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第４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11月22日（金）13：00～14：40 

場  所：大津合同庁舎７－Ｂ会議室 

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

（欠席：佐藤委員） 

県出席者：中嶋部長、西村次長、村田管理監、小林課長 

美の滋賀企画室：青山室長、八代室長補佐、新井主幹、田澤主任技師 

文化財保護課：澤本課長、井上主幹 

近代美術館：木村副館長、和澄学芸員 

 

【議 事】 

１ 開会 

２ 議事 

  （１）琵琶湖文化館後継施設の立地について 

  （２）その他 

３ その他 

 

【発言概要】 

○委員 

 立地の話で、市町が公式に誘致したいという話は現在ありますか。 

 

○事務局 

 県内の市町で公式にそのような意向を示されているところはございません。 

 

○委員 

 いろんな地域の方が県立博物館を欲しいとおっしゃっていたことがあるのですが、今、

この地図で見せていただくと、割といろんなところに市の博物館とかができているので。 

 これまでの懇話会での議論のまとめということであれば、やはり私は近美との関係が非

常に大事になると思います。そのことから言うと、近代美術館に割と近い場所がいいと思

いますし、あと最近、非常に災害が多く、ある首都圏の美術館では非常に大きい被害が出

たことも聞いていますので、安定した環境の場所に置いていただくのがいいと思うので、

その意味では、大津で、文化施設がある程度固まっているところに近いところが個人的に

は妥当と思います。 

 

○委員 

 立地場所に関しては、今までの検討結果から独立した施設ということですけれども、県
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の施設で関係の深いのは近代美術館かと思うが、名称は近代美術館のままで行くのですね。 

 

○事務局 

 今は県立近代美術館という形で引き続き活動することになります。 

 

○委員 

割とコンパクトな施設となるとどうしても展示のスペースがとりにくくなるので、県内

の文化財の避難所的な役割を担い、そして、収蔵しているものの活用のことも考えなけれ

ばいけないということになってくると、近い関係の施設を借りて公開活動をやるというこ

とも想定しなければいけないという気がしますので、基本的には近代美術館の近く、要は

いろんな意味で連携をとりやすい場所がふさわしいという気がします。 

 

○委員 

 お二人ともおっしゃいましたが、立地ということだけで言えば、参考資料１の一番右の

「その他・特色」の項目を見ると、大津エリアに二重丸が全てついているということで、

ある意味抽象的な条件の中では大津エリアというのは、事務局の御意見かと思いますし、

それについて異論があるわけではございません。収蔵に軸足を置いた施設という整理がで

きていると思いますが、立地を考えるということは、運営や来館者、インバウンドを含め

た観光客を考えておられると思います。そうしますと、先ほどの話のように、自然災害に

強い安全な場所というのと、来館者を見込めるということ、ただ、見込めるといっても、

文化財を並べればたくさんの方が来られるなんてことはちょっと甘い考えで、やはり知恵

を絞っていい博物館の内容にしないと、いくら立地要件、交通アクセスがいいところでも

人が来られるわけではない。滋賀県の特色というと、ここにも挙がってくる琵琶湖があり

ますし、日本遺産の琵琶湖の関係もありますので、琵琶湖をどう生かすか、そういうある

程度内容に踏み込んだ条件というものを加味していかないと。抽象的、ある意味形式的な

議論だけでは、大津市内に絞り込むぐらいの話であれば何ら差し障りないと思います。我々

に求められていることの意図がはっきり掴みきれない、こういう内容を生かしたいからこ

ういう場所というのであれば何となく理解できるのですが、今ここに上げておられる条件

は必要条件で、決して十分条件でないし、むしろ将来性を考えるということであれば、十

分条件というのが非常に大事であると思います。 

 前回も我々外部の委員会だけではなくて内部に準備室のような、専門家で本当に実務が

進められるようなものを作ってはどうかという御意見があったと思うのですけど、今回は

立地条件の議論をするということからかと思いますが、見通し、お考えをまだお示しいた

だいておりません。その上で、スケジュールの資料が出ていますが、これは単純に考える

と８年後ということで、そんな悠長な話かということを皆さんは感じておられるのではな

いかと私は思っています。何年か短縮できる方法もあるのかもしれませんが、これは初回

から出ていたように、琵琶湖文化館の後継施設は滋賀県の状況を見れば緊急性が非常に高
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いという共通認識は、事務局も含めてあったと思います。行政の事業ですから制約はあろ

うかと思いますけども、今から８年後と言われても、所有者の皆さんに説明する際にどう

なっているかと問われて、８年後にできますとは答えられない。今でもどうなっているの

かという声をよく聞きますが、大丈夫とはちょっと言えるような状況ではない。一体どう

なっていくのか全く見えてない状況なので、今日、スケジュールだけ８年後と示されて、

８年後には何かできる、それも大津市内のどこかみたいですという説明を所有者の方にし

ても到底納得していただけない、かえってお叱りを受けるような話と思っていますので、

所有者にも今まで信頼関係を持ってやってきた琵琶湖文化館の活動ですので、それを繋ぎ

とめる何か光の見えるような話がどうしても必要と思います。民間ではこのスピードの感

じでは、できないのと同じぐらいの話であり、どのような形で滋賀県の文化財を守ってい

くのかという根本の問題に関わってきて、所有者の方が疑問を持ち出す危惧が非常に大き

いと思いますので、そこら辺のことをぜひ御配慮いただいた上で、この懇話会についても

御説明いただけるようなことができればと願っているところです。 

 

