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第５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２年１月24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、岡田委員、佐藤委員、髙梨委員、根立委員、福家委員、藤田委員 

（欠席：伊熊委員） 

県出席者：中嶋部長、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：青根参事、井上主幹 

近代美術館：木村副館長、山口主任学芸員、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方針（たたき台）について 

  （２）その他 

３ その他 

 

【発言概要】 

○委員 

 この琵琶湖文化館の後継施設については、新生美術館の頃から私もこの議論に加わって

おり、随分時間が経っていますが、いろんな経緯があって今回のたたき台というものにな

ったのでしょうけれども、私自身は事務局もかなり真剣に考えられているわけで、これを

読んであまり違和感はありません。あえて言うと、順調にいっても７年かかるのかという

ところはありますけれども、むしろ一番気になるのは、これをどう実現するかという運用

のことでして、例えば12ページから14ページまで機能が挙げられていますが、やはりかな

りお金と人が要るわけです。そういうことの主張、こうしなければいけないという意見は

当然盛り込むべきですし、それは必要なことですけれども、ただ、実際、滋賀県でどれだ

け運用できるのかという話に関しては、一度も具体的な話を聞かせていただけなかった。

せっかくこういうものをつくっていただいたのですから、実現できるよう、ぜひ進めてい

ただきたいと思います。 

 そのためにはもちろん、近代美術館や安土城考古博物館等いろんな館との協力をいろい

ろ考えていかなければならないところがあるにしても、これだけ盛り込んだものをつくる

ということならば、やはりきちんと対応をとっていただきたいというのが切なる要望です。 

 

○委員 

 今さらながらですが、ここで書いてある文化財の概念についてお聞きしたい。さっと読
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んでいる限りは有形文化財ばかり念頭に置いておられると思うんですけど、その辺はどう

なのですか。文化財の概念を少し教えていただけたらと思います。 

 

○事務局 

 ここで触れております文化財というのは、文化財保存活用大綱を今策定中でございます

けれども、そういうことも踏まえた上で、決して有形文化財だけを捉えて文化財と申して

おるわけではございませんが、琵琶湖文化館の収蔵品は基本的には有形文化財、美術工芸

品となりますので、それを中心とした視点で文化財という言い方をさせていただいている

のが実際でございます。 

 

○委員 

 そうしますと、大綱とか各市町でつくっている歴文構想の中の文化財と同じと考えても

いいわけですね。 

 

○事務局 

 はい。もちろん大綱の策定の中で、市町でつくっていただくような基本計画、この中で

具体的に位置づけをいろんな域内の文化財や、あるいは文化財の関係施設についてされて

いくのであろうと思います。 

 

○委員 

 歴史文化という言葉も、それは同じことですか。 

 

○事務局 

 歴史文化の定義は、県のほうでは定義をいたしておりません。文化財保護法の中の文化

財の定義という形で進むべき中で未指定の文化財というのもあると思いますので、そうい

うものがおっしゃっているような内容に該当してくるのではないかと。 

 

○委員 

 でも、大綱の中で運用されるのなら、大きな意味で、文化財保護法で対象とする文化財

では。 

 

○事務局 

 もちろんそうです。文化財保護法及び滋賀県文化財保存活用大綱に基づいてお進めいた

だくと思います。 

 

○委員 

 それは歴史文化ではないですか。大津市も歴文構想を今策定されていますよね。 
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 外面的には歴史文化だと思いますが。含んでいる範囲が違うということですか。 

 文化財の外面の範囲をお聞きしているので、文化財保護法で言う文化財ではないわけで

しょう。 

 

○事務局 

 文化財保護法の中には、いろんな分野の文化財を組み込んでおり、いわゆる歴史文化と

いうのは、文化財保護法の中に包摂されると思います。 

 

○委員 

 未指定の場合は。 

 

○事務局 

 未指定文化財も文化財保護法の中に包摂されます。 

 

