の持つ可能性を実体化していくためには、近代美術館がこれまで果たし

てきた実績や役割（４－２参照）を生かしつつ、近代・現代美術と合わせて仏教美術等や

アール・ブリュットを含め、滋賀の独自性のある美を扱っていくことを中心に、館の理念

を基本から見直し、新たな美術館（以降、「新生美術館」といいます）として再スタートす

ることが望ましく、その実現に向けて次頁以降の取り組みに大胆に挑戦をしていくべきで

はないかと提案します。 
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 前項を踏まえて、新たな美術館の理念と、基本使命に盛り込むべき考え方を、下記のと

おり整理しました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお、新生美術館が扱う美は、これまでの館の名称である「近代美術館」の「近代」の

概念を越えることから、その理念を体現した新たな名称を早期に検討することが望まれま

す。名称選定の際には、公募の手法を導入することなども考えられます。 

 
 

新生美術館の理念の提案 

 

過去から現在までの滋賀の美を再発見して、人びとの暮らしや世界、自然

とつなげることで、未来の新たな人間像を問いかける場をめざします。 
 

新生美術館の基本使命の提案 

 
滋賀の文化的な美の資産である作品を守る 

 
新たに生み出される美や、埋もれている美を発見する 

 
これらの美の価値を受け止めて、広く社会に伝える 

 

４－６ 新生美術館の理念と基本使命に盛り込むべき事項 
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    新生美術館に求められる機能     新生美術館のあり方 
 

第５章  

 

 

 

 

 展覧会の開催やワークショップや講座をはじめとした教育普及事業など、美術館が県民

や利用者を対象として事業を実施するにあたり、求められる観点は以下のとおりです。 

 

 １ 美の滋賀の拠点として、一体的に魅力を伝える（総合性） 

 美術館がこれまで柱としてきた近代・現代美術と、新たに加わる「仏教美術等」や

「アール・ブリュット」を中核としつつ、既存のジャンルにとらわれず過去から現在

までの滋賀の独自の美や、あるいは世界の美の潮流などを展覧会等で積極的に取り扱

い、新たな切り口で再編集する中から、美の魅力や価値を社会に伝える。 

 

 

 

 ２ 滋賀の地や人とつながり、共に歩む（接続性・双方向性） 

 美術館の活動が館の中にとどまらず、県内各地の創造や暮らしの現場、社寺、人、

風土などと、美を通じて有機的に繋がり、相互に協力や連携、交流を進めていく。さ

らに、来館者が滋賀の美そのものに関心を持ち、実際に現地に足を運ぶ入口の役割を

果たす。 

（今後の展開例） 

・ 美術館が現在収蔵する近代・現代美術と、「仏教美術等」、「アール・ブリュット」等の

作品を、それぞれの魅力を引き出す空間で常設展示を行う 

・ 企画展示や関連事業などで、歴史的・伝統的なものや現代的なものも含めて、世界を含

めた県内外の様々な美の潮流を新たな切り口や手法で取り上げ、発信する 

・ 美術館の企画展示等で扱う美の対象を、サブカルチャーなど新しい分野のほか、デザイ

ン、建築、ファッションなどのプロダクト（製品）にも拡大する 

・ 伝統芸能、音楽、ダンスなど幅広い表現との連携を行う 

・ 県民等の参加により、有形・無形の滋賀の美のデジタル・アーカイブ化を進め、双方向

の情報発信を行う 

・ 展示等において、県内の作家を積極的に取り上げる 

 

５－１ 新生美術館の事業活動の方向性 
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 ３ より開かれた、親しまれる美術館となる（参加と交流） 

 美術の初心者や子ども達をはじめ幅広い層が、美との出会いや新しい体験を行う機

会を提供するとともに、新しい形の社会的な広場として、美を通じて人が集まり交流

を行う中から、新たな美や新しいコミュニティが生まれる場となる。 

 

 

 

 