○事務局 

 スケジュールが非常に長いということは非常に率直な御意見でありますし、私どもも決

してこの期間が早いと思えないというのは、重々承知しております。 

 このスケジュールに関しましては、他館、あるいは新生美術館基本計画でかけてきた期

間等も踏まえて、これからもう一度、新しく基本計画から造ってやっていくときに、どれ

ぐらいかかるかを算出しまして、一定の目途を今日、お示しさせていただきました。 

 ただ、これはもう少し詰めて、このスケジュールを短くする、工夫できる余地もまだあ

るかもしれませんし、これで決まったものでは決してありませんので、一つの目安として

御覧いただければと思います。しかし、これを大幅に短縮することはかなり厳しいと感じ

ております。ここでは７年目と書いておりますけれども、仮に短くするとしても１年、ち

ょっと難しいかもしれませんけど、２年ぐらいがせいぜいというところです。 

 従いまして、この間、今の琵琶湖文化館の状況も含めて、以前から御指摘いただいてい

ますように、皆さんに見ていただけない状況が続いてしまうことも事実でございますので、

そのあたりは何か工夫できることがないか、この整備にかける時間の間に何かできること

がないかを少し検討させていただきまして、次回の５回目の懇話会で県として一定の方針

をまとめ、この場でお示しさせていただいて、御議論いただければと考えております。 

 

○委員 

 琵琶湖文化館は休館してから11年目、この予定どおりいって８年というと20年近くの間、

休館状態になる。公開施設がないというのも大きな問題でしょうが、現状、収蔵している

ものだけではなくて、滋賀県の場合はやはり悪条件なところに文化財がある場合もあるの

で、緊急回避という意味でも収蔵すべき文化財が潜在的にまだ結構あるのではないかと思

います。８年間、そのような緊急性のある文化財を放棄するようなことになるのか、それ
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で本当に県の文化財行政として良いのかということもあるし、琵琶湖文化館についても１、

２年短縮しても５、６年の話ですから、本当にこのとおりいって、その間、一体どうする

のか、今のままでいいのかということも当然あるでしょうし、この立地条件も含めてです

が、このスケジュールでいくことを想定されているのであれば、やはり現状の滋賀県の置

かれている問題全部の状況、琵琶湖文化館に収蔵されている文化財も含めてですが、各地

域にある文化財の状況をどうしていくのかという、大きな文化財の保護の指針というか、

行政の進め方とある程度リンクしてというか、セットで考えていただく必要があるでしょ

う。先ほどのお話のように、近代美術館とどのような形で連携を図るのかというのも、暫

定的な連携方法とできてからの連携方法はまた違うと思いますけれども、やはりどうして

も一定年数はかかるというのは仕方がない話でしょうから、その間、どのようにお考えな

のかというのはある程度所有者にも一般の方にも、滋賀県は新しい博物館ができるまでは

このような形できちんとやっていくというのをある程度見せていかないと。多くの方に関

係する問題だということを踏まえて、文化財の置かれている状況は悪くなる一方であり、

８年後なんて想像もちょっとできませんけれども、そのときまで放置するのは許されない

ことだと思いますので、そういう大きな滋賀県の文化財保護に対するお考えや施策とある

程度セットでこの事業を説明する必要がどうしても出てくるのではないかと思いますので、

そこら辺のこともケアしていただくということをぜひお願いしたいと思います。 

 

○事務局 

 ありがとうございます。やはり所有者の方をはじめ、文化財に関心を持っていただいて

いる一般の方々を含めて非常に御心配いただいている状況だと思います。ですので、でき

るだけ早くこの計画を具体化して、それをお示しすること、そして少しでも早く安心をし

ていただけるような状況をつくっていきたいと思います。それに際しましては、できるだ

け所有者の方、寄託者の方々の御意見をしっかりお聞きし、丁寧に説明していきたいと考

えております。 

 

○委員 

 所有者の意見を聞いていただくのではなくて、滋賀県としての文化財保護に対する明確

な指針と施策、これをお示しいただくことがまず第一で、そうでないと所有者の方はなか

なか理解しないです。まずこういう方針でいくということをはっきり示していただく、そ

うでないと誰もついていかない、今まで10年間、休館して所有者の皆さんからそれほど大

きな意見が出なかったのは、過去の琵琶湖文化館の活動、おられた方々の努力の結果だと

思います。それがもう10年たって、18年になろうということを今御説明されるのであれば、

さすがに信頼関係がほころび出す、限界に来ているのではないかと。  

 もう一つは文化財の現実に置かれている状況を十分踏まえるということが大事ですし、

それは十分御存じなことだと思います。ここにおられる文化財保護課の方も熟知されてい

ることですし、問題点は所有者に聞かなくても所有者以上に滋賀県のほうがお分かりと思
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いますので、それに対する施策を、これは琵琶湖文化館に限ったことではないので、この

