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第１回信濃美術館整備委員会 議事録 

 

○開催日時 平成 29 年２月 20 日（月） 10：00 ～12：05 

○場  所 長野県庁３階 特別会議室 

○出 席 者 

委 員 荻原委員、北島委員、北村委員、黒田委員、小坂委員、近藤委員、竹内

委員、谷委員、土屋委員、橋本委員、福島委員、松本委員、本江委員、

山浦委員、若麻績委員（欠席委員：佐野委員、野原委員） 

長 野 県 阿部知事、青木県民文化部長、中坪文化政策課長、日向信濃美術館整備

室長、矢澤施設課長、高山信濃美術館整備室課長補佐 

 

（事務局） 

この後本委員会を開会いたしますが、本委員会は公開とさせていただいておりま

す。委員の皆様方のご発言内容は、議事録を作成し、後日各委員に発言部分を確認

していただいた上で、議事録として県のホームページに掲載させていただきたいと

存じますので、あらかじめご了承をお願いいたします。 

 

１ 開 会  

 

(事務局) 

ただいまから、第１回信濃美術館整備委員会を開催いたします。 

私は、本日の進行を務めます信濃美術館整備室課長補佐の高山です。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

はじめに、長野県知事、阿部守一よりごあいさつ申し上げます。 

 

２ あいさつ 

 

（阿部知事） 

皆様、おはようございます。第１回の信濃美術館整備委員会の開会に当たりまし

て、一言、ごあいさつを申し上げます。 

はじめに、今日お集まりの委員の皆様方には大変お忙しい中、この整備委員会の

委員をお引き受けいただきまして大変ありがとうございました。ぜひ皆様方には闊

達な意見交換のもとで、この信濃美術館のさらなる具体化に向けた方向づけ、ご議

論をいただきたいと思っております。 

これまでも整備検討委員会の皆様方でさまざまご検討いただいたことを踏まえて、

信濃美術館の整備基本構想を策定しております。私としては、これまでいただいて

いる方向性、大変望ましい方向性だと思っておりますし、県の全体を預かり、そし

て具体的な予算編成、予算執行を預かる立場としてもぜひこれまでいただいている
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ご意見を最大限尊重して、具体化していきたいと思っております。 

特に、私から何点かお話し申し上げたいと思います。まず、この信濃美術館の改

築は、本来改築すべきという議論が出てから大変時間が経ってしまっていると思っ

ております。私とすれば、長野県は、今、物の豊かさから心の豊かさへと社会全体

が変化をしていく中で、県政の方向性としても、そちら側にしっかりとかじを切っ

ていきたいと思っております。 

そういう意味で、この信濃美術館の今回の整備に当たりましては、単なる信濃美

術館の改築整備にとどまらず、ぜひ長野県全体の文化振興の核となり得るような施

設を目指して取り組んでいきたいと思っています。これまで出されている方向性も

さまざまな地域文化、県内の美術館のネットワークの中核という方向性もお出しい

ただいている訳でありますが、広い県土の長野県、ぜひ多くの県民の皆様方から、

この信濃美術館の改築によって長野県の文化芸術振興が進んだと実感していただけ

るように取り組んでいきたいと思っておりますし、また、多くの県民の皆様方に親

しまれ、そして愛される施設となるように、私も皆さんと一緒に魂を込めていきた

いと思っております。 

それから、この美術館、子どもたちの教育の場としてもぜひ活用できるようにし

ていきたいと思っています。私もそう数多く海外の美術館等を見ている訳ではあり

ませんけれども、海外の美術館へ行くと、子どもたちが一所懸命に説明を聞きなが

ら目を輝かしている姿もよく見かけます。未来を担う子どもたちの感性を、やはり

文化芸術の観点から研ぎ澄ましていくことも、これからの人づくりにおいては極め

て重要ではないかと思っています。そういう意味でこの信濃美術館、子どもたちに

とっても意義あるものにしていきたいと思っています。 

それから、やはり信州ゆかりの作家を応援できるような拠点でありたいと思いま

すし、またそれと同時に、昨年長野県の海外からのインバウンドのお客様、延べ宿

泊者数 100 万人を突破して、なお増加基調にあります。日本中から、そして世界か

ら大勢の観光客をお迎えしている長野県としては、やはり観光という視点もしっか

り持ってこの整備を進めていきたいと思っております。 

ぜひ、皆様方にはそれぞれのご経験、それぞれのお立場から、この信濃美術館が

本当に今回整備を改めてよかったと多くの県民の皆様方から言っていただけるよう

な施設になりますようにお力添え、ご協力いただきますよう心からお願いを申し上

げたいと思います。 

私自身もこの信濃美術館の整備、そして長野県の文化芸術の振興、これからも皆

様方のご協力、ご支援をいただきながら全力で取り組んでいきたいということを冒

頭に決意表明させていただき、私からのあいさつとさせていただきます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

(事務局) 

阿部知事は公務の重なりがございまして、ここで退席させていただきますが、ご

了承いただきたいと思います。 
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３ 委員の紹介 

 

(事務局) 

それでは「３ 委員の紹介」に移ります。本委員会の委員につきましては、委員名

簿に記載の 17 名の方に就任のご承諾をいただいております。お手元にお配りした委

嘱状のとおり、本日から２年間、委員をお務めいただきますので、どうぞよろしく

お願いいたします。なお、委員のうち佐野委員、野原委員はご都合により本日欠席

されております。 

それでは大変恐縮ではございますが、委員の皆様方に一言添えていただきまして、

それぞれ自己紹介をお願いしたいと思います。 

名簿の順に従いまして、荻原委員からお願いいたします。 

 

（荻原委員） 

企業メセナ協議会の荻原と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

メセナというと聞き慣れない方々がおいでと思いますけれども、私ども 1990 年に

設立いたしました公益社団法人でございまして、現在、企業、文化団体、約 170 社・

団体が集まっております。民間による芸術文化振興を推進していくという趣旨で、

企業が行う芸術・文化振興活動を表彰したり、メセナに関する調査研究を行ったり、

あるいは自治体やＮＰＯの方々とを結びつけるプラットフォームの役割を担ってお

ります。例えば、顕彰事業のメセナアワードでは、八十二文化財団様がかつて「メ

セナ地域賞」を受賞なさっておいでです。 

また、私ごとで恐縮ですが、上田の出身でございまして、高校時代までこちらにい

たということもありまして、このたび、このようにお声がけいただきましたこと、

大変うれしく思っております。微力ではございますが、お役に立てるように務めさ

せていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

（北島委員） 

信越放送の北島でございます。 

私が委員に委嘱されたのは、なぜかなとつらつら考えてみましたけれども、一つ

は、私どもも創立して 65 周年が過ぎましたけれども、会社が 15 周年の折に、社内

ではとにかく長野県に本格的な美術館を建てたいという、長野県の県民の皆さんの

夢を何とか実現させようじゃないかという機運が盛り上がりまして、正におよそ半

世紀前に、周年の事業として長野県信濃美術館の建設に力をお貸しした訳でありま

す。 

また後ほど意見、発表の場があったらとは思っておりますけれども、そういう因

縁がございますので、勉強いたしまして、お役に立てるようにしてまいりたいと思

っております。どうぞよろしくお願いいたします。 
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（北村委員） 

一般社団法人長野県商工会議所連合会の会長で、長野商工会議所の会頭の北村で

ございます。 

長野には観光地 善光寺がございます。そしてまた善光寺のお隣に、今、信濃美術

館がある訳ですが、どうしても善光寺は善光寺で来る方、それから美術館は美術館

と、そういうことで、今あまり観光客が両方をセットでということが非常に少ない

ように感じています。そういった中で今回、改築ということでありまして、これに

つきましてはぜひとも善光寺、信濃美術館、これが一体化できるような、そんなも

のが望ましいなと考えております。 

そしてまた、今度は私ごとになりますが、文化芸術、そういったものに対しては

大変、私も疎いものでございまして、特にそんな中で、動と静と、そう見た場合に、

音楽は好きなのですが、この美術関係、書道関係とか、そういったものに非常に、

興味はあってもなかなか足を運ばないと。旅行に行っても、旅行にセットになって

いる中に美術館があるからそこへ足を運んだと、そんなような非常に美術には疎い

ものですから、ぜひ私もこれを機会に信濃美術館に足を運び、感性を磨き上げられ

たらと、私も個人的にも希望を豊富を思っておりますので、ぜひよろしくお願いし

たいと思います。ありがとうございます。 

 

（黒田委員） 

長野市副市長の黒田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

美術館を所在する市として、そして美術館の周りにある城山公園の管理者として、

そして何よりも美術館の地主として参加させていただきたいと思います。 

基本構想の検討委員会の段階から参加させていただいておりますが、もうちょっ

と前の、私は県の企画部長をやったときの５か年計画に位置づけたときから、よう

やく６年でここまで来たという感慨深いものがございます。 

個人的な話ですけれども、私も高校時代、長野高校で美術班に入っておりまして、

油絵を描いておりまして自称絵描きでございます。 

 

（小坂委員） 

信濃毎日新聞の社長をしております小坂と申します。よろしくお願いいたします。 

私は信濃美術館協議会のメンバーに選んでいただいて、何年かこの美術館の運営

等に関して意見を申し上げる機会をいただいてまいりました。その協議会の会場は

今の信濃美術館の上の講堂でございますが、ここが窓もなく、薄暗く、天井は高く

て暖房が効かないと、非常に寂しい雰囲気の中で議論をしているたびに、この美術

館、何とか新しいものになったらよいなあという意見が委員の方からもたくさん出

ておりまして、それがようやく議論の緒についたということで、また大変広がりの

ある構想になりそうなので、とても楽しみにしております。 

また、子どものころから学校の見学などを通じて信濃美術館と親しんできたと、

そういう立場からも少しでも役に立つ意見を申し上げられたらよいなと思っており
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ます。よろしくお願いいたします。 

 