（今後の展開例） 

・ 単に作品を展示するだけではなく、見る者にストーリーを想起させるため、作品に関わ

った人々の思いや背景、自然や風土にまでつながる情報の提供や見せ方を工夫する 

・ 県内各地の作家、NPO、社寺、美術館・博物館、大学、文化団体等幅広い主体と企画

段階から協力・連携するほか、展示やアートイベント等の共同事業に取り組む 

・ 美術館のコンテンツやネットワークを活かし、産業界との連携で商品開発などを行う 

・ 県内の博物館・美術館等施設、社寺、市町、アートに関するイベント等とのネットワー

クの中で滋賀の美に関する情報を収集し、来館者に提示することで、文化観光の拠点と

しての役割を果たすほか、各種媒体を通じて積極的に発信する 

・ 仏教美術等については現地の社寺で見てもらうことが大切であり、展示品とあわせて現

地に関する情報提供や、現地での解説を行う 

・ 現代美術や工芸、アール・ブリュット等について、観客が創作の現場に立ち会ったり、

参加したりする機会を設定する 

（今後の展開例） 

・ 子どもから大人まで、誰もが気軽に美術館に足を運び、美を楽しむことが出来る仕掛け

と雰囲気を作り、展示や事業の幅広いプログラムを用意する 

・ 観客が、ただ見るというだけではなく、五感で感じ、体験し、能動的に参加する要素を

取り入れた展覧会を開催する。 

・ 日頃美術館に足を運ばれない多くの方にアプローチし、誘客を促進するため、県内各地

での作品の出張展示やイベント、ワークショップ等を実施する 

・ 観客、住民、作家、スタッフ等が美術館の内外で共に創作活動や事業を行い、美を通じ

た参加と交流によりコミュニケーションを広げ、新たなコミュニティの形成につなげる 

・ 館内において作家による創作活動を行い、その過程に観客や子どもが立ち会ったり、参

加したりする機会を提供する 

・ 文化団体や県民、NPO等の事業運営への参画を進めるほか、県内各地でのアート・イ

ベント等との連携や交流を行う 

・ 滋賀の美に関する学習や研究を行う県民の活動拠点となる 

・ 美術館の活動をサポートし、展開できるボランティアスタッフを拡充する 

・ 展示・輸送・梱包や修理等の様々な作業等の公開を進め、美術館の機能に対する理解や

関心を深める 

・ ツイッターやブログを始めとした新たな広報手段を積極的に活用し、気軽に美術館に足

を運んでもらえる情報発信を行う 
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 ４ 明日の滋賀を拓く創造的な人を育てる（人材育成） 

 滋賀の未来に向けて、美術館と学校との連携を深めるなど、美を通じて子ども達や

多くの観客が感受性や創造性を育む機会を提供したり、専門的人材を育成したりする

ことを通じて、創造的な地域作りにつなげていく。 

 

 
 

 

 

 美術館が収蔵する作品は、滋賀県にとって貴重な文化的資産であると同時に、館の独自

性を表現するものであり、文化を通した滋賀県のアイデンティティを県内外に広く示すも

のです。これらを確実に後世に守り伝えるとともに、一層積極的な活用を図るため、求め

られる取り組みは以下のとおりです。 

 

１．作品収集のあり方 

○ これまで3本の柱（近代日本画、郷土にゆかりのある美術、現代美術）に加え、仏

教美術等、アール・ブリュットの作品を新たな軸として収集を行う 

○ 将来が期待される若手作家の作品の購入や、寄附や寄託の受入の促進など、美術館の

機能としてコレクションの充実を図ることが求められる 

○ 特に仏教美術等については、現在琵琶湖文化館に収蔵されている作品を美術館に移転

するほか、文化財の保護や流出を防ぐ観点から、今後も寄託や寄贈の積極的な受入が必

要である 

○ アール・ブリュットについては、NO ｰ MA等と情報の共有や連携を行いながら、芸

術性の高い作品を見極めつつ、新たに収集を開始し、日本やアジアを視野に入れたコレ

クションを形成していく 

 

 

 

（今後の展開例） 

・ 利用者の学びの意欲に応える講座やワークショップ等のプログラムの整備 

・ 学校団体を対象とした鑑賞や体験プログラムを整備し、県内の小中学生が美術館で本物

の美術作品に触れる機会を提供する 

・ 学校への出前授業などで、美術館員が外に出向き、子ども達に本物の作品やレプリカを

見てもらう機会を持つ 

・ 就学前等の子どもがアートの体験を出来るキッズコーナーの設置や、親子連れを対象と

したプログラムや展示を展開する 

・ 若手の作家などの創作や発表の場として美術館を活用する 

・ 地域で創作等の活動を行う人材を積極的に発掘し、紹介していく 

・ 仏教美術等やアール・ブリュットをはじめとした分野の専門的な人材を育成する 

５－２ 作品の収集・保管のあり方 
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２．作品の保存管理に関する考え方 