後継施設ができれば全て解決するわけではもちろんないでしょうが、後継施設はその中の

一つのファクターとなるわけですから、滋賀県でまずこのような形で向こう８年間やって

いきますということが何らかの形で出さないと。人の意見ばかり聞いていては誰が責任を

持つか、責任の所在が分からなくなって、誰がどうして大津市に決まったのかみたいな話

になるのは、前の新生美術館の手続がそうだったとは言いませんが、あれも十分長い時間

がかかって御破算になってしまって今回のこの懇話会に引き継がれているわけです。その

反省も踏まえて同じ手法でやっていても時間がいたずらに経過してしまうようなことが現

実、過去にあったことを踏まえ、少しはそれを改善しようという進め方のあり方というの

はあるのではないかと、過去の新生美術館の流れから見ていても、本当に思っております

し、少し言葉が悪いですが、失望に近い感を受けかけておりますので、所有者全員にその

ような感じを持たせるというのは本当にまずいと思いますので、その辺をやはり信頼でき

るような形をお示しいただくことが第一と思います。 

 

○委員 

 そうしましたら、次回までに文化財保護課で整理、取り組んでおられると思うのですけ

ど、滋賀県の文化財保存活用大綱と絡んでくる問題ですし、それはすなわち滋賀県がこれ

だけ多くある文化財をどうするのかと。県としてどう考えておられるかということを、ぜ

ひ次回までにまとめていただいて、また全員の皆さんにお示しいただければと思っており

ます。よろしくお願いします。 

 

○委員 

 立地について、別にどこにどうしたいという意見があるわけではないですが、先ほどか

らお話を聞いていますと、近代美術館の近くにという御意見もあって、前々回ぐらいから

のお話だと、なるべくコンパクトな施設できちんと保管ができる場所を確保するのが肝要

だということで、展示の場所については近美と協力することも可能ではないかという御意

見も出ておりました。そういうことを考えると近くに作ることにメリットがあると思いま

すし、近くに造るのであれば建物を長い廊下や地下道で繋げていただけないと、近くに造

ってもあまり意味がないと思うのです。１回外に出て運び入れるということですと、文化

財をゴロゴロ転がしていくわけにはいかないので、結局、無駄な費用がかかってしまいま

す。例えば文化財のＸ線や分析機器を両館で共有できれば、近くにあるメリットは大きい

し、展示室を共有することは十分可能と思います。 

 そうではなくて、どこか違う場所、市内の便利な場所でお客さんが来るようなところで

というのであれば、第一に重要なのは安全な場所です。地震や水害に対して安心できる場

所に建てていただく。今年度、台風被害も多くあり、いろんな情報が入っていますけれど

も、かなりよく知られたような自治体の博物館等でも大きな被害が出ておりますので、特

に地下に施設を造ったりすると大変なことになってしまうので、そのあたりは十分御配慮
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いただければと思います。 

 今週、ある地方都市の収蔵庫の中でカビが大量に発生してしまったので、重要文化財の

経典は県立博物館に預かっていただき、そこでカビ払いや燻蒸を行って、何とか元に近い

状態に戻すことができました。やはり県内に一つ、拠点施設があることは非常に良いこと

だということを実感いたしましたし、実はそこに重文の御神像が２体ほど入っていて、収

蔵庫も50年以上経ったもので地元の方30軒ほどで守られていて、収蔵庫の中にもたくさん

カビが生えていて、一体どうしたらいいのかと悩まれていたが、守っていくために、お金、

人をどうするのかという事態が、恐らく滋賀でも同じような事例が多く起こっていると思

いますし、どんどん進んでいるのではないかと思います。そういったときに、どうしても

守る人がいないからいいですという訳にはいかないので、それをどうやって残していくの

かというときに、そういう施設が急がれるというのは間違いないことと思います。 

 先月末に首里城が焼けてしまいましたが、現場は丸焼けになって、写真で見ると周りの

展示施設なども真っ黒になって焼け落ちているのですが、建物の中に収蔵庫が二つあって、

そこは防火扉があってコンクリートで囲まれていたので、中には火が入らず、たくさんの

文化財が幸い焼かれずに済んだということもありますので、やはりそういったきちんとし

た施設で守っていくべきものを確保して、それで県内の文化財の避難場所となる場所を県

が一つ早く用意していただければ安心というのを実感した次第です。 

 

○委員 

 今日のお話の中で一番問題と思うのはスピードで、遅過ぎることが一番の問題。そうい

う意味では、立地の問題とは少し違うのですけれども、とにかくスピードを優先すべきだ

ろうということと、次はやはりこの話の流れからいきまして、文化財の収蔵、守っていく

ということを考え、災害とか安全性に優れた場所であること、まずその辺が一番重要なフ

ァクターではないかと思います。 

 その意味では、資料ではそのようなことはあまり書いていないので、視点からするとレ

ベルが違うお話になるかもしれませんけど、まずそこが重要ではないかということを先に

考えまして、具体的に大津がいいか、どこがいいかとかという議論はあまり考えたことも

なかったのですが、今まで大津にあったものですし、違う場所に移す特段の必然性がなけ

れば別に大津にあればいいと思います。現に分析においては大津が全部二重丸になってお

りまして、やはり大津がよいということであれば、別に大津市内で構わないと思います。

重要なのは、近代美術館との連動性、連携性だと私も思いますので、それは重要なファク

ターと思います。 

 あと、もう一つは、文化ゾーンに持っていくかどうかはさておき、これは大津市、滋賀

県、あるいは両方に関わる問題なのかもしれませんが、まちづくりというか、まちの魅力

づくりといいますか、滋賀県の美の滋賀などを精神的な支柱に置いたまちづくりやプラン

ニングにおいて、魅力をどう分布していくかというところで、そのまちづくりをどのよう

に魅力的にしていくかという観点もやはり必要かと。これは直接この後継施設の議論だけ
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ではなく、少し広がってしまう議論かもしれませんけど、やはり県におかれましては、そ