（近藤委員） 

おはようございます。近藤誠一でございます。長野県出身ではございませんけれ

ども、ご縁がございまして、文化振興事業団の理事長をさせていただいております。 

私が阿部知事からのご依頼でこのポストをお受けしましたのは、文化庁長官時代、

そしてそれに先立つ外務省の時代に、これから日本人を元気にするのは地域と文化

であると確信を持ったからでございます。東京は安全保障とかマクロ経済文明でも

う精いっぱいでございます。それ以上のことを政府に求めるのは、このグローバル

化の時代にあまりにも酷であろうという結論に達した次第です。 

そしてまた、そういう意味では、これから地方において、そこに根づく文化、歴

史に基づいて元気にしていく、社会を活性化していくという時代に来ていると思い

ます。よく言われますように、文明というのは腹の足しになる、便利である。文化

は便利でもないし腹の足しにならない。しかし心の糧になる。その心の糧こそが、

今、日本人を元気にする重要な要素であると思っています。そういう意味ではこの

美術館も、美術教育といいますが、美術を教えるのではなくて、美術で教える、子

どもの力を引き出すという、そういう基本方針でやっていただければと思います。 

これからいろいろなハードのあり方を議論しますけれども、そういう美術による

教育、潜在能力を引き出すソフトを達成しやすい環境としてのハードをつくると、

そういう発想で進めていくべきではないかと個人的には考えております。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

（竹内委員） 

竹内と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

今、信越放送の北島委員から、周年事業で信濃美術館のスタートを切れたという

ことを言われましたが、考えてみると、今、日本で一番古い県立美術館が信濃美術

館なのですね。ですから、これを機会に新しいよい美術館のために、微力ながら頑

張りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（谷委員） 

宇都宮美術館の谷でございます。 

なぜ、私が宇都宮あたりからここに呼ばれてまいっているかということですが岡

谷の生まれ、育ちだということだと思います。県外での生活が長いですが、長野県

のいくつかの美術館にもこれまで仕事で関わらせていただきました。宇都宮美術館

はちょうど今年が開館 20 周年の最中ですが、思い出深いのは、私が宇都宮にまいり

ました 1995 年は、１月に阪神・淡路大震災が起こり、宇都宮に移ろうかという３月

に地下鉄サリン事件が起こりました。そのころ広大な森の中にある美術館ですけれ

ども、そこに珍重種のオオタカの営巣が発見されまして、そのため工事がストップ

した関係で約半年開館が遅れ、今年の３月 23 日に開館満 20 周年を迎えます。以来
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今日に至るまで 20 年間、館長を担当させていただきました。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 

（土屋委員） 

七二会中学校の長野県美術教育研究会の土屋敏行と申します。よろしくお願いい

たします。 

本会は長野県下の小中学校の図工・美術の校長、教頭、教諭、講師と、美術館、博

物館の学芸員の皆さんで構成される県下 15 支部 350 名ほどの研究会であります。子

どもを中心に据えて、感性の響き合いの中に自己肯定感を育み、また生きて働く力

を培っていきたいと、70 年の研究を重ねて今日に至っております。 

このたびは信濃美術館整備委員会委員を拝命いたしましたので、美術教育の立場

から微力ながら務めさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 

（橋本委員） 

信濃美術館並びに東山魁夷館の館長を務めております橋本です。よろしくお願い

いたします。 

先ほど知事からもお話がありましたように、建設の要求、要望は 15 年以上前から

続けてまいりました。私が就任したのは、あの 3.11 の大震災の４月です。ですから、

私個人といたしましても収蔵品の安全管理の面から強く建設の要望を訴えてまいり

ました。こういった過去を振り返りますと、今日の委員会を迎えまして、私個人と

しては、やっと長い長い裾野の山を登って、やっと今日頂きについた、そういった

安堵感と、これからの期待を強く感じており感慨ひとしおでございます。 

これからはおよそ４年間という、今度は急坂だと思います。急坂の山を皆様と一

緒に登るということで、課題はたくさんあります。その課題はやはり解決していか

なければならないのですけれども、平素より信濃美術館をご支援いただいていらっ

しゃいます皆様方のお力をいただきまして、私なりに役目を果たしていきたいと強

く感じております。よろしくお願いいたします。 

 

（福島委員） 

福島煌洲と申します。長野県芸術文化協会の理事として、先輩の理事の方が大勢

いらっしゃる中から、女性の目から見た美術館のあり方についてということで、ご

意見をいただきたいということで委員に選ばれました。 

芸術の面では、いろいろな習い事がありますが、小さいころからの環境によって

芸術というものは身につくのではないかと思っております。学校関係でそういった

ものについて話をしているのか、私も教育の場から遠ざかっておりまして、本当に

そういうことについての研究もありまして、難しいいろいろな社会の経験をしてお

りませんけれども、女性の目から見て魅力のある美術館になるようご協力していき

たいと思っておりますが、よろしくお願いいたします。 
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（松本委員） 

信濃美術館整備の担当参与を仰せつかりました松本と申します。東京国立近代美

術館に 36 年ほど勤めまして、現在は特任研究員をしております。 

参与という立場をどうして引き受けたのかと随分尋ねられましたが、一つは、先

ほど竹内先生から話がありましたように、信濃美術館は県立美術館としてはとって

も古い館です。50 年以上にわたって個展やいろいろなテーマの展覧会を続けていく

と年が経つごとになかなか種がなくなってきて難しくなってくる。その同じ苦労を、

私は東京の近代美術館でしてきましたので、多少お役に立てるかと思ったというの

が一つです。 

それからもう一つは、本江先生や谷先生のように現代美術にお詳しい方は数え上

げると分かると思いますが、60 代、50 代、40 代、30 代と現代美術家として頑張っ

ていらっしゃる県出身の方が多いのです。そんな方々の顔なども浮かびまして、微

力ながら力を尽くしたいと思った次第です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（本江委員） 

よろしくお願いします。私は、現在、多摩美術大学の教員ですが、大学院を出て

20 年ほど竹橋の東京国立近代美術館におりました。それから大学に移りまして途中

で８年ほど府中市の美術館の館長を兼任いたしました。要するに国立の美術館と公

立の美術館、両方を割りとこの身を持って感じてきた人間です。 

それと同時に今は、松本委員のお話にもありましたが、現代美術にも、谷先生と

一緒でだんだん詳しくなってしまったのですね。その時にやっぱり長野県出身の方

が非常に多いのです。戸谷さん、辰野さん、根岸さん、いろいろな方がいらっしゃ

います。一方で、長野県はこれだけの現代美術の作家を出しているのに、長野県下

の美術館に彼らの作品がどの程度入っているかと考えますと、これはまたちょっと

お寒い実状かなという感じがします。 

今後のことですが、やはりこれからの日本の美術館は地域に根ざすことを主眼と

する。国立美術館も国の作家をちゃんと見ることをする。何を言いたいのかという

と、海の向こうにすばらしいものがあるのではないということです。私たちが今、

何をしなければいけないかというと、与えられた条件の中で皆さんの英知を結集し

て、どのように打開策を自ら見出していくか。借り物ではない打開策です。自分た

ちの頭で一所懸命考えて、いろいろな条件を全て検討して、１プラス１イコール２

みたいな誰でも分かるような論理でもって美術館というものをつくっていく。そう

いう美術館をちゃんとつくっていくということが、今、ここで初めて始まるのでは

ないかなと私は思っております。 

ちなみに、私は昨年４月、阿部知事、近藤理事長から、何を思ってのことかは存

じ上げませんが、長野県の芸術監督を拝命いたしました。根がまじめなものですか

ら、何ができるかなということで、早速、今、長野県下の地域の美術館を４つのブ

ロックに分けて、そこでネットワークをつくって、来年のために若手の作家のグル

ープショーをみんなでやっていこうかということを今、そういう方針でやっており
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ます。つまり、与えられた条件の中で何ができるか、この条件しかもうないんだと

なったら、そこで何かをやらざるを得ない。そのために皆さんの英知というものが

あればよいのではないかなと思っております。よろしくお願いします。 

 

（山浦委員） 

山浦愛幸と申します。私は長野県経営者協会の会長で、八十二銀行の会長もやっ

ておる訳であります。私はあまり美術館のことはよく分らないのであります。何で

選ばれたかといえば、観光にでも資するような何か意見を言えばよいのかなという

ように勝手に思っておる訳であります。 

私は、先ほどお話があったのですが、八十二文化財団をもう 20 年ぐらい前ですか、

つくりましてやっておるのですが、文化全般にやっておりますが、お金がないもの

ですから、場所だけあって 20 人くらい職員がいまして、貸しギャラリーもありまし

てやっております。美術関係でいうと、文化財団が企画展を１年に２回ずつやって

おりまして、それは郷土の物故の人たちの展覧会を、もう 20 年ですから２回ずつや

って 40 回ぐらいやっているということであります。私自身はあまり美術のことはよ

く分りません。東京あたりで展覧会をやっておると、たまに東京へ出張した折にい

ろいろな美術館を観て、企画展を観ておるのですが、東京は何か知らないですけれ

ども、暇な人がいっぱいいて、平日行っても人がわやんわやんいるということが、

私は印象深い訳であります。長野県でやると、ああはならないのだろうなあと思っ

ておる訳であります。 

いずれにしましても、何らかの焦点を当てたきちんとした美術館に、ほかにはな

い、みんな来てくれるだろう美術館を目指して、何かこれから考えるのに知恵を出

せればと思います。よろしくお願いします。 

 

（若麻績委員） 

信濃美術館に隣接しております善光寺の寺務総長を務めている若麻績です。よろ

しくお願いいたします。 

善光寺には、昔から年に一度善光寺を参拝する「講」があります。そんな講の中

に、お朝事で善光寺を参拝し、朝食を召し上がった後、自由時間に信濃美術館に行

かれる方もいます。 

昨年４月から寺務総長を務めている中で、何度か信濃美術館のオープニングセレ

モニーに出席させていただいて、昨年が 50 周年ということで県立の美術館としては

本当に古いということもいろいろなお話の中で聞くことができましたし、そしてま

たもちろん、私としても生まれて初めて行った美術館は信濃美術館でございます。

そういうような関係で、善光寺と信濃美術館ということもある訳でございますけれ

ども、今後、新しく立て直ししたときに、美術館に来られた人々が、あそこに善光

寺があるからお参りしようと、美術館で人を呼んでいただけるような、そんな美術

館を目指していただきたいと思います。 

そしてまた、今までの話とは全く違う訳でございまして、美術館と善光寺のとこ
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ろに壁みたいな土塁がありますけれども、あちらの土塁を調べさせていただきまし