○ 収蔵作品は県民共通の財産として、適切な環境下で保存を行うとともに、美術館の常

設・企画展示で積極的に公開するほか、作品毎の特性を見極めながら、他の美術館・博

物館等の施設への貸出や出張展示を積極的に行うことで、多くの方が身近に作品に出会

う機会を提供する 

 

３．仏教美術等の保存管理と一時預かり等について 

○ 琵琶湖文化館の所蔵品点数の8割以上は寄託品であり、安心して寄託できる環境を

整えるなど、所有者の意向を大切にすることが重要である 

○ 国宝や重要文化財といった文化財指定を受けた作品も多数有り、展示・保存にあたっ

ては、特に良好な環境下に置くことが求められるほか、専門的知識を有したスタッフに

よる、適切な取り扱いが求められている 

○ 仏教美術等は地域の暮らしに根付き、大切に守られてきたものであり、引き続き地域

でも守り伝えることを可能とするため、堂舎の建替えなどの理由による一時預かりが求

められる 

 

４．アール・ブリュットに関する貸出用作品の保有について 

○ アール・ブリュットの作品は、新たな美術の分野として積極的にその魅力を発信する

必要がある 

○ そこで、保存を重視した収蔵作品のほかに、貸出用の作品群を一定数保有（ストック）

し、県内各地の公共施設や集客施設、店舗等での展示用に貸し出すことで、多くの県民

がアール・ブリュットの作品に出会うことができる機会を提供することが望ましい 

 

 

 

 美術館にとって調査・研究活動は、美術館の機能の向上の基礎となるものであり、求め

られる取り組みは下記のとおりです。 

 

１．調査・研究の進め方 

 収蔵作品の分野を中心とした美に関する幅広い情報の収集や調査と研究に取り組み館の

事業運営に役立てるほか、その成果を地域社会や専門分野の研究者等に公開していきます。 

 

２．仏教美術等の文化財の交流・発信拠点として美術館に期待されている調査・研

究機能 

 琵琶湖文化館の果たしてきた機能を継承するとともに、仏教美術等の文化財の新しい交

流・発信拠点としての役割を担うため、以下のような取り組みを行うことが期待されます。 

 ○ 県教育委員会、国、市町、所有者、保存修復技術者等と連携を図りつつ、文化財の

５－３ 調査・研究のあり方 
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一時預かりや保存修理のための技術指導など、地域における文化財保護の取り組みを

支援する 

 ○ 専門的・技術的な助言や共同事業の実施など、市町立博物館など県内の博物館との

連携・協力を図る 

 ○ 独自の調査研究や県内外の博物館等との共同研究を実施し、その成果を発表するほ

か、写真資料など２次資料の収集・整理を行う 

 ○ 仏教美術等の文化財などを学習・研究する県民の活動・交流拠点となる 

 ○ 県内の市町博物館の学芸員の研修機会の提供など、専門的な人材を育成する 

 

３．アール・ブリュットの発信拠点として美術館に期待されている調査・研究機能 

 日本やアジアを中心とした世界のアール・ブリュットを紹介する発信拠点となることを

めざし、NO-MAや大学、市町、国等との連携と役割分担のもと、以下の取り組みを行っ

ていくことが期待されます。 

○ 日本やアジアのアール・ブリュットに関する調査・研究を行い、幅広い資料や情報

の収集、整理や、作品データのアーカイブ化を行うとともに、外部へと提供する 

○ 県民をはじめ、作家を支える家族や施設職員、福祉や美術を学ぶ学生など、様々な

レベルやニーズに対応する、アール・ブリュットに関する学習ができる場となる 

○ 作家本人や施設職員等の支援者、アール・ブリュットの研究者、また県民をはじめ

幅広い人が互いにつながり、交流できる、新たな「座」の形成にもつながる場となる 

○ アール・ブリュットに関する人材を育成する 

○ 日本におけるアール・ブリュットの調査・研究の先駆者的存在であるNO-MAが築

いてきた、欧米を中心とする諸外国のリーダー的施設とのネットワークと連携し、ア

ール・ブリュットを軸とした国際的なコミュニケーションが期待できる 

 

 

 

