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第１回 琵琶湖文化館機能継承検討懇話会 会議録（概要） 

 

日  時：令和元年７月５日（月）13：00～15：00 

場  所：大津合同庁舎７－Ｃ会議室 

出席委員：石丸会長、伊熊委員、岡田委員、佐藤委員、髙梨委員、根立委員、福家委員、

藤田委員 

県出席者：中嶋部長、西村次長、村田管理監 

美の滋賀企画室：青山室長、八代室長補佐、新井主幹 

文化財保護課：青根参事、井上主幹 

近代美術館：木村副館長、和澄学芸員、大原学芸員 

 

【議 事】 

１ 開会 

２ 議事 

  （１）琵琶湖文化館機能継承の方向性について 

  （２）検討のスケジュールについて 

  （３）その他 

３ その他 

 

【発言概要】 

●「議題（１）琵琶湖文化館機能継承の方向性について」 

○委員 

琵琶湖文化館が休館となって10何年間経っており、非常に失われた時間が長いという気

がするので、ある程度即決するようなスタンスで話を進めていただきたい。 

 

○委員 

 私も早く何とかして開館にこぎ着けてほしいと思う。もう猶予がないのではという気が

するので、できるだけ前向きな話で進めていただきたい。 

 

○委員 

文化財の保存と活用ということであるが、活用にかなり力点が置かれたような形で行政

も進んでおり、文化財所有者としては非常に危惧するところ。文化を消費の対象にしてき

ており、消費という言葉を言い換えれば一つは娯楽だと思う。文化というのはものがあっ

て、その形あるものを世代を超えて残していくということが一番大切なことだと思ってい

る。 

 ところが、娯楽は子どもが飽きて要らなくなったおもちゃと同じで差し替え可能であり、

理論的には起こりうるので、一番心配している。娯楽のための文化財を目指すような博物



- 2 - 

 

館であれば非常に危険である。文化財を残していくことを基本に、それをどのような形で

使っていくかが望ましい方針だと思う。文化を消費せずに、ちゃんと世代を超えて残して

いくことが、日本の未来、日本人の将来にとって非常に大きな意味がある。改めてスピー

ド感を持ってやるにしても、やはり未来と生きる博物館であってほしいと念願している。 

 その意味では、新生美術館が立ち止まった理由が入札不落ということであるが、それが

本当に理由になるのかと。何が問題であったのかを集約した上で、新生美術館の計画につ

いて、どこを見直すのか検討し、その上で新しいスタートを切ることが必要ではないかと

考えている。 

 

○委員 

 寄託件数が非常に多いというのが琵琶湖文化館の一つの特徴であると思う。 

滋賀県は全国で有数の文化財の多いところであり、東京、京都、奈良に次ぐにも関わら

ず、残念なことに、文化財を守っていく拠点となるべき施設が長い間、休館のままで建物

も老朽化している。そこにたくさんの文化財が保管されているが、職員の方の努力で何と

かもっているとしか思えない。寄託されている方も今までの長い付き合いの中で、信頼関

係ができ、休館していても多分お預けになっていると思う。逆に、預かってもらえるとこ

ろを皆さんが求めているということを大きなこととして捉え、そのような施設をいつまで

もこのままにしておくことは当然できないと思うので、いい方向で早く筋道を立てること

ができたら良いと思う。 

 

○委員 

 以前に、文化財の保護に当たるさまざまな御担当の方々の熱い思いを拝見させていただ

いた。文化財を守るということが文化を守る。これは我々の国民、県民の義務であると思

う。資料には、訪日外国人の傾向や観光にそれを使おうというアイディアはあるかと思う

が、やはり守るということに特化しないといけない。この懇話会では、本当にスピード感

を持って、こうやるんだ、とにかく守るんだということを声を大きくして県民の皆さんに

御理解をいただいて、お金のかかる部分はかかるので、これは出しますということを理解

していただければ良いと思う。 

 その割には、県民の皆さんでこの問題について御存じの方は正直、皆無に近いのではな

いかと思うので、メディアの方にも取り上げていただいて、いろんな人に知ってもらう。

琵琶湖文化館はいろんな方の寄附によって建設費用をまかなったと聞いているが、もう一

度、そういうことができるのではないかと思う。 

 