て、当初あそこは歴史的なものではないかというようなことを思っていましたが、

結局、境に流れております湯福川が昔は氾濫したそうでございます。その氾濫を防

ぐために、土塁をつくったということでございますので、土塁の一部をなくしても

というような善光寺ではそういう意見も出ておりますので、また今後検討していた

だければと思います。以上でございます。 

 

(事務局) 

皆様、ありがとうございました。 

続きまして、事務局側の自己紹介をさせていただきます。 

 

（青木県民文化部長） 

県民文化部長の青木弘と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

（中坪文化政策課長） 

文化政策課長の中坪と申します。よろしくお願いいたします。 

 

（日向室長） 

１月１日付けをもちまして、信濃美術館整備室が設置されました。私は室長の日

向と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（矢澤施設課長） 

建設部施設課長の矢澤博と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

４ 委員長の選任 

 

（事務局） 

それでは「４ 委員長の選任」に移ります。はじめに当委員会の設置要項につい

て、信濃美術館整備室長の日向からご説明いたします。 

 

（日向室長） 

それでは、お手元の資料１をご覧ください。信濃美術館整備委員会設置要綱でご

ざいます。 

簡単に説明をさせていただきます。目的といたしまして、美術館整備に必要な事

項について検討するということ。それから、整備後の美術館の開館まで設置します。 

第２の検討事項としまして、以下（１）から（６）までございます。展覧会、コレ

クションに関すること。美術館教育。県内美術館及び地域との連携。管理運営体制。

施設整備。その他、必要な事項について検討をいただきます。 

第３の組織としまして、委嘱状を全て交付させていただいておりますけれども、
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知事が委嘱します。委員は 17 人以内、委嘱期間は２年間ということでお願いします。 

続いて第４の委員長です。委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選により決

定するとしております。委員長は委員会を統括すると。委員会に委員長代理を置き

まして、委員のうちから委員長が指名するとしております。会議につきましては、

委員長が招集しまして、委員長が議長となります。 

第６としまして専門委員会、委員会に専門的見地から検討するため専門委員会を

置くことができるとしております。専門委員会の委員につきましては､委員会の委員

その他委員長が適当と認める者のうちから委員長が指名することになっております。 

この会議の庶務は、私ども信濃美術館整備室において処理いたします。要綱の説

明は以上です。 

 

（事務局） 

それでは、改めまして委員長の選任に入ります。 

設置要項の第４で、「委員会に委員長をおき、委員長は委員の互選により決定する」

とされていますが、これについてはいかがしましょうか。 

 

（近藤委員） 

委員の方々には委員長をお願いするのに適格な方がたくさんいらっしゃると思い

ますけれども、やはりこれまでの業績とお人柄、そして何よりも整備検討委員会の

委員長を務めておられた竹内委員が適任であられるかと思います。 

 

（事務局） 

ただいま近藤委員から竹内委員を委員長にというご提案がありましたが、いかが

しましょうか。 

 

（拍手） 

 

それでは、本委員会の委員長を竹内様にお願いすることといたします。それでは、

竹内様、おそれいりますが、委員長席にご移動をお願いいたします。 

それでは、竹内委員長からごあいさつをお願いいたします。 

 

（竹内委員長） 

今、近藤委員のご発言で委員長になりましたが、何分、これだけのそうそうたる

メンバーをまとめるのはなかなか大変ではないかと考えておりますが、よい信濃美

術館にしようという情熱だけは負けまいと思っておりますので、ぜひ皆様のご協力

を得て、２年間、頑張ってやらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 
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（事務局） 

次に委員長代理の選任をお願いします。設置要項の第４の３で、「委員会に委員長

代理を置き、委員のうちから委員長が指名する」とされておりますので、竹内委員

長から委員長代理の指名をお願いいたします。 

 

（竹内委員長） 

分りました。信濃美術館の今後のことを考えて、現場からぜひ一緒に会議のまと

め役をお願いしたいと思いまして、参与の松本委員に委員長代理をお願いしたいと

思いますがいかがでしょうか。 

 

（拍手） 

 

（事務局） 

それでは、委員長から指名がございましたので、松本委員に委員長代理をお願い

いたします。 

会議は設置要項により委員長に議長をお務めいただくことになっております。以

降の進行を竹内委員長にお願いしたいと存じます。 

 

５ 議 題 

（１）信濃美術館整備基本構想について 

 

（竹内委員長） 

それでは、予定時間が 12 時までと伺っておりますので、ご協力をお願いいたしま

す。早速会議に入りたいと思います。 

今日の会議の議題は、お分かりのように５つありますが、早速、１番目の「信濃

美術館の整備基本構想について」に入ります。事務局からご説明をお願いします。 

 

（日向室長） 

それでは、会議資料２をご覧ください。資料として３点、ご用意しております。

「信濃美術館整備基本構想のポイント」、「信濃美術館の今後のあり方及び整備に関

する基本方針の概要」、そして冊子になっております「信濃美術館整備基本構想」で

す。 

まず「信濃美術館の今後のあり方及び整備に関する基本方針の概要」をご覧くだ

さい。昨年９月 12 日に整備検討委員会から報告をいただきました。それまで１年半

ほど、検討委員会で議論いただいたものをまとめたものです。 

「信州と世界の交流ステージ」を目指していこうということで、大きく４つのコ

ンセプトを記載しております。「ランドスケープ・ミュージアム」、それから「美術

による学びの支援」、「信州の地域文化の多様性を活かす」、「世界水準の作品展示と

信州芸術の紹介」、この４つのコンセプトに基づきまして、「施設整備の考え方」と
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して５点、ポイントをまとめてあります。 

県といたしましては、この基本方針を受けまして、昨年 11 月に「信濃美術館整備

基本構想」を策定いたしました。ここではその基本構想につきまして、お話しをさ

せていただきます。それでは、冊子の基本構想をご覧ください。 

まず、１ページです。「基本的な考え方」としまして、「信濃美術館整備の必要性」

につきましては、これまでもいろいろなところで述べられてきていると思います。

開館から 50 年が経過する中で、著しい老朽化、さらに抜本的なバリアフリー化が難

しいことから、改築ということで現在に至っております。 

「新美術館の理念」をご覧ください。ここで、美術館は作品を作る人、見せる人、

観る人の三者の協働によって成り立っていることから、県民のみならず、全国、世

界からの来館者や作品をつくり出す芸術家、それを支える美術館員や団体・企業等

の支援を含め、美術館に関わるあらゆる「人」を中心に据えて、とりわけ利用され

る方々のさまざまな目的や動機を念頭に置いて、「人本位」で運営していくという基

本理念を打ち立てております。 

そういった基本理念に基づきまして、「新美術館のコンセプト」として、４つ設け

ております。 

コンセプトの１つ目として、「ランドスケープ・ミュージアム」を打ち立てており

ます。信州の山並みや善光寺門前のまち並み等と一体化した文化的な空間、美しい

景観を創造する風景画のような美術館としていきたいということです。 

役割としましては、優れた美術品を国宝・善光寺や庭園等々とともに楽しむ機会

を提供していきたい。②にありますように、誰もが気楽に集い、憩えるパブリック

スペースを提供したいと考えております。 

続いて、コンセプトの２つ目として、「美術による学びの支援」です。県内各地の

美術館等とも連携して、これからの共同プログラムの開発ですとか、アウトリーチ

活動など、幅広い協働や支援を行ってまいります。 

役割・機能として、一つ目として、美術に親しみ、楽しむ機会を提供していきた

い。子どもたちが親子一緒に芸術作品に触れたり、創作体験ができるような場を提

供していきたいと考えています。 

２つ目として、美術を学ぶ機会の提供。未就学児や小・中・高校生、幅広い年代に

対応した美術プログラムですとか、体験プログラムを提供していきたいと考えてい

ます。 

３点目として、信州ゆかりの芸術家や地域の芸術活動の支援をしていきます。今

後、活躍が期待される若手芸術家をはじめとして、信州ゆかりの芸術家に創作活動

や発表の場を提供していきます。 

コンセプトの３つ目として、信州の地域文化の多様性を活かしてまいります。長

野県には全国一の数を誇る県内美術館がございます。そういったネットワークの中

核を担い、巡回展等の連携・協働の取組、人材育成等々に対応してまいります。 

役割・機能としては、今、申し上げました地域文化をネットワーク化して紹介し

ていきます。２つ目として、県内美術館や学芸員の活動の支援をしてまいります。
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３つ目として、文化芸術に関する情報の収集・発信と調査・研究ということで、県