 新生美術館として今後求められる機能や、対象とするジャンルは、これまでの近代美術

館から拡大することになります。新生美術館の理念を実現し、ふさわしい活動を継続的に

行っていくためには、それに対応した財政措置や人材、運営体制を用意することが特に重

要となり、美術館の活動の充実に合わせ段階的に備えていく必要があります。 

 また、「美の滋賀」の拠点として、地域や創作の現場と繋がりを持ち、受発信を行うとい

う考え方に基づいて、館の運営や事業実施には幅広い個人や団体、施設等と連携や協力、

参画を進めることが求められます。 

 

１．運営組織について 

○ 新生美術館としての新たな取り組みを強力に推進するため、従来の形にとらわれな

い組織や運営のあり方を検討し、館のマネジメントを確立する必要がある 

５－４ 館運営のあり方 
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○ 館長には、館運営にあたり、拡大する幅広い美術分野を統括できるリーダーシップ

を発揮することが求められる。あわせて、経営的視点から創意工夫を凝らし、柔軟か

つ機動的に運営に当たれるよう、裁量範囲の拡大等の検討も必要である 

 

２．求められる人材 

○ 仏教美術等とアール・ブリュットを包含し、新生美術館となることで、美術館が対

象とする分野や果たすべき機能は大幅に拡大することになり、事業活動の実現に必要

な人員数と専門性を備えた学芸員が不可欠であり、専任の人材を早期に確保すること

が求められる 

○ 学芸員と密接に連携しながら、利用者とアートをつなぐ橋渡しを行うコーディネー

ターやファシリテーター、学校教育等の連携で教育プログラムの開発や指導を行うエ

デュケーター、事業内容に応じた的確な広報やマーケティングを行える人材、作品の

保存科学の知識を有する人材など、それぞれの分野での専門的なマンパワーを導入す

ることが望ましい 

○ 事業の企画・実施にあたっては、必要に応じて専門家を委嘱したり、専門機関（委

員会）を設置したりといった柔軟な手法により、外部のより幅広い意見や専門的な知

見を活用することが望ましい 

○ 新生美術館の理念等を踏まえ、美術館の職員には各人が積極的に地域における取り

組みや外部の施設、組織等と、連携や交流などのコミュニケーションを行う姿勢が必

要となるほか、ホスピタリティを持って来館者等に接することが求められる 

○ 近代美術館には作品解説や教育普及事業、広報事業などのサポートを行うボランテ

ィアを登録する「近代美術館サポーター」の制度があり、積極的な活動が行われてい

る。今後の美術館における事業の企画運営や実施には、地域に支えられる美術館とし

てさらに幅広い県民の参画が不可欠であり、サポーターの育成制度の拡充やサポータ

ーと館をつなぐコーディネーターを設置することが望ましい 

 

３．館運営の財政的基盤の確立 

○ 美術館が継続的・安定的な運営を行っていくために、設置者である県が必要な財政

措置を行うとともに、観覧料収入や物品販売収入等の拡大による自主財源の確保や、

企業や個人からの寄附や国や財団等からの助成金の獲得などにより、財政的基盤を確

立する必要がある 

 

４．県民や団体等との連携 

○ 美術館の運営や事業の実施に、県内の幅広い団体や個人が参加意識を持って参画し、

それぞれの持つアイデアやノウハウ、ネットワークが活かされることが必要 

○ 美術館の活動が館の内部で完結することなく、滋賀の地域全体に広がりを持ち、地

域のアートに関するイベント等の取組や、作家、NPOなどの団体、社寺、美術館・
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博物館、市町などと積極的、有機的に関わりを持ち、相互に協力関係を築くことが求

められる 

 

５．館運営の公共性や透明性を確保する手法 

○ 来館者数をはじめとした定量的な数値評価とともに、インターネット等を活用した

一般の観客の評価や社会的評価などの定性的評価を取り入れた、新たな館運営の評価

モデルの確立が望ましい 

○ 事業（展覧会）ごと、年間、中長期ごとの明確な目標設定と、第三者を交えるなど

した評価の導入が求められる 

 

 

 

 美術館においては施設や空間のあり方も、いわば美術作品の一つとして利用者と美との

出会いを演出する重要な役割を持っているため、ふさわしい環境を用意することが求めら

れます。 

 新生美術館の施設を検討するにあたっては、近代美術館のこれまでの実績をさらに生か

すためにも現有施設の活用を基本としますが、新たに求められる機能を実現していくため

には、現在の美術館の施設はスペースや機能面で課題や制約があるため、新生美術館にこ

れから必要となる空間のあり方を、下記のとおり整理しました。 

 