○委員 

 私は、新生美術館計画は入札不落の問題でストップしたと一応認識している。つまり、

やりたいこと、アイディアがたくさんあり、いろんな要求も盛り込み、そして、そのもと

にある美の滋賀の理念も大変すばらしく、てんこ盛りになって理想的な美術館を追ってい
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たが、予算が足りなくなったと。美の滋賀の理念は非常にユニークで、通常の考え方とは

ちょっと違うアイディアもたくさんあって、滋賀県のブランディングにもつながるもの。

大きな傘を広げたなという印象は持っていたが、それを具体的に落とし込んでいくところ

でのコンセプト、戦略がちょっと不透明な部分があったという感想。 

 ですから、最終的な予算との折り合いがつかなかったことが非常に残念。理念だけで進

めていくとどんどん膨らんでいくので、予算をまず明確にし、何ができるのか、やるべき

ことの優先順位をはっきりさせて取り組まないといけない。そうでないと、やはり同じこ

とのまた繰り返しになる。ひとしきり意見は出ていると思うので、折り合いをどう付ける

かということに絞って考えるべきではないか。 

 美の滋賀という基本理念からいろいろ判断して、文化財を守ることは優先順位が非常に

高いほうに入ってくるものと思うが、それだけで美の滋賀が成立するわけではない。美の

滋賀はもっと総合的なアイデンティティの問題であり、価値観の問題であること。そこを

総合的に判断して文化財を守るための予算、施設がどの程度必要かということを判断して

いく必要があると思う。 

 

○委員 

 美の滋賀は、やっぱり生かしていくのが良いと思う。 

仏教美術はすごく人気があり、櫟野寺の仏像を東京国立美術館で展示したときも、非常

に人気があって会期延長したほどである。普通に文化財を見せて観光客を多く呼べばいい

ということを言っているのではなく、県外の人たちがすごいねと言ってくれることで、滋

賀県の人たちが自分たちが持っているものがどれだけすごいものかということに気づくき

っかけになると思う。まずそのことを県民の人たちに知ってもらい、勝手に行政がやって

いると思われないように、私たちの財産であると県民が考えてくれるような見せ方をして

いくことが非常に重要だと思う。 

 例えば、京都市美術館が今度リニューアルオープンするのに、財源が全然足りなくて、

京セラさんが多額のお金を出した。これは、企業が出したというより、京都市の市民の一

人である企業が手を挙げてお金を出したことに意味があったと思う。滋賀県の場合、企業

に援助してもらうか、あるいはクラウドファンディングが良いのか、分からないが、とに

かくこれだけすごいものを私たちは持っているのだから、みんなで保護して、みんなで守

っていきましょうということを、まず県民の人たちの気持ちを喚起することというのは重

要だと思う。そのためにはどこかにしまっておくのではなくて、保存の問題はあると思う

が、良いものを見せていくことを考えたほうが良いと思う。 

 

○委員 

 今後、詰めていく際には、ぜひ現場で文化財に携わっている方の意見をもっと聞いてい

ただけたら、うまくいかなかったということにならなくて済むと思うので、文化財を大切

に守って、いろんな方に見せることで文化を広めてということを思っている人の気持ちを
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表に出していくことをぜひ進められたらと思う。 

 

○委員 

 予算がやはり問題であって、やりたいことが膨らんでいけば幾らでも膨らむ。 

今回の検討では場所の問題、つまり、新たに場所を探して、新しい建物を建てることは

検討の範囲内に入っているのか。そうであれば、また予算が膨らみ、時間がかかるのでは

ないかという心配があるが、どうか。何らかの具体的な方向性があるのか。近代美術館が

ある瀬田でやることが基本なのか、その辺りがよく分からない。 

 

○事務局 

 立地も含めて検討することで考えており、場合によっては用地も含めて必要になると考

えている。したがって、いろんな可能性を含めて、そこは御議論いただきたい。 

 

○委員 

 ということは、瀬田以外の場所も検討するということか。 

 

○事務局 

 そのとおりである。 

 

○委員 

 ある程度の案みたいものがないと、いろんな意見がばらばら出てきて、５回ぐらいの会

議で終わるのかと心配する。県のほうで主体的に提示していかないと、曖昧な回答しか出

せないような気がする。 

 