の施設である県立歴史館や県立長野図書館とも連携して、信州の文化・芸術に関す

る調査、研究、発信を推進してまいります。 

コンセプトの４つ目です。「世界水準の美術作品の展示と信州美術の紹介」です。 

役割・機能として、優れた芸術作品の鑑賞機会の提供、２つ目として、郷土の芸

術家の紹介、信州ゆかりの芸術家の育成支援・国際交流の促進。３点目として、時

代の関心に応え、時代とともに歩む「進化・成長する美術館」を目指した作品収集

をしてまいります。 

この４のコンセプトを実現するための活動の重点として、５点、重点的に取り上

げています。 

まず１つ目として、「開かれた学びの場としての美術館」にしていきます。誰もが

学べる美術館教育プログラムや生涯学習プログラムの充実を図ってまいります。さ

らに、美術館から地域や学校へのアウトリーチ活動を展開してまいります。 

重点活動の２つ目として、「巡回展等の開催による連携・協働」です。県内美術館

と連携・協働した活動を進めてまいります。 

重点活動の３つ目は、「県内美術館の学芸員等の調査・研究活動の支援」です。ア

ート・ライブラリー等、県立長野図書館や県立歴史館等と連携して整備してまいり

ます。 

重点活動の４つ目は、「信州ゆかりの現代作家の支援」です。これはこのとおり、

現代作家の支援をしてまいります。 

重点活動の５つ目として、「テーマ性をもった美術作品の収集と展覧会企画」、こ

の５つを活動の重点として取り組んでいくこととしております。 

続いて「第２章 施設整備」について触れます。「施設整備の方針」として、「施設

の配置及び既存施設との関係」については、現在の長野市城山公園内として本館は

全面的に改築するとしております。 

②に東山魁夷館は、現在基本設計に入っておりますが、老朽化した設備改修、必

要な機能改修等について、供用化を考慮した改修を行ってまいります。 

続いて、「立地条件を活かした整備」です。ランドスケープに配慮した美術館とい

うことで、善光寺や長野市等の協議を踏まえて共同して周辺整備等を進めてまいり

ます。 

次に「県民に親しまれ永く利用されることに配慮した整備」です。ユニバーサル

デザインの関係、それから車いす使用者に対応した駐車区画、維持管理の節減、県

産材の使用ということにも配慮して進めてまいります。 

続いて「施設の概要」です。「施設の規模及び機能」として、①にありますが、こ

れまで述べてきました新美術館のコンセプトを実現する施設として、延床面積を東

山魁夷館も含めて約 12,000 ㎡程度を基本に基本設計を経て確定すしてまいります。 

さらに③にございますが、教育部門として、県民が美術に親しみ、楽しむ機会が

得られるように、県民ギャラリーですとか、講堂、ワークショップ室・アトリエ等

を設けます。 



14 
 

さらに④として、調査・研究部門には、アート・ライブラリーを設けてまいりま

す。サービス部門としては、記載のとおり、カフェやショップ等も設けるという概

要になっております。 

次に、部門ごとの延床面積の概数を記載しております。欄外に参考として、現在

の延床面積を記載しております。本館と東山魁夷館を合わせて 4,794 ㎡、これが合

わせて 12,000 ㎡ということで、およそ 2.5 倍の延床面積を考えております。 

整備手法は、これも今、検討が始まっておりますが、プロポーザル方式によりま

して設計者を選定してまいります。建設事業費はこれから基本設計を経て確定して

まいりますが、本館の建設費として 100 億円程度、東山魁夷館の改修として 10 億円

程度を予定しております。 

次にスケジュールです。本館は、平成 33 年度当初からの開館を目途にしつつ、基

本設計を経て確定することとしております。 

今後、検討していくこととして、運営体制にいては、現在、指定管理者制度で運

営しておりますが、これについては長期の指定管理者制度の検討の導入を検討して

まいります。さらにスタッフにつきましても充実を検討してまいります。 

関係機関との連携・協働については、記載のとおりさまざまな機関、県内の美術

館をはじめ、いろいろなところと連携を図ってまいります。さらに運営面での収入

確保ということで、こういったこともまた今後検討してまいります。 

「目指す姿に向けて今後取り組む課題」としましては、集客戦略として、より多

くの方に美術館を訪れていただくための取組について今後検討してまいります。 

さらにネットワークづくりということで、県外及び海外の美術館との県境を越え

た連携を図ってまいります。 

「第５章 今後の進め方」でございます。「推進体制の強化」が本日の整備委員会

を指し示しており、今後、検討を進めてまいります。 

さらに「幅広い意見の反映と協働」ということで、設計段階から意見交換やワー

クショップを行い、広く県民の参加・協働による美術館づくりを進めてまいります。 

私からの説明は以上です。 

 

（竹内委員長） 

どうもありがとうございました。盛りだくさんの内容をご説明いただきましたが、

今までのところでご質問などございますでしょうか。 

突然に言われてもたくさんの項目で大変かと思いますが、また追々一つずつ、ご

意見をいただきたいと思いますが、他にご質問などないようでしたら次に進みたい

と思います。 

この基本構想は、これまでの整備検討委員会の報告を基にしながらここまで来た

訳ですけれども、実際のこの中身、あるいは思いについても非常にいろいろなご意

見やご議論がありました。 

そして、今、委員の中で松本参与、新美術館の館長予定者でありますけれども、

松本委員のご意見も随所に反映してあると伺っておりますので、一言、補足説明を
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お願いします。 

 

（松本委員） 

「信濃美術館基本構想のポイント」というＡ４の資料をご覧ください。 

美術館の事業、企画展の立案にしても、作品の収集にしても、それから美術館教

育にしても、そのベースになるのが学芸スタッフの日ごろの研究の蓄積、この点ば

かりは現在の信濃美術館も、それから今後の信濃美術館も基本的に何の変わりもあ

りません。つまり、当たり前ですけれども、予算があっても、あるいは箱があって

も、それをうまく使っていけるだけの学識なり、調査・研究がなければ支えられな

いということです。 

ただ、最近は、作品や作家の調査をして、作品を集めて並べて、カタログを作っ

ただけでは十分とは言っていただけない状況になってきました。苦心のしどころが

少し変わってきたというか、少し増えたと申しますか。その要因はいろいろあるで

しょうが、一つの見方として、改めて提示させていただいたのが、「新美術館の理念」

として挙げられている「人本位」という一言でございます。 

日向室長からも、この部分の説明がありましたけれども、ごく当たり前のことで

して、とにかく芸術家に頑張っていただかないことには美術館は成り立たない。そ

れから美術館員の尽力、日ごろの仕事、これも当たり前であり、それから観ていた

だく方の声援、批判、そういったことも非常に重要です。 

いずれにしても作品を見せる、それからそれについての解説だけではなくて、こ

こに挙げた三者の熱いコミュニケーションの場にすべく、いろいろな努力と工夫を

していきたいということで、理念として挙げさせていただきました。 

それからもう少し言いますと、観る人、来館者、これも一括りにできるものでは

ない訳です。年齢の違い、男女の違い、小中学生なのか大学生なのか、それとも大

学で研究している方なのか。それから、体の不自由な方だっていらっしゃる。そう

いった観ていただく方の条件、それから来館の目的を細やかに考えて仕事を組み立

てていきたい、そういう趣旨でございます。 

それからもう１点として、１年以上にわたる整備検討委員会の検討を受けて県の

事業構想ができた訳ですが、１月末から現在の信濃美術館の橋本館長以下、スタッ

フの方々と県の整備室を中心に合同の会議を開き始めています。当面の議題は建築

家のプロポーザルも始まりますし、建物をめぐるいろいろな検討が先行しています

が、今後、展覧会計画、作品収集、それから学習県として、あるいは学びの施設とし

てどういう取組をしていくか、そのための美術館スタッフの編成をどうしていくか

といった議論に進んでまいります。 

整備委員の皆様方からは、いろいろなご教示、それから知恵をお借りして、より

よい美術館にしたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（竹内委員長） 

どうもありがとうございました。 
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それでは、今日は１回目でありますので、ぜひ委員の皆様方全員に、これからの

美術館のあり方も含めまして、今提示された資料も含めましてご意見をいただきた

いと思います。全員にお願いしたいので、一人３分ぐらいでお願いできればと思い

ます。それでは、先ほどから同じように五十音順で、荻原委員、いかがでしょうか。 

 

（荻原委員） 

それでは、五十音ということでございますので、先に発言させていただきます。 

今、ご説明をいただきました整備基本構想、そして松本委員から端的にご説明い

ただいたポイントにつきましては、非常によく練られた、今日の美術館の求められ

る事業のあり方、サービスのあり方等を示しておられると感じた次第です。 

特に「人本位」ということで、本当に長野県出身のアーティストの方が多くいら

っしゃるのですが、なかなかそれが実は注視されていないのではないかと私も思っ

ておりましたし、それから美術館に求めるニーズが非常に多様化しているというの

を、本当に昨今、感じるところでございます。 

先ほど知事のごあいさつにもございましたが、県全体の文化振興の核になるとい

うことと、それから子どもの教育、観光と、この３つを強く打ち出しておられる中

で、その構想に沿ったものになっているとは思うのですが、一つ心配な点について

申しますと、やはりこれだけのことをやる上での体制ですね。今、学芸員の方が７

名ということですが、その中で、例えば教育普及でアウトリーチをしていく、さら

にそれを県の施設として。これだけ広範な長野県の中で、日本一多い 105 館の美術

館があるところをどうネットワーク化しながら、その中核施設としての役割が発揮

できるだろうかと考えたときに、おそらくこの美術館の学芸員の方々だけにそれを

担わせるのはあまりにも難しいのではないかと考えます。 

ですので、基本構想のポイントに掲げておいでのことにつきましては全く賛同す

るところではあるのですけれども、現実的にこれを推進していくに当たっての連携・

協力体制、ネットワーク、先ほど本江委員が既に４ブロックでいろいろな美術館と

のネットワークをお始めになられているというようなこともございましたが、本当

に県の中核施設として、長野県下の美術館全体を底上げしていくためにも、他館と

の連携・協力、これが非常に重要なことになってこようかと考えております。 

それと、美術館だけではなく、教育の場ということも考えますと、やはり学校教

育との連携、ネットワークですね。アウトリーチもございますが、学校から来てい

ただく。今、教育現場も非常にさまざまな課題があろうかと思いますが、学校とと

もに、小学校、中学校とともに、あるいは高校の美術部等々、さらにはまちづくり

も含めて、学校を美術館にするような構想を持ってらっしゃる教育熱心な先生方が

おいでだと伺っておりますので、そういったところとの連携も非常に重要ではない

かと思っております。 

そして、信州ゆかりの現代作家の支援ということでは歴史的な厚みのある長野県

でございますので、そこも踏まえつつ、さらに現代性を蓄積していくような美術館

になっていただくというのが重要だと思います。あとは善光寺のお隣という非常に
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よい立地にありますので、そうした意味でのインバウンド効果にも貢献できる構想

になっていらっしゃるのだろうと思います。それらの点も含めて、期待するところ

が多いのですが、唯一、心配点として、先ほど申し上げました、やはり体制・連携を

今から考えていくことが、非常に重要な点ではないかと考えております。以上でご

ざいます。 

 

（竹内委員長） 

どうもありがとうございました。大事なポイントを押さえていただきました。次

に、北島委員、お願いします。 

 