の文化施設の配置と町並みといいますか、観光客などが来て楽しく滋賀県を味わっていた

だいたり、美の滋賀的なものを感じたり、その導入になったりという考え方があるわけで

すから、そこの企画性、プランニング、その辺をやはり立地を選定していく上でのコンセ

プトの中に入れておかなければと感じました。 

 

○委員 

 私も滋賀のどこがいいという具体的なことはなかなか言えなくて、今現在、滋賀に住ん

でいるわけでもないし、そんなに滋賀に詳しいわけではないので、あえて滋賀県に縁がな

い立場から発言させていただきますと、もちろんまず場所はどこがいいかということに関

しては、安全であるということが大前提で、近代美術館のそばも一つの候補だとは思いま

す。東京の人たちは滋賀県の美術館のどこがいいかと聞くと、ＭＩＨＯミュージアム、佐

川美術館がいいという話は聞くのですが、京都のＭＩＨＯとか京都の佐川美術館と皆さん

勘違いしておっしゃるのです。私はそのたびに京都ではなくて滋賀ですと言っているので

すけど、滋賀県の人や滋賀県近隣に住んでおられない方にとっては、京都に行ったときに、

もう一つ足を伸ばすとしたらＭＩＨＯミュージアム、佐川美術館に行ってみようかという

感じになっているのだと思うのですね。だから、何となく京都の美術館と一まとめにされ

てしまうのですけれども、一つは建築の魅力、あの建築が見たいというのは大きな魅力が

ある。有名な建築家にお願いしていて、魅力的な企画等をやっているから人気があるのだ

と思いますけど、ＭＩＨＯミュージアムは決してアクセスがいいところではなく、車の免

許を持っていない人、近隣でない人は公共交通機関で回る人が多いと思いますけど、石山

駅から１時間、結構バスが混んでいて立ったまま１時間なんてこともあるのですけども、

それでも行ってみたいと思える美術館であるというのはすごいことだと思っていまして、

人が行きやすいというのは重要ではあるのですけども、やはり人はアクセスだけで美術館

へ決していくものではないと思うのです。 

 また、今朝は大津市歴史博物館へ行ってきたのですけど、平日の午前中なのに結構混ん

でいました。仏像展を見にいらした方が多いと思うのですけど、どうしてこんなに人がた

くさん来るのかと思ったら、隣に三井寺があるというのは大きいと思うのです。そういう

寺社仏閣みたいな観光客が行かれるところと一緒に仏像の好きな方々がいらしているので

はないかと思います。例えば青森県の青森県立美術館はアクセスが結構悪いところにある

のですけど、割と人が入っているのは、隣に三内丸山遺跡があって、その隣に造ったこと

が大成功していて、しかも建築家が非常に考えて、三内丸山遺跡の遺構の形を使ったよう

な建築を造ったのですね。きちんとリンクさせているから、青森県立美術館に行った人は

隣の三内丸山遺跡にも行くし、三内丸山遺跡に行った人は青森県立美術館もせっかくだか

ら行こうというような形で両方行けると思うのですけど、それで言うと、お客さんの集客

というか、なるべく多くの人に見てもらうということを考えると、一つは魅力的な建築で

あるということ、ただ、これは予算とか結構とかハードルが高いので、あまり現実的でな
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いと思います。もう一つは観光地、お客さん、人がたくさん来るところ、もともと金沢21

世紀美術館などもそうですが、そういうエリアに隣接された形で造るということ。 

 そのどちらも結構、今の滋賀県ではハードルが高いと思うのですが、３点目を提案でき

るとしたら、近代美術館のそばに造る場合に、造りっ放しではなくて、まちづくりを一緒

に考えてやっていかないと、ただ造りましただけでは絶対人は来ないです。申し訳ないで

すが、今、近代美術館がある場所は魅力的な場所とは言い難いと思うのです。京都まで来

た人が、ではもうちょっと足を伸ばして行こうといったときの目的地にするには、アクセ

スだけではなくて何か魅力が足りないと思うので、美術館、博物館のことだけではなく、

まちづくりも一緒に考えていく必要があるのではないかと思います。 

 このアンケートの中に出ている、近江八幡のラコリーナは多くの人が来ています。団体

でバスが入ってきたりするみたいですけど、建物の魅力ももちろんなのですが、まちぐる

みでやっているということが大きいと思います。もっと言えば、京都大学と連携して農業

を考えようみたいなことまで、一つの文化をつくろうという動きがあるのでみんな、そこ

に惹かれるのだと思います。なので、みんなが何を求めているかも重要ですが、やはり滋

賀県の側にこの方針で行きたい、このように発信していきたい、ということを強く打ち出

していただいて、そのためにはどうしたらいいかという魅力的なまちづくりと一緒に琵琶

湖文化館も近代美術館も一緒にやっていかないと未来はないのではと思います。 

 