１．新生美術館が目指す空間のイメージ  

○ 新生美術館のコンセプトを体現する空間を形成 

○ 風景と融合すると同時に、風景を現代的にリフレッシュしてみせるような場 

○ 作品に親しみ、みんなが好きな場所、居心地のいい場所と思える空間 

 

２．収蔵空間のあり方 

○ 現在の収蔵庫はほぼ満杯の状態であり、琵琶湖文化館の収蔵品の移転や、今後仏教

美術等の寄託の受け入れが拡大する可能性があること、アール・ブリュットのコレク

ションを新設することなどを前提として考えると、それに見合った収蔵庫の増設が不

可欠である 

○ 仏教美術等の文化財や、日本画、工芸等の作品については、特に慎重な取り扱いが

必要となり、適切な保存環境を保つ収蔵庫が必要である 

○ 仏教美術等について地域の文化財保護を支援する機能として、作品の修理等を行う

スペースの確保が望ましい 

○ アール・ブリュットについては、保存作品とは別に貸出用の作品を保有（ストック）

するためのスペースの確保が望ましい 

５－５ 施設のあり方 
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３．展示空間のあり方 

（常設展示） 

○滋賀の美を一体として発信する施設として、近代美術、現代美術、仏教美術等、ア 

 ル・ブリュットそれぞれのジャンルの作品が常設展示としていつも見られることが求

められる 

○ それぞれのジャンルごとに、必要な展示環境や、魅力的に来館者に見てもらうため

にふさわしい照明や表示デザインなどの演出手法が異なることから、常設展示におい

てはその特性に応じた専用の展示空間を確保することが求められる 

（企画展示） 

○ 現在は企画展示室の面積が限られており、展示の大型化に対応できないことや、県

美術展覧会において全分野を一度に開催するスペースが確保できず二期開催が余儀な

くされているなど、運営上の制約が生じている 

○ 今後は新生美術館として扱う美術ジャンルがさらに拡大するほか、展示内容や芸術

表現の多様化に対応する必要もあり、これらの課題を解消するため、展示スペースの

拡張と、既存施設の設備（照明や展示パネル等）の改修が求められる 

 

４．創作・交流空間のあり方 

○ 美術館の建設当時には、美術館でアーティストや県民等が創作活動や交流活動を幅

広く行うといった想定はされておらず、現在対応するスペースは、平成21年度に会

議室を小改修したワークショップ室１室のみであり、大きな制約となっている 

○ 新生美術館の方向性として、今後このような活動の重要性が増していくこと、さら

に、仏教美術等、アール・ブリュットそれぞれの分野においても、拠点機能等の充実

がもとめられていることからも、創作活動、展示、学習、交流、会議、県民や団体等

の活動拠点等、多用途に利用できる空間を充分に確保する必要がある 

 

５．県民利用空間・その他の空間のあり方 

○ 多くの方に親しまれる、魅力のある施設となるために、現在営業休止中のレストラ

ンや、ショップ等のアメニティ機能の充実が望まれる 

○ 乳幼児から高齢者、障害者をはじめ、誰もが利用しやすい施設となる（トイレの洋

式化改修やキッズルームの設置など） 

○ 学芸員やスタッフの人員増、さらに関連資料等の増加が見込まれることから、執務

や資料保管、研究等のスペースの確保が必要となる 

○ 開館以来使用している既存施設の空調、照明機器、展示用パネル等の老朽化が進ん

でいるため、対応が必要である 
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美術館はびわこ文化公園（文化ゾーン）に位置していることから、現在行われている公

園全体の活用の検討と関連しながら、その立地条件（ロケーション）を積極的に生かし、

外部空間の活用や、近隣施設との連携を進めるとともに、これまでに利用者などから多く

の声が寄せられているアクセスが悪い、敷居が高いイメージを改善していくことが必要で

す。 

 

１．外部空間の活用 

外部空間の活用に向け、下記の観点で検討を行うことが望ましいと考えます。 

○ 美術館の展示空間やアートのイメージが建物の中だけではなく、外部まで広がると

ともに、外部の自然環境の空気感が内部まで及ぶようなイメージのあり方の検討 

○ 文化ゾーン全体が「美の滋賀」の入口として機能するよう、美術作品の屋外展示や、

工房等の設置を行う 

○ バス停や駐車場から美術館までの歩行ルートにおいて、美術館のエントランスとし

ての高揚感や、図書館や公園の利用者が自然に美術館に足が向く演出を行う 

○ 近隣の大学・高校、県立図書館、病院、福祉施設等と連携しての事業展開や広報の

実施 

○ 文化ゾーン全体でのレストランやショップなどアメニティ機能の配置等のあり方の

検討 

○ 公園内の豊かな環境を生かしたアートイベントの開催 

 