○委員 

 その辺の明記がやはり要るのではないかと。素人には分からない。これで見ていたら、

有形文化財だけという感じがしますが、当然いろんな分野があります。民俗分野もあるわ

けだし。後継施設がどこまでを範囲にする施設なのかを、少し明記してもいいのではない

かという意味で申し上げました。 

 もう一つは、この会議でもよく出ていますが、滋賀県の文化財について、質が高いとか

豊富という評価を日本遺産とかの関連でもう少し書いてもいいのではないかと。滋賀県の

文化財の質の高さや縄文から近代まで、本当に日本を代表する文化財があることや、その

ような実物の文化財が伝承されている全国でも有数の県であることを説明してはどうか。

それはひいては世界にも通じるような質および量だということを少し強調して、ある程度

書いてもいいのではないか。というのは、これは当然、後継施設ですから、琵琶湖文化館

と同等の施設をつくりますというのでは、県民の方も含め、特に所有者にとっては、納得

できないのではないか。琵琶湖文化館では、指定文化財といわれるもののかなりの割合を

寄託品が占めていると思います。圧倒的に所有者の協力、理解というのが不可欠ですので、

所有者に10年休館し、さらにまた７年かけてつくると説明するときに、もう少し積極的な

ものになると。従来にない琵琶湖文化館で継承する部分はきちんと継承するけれども、せ

っかく新しくつくるので、いろんな面で新しい特色を盛り込んでいます、時代の推移で事

情が変わってきたとか書いていますが、やはり新しい時代、これからの時代に、滋賀県に

とって、文化財を保護していく、守って活用していく上では必要な中核施設になるという、

何か積極的な理由が要るのではないかと。 

 そもそもこの見直しでも入札が不落になったから考え直したということしか書いていな

いので、それはやはり論理的にもおかしいと思います。美の滋賀の意味を検討したわけで

はなくて、たまたま入札がうまくいかなかっただけで、それが引き金になったかも分から
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ないけれども、本質的な見直しというのは当然、別の理由があると思われますし、それを

次回でやられるのはそれでいいんでしょうけれども、この時点でこういうことをお書きに

なっている限りは、新しいものをせっかくつくるということですから、新しいものを創造

するという意味では、もう少し積極的に滋賀県の文化財をきちんと評価をして、それを世

界的にも非常に価値があるものだと。それは国内だけでなく観光にも繋がると少し書いて

いますけれども、世界的な来訪者にとっても非常に意味のある施設になるということもあ

る。関連して、やはり地域づくりというのもありましたので、先ほど文化財の概念をお聞

きしましたのは地域づくりの関連が非常に深いということです。琵琶湖を中心にして日本

遺産になっているような景観を含めた文化財を守り伝えていく、それがあらゆる意味で大

きいし、滋賀県に残された生き残りの唯一の策は歴史と文化、それしかないということで

すので、それはやはりきちんとした形で編集をした新しい施設という位置づけで後継施設

をまとめていただきたいと思いますし、それについてはこういう時代ですからきちんとし

た情報発信をする。どういうものができるかは、もちろん日本国内だけではなくて、当然、

先ほども言いましたように、世界的にも通じるものだと思いますから、当然多言語化をし

た形での情報発信も要るでしょうし、これが完成するまでに７年かかるか分かりませんが、

今、おっしゃったように、問題の一つはやはり執行力だと思います。それが伴わないと。

多分今の現体制では人が足りないと、私は外から見ていて感じるところがありますし、こ

れだけのある意味、標準的と言ってもいいか分かりませんが、事業をこなすだけでも、今

の人員では当然対応できないと思っています。それよりもやはり所有者とか県民の人を安

心させるというのも大事なので、もう17年待つということになるわけですから、所有者の

人は大分フラストレーションが溜まっていることは間違いなくて、そこをきちんと説明す

る意味でも、やはり形として執行力を持った組織というのが、これはもう従来から出てい

る意見だと思うんですが、専門家でリーダーシップを発揮するリーダー、そういう人を中

心にした専門家の組織が内部に立ち上がって動き出すと。来年、基本計画をされるそうで

すが、その進め方をどのようにされるのか、外部委員だけなのか、準備室的なものを設け

るのかを含めて、お聞きしたいところです。本当にできるという確信を持たせてほしい、

安心させてほしいのが大事。できるだけ早くと思っていますので、その辺を、少し整理を

していただくのと、やはりもう少し積極的に後継施設の性格、意義付けを、それは滋賀県

の、ひいては文化の状況というか、歴史文化の意味、日本の中に持つ意味というのを少し

まとめていただいたほうがよい。大綱のほうでやっておられるのかもしれませんが、そち

らは私はあまり分からないので、やはり新しいものを建てるということを意味づけした形

で伝えていただくような方法をお願いしたいと思います。 

 

○委員 

 12ページから拝見していますと、収蔵施設があり、調査研究を行い、実物展示を中心に

してということで、今まで委員の方々が話してきたことをかなり反映されているものがで

きているという感想なのですけれども、今のお二人の御意見が非常にもっともだと思いま
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すし、理念的な部分は一応これでいいと思いますので、しっかり実現していく実質的なこ

とをこれからぜひ積極的に取り組んでいただければ。当然お考えになっていると思います

が、一番大事なのは人を揃えるということだと思いますので、しっかり人材を、専門的な

知識を持った方、若い方もベテランの方も集めていただいて、来年からでも多分所有者の

方も御心配になっていると思いますし、もうその人の顔として分かるような準備が始まっ

て、開館するときはすぐに走り出せるような体制をとっていただくことが一番大事かと。 

 