（北島委員） 

冒頭、美術館建設をしたいという思いについて触れさせていただきました。それ

で、その後、我が社は放送局でございますから、設立当初から放送事業は文化事業

だという、大変シンプルな社是みたいなものがございましたので、それに沿ってで

き上がった美術館を舞台に、節目節目で周年事業等々、美術展を開催してきました。 

それで、今、振り返ると、印象派を中心にやってまいりました。それが一番ポピ

ュラーで観ていただけるし、いろいろな波及効果があるだろうという思いでもあっ

た訳であります。ただ、展覧会によって、簡単に言えば当たるものもあったし、当

たらないものもあった訳でございます。 

そういう中で、先ほど来、出ていますけれども、ずっと絶えず感じてまいりまし

たのは、ターゲットとすべき青年、お年寄りはそれなりに来る訳ですけれども、ず

っと同じだったのは小中高生、特に小中学生がほとんど無料に設定されているにも

かかわらず、ほとんどお見受けしない。すなわち学校の教育の中における位置づけ

や家庭の中における父兄の皆さんの認識なのだと思いますけれども。 

我々の若いころに比べて、いわゆる本物に触れようとすればその場がせっかくあ

るのにお見えにならないのは極めて残念だし、それがこの後の、大きく言えば、文

化の伝承に関わってくるのだろうとずっと思ってきた訳であります。ぜひ今回も開

かれた学びの場としての美術館ということが大きく謳われておりますので、これを

本当に実現するために、どういうことをしていったらよいのかということにも協力

をさせていただきたいと思っております。 

もう一つ、建物の件とか中身の件について等々は記載されている訳ですけれども、

今日は長野市の副市長もお見えでありますので、要するに新しくできる美術館への

アプローチの問題でありますけれども。駅から美術館まで距離的にかなりあります

が、この後、県立大学の学生寮もできてまいりますので、これまでのまちづくり、

要するにプラスアルファした新しい雰囲気も出てくる事業だと思いますので、野外

彫刻などもぜひ中央通り周辺に重点的に広く配置して、芸術の散歩道というような

雰囲気で、信濃美術館に自然に至るような舞台装置も検討していったらどうかと思

っているところであります。 
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（竹内委員長） 

どうもありがとうございました。それでは次に北村委員、先ほど音楽が非常にお

好きだということでしたが。 

 

（北村委員） 

新美術館の理念、これにつきましては、この信濃美術館に限らずどこでも言うこ

となのですね。ハードよりもソフトと、そう言われつつありまして。そういう中で、

まず私はこの「人本位」の、要するに魂をどうするか。魂が年が過ぎると徐々に薄

れてきて、なかなかその熱意というか、そういったものが感じられなくなる。そう

すると、そういう施設そのものも陳腐化していく。つくる人、見せる人、それから

観る人と、この三位一体となった「人本位」で進めていく、この理念については大

賛成です。ただ、この点をしっかりと継続するような、そんなものをつくっていけ

ればと思っております。 

そしてまたもう一つは、この信濃美術館がどういうことをやっているのか、もっ

ともっと発信を、こういったところが非常に少ないような気がします。私も興味が

ないからということかもしれない。でもそういった面で露出する部分が非常に少な

い。ですから、できれば情報発信をいろいろな媒体を通して、また今のネットを通

してそれができればよいとそう考えます。 

それから、県内の美術館との連携、例えば人もそうです。それから物といいます

か作品、そういったものでもうまく連携をとりながら、長年、続けられればありが

たいなと思います。 

それから、今、北島委員が言っておられました、人にこう、彫刻でなくても、信濃

美術館のその長野の表参道、中央通りにいろいろな面で、目立つような何か、上へ

行けば美術館があるのだと、そういうような動線みたいなものに何か工夫すれば、

一般の知らない観光客も信濃美術館に足が向いていくのではないかなと思います。 

それともう一つは、今、私が致命的だと思っているのは、善光寺へ行った人が、

信濃美術館がどこにあるのか見えない。そういった面で、やっぱり箱が見えなけれ

ば何となく不安で、そして時間の制約もありますから、そちらのほうに足を運ばな

い。先ほど若麻績委員からも話がありました善光寺との壁を取っ払って、より善光

寺に接近したような、そんな感じの建設地であってほしいなと感じています。以上

です。 

 

（竹内委員長） 

どうもありがとうございました。それでは黒田委員、お願いします。これまでの

整備検討委員会からずっとお願いしております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（黒田委員） 

私どものほうは、基本構想にもありますとおり、長野市のまちづくり、それから

美術館へのアクセス、そういったものを今後どうしていくかということが非常に問
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題になる訳でございます。その一つとして、今、北村委員からありましたが、現在、

長野市内に官民合わせて 200 程度の野外彫刻があります。それをどうやって活かし

ていくのかも課題だと思っております。 

基本構想の中に「ランドスケープ・ミュージアム」がありますが、非常にありが

たい借景、自然の山を活かした、その中にある美術館だと思っております。実は２

年前に篠ノ井の南長野のサッカー場をつくったときに、それが完成して、日本サッ

カー協会の方も、会長をはじめ何人かの役員の皆さんが見えられたときに、1 万５千

人という田舎のサッカー場ですけれども、このサッカー場の大きな特徴は山が見え

ることですねと。屋根があるけれど山が見えますと。アウェイのほうが少し低くな

っているものですから山が見える。これが一番の特色ですねと。「全国にあるのです

か」と聞いてみたのですが、私も幾つか見に行ったんですけれども、やっぱり海岸

沿いだとか、町の真ん中につくったものが多いですから、山が見えないのですね。

それで山が見えると、春は下のほうからだんだんに緑が濃くなってくる。秋になる

と上のほうからだんだんに赤くなっていくと。そして冬になると、上のほうからだ

んだん白くなってくると。こういう季節の変わり目が非常によく分かるサッカー場

です。今回も「ランドスケープ・ミュージアム」ということになりますと、現地に行

ってみますと、ちょうど背中が山になっておりますので、季節の移り変わりが非常

によく分かるのではないかと思っておりまして、そんなものをどうやってまちづく

りの中に活かしていくかということであります。 

敷地になっています城山公園とは一体的に整備していこうと、中華料理と日本料

理が一緒になっているみたいな話ではなくて、善光寺と、今、土塁の話もありまし

たけれども一体的に整備していきましょうと、こんなお話になっています。 

現在、中心市街地のところから、今、正直、この美術館、それから城山公園は外れ

ております。今回新たに、それも含めた中心市街地の活性化計画をつくっておりま

して、国と協議しているところでございます。本日の午後、国の担当官が現地にお

見えになるということで意見交換する場を設けております。長野市とすれば、まち

づくりという観点から、全面的にご協力申し上げたいと思っております。よろしく

お願いします。 

 

（竹内委員長） 

どうもありがとうございました。小坂委員、お願いします。 

 

（小坂委員） 

竹内先生がおっしゃったとおり一番古い県立美術館が満を持して新しく生まれ変

わるということですから、やはり県内でも話題になる。地元の人の憩いの場である

とともに、長野に来た観光客がここは見逃せないなという場所になってほしいと思

っています。 

その上で、この基本構想に掲げられている「ランドスケープ・ミュージアム」と

いう考え方はすばらしいと私は思っていまして、新しい信濃美術館一帯を特徴づけ
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るものとして、ここにぜひお金をかけてほしいと思っております。 

私は、美術館協議会の議論で、せっかく東山魁夷館がありますので、その東山魁

夷さんの絵を実際に見ているような庭にできたらどうなのだろうということも申し

上げました。冗談ですけれども、白い馬をつないでおいてもよいのではないかと思

っております。 

そして、先ほど善光寺の寺務総長がおっしゃったように、土塁を一部外してもい

よいとおっしゃっているので、その土塁を外したときに美術館側から見た風景がど

うなるのか、今、なかなか想像できないのですけれども、きっとすばらしいものに

なるのではないかなと思います。 

一体的整備の中で、善光寺との回遊性を高めるとのことですが、それは間の道が

非常に交通量も多いし、重要な道であるということもあって、今現在、回遊性はよ

いとは言えないのですけれども、そこは非常に工夫が必要かなと思います。例えば、

幅の広い橋みたいな、緩やかな橋みたいなものでも通さないとなかなか回遊性が高

まらないのではないかと思います。 

そういうランドスケープに私個人の希望としては、お金をかけてほしいという中

で、よい庭をつくれば、メンテナンスは非常にお金がかかりますので、建物のメン

テナンスコストを低くする設計を重視していく必要があるのではないかと思います。 

これからどういう設計の選択になるのか分りませんが、やはり今、ランニングコ

ストを下げる面では、オフィスビルの考え方が非常に進んでいるとは思いますけれ

ども、そういったところも考慮していただいて、例えば、自然エネルギーを取り入

れるですとか、搬入・搬出しやすい、掃除がしやすいとか、そういったことを重視

していただいて、イニシャルコストは多少かかったとしても、これから先の年々の

コストを削減していくところに重点を置いていただきたいと思います。 

それともう一つ、私は子どものころから見てきた感じとして、信濃美術館は、長

野地区の博物館としての役割も果たしてきたと思っております。ですので、今まで

の信濃美術館の集客数を考えてみても、たくさんお客さんが入った企画というのは、

意外に美術から離れている場合もあると思います。ですが、やはり運営上はそうい

うお客さんを集める企画も必要なので、時にはプライドを捨てて、そういう楽しい

企画に取り組んでみるということもできる体制があればありがたいと思います。 

 

（竹内委員長） 

ありがとうございました。次に近藤委員、お願いいたします。 

 

（近藤委員） 

手短に３点申し上げます。第１点は、先ほどのごあいさつのときにも申し上げま

したように、ぜひこの場を美術による教育の場にしていただきたいということです。 

子どもたちに生きることの喜びや充実した人生を送る、学ばせるために、美術と

いうものをそのきっかけというか手段として使う。つまり美術とか美術館は目的で

はなくて手段であるという発想がぜひ必要ではないかと思います。 
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第２点目は防災のことです。確かドレスデンの美術館ですか、大洪水でいろいろ