○委員 

 本日の議題にあります立地につきましては、大方の委員の方から大津エリアということ

でありますし、しかも琵琶湖文化館の後継施設ということになりますと、それは展示施設

を何らかの形でつくって、そこへたくさん人が来ていただくということよりも、その貴重

な文化財をどう保存していくか、それと活用の仕方ということだろうと思います。 

 そういう意味では、当然滋賀県だったら文化施設は琵琶湖のほとりということになろう

かと思うのですけども、近年、特に想定外の災害が非常に多いので、花折断層がずれたり、

琵琶湖には津波はないだろうと言われていますが、その可能性も考えていかなければなら

ない。津波が来ても安全な場所ということになると、やはり高台の近代美術館とか図書館

のある文化ゾーンがその意味では非常にいいところではないかと思います。 

 先ほどお話がありましたように、よく他県に行くと言われるのですけど、びわ湖ホール

は素晴らしいが、あれだけが一つ、点でポツンとあるだけで、大津駅を降りたらどのよう

に行くのかということではなかなか難しいのではないかと。そうすると、県の根幹的なプ

ランというものがないといけないということで、これからのいろんな文化施設は、そうい

う視点で考えていくべきだろうと私も思っております。 

 いずれにしましても、大津エリアということで、しかも災害によって博物館施設が水害

に遭ったということが１カ所だけではないという報告もありますので、そういうことも十

分考慮して視点に入れていかなければいけないし、収蔵の視点になるかと思うのですけれ

ども、文化財の所有者は大寺院から小さなお寺、お堂にも仏様がおられ、そういうところ
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から実際、文化館は寄託を受けておりますので、それがどうなるかと。この会の第１回目

のときにも委員の中から、とにかく急いで文化館の収蔵庫に入っているものを移すことが、

喫緊の課題であるというご意見が出ておりました。 

 となると、先ほどの７年云々のスケジュールということになりますと、それまでの収蔵

する代替施設が既存のものかどうかも含めて、はっきりと次回に御提示いただかなければ、

ただのデスクプランになってしまうと思います。いずれにしても、今日はそういうことで、

エリアは大体大津エリアであるということ、それから先ほどの四つの視点を事務局でまと

めていただいて、それについての意見をいただきましたけれども、災害の視点が重要とい

うこと、そして、小さな展示場を造ること。それは、魅力的な展示場で、必ずしも壮大な

ものでもなくて当然良いわけです。 

あと、滋賀県の場合は、他府県に行くとよく言われるのですけれども、山の中にある村

の村人がお守りしているところに１体、２体の重要文化財がある、そのようなところへ行

きたいという方もたくさんおられますけれども、そうはいってもアクセスについては便利

であることは重要であろうと思いますので、そういったことを考慮していただいて、立地

条件は大体今申し上げたとおりで合意できたのではないかと思っております。 

 

○事務局 

 今日の御意見をいただいた点も全て踏まえまして、次の第５回目の懇話会で県としての

方針案をまとめさせていただきたいと思います。そこで、ご覧いただいて、御意見をいた

だければと考えております。 

 

○委員 

 今日は文化財保護課の方も御出席いただいているので、大綱の内容はこの前に１度、御

説明いただきましたが、それから日にちがたっておりますので、今の話と非常に関連する

こともありますので、何か意見があれば聞かせていただけますか。 

 

○文化財保護課 

～資料に基づき説明～ 

 

○委員 

このスケジュールについて、７年というのは私にとっては非常に衝撃のスケジュールで

ありまして、この懇話会での話が全く無視されているような感じがするというのは個人的

な感情なのですが、そもそもこのＰＦＩというのはどういうものなのでしょうか。 

 

○事務局 

 ＰＦＩにつきましては、平成27年に国の総務省と内閣府の連名で文書が出ておりまして、

人口20万人以上の地方公共団体においては、平成28年度末までに優先的検討規定を定める
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ようにとの要請がございます。これを踏まえまして関係課でＰＦＩの優先検討規定を設け、

平成29年度から10億円以上の施設整備について優先的検討を行うことになっています。Ｐ

ＦＩは、随分前から国で導入を促進されてきておりますけれども、民間の資金を活用して

施設を建て、それを運用していく、全体を包括的に民間資金でやっていただくもので、そ

の資金を15年、20年という期間をかけて、その対価を支払っていくというスキームとなっ

ています。 

 その民間の活用できる部分というのは、全部を包括的に委託してしまうものも当然あり

ますが、部分的に民間のノウハウを活用する、例えば博物館とか美術館の事例はあまりな

いですけれども、先ほど説明がありました福岡市でも、そういった取組をされていると聞

いており、最近、幾つか事例が出てきております。博物館、美術館では、例えばレストラ

ンやショップなど独立採算ができそうなところとか、あるいは現状でもほとんど民間に業

務委託していますけれども、清掃業務やいろいろな設備のメンテナンスとか、そのような

民間に一定委託している部分、そういったところを切り分けて、そこの部分だけでも民間

委託するというやり方もあります。そういうものを含めて一応検討して、県が直営で全部

やった場合と、民間のノウハウを一定生かしてやった場合と経費的にどちらが優位かを比

較した上で、県が直接やるより民間がやったほうが安いという結論が出てきたときには、

ＰＦＩの手法を導入するということになってくるわけですけれども、いずれにしてもその

検討をまず行うという趣旨であります。ですので、あくまで一旦検討はしますが、結論的

に必ずＰＦＩでするというものでは決してないということです。 

 