○事務局 

 県の腹案は持ち合わせていない。今回、この懇話会では、文化館の機能をどういう形で

継承していくことが良いのかという、原点にもう一度立ち戻って、まずは継承すべき機能

は何か、未来にわたって、通用する機能とは何かをしっかりと固めて、その上で次のステ

ップとして、ハード、ソフトや人員、体制を詰めていき、最後に立地を含めて、そういっ

た体制、施設を整備するにはどれぐらいの大きさの土地が、どういう場所が望ましいのか

を、議論し、まとめるというイメージである。 

 

○委員 

 優先順位をはっきりさせるときに、瀬田の場所が文化財を守るために悪い場所だという

ことであれば、それははっきりしてもらいたい。 

 そうでないのであれば、瀬田にしっかりした収蔵庫や展示室を造り、そこに資金を集中

すべきでは。残った予算で美術館の残りの機能を良くするなどができる。新たに場所を探
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して土地を購入するのであれば、そこだけでまた何億円とお金が分散してしまう。そうな

ると、また展示室にお金が投入できなくなる。もうちょっと集約すべきじゃないか。 

 

○事務局 

お金のことを先に言ってしまうと、なかなか議論が進まないところがあるかと思う。ま

ずは、あるべき機能について議論を積み上げた上で、私どもも決して瀬田が駄目だとは思

っていないが、瀬田も含めていろいろな立地場所を考える必要があると思う。本当にこの

文化館が機能を継承するのにベストな場所、あるいは施設、機能というのはどういうもの

か、そこはもう一度、詰めてまいりたいと考えている。 

 

○委員 

 建物の問題もそうであるが、組織の問題として今、琵琶湖文化館と近代美術館は別々の

組織であると思う。それを合体させることも考えているのか、それぞれの組織は別々で構

想しているのか。美術館は美術館で議論していることがあると思うので、一緒にやってい

くなら、そちらの動きや関係も考えていかなければいけないと思うが。 

 

○事務局 

 琵琶湖文化館の機能継承を議論する中で、仮に近代美術館と別の館という形になったと

しても、３つの美の見せ方や、美の滋賀の拠点、滋賀の美の窓口的な機能といった役割を

具体的に、どこがそれぞれを担っていくのかということも、次の新生美術館基本計画を見

直していく中で具体的な議論をしていくことになると思う。その美の滋賀の拠点となる施

設というコンセプトは、引き続き大事にしていきたいと考えている。 

 

○委員 

 一番大事なのは時だと思う。お金も大事だが、時が大事。今からまた土地も含めて再度

検討すると、かなりの時間を要すると思う。入札が不落になって、その原因を少し修正す

るのに、金額がいくら足らなかったのかによって、やり方が変わってくると思う。わずか

な金額であれば、少しの修正をするだけ、図面を描きかえるだけでできたはずと思う。そ

のあたりの検討で済めば、もう少し早くに出来る。 

 あと図書館の問題もあるので、スピード感、時間を優先するといろんな問題が解決でき

るのではないか。土地から検討となると、経営的に考えてほぼ不可能に近いと思うが、ど

うか。そこまでさかのぼって検討し直す必要はないと思うが。 

 

○事務局 

 新たな土地を求めていくことは確かに時間も必要になってくるが、例えば、県有地で有

効活用できるものがあれば、比較的確保しやすいと思う。新たに土地を購入するとなると、

当然、費用、時間、そしてどこがいいのかというところから検討しなければならない。 
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 一方で、スピード感ということを、先ほど来、各委員の皆様方からも御意見をいただい

ており、その兼ね合いがこれから大事になってくると思っている。 

 両立がなかなか難しい部分もあるかもしれないが、整備するからには一番いい場所で、

良いものをというのは、基本的にある。一方でスピード感は大事なので、非常に難しい課

題であると思っているが、御意見をいただきながら方向性を見出していきたいと思ってい

る。 

 