な被害が遭ったということから、その教訓として収蔵品全てに番号を付けて優先順

位をつけて、何かあったら優先順位に沿って運び出す。そしてそのときの仮収蔵の

場所を予め確保しておくと。したがって、何かあったら迷わず学芸員や職員たちが

１番から順番に持ち出して、指定されている場所に行って仮に収蔵するというシス

テムをつくったと聞いております。そういったこともぜひ考えていただければと思

います。 

３点目は人の育成ということ、人中心ということ。非常にすばらしいコンセプト

だと思いますが、運営体制として、長期の指定管理者制度の導入を検討するとあり

ます。指定管理者制度の功罪については、もう釈迦に説法だと思いますが、私自身

が今、理事長をしております文化振興事業団についても同じ問題を抱えております

が、この人の育成ということと、この指定管理者制度がなかなかうまく両立いたし

ません。指定管理者制度は効率性、コスト削減、短期成果がどうしても主眼になり

ますが、人の育成は効率性だけではない、短期成果でもない、長期的に人を育てて

いくという視点が非常に大事だと思います。 

その意味で、この長期の指定管理者制度、どういう形になるか分りませんけれど

も、人を育てることを妨げない制度ということを主眼において検討していければと

思います。 

 

（竹内委員長） 

どうもありがとうございました。特に最後のところは矛盾する課題でとても難し

い。今後とも大いに考えなくてはいけない課題だと思いました。 

それでは谷委員、お願いいたします。 

 

（谷委員） 

先ほど、長野駅からこちらにタクシーでまいりましたけれども、運転手さんに北

陸新幹線ができてどんな状況になりましたかとお尋ねしましたら、最初は皆さん金

沢に行かれたようですが、でも１年ぐらい経つと長野のほうにも少し足を伸ばす方

が増えてきたようだという話をされていました。 

この北陸新幹線、あるいは上信越道などの開通によって、一つ懸念されるのはこ

の地が通過点になってしまうという危惧です。宇都宮で申しますと、北関東道の開

通によって、高崎、前橋、それから水戸にも、かつては２時間以上かかっていたの

が、簡単に１時間ぐらいで行ってしまえる。魅力ある地域づくりをしない限りは、

通過点になってしまうということですね。 

ところで長野県は北関東３県に匹敵するくらい県域は広いですね。盆地など地勢

的なエリアによってそれぞれの風土や気質、伝統も文化も、さらには産業や観光な

どの条件も考え方も少しずつ違ってきますね。言葉も若干違ってくる。こういうと

ころが、一つ今後の魅力になる。画一的な西洋近代の展覧会をやっていればそれで

よいというのではなくて、それも必要だとしてもむしろこの地でなければ見られな
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い、あるいは感じられない、本江委員もおっしゃっていましたが、この地に根づい

たようなこと、それを「人本位」で行っていくこと、それからコレクションを含む

今後の美術館の事業で進めていくべきだろうと思うのですね。 

今ちょうど境界線に立っているところでしょうね。この「ランドスケープ・ミュ

ージアム」という基本構想は美術館に限らず、この地の総体をやはりプラットフォ

ーム化するという考え方の現われのように思います。つまり観光でも、文化芸術で

も、この地域をプラットフォーム化するということで、誰でもがここに来て、ここ

を起点にまたあちこちに出かけていくというふうな魅力あるフィールドとして活性

化されていく。そういうことがとても望まれるのではないかと思うのです。 

先ほど、松本委員からお話がありましたが、この地は優れたアーティストを近代

から現代に至るまでたくさん輩出していますね。それらをある程度まとめて拝見で

きる美術館は、美術館数は多いのですが、残念ながらほとんど県内にはない。県立

の美術館といっても規模が小さかったということもあるでしょう。 

ところが、長野県には「信濃の国」という県歌がありますね。その歌詞の中に「信

濃の国は十州に境連ぬる国」というのがあります。県域をとりまく多くの国々や地

域と境を接している。この県歌は広域の県域を束ねるアイデンティティーのために

生まれたものだろうと思うのですが、逆から見れば常に多くの回りの国々、地域と

良好な関係を結ばなければ生存できないという優れて今日的な課題に密接に関係し

ているという言い方もできるのではないでしょうか。つまりそれは、地盤沈下した

らもう救いようもなく分裂してしまう。しかし、それが多様な要素によって形成さ

れるプラットフォーム化すれば、むしろ芸術文化や観光、地域産業までが密接に関

係し合う新しいパラダイムを生んでいくことに通じるのではないかと思うのです。 

出身作家に少し触れれば、物故作家ですが池田満寿夫、戦後美術では国際的にも

っともよく知られたコンセプチュアル・アーティストの松澤宥、辰野登恵子、長野

市近隣の小川村出身の戸谷成雄さんら、すぐに名前が浮かんできます。もとよりこ

うした作家に限らず、また現代美術家に限らず多くの画家、彫刻家、工芸家を輩出

してきているのも大きな特徴と言ってよいと思います。また、こうした作家に限ら

ず、出身は長野県でなくてもこの県に住みついたアーティストは多く、また境連ぬ

る国々にもこれまでさまざまな展覧会やプロジェクトで、この地が舞台になり、作

品展示がなされてきた作家を多数見ることができます。 

要するにこの地を活性化していく豊かで多様な条件はすでにベーシックには存在

し、いかにそれらを活かしつつ有機的に連合させていくかが、新美術館を軸にした

この地の芸術文化の課題であるように思うのです。 

 

（竹内委員長） 

どうもありがとうございました。プラットフォーム化は、今までのコンセプトと

合わせて非常に重要なことというのがよく分りました。 

それでは次に、土屋委員にお願いしますが、もう 70 年の研究の歴史があると先ほ

どご紹介がありました。よろしくお願いいたします。 
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（土屋委員） 

美術教育の視点からお話申し上げますと、確かに今、新学習指導要領がこれから

発表されて小学校ではじまる訳ですが、どうしても新しく英語、また道徳というと

ころにこれからシフトされていく部分があります。 

図工、美術を通してこれから培っていく子ども、それは全て人間の根本といいま

すか根源といいますか、そこを担っている教科ではないかと我々は捉えております。 

決して、絵描きを育てるために図工をやっている訳ではなく、彫刻家を育てるた

めに中学の美術がある訳ではなく、やはりその教科を通して子どもの心や姿勢を培

うところが一番の根本の目的な訳なんです。そんなところから進めている学校教育

の中でどうしても、ご存知のように授業時間数は限られている中、行事の精選が相

当進んでおります。かつてのように、信濃美術館に校外学習で寄って、そして作品

を通して心を開くような、そういう貴重な場があった訳ですが、今、なかなかそれ

ができにくい。しかも保護者負担の軽減からいきますと、バスを１台すぐ用意する

ということも難しい。その中で何とかそれぞれの美術教師が取り組みを進めている

のが現状です。学校美術館というお話が先ほどありました。また、出前講座で信濃

美術館の学芸員が学校へ来てということもありました。非常に場は開けてきており

ます。これからは、我々が信濃美術館を通して、そこで我々は何ができるかという

ことを、それをつくらなければいけないときに今、立っていることを大変感じてお

ります。 

なかなか厳しい時代の中ではありますけれども、そういう美術教育の目標とする

ところから、これから広く県民の皆様に、やはりそこは大事なところだということ

を実感していただける、そういう美術館、学校、県民の皆様の協働ができたらなと

いうことを願っております。 

学びの視点、また県民ギャラリーを通したいろいろな設備等は大変ありがたいと

ころでありますが、これからは、運営をどのように、またそこで何を願って維持し

ていくかというところがやはり長期的、短期的にも、我々学校現場とも協議させて

いただきながら、そこに関わっていけるように、我々自身もしていかなくてはいけ

ないと思います。 

２つ目は、美術館というのは、今まで作品を展示し、そしてそれを鑑賞に来る人

を対象にしていたところが一番中心ではあったんですけれども、やはりこれからは、

先ほど各委員の皆様からお話があるように、美術館という場を通して、さまざまな

思いや願いや目的を持って来られる方の空気といいますか、場といいますか、雰囲

気といいますか、やはりそれが、この美術館の新しいスタンスになっていくのでは

ないかなと思います。 

ですので、今までの美術館としての役割を維持しつつ、やはりそこのところは開

かれていく、そこは大変大きな命題になってくると思います。我々学校現場もそこ

に協力をしていきたいと思っております。以上です。 

 



24 
 

（竹内委員長） 

どうもありがとうございました。橋本委員、お願いします。 

 

（橋本委員） 

簡単に３点、１点目は、たくさんのご意見をいただいていますが、一番の収穫は、

若麻績委員からの土塁ですね、それがご提案されたこと。私、実は就任後、知事に

申し上げた案が、土塁と公園をつなげて美術館にすぐに行けるようなものをつくっ

ていただきたいと申し上げたことがあります。その後、進展がなかったのです。今

日のご発言で、これは大事なことなので、これからプロポーザルがはじまりますけ

れども、ぜひ市と県と善光寺でご協議いただいて、実のあるものになってほしいと、

そう思っております。 

２点目は、日向室長から現在の美術館の規模からすると２．５倍になると説明さ

れた。以前は新聞で３倍という見出しが出ました。数字だけを取り上げると、一般

の方はすごく大きな美術館ができるという誤解を生じさせるのですね。実は今の美

術館は非常に小さいのです。松本市美術館の半分なのです。ですから２．５倍で全

国の並みの美術館になる。これを皆さんが確認しないと、限られた面積の中であれ

もつくろう、これもつくろうということで二兎も三兎も四兎も追っていくと、特色

のない美術館になってしまいます。ですから、やはりその辺は、普通の、やっと並

みの美術館になるというご自覚の元でつくっていただきたい。 

それから、金沢 21 世紀美術館の都市政策係長とお話したことがあるんですが、実

は今の人気のある金沢 21 世紀美術館も設計では非常に時間がかかっています。初め

は、非常に部屋が小さくできてしまって直したのです。設計を大きく直して今のよ

うになったということを係長からお聞きしました。ですから、これからの詰めが非

常に重要であると思います。 

それからもう一つは、荻原委員から出された、学芸員７名とおっしゃいましたけ

れども、実は７名のうち正規職員は２名です。当然、これは新しい館長のもとで充

実していくと思いますけれども、「人本位」と簡単に言いますけれども、私は実は 16

年前に附属の校長をやっていた時に目標を変えたのです。それは「人となる」とい

う目標を掲げたのです。「人本位」なのだけれども、最終的にその一人一人が自覚、

認識し、活かされないと何もならないのですね。「人本位」というのは、簡単に言え

ばそれで済みますけれども、やはりそれを有機的に結びつけていかなければいけな

いと、そう思っております。 

事務職員も足りません。学芸員ばかり話題になりますけれども、事務職員も含め

た人員の確保、これをぜひお願いしたいと、そう思っています。以上です。 

 