○委員 

 今、おっしゃっていただいたように、考え方としてはこういうことかと思うんですけれ

ども、具体的にこれからどのように行動を起こすのかということですし、あと、やはりこ

の18ページの７年かかるというこのスケジュールは驚くべきスケジュールと思うんです。

琵琶湖文化館が休館したときに生まれた人が、このスケジュールで後継施設が建ったとき

には、法律でお酒が飲める年齢になるわけです。そんなことが本当にあり得るのかという

気がします。現代の日本でこのようなことがまかり通るのかと言いたいのが正直なところ

ですけれども、その辺の具体的な手順をどのようにしていくかを具体的に考えていくとい

うことに多分なると思うので、ここには例えば５番の整備手法とか運営体制云々のところ

で、あまり具体的なことが書かれていないですが、やはり準備室みたいなものをきちんと

つくって、そこで具体的に４番目までのことは理念なので、５番以降が多分ここで議論し

ていただいたところの非常に大きな部分になると思います。 

 確かに、18ページに書かれてあるように、財政事情その他の事情を考慮しながらという、

多分ここに尽きると思うんです。そうすると、一体何年目ぐらいに県の財政がよくなるの

かということは、多分、分からないのではないですか。そうすると、この文言だけで言う

と、誠にうがった見方で申し訳ないのですが、県の財政事情が整いませんということにな

ると、７年が10年、15年になり、そのうちに忘れられるという、タイムオーバーみたいな

ことになってしまう。文化財は本当に前から申し上げているように、これからますます大

変な状況になっていくと思うので、県の財政事情云々は分からないわけではありませんが、

あまりにもそこへ考え方が行ってしまうと、非常に失礼な言い方ながら、免罪符みたいに

なってしまうので、その辺はもう少し具体的に財政状況の中でどのように対応していくか

などを明示していただいたほうがいいのではないかと思います。 

 最初におっしゃったように、機能にかかる事業を全部するのは大変なので、そうすると、

消去法でどこを削いでいくのかという話に多分なっていくと思うので、方針自体はそんな

に問題はないのですけれども、やはりもう少しこれからどうするかという具体的なところ

を、例えば、準備室をきっちりつくるとか専門家を、ベテランと若い人とをうまく融合さ

せながらやっていくということをお書きいただくよう、よろしくお願いしたい。 

 

○委員 

 今、文書の御説明、たたき台の御説明いただいて、過去の経緯を余り分かっていません
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でしたので、非常に流れが分かりやすく知識が深まりました。 

 ただ、方針のたたき台ということですけれども、過去についての説明書きのようにしか

私は感じられなくて、文化財を守るということが滋賀県のこれからの発展にどれだけ大切

か、1000年と続いてきた文化を守っていくことがどれだけ滋賀県にとって、これから大切

になってくるかということを思うと、正直、このたたき台の書き方、内容でいいのかと、

非常に憤りといいますか、疑問を感じました。冒頭で県としても反省をしていますという

ようなことが書いてありましたけれども、言葉足らずで誤解があってはいけないのですが、

今頃、反省してもらってもというのが私の正直な感じ方でして、10数年たって、それから

また７年かけてやると。民間で考えたらもうあり得ない話でして、正直、この文化財を守

るということは当たり前の話で、３年、４年でできることなのに、何でこれが20年もかか

るのかと県民として本当に納得がいかないんです。 

 いわゆる人の命に関わるとか、そういう緊急性はないですが、大きな意味で滋賀の子ど

もたちの教育であるとか、滋賀県がどうあるべきなのかということを考えたときに、この

数百年、1000年と積み重ねてきた歴史をどう守っていくかということは、やはり行政の力

を借りないと、我々民間だけではできないことですし、本当にこの反省レベルでは非常に

不満で、本当はこのたたき台にもっと危機感を感じて、２年ぐらいでこうしますみたいな、

これを何とか県民の皆さんに理解をいただきながら、こう進めていって、このように議会

対策をして、こうしますというようなことを書かれていたほうがいいのだろうと。そのた

めに今まで議論を重ねてこられていたはずなのに、非常に時間がもったいないと。 

 私もこの委員になるまで、この琵琶湖文化館があそこにあって、全然開かないけれども、

何でだろうというのはずっと疑問でした。ホームページで調べれば書いてあったんでしょ

うけれども、ニュースでもそういうことは上がらないですし、そういうことを聞く機会も

なかったです。なので、県民の方でも知らない方が大半でしょうから、今までの事情がこ

うで、だからできてないんですではなくて、県民のために、子どもたちの教育のために、

滋賀県の人たちが郷土愛を持って滋賀県で働く人が増えて、観光振興がなされて、たくさ

ん人が住んでくれて、より良い都市になっていくということを想定した中で、どんどんと

問題を大きくしていって、広げてもらって県民全員が問題意識を持つぐらいの勢いであっ

てもいいということをとても感じました。 

 文化館の後継施設が必要ということは前から分かっていたことなので、今さらその場所

をどうこうするという議論というのも、本当に私個人的には納得がいかない。例えば大津

がよいといったときに、競輪場の跡地に新しい施設が出来ましたけれども、もっと大津の

首長と腹を割って話をして、例えばあそこにつくろうという運動がなぜ起こらなかったん

だろうということに関しても非常に私は疑問を感じますし、例えば琵琶湖博物館なんかも、

私、対岸に住んでいますのでよく見てますと、あそこに後継施設があると湖上交通の促進

などでもっと観光振興につながっていくのにとか、夢を語ればいろいろできるのに、何で

そうならないのかということが非常に疑問ですので、とにかく時間をかけずに、かけるべ

きところはかけないといけませんけれども、どう考えても７年というのは不可解ですので、
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積み上げて７年かかりますではなくて、滋賀県のためにはこれを３年で何とか進めていき