○委員 

 要するに、建物とその後の運営等について、昔は市場化テストというものがありました

が、そういう比較検討をするということですか。 

 

○事務局 

 昔の市場化テストは、もともと官でしかできなかった部分を一定民間に開放して、例え

ば、市役所の受付業務などで例えば住民票の交付などが市場化テストとして窓口業務など

に民間導入をされることもあったと思いますが、いずれにしても民間活用という観点から

は同じですが、美術館の場合、当然学芸部門や文化財をお預かりする業務は、官がしっか

り責任を持ってやらなければならないということもあるかと思います。ですので、そうい

ったところはしっかり官がやっていきます。 

 ただ、先ほど申し上げましたように、清掃業務やレストラン、ショップなど民間がやっ

たほうがよりうまくできる、よりサービスが向上するのではないかというところは検討し

ていくということであり、その辺の組み合わせは多種多様ということになると思います。 

 

○委員 

 清掃業務や受付等は全部業者委託をしていたので、そのほうが合理的だということは人
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材派遣法などからして、もう話はできていると思いますが。 

 ただ、今、おっしゃっていただいたように、この業務をする、この業務をこのようにす

るということは当然県側がお決めになるわけで、全く丸投げして何をするのかみたいなこ

とはないわけですね。 

 

○事務局 

 その辺を検討するに当たりましては、このＰＦＩのアドバイスをしてくれる専門のコン

サルタント業務をやっている会社がありますので、そういったところと相談しながら、要

はどういう仕分けをするというのは、民間のニーズがあるのか、それを引き受けてくれる

会社があるのかというところを、サウンディングをやらなければなりませんので、その辺

のアドバイスをしてくれる専門の会社と一緒に県のほうで検討して、最終的には県として

方針をまとめていくことになります。 

 

○委員 

 文化財を扱われているコンサルはあるのですか。このＰＦＩを検討していく上でのコン

サルみたいなものは。 

 

○事務局 

 文化財を専門に扱えるコンサルタント業者というのは承知をしていませんが、今、ＰＦ

Ｉを一定活用した事例としては、現在進行形のところですと、例えば鳥取で県立美術館が

今度作られるそうでありますけれども、ＰＦＩ方式でされますし、福岡市美も、施設改修

を機にＰＦＩ方式を、いわゆる民間の包括的な委託を導入されたということを聞いており

ます。あと、神奈川県の葉山のほうで近代美術館の分館が、比較的早くからそういった手

法をとられているということを聞いております。 

 ですので、文化財ということになってくると、いずれのところも中身は詳しくは承知し

てないのですけれども、そんなに数は決して多くないと思います。 

 

○委員 

 それを検討していく上で学芸の仕事は少し特殊と思うので、他の委員の方も私も申し上

げているとは思うのですけど、ある程度、経験を経た学芸の方を整備室の中に入れて、県

が主体性を持って検討できるようにしていただきたい。コンサルは上手にやるのでしょう

けれども、それはあくまで一般論と思うので、やはり滋賀県の特殊事情とか、その文化伝

統をどのように踏まえるかとか、当然地域環境というか、京都の横にあるとか東京からこ

れだけ離れているとかいろんな条件があると思うので、その辺をもう少し主体性を持って

やっていただくような組織づくりをしていただければいいと思います。 

 ７年は非常に衝撃的な時間なので、今年の12月31日に琵琶湖文化館閉めます、７年後に

建ちますならいいですが、休館して既に10何年経っており、先ほどおっしゃったように、
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20年ぐらいのブランクが空いてしまうので、仮に７年が６年、５年でもやはりブランクが

生じるわけですから、その間、どうするのかということは、またお考えいただくことにな

ると思いますけれども、その辺について、主体的に取り組めるような組織を私はつくって

いただければありがたいと思います。 

 

○委員 

 私も期間については少し驚いていて、所有者の立場から言うと、もうこれ以上待てない

というのは率直なところで、これは何とかしていただきたいと思います。 

 それと、大綱の話がありましたが、この間の大綱の審議会で、大綱の中に琵琶湖文化館

の名前が出ているけれども、実態を考えたら琵琶湖文化館の名前を出せるのかという意見

があった。本当にスピード感を持ってやらないといけない 

 それに関して言えば、文化財保護課の所管を教育委員会から知事部局に移管することを

検討していると聞きましたが、いろいろな考えがあるのでしょうけど、奈良県を見ている

とメリットがあると思います。何が違うというとスピードが違う、それから予算、予算の

とり方が違うと。滋賀県がもしこのように動くならば、知事が責任を持ってこうすると、

琵琶湖文化館に関してこうするということになり、大分スピード感は違ってくると思いま

す。だから、所管の話が本当に実現する方向に動くのであれば、知事が責任を持っていろ

いろ進めていただきたいと思います。本当にそれは強い希望です。 

 