（竹内委員長） 

どうもありがとうございました。それでは福島委員、お願いします。先ほど子ど

もの環境の大切さをごあいさつの中でいただきましたけれども、よろしくお願いい

たします。 
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（福島委員） 

私たちはこういう建設とか、建築の話にはほとんど携わったことがございません。

けれども、建物を建てるときには、長野市の芸術館が完成したときに、随分、委員

の方たちがお話をし合ったそうですが、ある一部の先生方によると、要望が通って

いないと。せっかくよいものを建てたのに、自分たちの希望が全然通らなかったと

いう意見をお聞きしております。 

伝統文化を私たちは耳で聞いてその世界に入りました。美術は目で見て興味を持

って、心の豊かさを養っていかなければ興味が持てないと思うんですね。美術館に

足を運ぶように興味を持ってもらうにはどのようにしたらよいかということは、私

たちが一般的に考えると、美術館の紹介、作品・作者の紹介、距離的にどういった

紹介があれば行きやすいかということ、単純に考えると、そういうものを考えてお

ります。よろしくお願いいたします。 

 

（竹内委員長） 

ありがとうございました。それでは松本委員お願いします。特に、今までずっと

市内の野外彫刻の審査をなさっている、それも踏まえてお話いただければと思いま

す。 

 

（松本委員） 

長野市の野外彫刻のプロジェクトの審査員を６～７年させていただいております。

もう 40 年以上、毎年続けてこられた事業ですから、大変な数なんですが、いかんせ

ん、長野県だけじゃなく長野市もまた広い。したがって、同じ点数を置くのであれ

ば、集中してどこに置くのかといったことも含めて、計画が必要なのではないかと

いう印象は持ちました。 

それから、新しい美術館に寄せる思いや期待については、先ほど既に手短に話し

てしまいましたが、皆さんの意見を聞きながら考えたことを二つ程申しますと、一

つは、お子さんにとっての学びの場としての美術館ということですが、大人が考え

るお子さんと、本当のところ、お子さんがこれを見たい、これを体験してみたいと

いったことがどこまで一致しているのか、そのあたりをお子さんから聞いてみたい

と思っております。個人的な経験を言いますと、小学校のときに熱心な先生がいら

して、実は美術館、博物館に連れていってもらったことが結構あるのですが、その

ころは昆虫採集とか模型飛行機とか、そっちばかりに夢中だったものですから、美

術というのはとにかく動かないし、話してくれないし、光らない。私の場合、うま

く先生のご配慮を受け留められなかったのです。お子さんがどんな場をほしいと思

っているか、そんなこともご本人たちから、あるいは先生方から聞きたいと思って

おります。 

それからもう一つは、先ほども申しましたように、これまでの美術館の活動を一

から引っくり返そうという気は全くないのですが、例えば、コレクション、それか

らその都度の企画展にこだわらずに、楽しいレクチャーであったり、日ごろこの人
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から話が聞きたいといった、そういう人から継続的に話が聞けるような場がもしで

きれば、それはそれで美術館の間口を広げる、美術館を楽しんでいただける機会に

なるのではないかと、そんなことも考えました。以上です。 

 

（竹内委員長） 

どうもありがとうございました。次に、本江委員お願いします。 

 

（本江委員） 

皆さんがいろいろなことをおっしゃって、私は先ほど、迂闊にも英知を結集する

なんていうことを申し上げたのですけれども、資料を拝見するといろいろな委員会

があるのですね。この委員会の役割が何なのかがちょっと分らなくなって、どうい

う役割なのですか、この委員会は。 

 

（竹内委員長） 

いろいろ委員会がありますけれども、最後のまとめの委員会ということです。こ

の委員会で最終的に方向を出すということです。ただ、各論でいろいろ、後で話が

出ますが、建物の問題もありますし、いろいろありますけれども、この委員会はま

とめ役です。 

 

（本江委員） 

分りました。今の松本委員のお話とも関係があるのですけれども、私、一時期、

府中市の美術館の館長を大学の教員をやりながらやっていましたときに、美術館ニ

ュースのようなものがありました。そこに何か文章を書けと言われて、私が書いた

のは、市立の芸術館なので、市民との交流が非常に重要であるということでした。

当たり前のことですね。 

ある子どもが、「今日はなかなかよい絵が描けたな」と。よい絵が描けたから府中

市の美術館の館長に見せに行こうと言って、見せに来られるような美術館にしたい

という、夢みたいなことを私は書いたのです。それと同じようなことを、信濃美術

館にも私は期待したいと思います。 

つまり、長野県下の美的交流の場ということ。我々みたいに偉そうな肩書きを持

って集まってくる訳ではなくて、絵を描きはじめましたとか、あるいは 70、80 歳に

なってようやく絵に興味を持ったとか、そういう人が何気なくやって来れてみんな

で交流できるような、そういう市場のようなところ。美的マーケットというか、マ

ーケットといっても物を売るということも勿論ありますけれども、それよりもみん

なが集まってきて、わいわい話してそれで帰っていくというような、そういう美的

交流の場、つまり美的共同体の中心となるような広場みたいなものが美術館を中心

にできたら、これはとてもすばらしいと思いますね。そうすると谷委員がおっしゃ

ったような、ちょっと長野に行ってみようかとか、そんな感じにもなるかもしれな

いということ。 
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もう一つは、やはり長野県を代表する美術館ですから、長野県下 100 以上の美術

館があります。そことの人的交流を頻繁にやるようにすればよろしいかなと思いま

すね。これは研修でも派遣でもよろしいかなと思います。お互いの人材は交流し合

うことが重要です。 

それで、あと一つだけ申し上げますと、その交流ということですが、これからは

積極的に海外の美術館との交流をやるべきだと思います。正に人的交流です。お互

い学芸員を交換するとか。長野県はどこかと姉妹都市を結んでいますよね。きっと、

ウィーンとかと。それに倣って学芸員も交流して、相手の美術館がなかなかのコレ

クションをお持ちでしたら、それをお借りするとか、そういうこともできるかと思

います。大切なのは、県内の人的交流と国際的な人的交流を一緒にやらなければい

けないということです。それでそうなったときに、先ほど橋本館長からはっきりと

したお話がありました。今、学芸員が７名いるのですが専任が２名ですと。こんな

県立美術館はないんですね、日本でも。やはりそこはもう真剣に行政の方が考える

しかないと思うし、もっといろいろな形でみんなが協力し合えるような、そのよう

な体制をつくっていくべきかと思います。以上です。 

 

（竹内委員長） 

ありがとうございました。次に山浦委員、お願いいたします。 

 

（山浦委員） 

今まで検討されてきたことがよく分らないので、とんちんかんなことかもしれま

せん。いずれにしましても、人がいっぱい来るかどうかということがコンセプトに

関係あるんですね。人がいっぱい来るにはどうすればよいか。その辺が今後の運営

にもすごく関係あるのではないかと思いました。今の美術館は、単純に言うと展覧

会を見に行く人しか来ないんですね。東山魁夷館ができて、多少目的を持ってどこ

かから来る人もいるかもしれないが、通りがかりのお客さんはほとんど行かないと

いう現状ではないかと思うんですね。 

先ほど、庭を手入れするとか、動線をどうするのもあるのですが、やはり善光寺

に行った人が来るかどうか。善光寺から美術館の姿を見られるかどうかが結構重要

なことで、見えたら金沢 21 世紀美術館のように道路から見えれば何となく寄ってみ

たいと、こうなるんですが、そういうものをつくっていく必要があるのではないか

と思っております。 

自然に観光客が行きたくなるような、国宝みたいなものがあれば、多分、それを

見に来る人がいっぱいいるんです。ですけれども、そういうものがなかなか願うべ

きものがないというようにも思っておりますので、その辺のところをきちんとやっ

ていく必要があるのではないかと思います。 

それから、コンセプトは「ランドスケープ・ミュージアム」ということで非常に

特徴があることでよいと思うのですが、他の３つはどこの美術館も目指していると

思うのですね。これを全部やっていくのか、あるところに焦点を絞ったほうがよい
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のかということを、ここでは検討する必要があるのではないかと思っています。 

それによって美術館の建築スペースも変わってくるのではないかと思うところが

あるので、その辺のところはある程度絞って、この美術館はこういうことをやるん

だということをきちんとしたほうがよいのではないかと思っています。 

あとは、長野県には美術館がいっぱいあって、一つ一つ規模は小さいのですが、

行ってみるとなかなか楽しい。今の状況では、信濃美術館へ行くよりずっとおもし

ろいと私は思っております。できればネットワークという中に、他の美術館を紹介

して、ここへ行けばよいという紹介をするようなことをすれば、他の美術館にも非

常にお客さんが行くようになるのではないかと思っていますので、その辺のところ

をどういう方法がよいのか分りませんが、やったらどうかなと思っております。 

それから、先ほどおっしゃられたのですが、これからはやはり解説のようなもの

をきちんとやるということが大切ではないかと思っている。東京の展覧会ではレシ

ーバーを借りて、そのまま絵の前にいけば解説が流れてくる。経験上言いますと、

大塚美術館が四国にあります。ここは陶板なのです。単純に言うと偽物。行く前は

偽物を見てもしょうがないなと思ったのですが、なかなかすばらしい。学芸員がい

ろいろ調べて教えてくれて案内してくれました。すごく興味を持つんですね。世界

の絵画があるのであれなのですが。ああいうものをやると、いろいろ興味を持つん

ですね。裏話みたいなものをしてくれる。この作家はこうで酒飲みだったとか、倒

れちゃったとか。そんなこと誰も知らないんですよね。そういうことを教えていた

だけると、私ども非常に身近で、非常にシンパシィを感じて興味を持って観られる

のではないかということです。 

いずれにしても、きちんと解説したり、どういう形でするのかはこれから検討し

なければいけないが、県民も小学生から大人まで行きたくなるような、親しまれる

美術館になるのかなと思っています。以上です。 

 