ましょうみたいな熱い思いを持ったリーダーが、誰かが引っ張ってくださらないと、私が

できるのであれば私は言いたいですけれども、私一人ではできないことですので、そうな

ってくれたらいいと思います。 

 

○委員 

 一応、この会議体のまとめという意味では、このたたき台は分かりやすくまとめられて

いるという印象がまずございます。私が、会議体が始まる当初から少し疑問であった点が

あるのですが、それはこの会議体のタイトルが機能継承の懇話ということです。機能継承

というのは新施設の企画とは少し違うような気がするんです。ということは、機能継承を

する今日的条件、最低限の条件、常識的条件、そういったものをもう一回整理したりする

という場なのかどうかです。 

 ただ、新しい施設の企画というのは、それだけでできるものでは全くないと思うんです。

企画というのはもっとチャレンジングな姿勢がないとできないはずですが、ベーシックな

条件整理をしているようなところがこの会議体はあったと思うんです。そもそも近代美術

館の中に組み込まれていたわけですから、その企画を簡単に崩してしまうのは個人的には

反対でしたが、議論の上、分離したわけですから、そうしますと、先ほどおっしゃられた

ようなことは僕も感じます。 

 つまり、滋賀県の中で三本柱と言っているわけですが、やはり近代美術館とは別に独自

性のある、文化館は本来独立していたわけですから、その状態の中でいいものにしようと

いう話があったと思うんですね。ということは、今日、提示されている図がございますけ

ど、文化財保護という観点や、あるいは滋賀県のステータスを高めていくための美の滋賀、

美の滋賀という言葉自体が重要ではなくて、滋賀県のステータス、地域のステータスを高

めていくということが重要と思うわけですけれど、その意味で琵琶湖文化館の後継施設は

非常に重要な施設になってくるだろうということが確認されているわけです。ですから、

この企画を前半と後半にもし分けるとすれば、この機能継承は前半と思います。 

 私も昔、デザイン的な商品開発とかの仕事をしていましたが、まずはどのように考える

べきかという基本条件とか社会の要請やファクター、そういったものを情報収集して整理

するのがやはり前半だと思うんです。後半にはどんなことがチャレンジできるかとか、ど

ういうことがおもしろいのかとか、ただの条件整備ではなく、クリエイティブな部分がな

いと企画にはならないわけです。今、この会議体では、そのクリエイティブな部分を議論

することはあまりせず、基本条件の整理をしている。最低限、ここはクリアしてください

みたいな話が多いわけです。それは当然必要なことなので、機能継承の懇話ということで

は、そこが中心になることは致し方がありませんし、それでいいと思うんですけれども、

これで企画ができましたとは感じないわけです。やはりもっとこうあるべきという議論が

この会議体ではないのかもしれませんが、必要だろうと。そういったことを次の準備室が

するのか、あるいはその準備室ができる前にもう一度、創造的な部分、もう少し前向きな
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部分を語る言葉が出てくるのか、そういう部分が今ないような気がするんです。せっかく

つくるのに夢がないんです。最低限のことでいいじゃないですかみたいな話になっていて、

正直申し上げると、前の琵琶湖文化館より今の企画書のレベルは低いと思います。なぜレ

ベルが低いかと言うと、シンボル性がないんです。前の琵琶湖文化館は少なくともシンボ

ル性がありました。滋賀の文化を象徴しているというか、目立つ対象であり、あのような

特殊な形であり、琵琶湖の湖上に浮かんでいて、非常に印象深いし、シンボル性があった

ので、一つのステータスになっていたと思うんです。今、そのようなことは何も語られる

機会はありませんでしたので、やはり新しい施設を考える際は、そのような、どうあるべ

きか論をきちんとして、最低限、前の文化館が持っていた印象の強さ、それを凌駕するよ

うなものでなければ、むしろパワーダウンしてしまうんではないかという気もするわけで

す。そこは地域のステータスとか文化財を生かしていこうとか、それを誇りに思おうとか、

さまざまな意味を込めて、美の滋賀も含めて、逆にマイナスになってしまうというのがあ

りますので、せっかく美術館が分離したんですから、そこをしっかりと企画していかない

と、こういう重要な施設として位置づけられた以上、ちょっと後半の企画部分がない、と

いう感じがするんです。そこがしっかり夢が語られて、そしてその準備室とか実施してい

くための体制、そして建築です。建築のイメージがどうあるべきかということ、そこをし

っかりやっていかないと、また美術館の二の舞になってしまうということがありますので、

そういうことがもう二度とないよう、条件付けをしていかねばならないということがあり

まして、やはりこうあるべき論のところで建築等の考え方、進め方等も含めて、やはりイ

メージをどうつくり上げていくかというようなことは必要かと思います。 

 あと、７年というのはもうちょっと何とかならないのかという印象がございました。 

 