○委員 

 御意見が出ているように、箱物を造るだけに終わらせてしまってはいけない問題なので、

箱を造って、心を入れていく。その心を入れるのはやはり人ですから、専門家の人で責任

感を持って、こういうものをつくりたいという人が一人でも二人でも県の中にいないと、

がらんどうを造るのと一緒。そういう結果を招く可能性が出てくることを分かっていただ

きたいし、先ほどのお話のように、やはりリーダーシップを知事が発揮してもらう。それ

はスピードアップにも繋がると思いますし、その下にこういうものをつくりたいという情

熱を持った方を据えて、なおかつそういう専門の方の集団をつくれば、これは準備室と繋

がると思いますが、ＰＦＩの手続も別に並行してできますし、恐らく８年もすれば、異動

や定年でいなくなる職員の方もおられると思いますので、そういう状況で進めておられる

事業ですから、やはりスタートから最後まで関わっていただけるようにしていただきたい。 

この博物館は滋賀県のため、文化財のため、ひいては世界のためだと思っていますから、

これに役立つ、寄与できるようなものにしていくこと、そして心を入れるのは人なので、

人をぜひ考えていただかないと、ただ事務手続だけスムーズにやって、箱ができました、

それで終わりではないと思うのです。 

それともう一つは、単独でも魅力があるものを造れば人は来る。ＭＩＨＯミュージアム

の例を挙げていただきましたが、あれだけ立地が悪くてもあれだけ素晴らしいものがあれ

ば来る。ただ建築がいいだけではなく、トータルの、例えばショップ、レストランについ
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ても、やはり一貫したコンセプトが通っている。ただお金が安くつくからここの業者に出

せばよいという短絡的な話にはならないとは思いますけども、やはり統一した考え方とい

うのがあって、その中で役割分担をしていくというのが必要だと思いますし、多くの人、

県民だけではなくて、日本中の人、世界の人からも魅力があり、少々大変でも行く価値が

あるものを造らないと駄目ではないか。なおかつ、大津に造るとすれば、大津の都市計画

と密接に関係します。単独で魅力のあるものを造るのであれば周辺部に民間の力が集まっ

てくるかも分かりませんし、その逆もあるというわけですから、周辺部のことも含めた魅

力をどのように考えていくか。安全性を確保するのであれば山の上に造ればいいと思いま

すが、琵琶湖はやはりキーワードだと思います。琵琶湖の見える場所に造るというのは少

なくとも琵琶湖を意識すればよく、例えばびわ湖ホールは琵琶湖が前に広がっていて、非

常にいいじゃないですか。 

連携についても、近代美術館との連携もあるし、県立図書館と一連でということもある

し、琵琶湖を意識した形でびわ湖ホールと連携するのも一つかも分かりません。それはい

ろいろ考え方があるし、その考え方の中でＰＦＩということも出てくる。どういう館にし

たい、こういう形で運営していくということや人の顔が明確に見えてこないから、消極的

な議論に終始してしまい、申し訳ないが、この懇話会の議論は面白くない。形式的な話で

何かモチベーションが上がらない。明るい未来、よい未来みたいなことが一切ない。５回

目がどうなるか分かりませんが、しゃんしゃんでやられたら困ると思います。 

 事務局的には、大津に独立した施設を建てるという結論が出れば、この懇話会の役目を

果たしたと認識されるか分かりませんが、所有者は文化財を預かっていて、日々、仕事も

多い。特に過疎地域で預かっておられるところは大変日々、苦労されていると思います。

盗難、火災に震災もあるということで、それは大変な思いをされているので、少しでも手

助けすることはやはり行政のやるべきことと思います。ぜひ文化財に対する愛というか、

文化が我々人間の社会にどれだけ大事かということを滋賀県としてはっきり皆さんに伝え

たうえで、博物館事業を進めてもらうことを切望して５回目を出席するようにいたします。 

 

○委員 

スケジュールはある程度はかかると思いますが、やはり一番早急に取り組んでいただき

たいのは、きちんとした準備室の組織をつくって、専門家をきちんと配置していただいて、

こういった外部の意見を聞かないといけない仕組みになっているとは思いますが、県の職

員の方がしっかりとしたビジョンを持って進めていけるような体制づくりを、まず真っ先

にやらないとなかなか前に進まないですし、少し嫌な言い方をしますけれども、こういう

ものをつくっていくというのは、いろいろお金のかかる臭いのすることなので、しっかり

したビジョンを持たないで何がいいのか自分自身が分かってなければ、食い物にされると

いうか、詰まらないことにたくさんお金を使わされて何も残らないということになりかね

ないと思いますので、何が必要かということをはっきり言えるような人材を確保していた

だかないと、大事な税金を無駄使いしてしまうことになると思います。 
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 それから、魅力ある町並みとか地域と連携というのは非常にいいお話と思いまして、大

津の町並みは焼け残ったところもありますし、古い建物はそう多くはないかもしれません

が、東海道に面しているのに何か非常に勿体ない気もしていましたので、そういったまち

を盛り上げる手段として、またその両方が相互作用できるようなやり方で県の活性化に繋

がるような施設であれば、さらにいいと思います。安全第一というのはやはり欠かせない

のですが、人に見てもらえる施設でないと徐々に忘れられていきますので、そういうこと

も含めて、いろいろ考えることができるスタッフを多く揃えていただきたいと思います。 

 