○会長 

 滋賀県が全国で第４番目に文化財を持っている県であるのに、文化館を休館したことは

誤りだったと思う。 

ここまで琵琶湖文化館の機能継承のあり方の検討を行うための現状等の整理をしてきた

が、どうしたらいいのかという意見は出そろっているように思う。皆様には「琵琶湖文化

館機能継承検討懇話会（第１回）の論点のメモ」をお配りしており、これは事務局と私と

で検討し、三つのことを挙げている。１つ目は琵琶湖文化館がこれまで果たしてきた役割

の本質とは何か。これは分かりきっていることであると思う。２つ目には、社会情勢の変

化を踏まえ、ますます重要となる機能は何か。これは観光とかを含めて活用するというこ

とであろうかと思うが、その点についても、やはり意見が出されたと思っている。保存・

継承の観点からの保存、それから発信の観点からの活用、それらをやっていくためには、

３つ目のどのような人材あるいは組織が必要かと。こういうことをより深く御意見を伺い

たいと思っていたが、大体今までに緊急性とかいろんなことが出てきている。 

 とはいうものの、先ほど当局から発言があったように、具体化したデータのもとで議論

するのが一番私はよかったと思うが、そういう観点も含めて、この点について御議論をい

ただきたいと思う。 

 

○委員 

 要するに、財政がいけない、それしかないとなる。 

 もともと美の滋賀は瀬田に集約して集中投資していくということだったと思うが、結果

的には入札が落札しなかった。一体、滋賀県は琵琶湖文化館の再生に幾ら使えるのかが非

常に知りたいことだと思う。 

 また、人材や組織の必要性についてであるが、琵琶湖文化館の学芸員はみんな兼務であ

る。あれだけの重要文化財や国宝を収めているところで学芸員がみんな兼務というのは、

何とも救いようがない話ではないかと思う。もっと具体的な議論の方法を提示して、そこ

でディスカッションしていかないと、５回やっても、結局、同じことになるのではと思う。 

 

○事務局 

 予算を確保するにも、どのような機能がこれから必要になってくるのか、人材の育成、

人材の体制の確保という部分も含めて、どういうものが必要なのかということがないと予
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算の積み上げもままならないので、そこはまず必要な機能と、それに必要な体制を見極め

ていきたいと考えている。 

 それから、具体的な内容であるが、今日は１回目ということもあったので、フリーなデ

ィスカッションということで、特段、事務局の案については、冒頭申し上げたとおり、何

も用意していなかったが、今後、議論の中でもっとより具体的な話をということであれば、

御提案や具体的な提言を委員の皆さま方からいただければ、それらを俎上に乗せて御議論

いただくような進め方もしていければと考えている。 

 

○委員 

 県の考えとしては、瀬田の近代美術館の土地に、琵琶湖文化館の継承施設は考えていな

いという理解でよいか。令和２年度に施設について具体的な検討をするというのは、近代

美術館については狹あい化対策と機能強化、それとは別に琵琶湖文化館の後継施設と２つ

を検討するという理解で良いのではないか。また、この懇話会の第４回目に琵琶湖文化館

の後継施設の立地条件等の検討ということであるから、県有地などを比較検討されて、そ

の上で望ましい規模をこの後継施設に必要な条件整備とか求められている機能とかをこの

懇話会で検討していくとすれば、美術館と別物として進めていくように私は受け取る。そ

れであれば、なおさら、ここの用地であれば、このぐらいの面積でやるという形が出てく

ると思う。 

 前回の新生美術館の計画というのは、実施設計段階で非常に無理があった。文化財と近

現代美術、アール・ブリュットも含めてであるが、すり合わせるには必ずしも適切なハー

ドとしては設計されてなかったと思っている。文化財にとっては良くない計画であったと

思っているので、立ち止まったことは御英断と考えている。近代美術館の話と絡ませると、

この懇話会は一層混乱してしまう。新しい別の施設にするのであれば、早く立地の候補を

絞って、そこの中で具体的なものを出すほうが議論が恐らく進むのではないか。逆戻りし

ないような新しい腹案を出していただく必要がどうしてもあると思う。 

 例えば、条件として、適正な収蔵庫、展示スペースも入れた収蔵庫の面積は一体何平米

要るのか、将来必要な面積はどうかということも、当然、これから提示いただく必要があ

り、そういうところで具体的にある程度規模が決まってくると思うし、それに見合う県有

地、ここだったら何とか実現できる、予算がどれぐらいかかるという形で進め方をスピー

ドアップすると議論がかみ合ってくるのではないかと思う。 

 