○委員 

 はい、ありがとうございました。 

 一通り委員の皆さんから御意見をお聞きしましたが、要はこの継承方針のたたき台の内

容というよりも、ほかのことで大体皆さん、一致した意見が出ているように思います。こ

こで、今日は最後の懇話会になりますし、事務局として何か一言おっしゃることがありま

したらお願いしたいと思います。 

 

○事務局 

 大変貴重な御意見をいただきましてありがとうございます。 

 実現のため、どう執行していくか、財源確保をどうしていくか、それからスケジュール

の点について、御意見をいただきました。ここに書いておりますが、財政事情、その他の

事情を考慮しながらとは書いておりますけれど、これは決してお金がないから先送りする

とかスケジュールが長くなるとかという趣旨では決してございません。この整備に向けて

手順を踏んでいくと、あくまでこれは標準的なスケジュールですが、前回も少しお話し申

し上げましたけれども、どうしてもやはり物理的にこれぐらいの日数がかかるというとこ
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ろを現時点で想定できるスケジュールとしてお示ししているものでございます。 

 ですので、これから具体的に来年度、基本計画を策定していく中で、もっと何か工夫し

てできるだけ早くできる方法、建物も早くできるような工法とか、そういったところも工

夫しながら、できるだけ早くスケジュールを前倒ししていきたいとは思っております。で

すので、その意味では、できるだけ早い整備に努めると認識しているところでございます。  

 それから、次年度以降、準備室を整備して、しっかりプロジェクトリーダーも据えてと

いうことも御意見をいただいております。今、この段階で整備室をつくって、あるいはリ

ーダーを据えてという具体的なところを申し上げられないのは大変申し訳ないのですが、

今、そういう方向で準備は進めていきたいと考えております。次年度以降、そういったし

っかりしたリーダーとなるような方を据えまして、その人のもとでできるだけ具体的な体

制、準備体制を築いていきたいと思っております。そして、具体的な基本計画も策定を進

めていきたいと考えております。 

 それから、企画性がないというところは、まさにそのとおりでございます。今回、この

機能継承の基本方針ということで１年間、大変お忙しい中を御協力いただきまして、今回

こういう形でここまで方針をまとめることができたのですけども、確かにさらにその次の

ステップとなるような新しいクリエイティブな部分というのは、やはり不足しているとい

うのは私も正直思っておりますし、もともとがまずは方針を整理して次のステップへとい

う考えのもとに今回進めてきたということもありましたので、そこの部分は十分議論いた

だけなかったところもございますし、私どもも、まだちょっとそこまで書き込むことがで

きなかったというのは正直なところでございます。 

 ただ、やはりせっかくつくるのであれば、新生美術館基本計画に匹敵するようなしっか

りしたものをつくっていかなければならないということは当然思っております。ですので、

そこは来年度、基本計画として具体的にしっかり皆さんになるほどと思っていただけるよ

うなものをできるように努力していきたいと考えております。 

 そういう意味では具体的なところ、この基本方針の中では一部書けてないところが次の

来年度の基本計画に委ねることになろうかと思いますけれども、そこは今日、いただいた

御意見を踏まえまして、そういったところもしっかり繋ぎながら計画をまとめてまいりた

いと考えております。 

 

○委員 

 ただいま、人や組織の問題等についてもこれからしっかりとやっていきますというお話

だったように思いますけれども、それでは、先ほど申しましたように、これが最後になり

ますので、５回懇話会をさせていただき、いろいろ御意見をいただきました。本日は、そ

の総括の意味で、御発言いただいたと思います。事務局におかれましては今日出ました意

見を十分にくみ取っていただき、これから進めていく上でそれをしっかりと守っていただ

きたいと思います。それでは本当に最後の御意見ということで、お願いします。 
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○委員 

 基本計画の策定は令和２年度ですか。ここに書いている、プロジェクトを主導するリー

ダーの選任、関連分野の学芸員等で構成する事業推進体制を構築するのは来年度ですね。

その専門家の方を採用されるということであれば、当然、その人件費は予算措置出来てい

るということですか。 

 

○事務局 

 はい、来年度に策定を予定しており、この計画策定をするために、こういった体制のも

とで進めていきたいと考えています。予算措置については、現在、来年度予算編成の真っ

最中で、詳細までは申し上げられませんけれども、一応そういう方をしっかり迎えられる

ような形で、一応予算も考えております。 

 