（竹内委員長） 

どうもありがとうございました。最後になりましたが、若麻績委員、お願いいた

します。 

 

（若麻績委員） 

全国で一番美術館が多い県であるとお聞きしておりましたけれども、本日、この

委員会に出席して、105 館あるとお聞きしました。信濃美術館が県内美術館の中核を

担うということであります。確かに、現代作家の地縁も大切かもしれませんけれど

も、名前だけは聞いている、県内にゆかりのある、もう亡くなった作家で、この方

は絵画を描いたのか、それとも彫刻をやっていた方なのか、その絵画も外で描いて

いたのか、室内で描いていたのか、そういうようなことも分らないような人も多々

あろうかと思いますので、そういうような美術館のところから数点お借りして、こ

れから紹介するというような、そんなやり方も大変よろしいかと思います。ある展

覧会をやるときに、その場所の展覧会はその場所の展覧会になってくる。各地を回
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る、巡回するやり方もこれからやっていきたいとお聞きしましたので、そういうや

り方もすばらしいと思います。これからの美術館に期待しております。 

 

（竹内委員長） 

どうもありがとうございました。今日は初めですので、皆さんからいろいろなご

意見、思いをお聞きました。それぞれが簡単に整理できないほど、たくさんの課題

があります。これから一つ一つ取り上げていきたいと思います。 

 

（２）信濃美術館整備委員会における検討事項及び検討体制について 

 

（竹内委員長） 

それでは、ここまで第１議題を区切り、次の第２議題の「整備委員会における検

討事項及び検討体制」についてに移ります。事務局、説明をお願いします。 

 

（日向室長） 

資料３をご覧ください。資料１の設置要綱でもご説明いたしましたが、新しい美

術館をつくっていくための検討課題は非常に多岐にわたるものですから、専門的な

見地から検討をしていくために、当面２つの専門委員会を設置したいと考えており

ます。今後、その検討状況によっては、テーマに沿ってまた追加ということもあり

得るのですが、当面はこの２つでスタートしたいと考えています。 

１つは「美術館運営専門委員会」で、検討事項のうち、コレクションの関係、それ

から美術館教育の関係、さらにネットワークの関係、施設整備の関係、それから先

ほど来から出ております、職員体制も含めました管理運営の関係です。こうしたも

のを検討していくために、記載の委員８名で構成した専門委員会を立ち上げたいと

考えております。 

それから、長野市ともいろいろ連携していかなければいけない。あるいは、まち

づくりにもつながってくるのですが、門前まちを含めた美術による賑わいの創出の

仕掛けですとか、美術館へのアクセスの関係、それから気運醸成、広報等を検討す

るために、「地域連携専門委員会」を、記載の委員８名で設けたいと思っております。 

専門委員会はあくまでもこの委員会、便宜上、親会と言っていますけれども、親

会の元に設置していくというものになります。 

 

（竹内委員長） 

どうもありがとうございました。この件についてご質問ございますか。 

 

（３）信濃美術館整備事業の設計者選定について 

 

（竹内委員長） 

それでは、次の３番目の議題で、皆様ご関心が高い設計の問題ですね、建物の問
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題について、「美術館整備事業の設計者選定について」、ご説明をお願いします。 

 

（矢澤施設課長） 

建設部では施設整備を担当させていただきます。資料４に基づいてご説明いたし

ます。本日、各委員の皆様から施設整備に当たりまして大変貴重なご意見、ご示唆

をいただきましてありがとうございました。 

最初に１番でございますけれども、ご案内のとおり美術館につきましては、高度

な設計能力に加え専門的な知識が必要なことから、設計者の創造力や確かな技術力

を総合的に評価、選考が可能なプロポーザル方式により実施します。 

また、参加資格につきましては記載のとおりでございますが、特に３点目でござ

います。一定の設計実績があるものとし、美術館、博物館、図書館等の設計を行っ

た方を要件としたいと考えております。 

２番目のプロポーザルの審査委員でございます。美術、建築、それから造園の各

分野を代表する先生方に審査委員をお願いしたところでございます。２月 13 日に開

催しました第１回審査委員会におきまして、竹内先生にプロポーザル審査委員会の

委員長をお願いしたところでございます。また、オブザーバーとして３名の方々を

お願いしております。オブザーバーには、それぞれのお立場からご討議に参加して

いただきましてご意見をいただきたいと考えております。 

次に、プロポーザルの日程、今後のスケジュールでございます。２月下旬、今月

中には募集の公告を行いたいと考えております。審査は１次から３次までの３段階

で実施をする予定でございます。１次審査では経歴、代表作品、実施方針などの書

類を提出いただきまして、その内容を審査いたします。２次の審査では、１次審査

通過者の皆様にイラストなどを用いた提案書をご提出いただきまして、その内容を

審査いたします。 

また、最後の３次になりますけれども、２次の審査通過者に対して、提出いただ

いた提案書により公開によるプレゼンテーションを行い、各委員によるインタビュ

ーを行った上、６月中には最適候補者を決定したいと考えております。多くの募集

される方を期待しているところでございます。また併せまして、審査過程につきま

しては、審査に支障がない限り公開させていただきたいと考えております。プレゼ

ンテーション時には多くの皆様のご参加をいただければと思っております。 

今後、このスケジュールによりまして委員の皆様、オブザーバーの皆様のお力添

いをいただきながら、信濃美術館整備事業に最も適した、優れた設計者を選考して

まいりたいと考えております。説明は以上でございます。 

 

（竹内委員長） 

今のことにつきましてご質問ございますか。はい、どうぞ。 

 

（本江委員） 

この美術館の新しい建築に関して、学芸員からの意見聴取などは、どの段階でや
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るのでしょうか。 

 

（矢澤施設課長） 

プロポーザル審査委員会は、建物をつくるための最適な設計者を選ぶ委員会です

ので、基本構想にも設計者が決まった後で、関係者の方、それから県民の方とのワ

ークショップを適宜、適切に行いまして、ご意見を聞いて設計に反映してまいりた

いと思っています。 

 

（本江委員） 

ぜひお願いします。今までの日本の美術館は、建築家があまりにも有名過ぎて、

学芸員が何を言うかみたいな感じで全部つくってきているんですね。出来上がった

後に使いづらくてしようがないという文句ばかりが、いろいろなところから私も耳

にすることが多いので、ここの新しい建築においては、やはり学芸員とよく相談し

て、あるべき美術館ということでつくってもらいたいと思います。よろしくお願い

します。 

 

（竹内委員長） 

ありがとうございます。基本構想に基づいて、まず建築家、あるいは建築会社、

人を選んで、それから中身は、皆さんのご意見を聞きながら、どういう美術館にす

べきかに集中していくということでございます。その他にご質問ございますか。 

 

（４）今後のスケジュールについて 

 

（竹内委員長） 

なければ、議題４の「今後のスケジュール」に入りたいと思います。よろしくお

願いします。 

 

（日向室長） 

それでは資料５をご覧ください。先ほど、施設課長からもご説明がありましたが、

現在プロポーザルを行っておりまして、設計者が決まるのが６月下旬になります。

その後、基本設計、実施設計と移っていきます。この整備委員会の次回ですが、新

年度に設計者が決まった後、７月ぐらいになるかと思いますが、詳細はご連絡いた

しますが、そこで設計者に来ていただきまして、新年度第１回目の委員会の開催を

考えております。２回目は、概ね基本設計が終了するのが年末から年明けぐらいと

お聞きしておりますので、そのくらいを考えております。３回目は年度末というこ

とで、この委員会は年３回の開催を予定しております。 

さらに先ほど説明いたしました専門委員会については、随時開催して検討し、そ

の検討状況はこちらの親会にご報告いただき、また皆様方からご意見等をいただい

てつくっていきたいと考えております。 
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それから一方で関連する予算は、現在予算案としておりますけれども、「県民参加

の美術館づくり」ということで、設計段階から県民の皆さんからご意見を聞こうと

いうことで、ワークショップですとか、県民フォーラム等を予定しております。説

明は以上です。 

 

（竹内委員長） 

どうもありがとうございました。今後のスケジュールで何かご質問がありますか。 

 

（５）その他 

 

（竹内委員長） 

それでは最後の「その他」の議題で、事務局、お願いします。 

 

（事務局） 

ありがとうございます。次回の委員会ですけれども、先ほど、日向室長から説明

ありましたとおり、専門委員会での検討状況、プロポーザル審査委員会の状況など

を議題にしたいと考えております。細かな日程等につきましては、改めて委員の皆

様と調整させていただきながらと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

 

（竹内委員長） 

どうもありがとうございました。これでいただいた議題が終わりました。これで

第１回の会議を終わります。ご協力ありがとうございました。 

 

（事務局） 

竹内委員長、ありがとうございました。 

最後に、青木県民文化部長からお礼のあいさつがございます。 

 

（青木県民文化部長） 

委員の皆様方におかれましては、それぞれのお立場から示唆に富んだお話を頂戴

いたしまして、誠にありがとうございます。 

今後いったん具体的な議論につきましては、先ほど来ご説明させていただきまし

た専門委員会に検討の場が移っていく部分も多い訳でございますが、その検討状況

等につきましては、また皆様方にご報告させていただく中でご指導をいただいてま

いりたいと考えてございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

本日は大変ありがとうございました。 

 

６ 閉 会 
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（事務局） 

以上をもちまして、第１回信濃美術館整備委員会を閉会いたします。ありがとう

ございました。 

 
（以上） 