○委員 

 ちょっと違う角度から付け足してお話をさせていただきますと、本当に大きい部分、大

きなビジョンがしっかりあると思うのです。つまり、三日月知事がおっしゃるような新し

い今日的な心の豊かさの問題であるとか、あるいは美の滋賀、そして文化振興計画などに

は地域文化、伝統文化、文化財、そういったものを守る、育てる、伸ばしていくというよ

うなことが書いてあります。 

 ですから、そういう滋賀県のブランディングのために、ここを伸ばすという志はビジョ

ンとしては描かれていると思うのです。ですから、そことの連動性をしっかり考えて、新

生美術館計画は一旦頓挫しましたが、後継施設の問題をどうするかということをしっかり

考えていただきたいと思います。 

 その際、ブランディングもいろんな面であるとは思いますが、やはりこの施設が成功し

たという評価を得ようと思えば、やはり観客数とか話題になったといったことが必要です。

それに建築がどうだとか、いろんなお客さんが増えたとか、そういう外向けの数字が上が

るようなことも大事で、それは皆さん方がおっしゃるとおりですが、私が少し付け加える

としましたら、地域との連動性です。新しい考え方やコンセプトややり方や組織、予算配

分等々をやっていかなければ、21世紀的な施設にはなっていかないのではないかと。例え

ば、これまでの近代美術館でもそうですが、今までのやり方や考え方、展覧会の作り方等

では少し足りなくなってきていると思うのです。やはりインからアウト、ハイからローへ

の一方通行になってしまって、逆に地域から地域の文化、近くにあるものをどう生かして

今度は美術館でそれを紹介するという円環を描かなければいけないだろうと思います。 

 だから、こういう施設と地域の連動性、円環的連動性というのでしょうか、そういった

ことが大きい意味ではテーマになってこざるを得ないということですけど、その中で、こ

の琵琶湖文化館後継施設がどうかということになると、もちろん近代美術館と同じような

議論はできないだろうとは思うわけですが、そういう意味ではやはり地域の文化の状況と

か、地域のあるものが逆にこの後継施設でどのようなコンセプトで作品を見せるか、収蔵

するかとか、今までも当然ある程度されていると思うのですけれども、さらにその地域文

化との連動性、そことの繋がりの精度の高さ、質の高さ、それをどうつくっていくのかと

いうことがとても重要で、やはり建物だけの問題ではないのですけども、そこにおける人

とか組織とか活動、どういう活動ができるかということ、そこは忘れないで議論していか
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ないと、箱だけいいのができてしまうことはやはりよろしくないものですから、そこもち

ょっと踏まえて議論をしていかないといけないのではないかということは感じました。 

 

○委員 

 今回の県外の方のアンケートの中で、滋賀県は国宝、重要文化財の指定件数が全国第４

位であることを知っていたが15％ということですけど、これは私、東京でこの話をすると

99％知らないですね。みんなとてもびっくりします。滋賀県はそんなに重要なものがいっ

ぱいあるのかと。これは滋賀県の方がどのぐらい皆さん、御存じなのかとちょっと思った

のですけども、意外に知っている方が少ないのかなと思っていて、後継施設を造るときの

キャッチコピーとまでは言わないですけど、この事実はもっともっと県外にアピールして

いっていいと思います。こういったことをやはり県民が知るべきだし、知ることで自分た

ちの歴史を考えようとか継承していくものがあるとか、実はすごい歴史を持った県である

ということが分かるのと同時に、本当に狭い近隣だけではなく全国、もっと大きなことを

言ってしまえば世界に対して滋賀県が貢献できると思うのです。この施設とかがちゃんと

できて、こういうことが常時見られるような施設ができればというぐらい重要なものを過

去、そして寄託者からお預かりしている一方、10年間、何ともったいないことをやってき

たと、これをもっと有効に、お金儲けをするとかそういう意味ではなく、世界に対して貢

献できるものを持っているのにもったいないことをしてきたという自覚を持ち、主体性の

ある人材、本当に中心になってやってくださる方を確保して、強い思いで進めていただけ

ればと思います。 

 

○委員 

 第１回から第４回まで委員の皆さんからいろんな意見が出ましたけども、それでもこれ

だけはしっかり守ってほしいということを整理して、これまでの意見を集約していただい

たら、後継施設の検討はもうこれで私は十分だと思います。スピード感というのが何回も

出ましたけど、早急に実現していただいたら、それで間違いのない後継施設、文化財受託

庫的な滋賀県の宝物をきちんと保存し、活用していく施設が出来ると思います。ですから、

あまりいろんなことを考えてなくても、県の施策あるいは施設としても一番大事なもので

あるということも、４回の議論で皆、委員からおっしゃっていただいたことを御理解いた

だいたと思いますので、ぜひ今までの意見を集約して、そして施設規模や、具体的な場所

についても、大体意見を言っていただきましたので、それをもってあとは事務局のほうで、

あるいは県当局としてしっかりとそれを実現いただくということでよろしくお願いいたし

ます。 