○委員 

 皆さんが出していただいた御意見に私もほとんど同意見でございますが、先ほどのご意

見にもありましたが、これは、僕は必要条件で、十分条件にはなっていないということは

前回も話をしていたと思います。整備スケジュールが７年というのはどなたも納得できて

いない。懇話会の総意は、せめて３年、５年ぐらいまでには実現してくださいということ

です。県としての標準的なお考えはこうなりますけれども、懇話会としては、現状を鑑み

たときに、もっと短縮してほしい、せめて４、５年に短縮してほしいとの強い要望があっ

たことは、どこかで書いていただきたいと思いますし、このままでは、下手すればそのま

ま流れるのではと思います。もう一つはＰＦＩを検討されるとありますが、２年かけて考

える必要があるのかも少し疑問です。検討に１年間、丸々かけるのがもったいないし、こ

れは並行的してできるかもしれない。技術的には知りませんが、とりあえずこれを早く実

現するという意味では、もっと詰めることができると思うので、このままで委員の皆が７

年で行きますと、この報告書がこうでしたと言われると、私は少なくともそんなことは認

めてないという気になりますし、私も一応所有者の代表として来ているので、７年かかる

という話であれば、「何のために行ってきたのか」などという話になる。本当に所有者の支

援と理解が結構、限界の状態まで来ていると思います。現状の緊急性もありますけれども、

所有者の心情、気持ちから言っても、かなり限界に近づいてきているのは間違いなく、そ

んなに悠長なことでは本当にないんです。これについては、僕は本気で少し腹が立ってい

ます。もっと早くしてほしい。でないと、駄目というのはずっとあったんで、本当に他の

所有者の方も協力することにそろそろ気持ちが切れていくのではないか。 

 そうすると、この計画は土台から崩れるんです。ほとんどの重要な展示に寄与するよう

なものは寄託品なので、所有者が理解しなかったら、皆が返してくれと言ったらどうしよ

うもないわけです。県有のものであれば、好きなようにされたらいいですけど、預かって

おられるものですから。だから、この７年というのは、やはり何かの形で、この懇話会で

２年でも３年でも短縮せよという意見が大半を占めたということをどこかに盛り込んでい
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ただければと思います。いろいろ事情があるから余り書き込めないのは分かるとしても、

やはり年数だけは少し直せるのではないかと思います。 

 

○委員 

 スケジュールを見ていると、余裕を持っておられて、多分１年目から３年目で１年ぐら

いは短縮できるんではないかと。実際、これまで何を積み重ねてきたかにもよるとは思う

んですけれども、恐らく忙しくなるとは思いますが、５年ぐらいして建物ができてないと

開館できませんし、その辺、縮められないところもあるんでしょうけど、ある程度、重な

りつつ進めていただければ、実際には２年ぐらい短縮は可能ではないかと思います。 

 それで、本当に理念はこれぐらいで、ここから本当に具体的にどんどん進めていただか

ないと、また流れてしまって、もう永久にできませんみたいな話になるので、やはりスピ

ード感を持って駆け足でやっていくつもりがないと、何か途中でだれてしまってというこ

とはありがちなので、来年の人や予算のことも、ある程度、お考えになっておられるよう

ですし、毎日、担当の人たちがどうするのかというのを庁内で議論していけるような体制

をきっちりつくると、幾つかのことが多分並行して進んでいけると思います。事務方と学

芸員が協力し合って、無駄のない仕事をしていただければ、多分ある程度圧縮してやった

ほうがいいこともたくさんありますので、なるべく早く実現していただけるよう、そこは

検討していただいてはどうか。進んでいかないと分からないことは結構たくさんあります

ので、どれぐらいの面積が一体確保できるのか、どこにつくるのか、では、こういう機能

をここまでできるとか、そういう話はやはり１個ずつ積んでいってもできないところもあ

りますので、いかに短縮していいものをつくるか等、明日からでも具体的にやっていただ

ければいいと思います。 

 

○委員 

 私もやはりこの７年が非常に、前回から引っかかってしまっているんですけど、先ほど

の話でもありましたが、結局、後半の企画性という議論がない。事務局で意図的にされた

のか、偶然そうなったのか、ちょっと分からないですけども、前回、この７年というスケ

ジュールが出てきたんですけども、もしこれが一番最初に出てきて、これは法律があるか

ら脱法行為ができないという話であれば、もう少し議論ができたと思うんです。僕は３年

ぐらいでやってもらって、収蔵庫をつくって、そこにある常設的な機能をもって即効性と

いうか、要するに早さで勝負する。それと、近代美術館の再整備があるということをお聞

きしていますので、そういうものとやはりリンクさせてやっていくのがいいかと。 

 だから、７年でいいと委員の先生方は誰もおっしゃっていないと思いますし、このスケ

ジュールがこのメンバーの意見となるのは、少し失礼な言い方をすれば詐術に近いのでは

ないかと思いますので、もっとスピード感を持ってやってほしいという意見が非常に強か

ったと、そのようにお書きいただいたほうがいいと思います。スピード感は今の文化財行

政に関して非常に大事なことと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 
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○委員 