２．交通アクセスの改善 

○ シーズン時等に満車となる文化ゾーン駐車場について、収容台数の増加等の対応が

必要 

○ 駅から美術館玄関近くまでを結ぶ小型バスによる路線の開設など、路線バスのルー

トやバス停の位置、案内表示等の改善について、関係機関と調整の上、検討を行うべ

き 

 

 

５－６ 周辺環境の活用と連携 
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○ 本委員会の検討を進めていく中で、県民や関係者からの意見を募ったところ、これ

までの近代・現代美術とあわせて、仏教美術等の文化財やアール・ブリュットについ

ても、新生美術館が拠点の施設となり扱っていくという方針に対し、幅が広がり違う

分野のものを関連づけて発信できるようになるといった意見がある一方で、各分野の

持つ背景や特性が異なることなどの理由により、本当に実現が可能か、あるいは、寄

せ集めとなることでそれぞれの持ち味を生かせなくなるのではないかといった意見も

寄せられました。 

 本委員会としても、この方針は挑戦的な取り組みとなるとの認識を持っていますが、

そうであるが故に、「美の滋賀」発信懇話会の提言にもあるように、これらの美がわた

したちの感性や感情を現代の社会の枠から解き放ち、これからの社会や地域の暮らし

の中で大切にすべき価値とは何なのかを問い直すことを促してくれる、可能性を持っ

ていると考えます。 

 委員会では、これらの美は滋賀に自生する文化の花であり、既存のジャンルに分け

てしまうのではなく、一つのものとしてそこから見えてくるものを、みんなで議論し

ながら育てていけばどうかといった意見も出されました。 

 新生美術館がこれらの幅広い分野の作品を一体として扱うことで、従来の枠組みに

とらわれない積極的な切り口で多くの人や地域と繋がりを持ちながら「美の滋賀」を

表現することを可能にし、県民だけではなく、県外の多くの人たちをも魅了していく

ことにつながるのではないかと、期待するものです。 

 

○ 新生美術館として幅の広い分野の作品を扱っていくためには、それぞれの分野ごと

の作品の特性に応じて適切に管理することや、その魅力や価値を十分に引き出すこと

ができるよう、作品の取り扱いには十分に配慮するとともに、必要な人材、施設・設

備の確保等について、積極的な対応が求められます。 

  特に仏教美術等の文化財については、現在の琵琶湖文化館の収蔵品点数の約8割

が寄託品であることから、今後の取り扱いに関する検討や館の運営に関して、所有者

が安心して寄託できる環境を整え、意向に配慮することが求められます。 

  また、アール・ブリュットについては、これまで先駆的に取り組まれてきたNO-MA

との役割分担と、積極的な連携が必要となります。 
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○ 新生美術館は館の運営や事業展開にあたり、美術館が県民、利用者、作家、団体、

社寺、施設等、幅広い人や組織と双方向につながり、共に影響を与え合うことや、相

互に連携や協力を行うことを目指しているところで、その理念は美術館の検討や企画

といった準備段階から反映されてこそ、実を結ぶものと考えます。 

  また、今回の取組が挑戦的なものであるからこそ、今後検討を進める際には、その

前提として多くの県民の理解を得て、共に新たな美術館を作り上げていく、参加意識

を持ってもらうための工夫が必要であると認識しています。 

  そこで、今後の新生美術館の検討や計画、準備などの各プロセスにおいて、積極的

に情報を開示するとともに、シンポジウムやワークショップの実施などを通じて、様々

な立場の人たちが参加して議論を行う場が設定されることを期待します。 

  なお、「美の滋賀」発信懇話会の提言において、新生美術館は「美の滋賀」のセンタ

ー的な役割を果たす施設とされていることや、滋賀県の独自性のある美の資産として

仏教美術等の文化財やアール・ブリュットへの関心が高まっている一方で、現在県で

は積極的に作品の保存や展示を行える施設を有していないことなどから、上記の県民

的な議論が、時機を逃さず早期に始まることを望みます。 

 

 