○事務局 

 今おっしゃっていただいたように、まず機能をしっかり積み上げて、琵琶湖文化館の収

蔵庫も非常に手狭な状態で収蔵品をお預かりしている状況であるので、具体的にどれぐら

いのスペースが必要なのかも、これから詰めてまいりたいと思う。 

 それから、将来に向かってもどれぐらいの収蔵庫が必要になってくるか、必要なスペッ

クを積み上げていく必要があると思っている。 
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 場所に関しては、瀬田がもうないかと言われると、そこもいろんな可能性を含めて検討

していきたいと考えている。 

 この琵琶湖文化館の機能が本当に十分にこれからも生かせていく、さらにはいろんな観

点で県民の皆さんにとっても一番いい形で残せるというものがどうなのかというところを、

議論いただいて、御意見をいただければと思っている。 

 その上で場所に関してもどれぐらいの大きさが必要になってくるのかを、まずしっかり

と積み上げた上で、かつ、集客、あるいは今、文化財をお預かりしている寄託者の方々の

意向なども含めて、どこが一番いいのかということを、いろんな可能性を見渡しながら、

最終的にそこへ立地の場所もおさめていきたいと思っている。そのような積み上げが大事

と考えているので、いろいろ御意見をいただければと考えている。 

 

○委員 

 もしそういうことを含めて検討するのであれば、一番重要なのは美の滋賀では。そのコ

ンセプトをどう達成するかということが我々のミッションなのでは。その際に、その入口

として美術館ということだったが、そこが美術館ではなく、新しい博物館でもいいのでは

ないかと。これは予算があれば可能だと思う。 

 ただ、美の滋賀を具現していく入口や拠点としての施設が２つになるのであれば、その

２つがどういう役割を持って美の滋賀を具現する場所になるのかという議論が必要である。

それがあって初めて、こういう役割を分担すべきであるとかということになるのであって、

その重要度に応じて予算を配分されるべきである。 

 そこら辺まできちんと論理構成を持たないと、琵琶湖文化館だけで話が進むというのは、

美術館から見たときに非常に危険な話だと思う。美の滋賀の具現化という意味で論理の立

て方が混乱する可能性があると思う。 

 

○委員 

 美の滋賀と琵琶湖文化館とは、つなげて考えるのか、そうではないのか。 

 

○事務局 

 美の滋賀は、近・現代美術、アール・ブリュット、神と仏の美という三つの美の柱があ

り、これらを表現しようとしたのが新生美術館である。 

 その中で、神と仏の美の部分が琵琶湖文化館が今持っているコレクションで、そこをど

う見せていくか、しっかりどういう形で継承していくかということ。そして、一方で文化

館には歴史的な資料、それ以外の文化財も多く所蔵しており、それらを含めてしっかり継

承していくということ。あるいは、文化財の保存と活用という視点で、しっかり保存し、

活用できる拠点といった使命があり、美の滋賀の拠点、滋賀の文化財の保存、継承してい

くための拠点の両方の使命をこれから整備しようとする施設は担っていくと考えている。 
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○委員 

 機能に関しては皆さん合意ができているのでは。あとはお金の問題であると思う。いつ

開館するかを先に決めて、そこに向けて動かないと、何でもありというのでは議論が進ま

ないと思う。 

 これだけ長い間、閉まっていることの害がどこに及んでいるか。閉館中、県民は見るこ

とができない。特に子どもたちは、小学校にいる間に開いてなかったら、１度も自分たち

の住んでいる滋賀に、こんなすごいものがあるということを見る経験が出来ない。その子

どもたちがこれから大人になり、県を担っていく。そのような教育的な観点から見ても、

これだけ長い間、こんなにいいものを持っている施設が閉まっていること自体は非常に罪

深いことだと思うので、開館の時期を先に設定することを考えてはどうか。 

 

○事務局 

 確かに開館時期を決めて、そこに向けてというやり方は非常に有効かと思う。 

 ただ、正直申し上げると、スケジュールはまだ見出せない状況である。 

 大まかに言うと、これから施設を建てるとなると、一般的には、設計に２年、工事に最

低２年で、最低４年ほどかかることになる。そこへ例えば文化財を収容するとなると、収

蔵庫の改修や調整的な時間が１、２年必要となってくると考えられる。 

 そういったことをにらんでいくと、スピード感とおっしゃっていただいたが、５年、６

年という時間かかってしまうので、いつまでというのは今申し上げられないが、大体その

程度の時間がかかるということを認識しながら、既に10年以上休館しているので、できる

だけ早く、しっかり次の施設に機能継承できるようにしていきたいと考えている。 

 