 誰一人悪意があって延ばし延ばしになっているわけでもなく、一生懸命やってきた結果

が今日であるかとは思います。 

 ただ、これだけ時間をかけて、今からまた一からつくりますという、この県の方針、方

向性は、私は罪だと思いますし、意識改革だけで済む問題ではないと思います。行政の仕

組みの悪い部分というのが非常に露呈しているように見受けられますので、スピード感を

持っていただければよいのではないかと。やるべきことはここに書いてあるとおり、本当

にシンプルに見えています。何が駄目なのかということは、法的な要求事項もありますの

で、すぐにできることではないにしても、３人、５人、知恵が集まればできることがある

と思いますので、まず、今日、お越しになっていますメディアの皆さん、ぜひとも県民に

これが問題になっているということをもっともっと知らしめて、県民の皆さんの興味関心

が非常に大きくなるようにしていただきたい。やはり我々、滋賀県民のルーツ、アイデン

ティティの文化財を守って豊かに育てていくのが我々の義務だと思いますので、ぜひとも

その投げかけをお願いしたいと思います。 

 あと、議員の先生もいらっしゃっていますので、ぜひまた議会のほうで、対立ではなく

て、よりよいものにするためには、やはり時間が一番大事で、文化財がどんどん朽ちてい

って、所有者の皆さんにも非常に悲しい思いをさせている現状というのをぜひ訴えていた

だければと思います。私ら県民は議会に行って、一人一人が興味を持てばもっとよいもの

ができると思いますので、私も微力ですけれども、引き続き伝えていければと思います。 

 

○委員 

 たたき台の18ページの７年間の工程イメージで、基本計画策定がゼロ年度に書いていま

すが、これは何のことですか。 

 

○事務局 

 基本計画の策定を来年度予定しているということです。 

 

○委員 

 ということは、これは７年ではなくて実は８年という図ですね。基本計画策定はこの機

能継承懇話会ではなく別の話でしょうし、それはそれで必要と思うのでよろしいんですけ

ど、ただそうなると８年かかるということになると思います。 

 それと、やはり皆さんと同じことですが、この文章を読んでいますと、スケジュールの

危機感に関して表現が足りなくて、一般的なことしか書いてない。７年程度と書いてあり

ますが、実は８年。だから、一般的に８年かかりますということが書いてあるに過ぎない

んです。それで果たしていいかということです。 

 むしろ一般的に７、８年かかりますが、我々はこの状況においてそこを何とか短縮して
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４、５年でやるべきだと考えていますという概念を図にするのなら、その作業工程表のイ

メージを書かないと意味がないと思います。一般論を今さら言っても意味がないと思いま

す。２年ぐらい短縮できるか、１年ぐらいしか短縮できないのか、どれだけ短縮できるか

は分かりませんが、精いっぱい短縮した作業工程表のイメージを示さないと、一般論はも

う聞きたくないという感じではないかと思いましたので、よろしくお願いします。 

 

○事務局 

 ありがとうございます。これは、あくまで標準的ということから一般的にという表記を

させていただきました。ですから、このスケジュールで進めますということでは決してご

ざいません。来年度、基本計画を策定する中で、スケジュールも改めて、具体的にどれぐ

らいかかるのかをお示しなければならないと思っております。ですので、この７年が基本

計画策定を含めますと実際には８年ということになってきますけれども、実際に基本的計

画をつくっていく中で、どれぐらいの規模の館をつくり、場所も含めてですけど、どのよ

うな条件のもとで整備をしていくかがもう少し具体的になれば、スケジュールももう少し

具体的に描けることが可能と思いますので、当然、そういうところを含めて工夫できるも

のはできるだけ工夫して、当然前倒しでできるところは並行してやっていくということは

最大限やっていかなければならないと考えております。ですので、このスケジュールが実

際の整備スケジュールというわけでは決してございませんので、そこだけはご理解いただ

ければと思います。これを全ての委員から御指摘がありましたように、もっと短縮すると

いうことをうまく表現し、方針の中でももう少し工夫してまいりたいと思っております。 

 実際には来年度の計画を策定する中で、そこを見極めていくことになりますので、その

視点でできるだけ早期の実現ができるような計画を検討していきたいと考えております。 

 

○委員 

 ありがとうございました。ＰＦＩでやるから７年かかると思っていたのですが、そうで

はなく、施設のオープンまでに通常７年ぐらいかかるだろうということですね。 

 

○事務局 

 ＰＦＩの検討は必ずしなければならないのですが、これがあるから必ずしも延びるとい

うことではありません。ＰＦＩにすることによって、例えば設計と建築を一括発注されて

いるケースもあり、そうすると、入札の手続など行政的な手続も省ける部分もありますの

で、工期を一定短縮することができます。ですので、一概に、ＰＦＩだから長くなるとか

そういう相関関係にはないんですが、ただ先ほども御指摘いただきましたように、ＰＦＩ

の検討、あるいは実施方針とか選定にかなり時間がかかっているというのは、確かに一部、

あろうかと思いますし、この辺りの検討をなるべく早くする余地はあると思います。 

 ただ、やってみないと分からないところも少しありますので、今の段階ではできますと

は申し上げられませんが、できるだけ早くできる方法で進めていきたいと考えています。 
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○委員 

 ほかに何か御意見ございませんでしょうか。 

 特段ないようでございましたら、まだ時間も少し残しておりますけども、最後に中嶋部

長さんから御挨拶をいただくことになっております。この５回の中で委員から出たこと、

今後、県としてはどのようにやりたいということがございましたら御挨拶の中に含めてい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

○事務局（中嶋部長） 

 本日もたくさんの御意見、ありがとうございます。これまでも出ていましたが、今日、

出ました意見の中で三つのことで考え方を述べさせていただきたいと思います。 

 まずは、まだまだ時間がかかるのではないかという皆様方の御意見はごもっともでござ

いまして、私どももこの資料を懇話会に出すときに、こんなにかかるのかと、どこか短縮

できないのかということをいろいろと考えております。先ほどもありましたように、どの

部分を並行してやっていけるか、それがまだこの段階で見えないので、こういう書き方を

させていただいているのですが、かといって、これが３年ぐらいで建ちますと、変な期待

感を持っていただいて、できなかったというわけにはいきませんので、ここをどう今後、

短縮していけるのか、あるいは委員の皆様の思いをどうここに反映させていただくか、こ

れはもう少し検討させていただきたいと思います。 

 それから、今回、ベーシックな部分の取りまとめをさせていただきましたが、どんな文

化館になるのかという部分は、基本計画を策定する中で、どんな姿を目指していくのかと

いうことも含めて検討をしていきたいと考えております。 

 また、前々から体制等についても御議論いただいております。今この場では申し上げら

れませんが、そういったことも議論している最中でございますので、またこうさせていた

だきますというときには、表明をさせていただきたいと考えております。 

 委員の皆様には、短期間で５回の懇話会と大変お世話になり、毎回の懇話会でいろんな

御意見をいただき、ありがとうございます。御議論の中で、今、長い間、休館している琵

琶湖文化館ですけども、非常に大きな役割を果たしてきたと。それから、まだまだ今後も

大きな役割を担っていく、期待されている館であると考えております。５回の懇話会でい

ただきました御意見を踏まえまして、今後、その役割をしっかりと果たしていけるような

館をどう計画していくかを今後しっかりと考えていきたいと思います。 

 懇話会は今回で終わりではございますが、今後とも委員の皆様にはそれぞれの御立場か

ら、私どもがこういった計画を進める、あるいは議論していく中でご指導、ご鞭撻をいた

だければと思っております。今回までいろいろとお忙しい中、ありがとうございます。 

 

○委員 

 ありがとうございました。進行が少し前後いたしましたけれども、最後に委員の皆さん、
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５回にわたって貴重な意見をいただきましてありがとうございました。私はあまり自分の

意見は言っておりませんけれども、琵琶湖文化館を休館するときに文化館の友の会のシン

ポジウムの基調講演で話をし、それから文化庁の調査官とかいろんな委員を入れてシンポ

ジウムを開いたわけですけれども、あのときは知事、議長、教育長宛てに要望書が幾つか

の学会から出たりしており、入館者が２万人を切ったということだけで閉めるということ

はおかしいのではないかという意見もありました。多くの人に見に来ていただくことは文

化館の一つの大きな仕事ですけれども、それだけではないのではという意見もそのシンポ

ジウムでも出ましたし、いろんな意見がありましたが、休館することになりました。その

後、10年間、それに代わるものはなかったということであります。それで、近代美術館と

琵琶湖文化館の機能、それからアール・ブリュットで新生美術館を立ち上げるということ

でありましたが、神と仏の美を新生美術館の一つのパートとして入れるということは、本

当はそんな簡単なことではないという意見もあったと思うんですけれども、県がその方針

でやりますということでありましたので、そのときのいろんな委員会での委員の皆様も、

それならしっかりしてほしいということでした。しかし、もしかしたら十一面観音の一部

を近代美術館で展示するというようなことかと言っていた人もいたほどで、皆さんはもっ

と大きな国立博物館レベルの施設が要るのではないかと考えておられたと思うんです。い

ろんな経過があって、そして琵琶湖文化館の後継施設をどうするかということで、この懇

話会が立ち上げられて意見を聞いたわけですけれども、要は本当に急がないといけないと

いうこと、それと各委員から出た意見を事務当局におかれましても、しっかりと受けとめ

て、今後早急に、第一に所有者の方あるいは県民の方、それから1000年間伝えてきた人た

ちの積み重ねを今日の当事者として、それをどう受けとめて、それを守ることを実現して

いくかということが、非常に大事なことになるのではないかということを申し上げてこの

委員会を終え、事務局にお返ししたいと思います。ありがとうございました。 