○委員 

 琵琶湖文化館のこれまでの役割を考えてみると、琵琶湖文化館は58年前に開館し、全国

でも非常に早い段階に県立の博物館をつくって運営してきていた。それでも滋賀県の文化

財は県外に流出しているものがかなりたくさんある。東京、京都、奈良の国立博物館には、

非常にいい重要文化財が早い時期から寄託されてしまっており、寺や所有者との関係もあ

って、滋賀に戻ってくることはないと思う。 

 国立博物館だけではなく、大阪市立美術館のような自治体の美術館にも結構たくさんの

ものが出ている。また、文化館の休館状態が続くと、寄託者の方々はどう考えるか。１回

外に出てしまうと多分もう帰ってこないと思う。滋賀県の非常に大きなアイデンティティ

の一つである文化財、特に仏教美術という名品が今出ていってしまうかもしれない危機に

あることを十分認識し、早く進めていただきたい。具体的な計画の積み上げと並行しなが

ら、このような議論をしていかないと、机上の空論のようになってしまう。 

 場所について、私は別に瀬田でなくてもいいと思う。車の人は便利かもしれないが、例

えば外国人の観光客にとっては、あまりいいところではない。具体的に、県有地やそれほ

ど時間をかけずに取得できる土地でもっと駅の近くといったいい場所にできる目途があれ
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ば良いが、そうでなければ、いつまでもできないというのはもっと悪いこと。資料による

と、展示室は1000平米ぐらいとのことで、それで十分。大きな館をつくって、中にいろい

ろ並べてＶＲ等をやることはお金の無駄遣いで、ほとんど意味がないと思う。仏教美術は

１年中展示できるものではなく、展示替えをしつつ、保存するという面があるので、大き

な展示室をつくる必要はない。むしろ収蔵庫は広さを確保していただきたい。大きなもの

ではなく、スペックの高い建物をつくっていただくのが良いと思う。 

 

○委員 

 先ほどの続きになるが、美術館をどうするかという話が積み残されており、これはどう

考えてもおかしいこと。少なくとも同時に理想的な美術館のあり方を検討して予算を計上

すべきである。結果的に予算が２倍になるのなら問題はないが、そのような保証がなけれ

ば、今の議論は全部空論になる。そこをはっきりしないと時間の無駄と思う。 

 

○事務局 

 確かに、近代美術館はどうなるのかという御懸念があるということで、それは十分認識

していかないといけない。近代美術館は老朽化対策を施し、再来年度の早期再開館を目指

すが、決してそれで終わりということではない。近代美術館についても引き続き狹あい化

対策などに今後も取り組んでいかなければならないと認識している。来年度になるが、全

体の基本計画を見直す中で、琵琶湖文化館の機能継承と同様に、美の滋賀全体をどういう

形で皆さんに見ていただくのかをしっかり検討してまいりたい。 

 

○委員 

 我々みんな、琵琶湖文化館の後継施設がすぐにオープンできるとは思っていない。最低

でも５年ほどかかるという前提でこの話が動いていると思う。そのため、非常に具体性を

持たせていただかないと、これからも失われた何年となる。 

お金はちょっと置いといて、例えば土地がどこがいいのかとか、ある程度具体的な提示

をしていただかないと。機能継承をどうするかというのは、それほど大きなブレが委員の

皆様の間にあるとは思わないので、そのようなことを具体的に次回の会議、それが難しけ

ればその次とかに出して、議論をしなければいけないと思う。 

 

○委員 

 前回の仏教美術等の魅力発信検討委員会の報告書で具体的に継承施設をつくるというこ

とが決まって、実施設計まで行った。今は具体的なものはないということであるが、この

懇話会を発足するに当たって、それが不十分だったということで、再度、懇話会を私ども

に依頼されたのか、その辺はどうなのか。 

 

 



- 11 - 

 

○事務局 

 新生美術館基本計画は、実施設計まで行っており、具体的な施設、面積も含めて、施設

にどのような機能を持たせるかを詰めた上で、一旦は計画していた。 

 それが入札不落を一つのきっかけとして、美術館計画をつくった後に、いろいろ状況の

変化もあったので、それらを踏まえてもう一度、検証し直そうということが今回依頼した

理由であり、新生美術館基本計画という具体的な計画を見直していくということである。 

 よって、具体的な検討という部分については、いろんなやり方かあろうかと思うが、基

本計画をたたき台にして足りないものを補っていく、あるいはもっと付加していくという

議論の仕方もあろうかと思う。そのあたり、どういった議論を次回以降進めていくのかは、

引き続き御意見をお聞きしながら、事務局で検討してまいりたい。 

 

○事務局 

 平成29年８月の入札不落後、昨年11月に方針を変更した。この間にいろんなことを内部

で議論してきた。そこは最初の計画があるので、予算の縛り、それから場所的な縛り、そ

の中でいろんなケースを考えると、いろんな機能を削っていかないとできないということ

になった。それを県庁の中だけでは決めてはいけないとなり、本当に必要な議論は何か。

それはハードを整備しないとできないのか、あるいは、組織あるいはネットワークでカバ

ーできるところもあるのではないかなど、いろんなことを考え、持続可能なものにしよう

としたら、このような機能、こういう形で発揮するようなものが要るのではないかと、そ

こをもう一度、御議論いただきたいということで懇話会をさせていただいた。ただ時間的

な問題、あるいは具体的な検討材料がないと空論になってしまうということもあったので、

御議論いただくための資料については、もう一度、考えたいと思う。 

 

○委員 

 今日は意見交換会みたいな形でもいいと思う。ただ、我々は幾らでも理想論が言える。

施設もいろいろなものを揃え、人員もたくさんいたほうがいいと。ただ、予算の縛りもあ

る。そうすると次回以降、ある程度の予算的なことを考えた県の案を提示して、そこから、

機能の面であればどの部分を生かす、あるいは外すということであれば、割と現実的な話

ができるが、そうでないと、これはなかなか進まない。 

 この５回の会議で琵琶湖文化館の継承施設の規模等もほぼ決まって、その後、きちんと

議論して県の予算に乗せることまでできるような話になるのかという気もするが、やはり

１回ごとにもう少し具体的なテーマを決めて県の計画というか案を提示していただかない

となかなか議論がちょっと難しいと思うので、それをどうしてもお願いしたいと思う。 

 それと、この懇話会が終わったら、さらに具体的な建設に向けての委員会等を立ち上げ

ることを考えているのか、それとも、もういろいろな意見を聞いているので、県のほうで

実施設計に入るということなのか。 
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○事務局 

 一たんまとめている新生美術館基本計画に相当するようなものを来年度、もう一度、し

っかり、美の滋賀の３つの美の見せ方も含めて、どういう形でそこをしっかり編み直すの

か。やはりもう一度、基本計画をつくっておく必要があるということと、もしそれでうま

くまとまれば、その次に具体的なハードに必要な設計、基本設計というステップに入れる

と、今はそのように考えている。 

 

●「議題（２）検討のスケジュールについて」 

○会長 

 このスケジュール表で、あと４回懇話会を開かせていただいて、こういう流れでさせて

いただきたいという事務局の提案ですけども、これについて何かありますでしょうか。 

 ないようでしたら、次の議題の説明をしていただきたいと思います。 

 

●「議題（３）その他」 

○会長 

 アンケートを実施したいということでございますけれども、アンケート調査について何

か御意見ございましたら、そもそもの必要性、あるいは設問の文言とかでも結構ですので、

ら発言いただきたいと思います。 

 

○会長 

 それでは、ここで内容を読んですぐ意見をいただきたいというのはちょっと無理という

ことで、次回にそれについて何か御意見ございましたらお出しいただきたい。 

 本日、委員の皆様から御意見については、一通りいただけたと思う。第１回はそれぞれ

の委員の皆さんの御意見を拝聴するということで、その目的は今日、十分達せられたので

はないかと思う。 

 進行役といたしましては、以上をもってこの会議を委員会としては終えさせていただい

て、あとは事務局のほうへお返しします。 

 

○事務局 

 事務局事務連絡 

 部長挨拶 

 閉会 


