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平成 26 年度第１回 新潟市美術館及び新潟市新津美術館協議会 議事録要旨 

日 時：平成 26 年７月 11 日（金） 午前 11 時 30 分から 

会 場：新潟市美術館 講堂 

出席者： 

（委員） 大島 煦美子 公益財団法人 新潟県女性財団理事長 

 金山 喜昭 法政大学キャリアデザイン学部長 

 菅井 甚右エ門・哲 書人 

 中山 輝也 新潟県博物館協議会副会長 

 野川 彰夫 前 新潟市立江南小学校校長 

 東村 里恵子 フリーアナウンサー 

 福永  治 広島市現代美術館館長 

 宮田 亮平 東京藝術大学学長 

 石黒 香奈子 公募委員 

 坂上 義興 公募委員 

（事務局） 長井 亮一 新潟市文化スポーツ部長 

 新潟市美術館 塩田 純一 新潟市美術館長 

 加藤 正人 同 副館長 

 松沢 寿重  同 主幹（学芸係長） 

 大谷 道佳  同 総務係長 

 荒井 直美  同 主査（学芸員） 

 藤井 素彦  同 副主査（学芸員） 

 上池 仁子  同 副主査（学芸員） 

 星野 立子  同 学芸員 

 山岸 亜友美  同 学芸員 

 髙橋 りほ  同 学芸員 

 新潟市新津美術館 横山 秀樹 新潟市新津美術館長 

 高橋 努  同 副館長 

 大森 慎子  同 主幹（学芸員） 

 小林 一吉  同 主査（学芸員） 

 小熊 千佳子  同 主査 
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次第： 

１ 部長挨拶    新潟市文化スポーツ部長  長井 亮一 

２ 開会挨拶    新潟市美術館長  塩田 純一 

３ 出席者紹介 

 （１）委員紹介 

 （２）事務局紹介 

４ 議事 

 （１）会長、副会長の選出 

 （２）平成２５年度 新潟市美術館及び新潟市新津美術館事業報告について 

 （３）部会について 

５ 閉会挨拶   新潟市新津美術館長  横山 秀樹 

１ 部長挨拶 

 新潟市は合併により、新潟市美術館と新潟市新津美術館という二つの特色ある美術館を有

し、両館はそれぞれの運営方針に沿って特色を生かしながら、そして連携を図りながら市民

に親しまれる美術館を目指して、職員一丸となって努力をしている。 

 委員の皆様から運営や今後のあるべき姿、方向性についてご意見、ご指摘などをいただき

ながら、さらによりよい美術館を目指してまいりたい。 

２ 開会挨拶 

 再任いただいた委員に加え、新たな委員をお迎えして２期目最初の協議会。 

 生い立ちも性格も異なる両館を束ねる機関としてスタートし、合同の協議会は私の美術館

勤務の中でもあまり経験がなく、最初は戸惑うこともあったが、委員の皆様から、各館の事

業展開と問題点、相互連携のあり方、その一方でいかに違いを出し差別化を図っていくかな

どについて、率直かつ建設的なご議論をいただき、両館の進むべき方向がより明確になって

きた。これらを踏まえ、より市民に愛される美術館を目指して努力していく。 

本日は昨年度の事業報告が主となる。両館の活動について、忌憚のないご意見をいただき

たい。 

３ 出席者紹介 
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 事務局より、委員を紹介。事務局の出席者を紹介。 

４ 議事 

（１） 会長、副会長の選出 

事務局提案により、会長に宮田亮平委員、副会長に中山輝也委員を提案。全会一致の承認

により、両委員が会長席・副会長席に着席、議事進行。 

 （２）平成２５年度 新潟市美術館及び新潟市新津美術館事業報告について 

 事務局より、配付資料に沿って、パワーポイントを併用して説明。 

新潟市美術館の平成 25 年度事業報告。５本の企画展「サザエさん！展」「山口晃展」

「ルドン展」「あそぶ浮世絵ねこづくし」「ニイガタ・クリエーション」と関連事業、４本

のコレクション展。教育普及事業。調査研究事業。収集保存事業。施設普及事業。大規模改

修事業。 

 新津美術館の平成 25 年度事業報告。５本の企画展「写真家秋山庄太郎―女優 花 PLUS」

「仮面ライダーアート展」「日本画の現在 20 年後の「横の会」」「みんな大好き！ ノ

ンタン展」「江南区の隠れた名品展 日本画家・横山操小品展」と関連イベント、移動美術

館、５本のコレクション展。教育普及事業。ミュージアムコンサート、シーズン＆アート。

利用しやすい環境の形成。収集保存事業。他施設との連携。ボランティア。企画展収益率、

年間入場者数。 

（金山委員） 

 両館とも企画展の収益率が大分高いとのこと、歳入の費目は、具体的にはどういったもの

を上げているのか。 

（横山館長） 

 主に、観覧料、物販関連、図録の売上げなど。 

（中山副会長） 

 ニイガタ・クリエーションはノイズムとのコラボなど新しい試みで、非常に良かったと思

うが、入場者、１日平均 63 人で、片や 124 人（コレクション展観覧者数）、この乖離をど

ういうふうに考えていくのかが、課題ではないかと思う。 

（塩田館長） 
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 大勢の市民に楽しんでいただくような展覧会と、地域の美術館として地域の文化をどう考

えていくのか、どう貢献していくのかという両面の役割があると思う。ニイガタ・クリエー

ションに関しては、新潟出身の国際的にも活躍している３人のアーティストと、新潟にベー

スを置くダンスカンパニー「ノイズム」の両者に出ていただくことで大きな反響があったが、

ちょうど２月、３月の寒い時期ということもあり、観客動員は伸び悩んだ。集客を考えたと

きに、なかなか難しい要素のある展覧会もあるが、美術館として新潟の文化を考えていった

ときに、やっていかなければいけない事業だと思う。年間のトータルで見ていきたいので、

やるべきことと同時に、収益を高く上げられるような展覧会、両方のバランスを考えながら

やっていくことが課題と考えている。 

（金山委員） 

 新津美術館のコレクション展「新潟の風景」は、観覧者数が 23,000 人を超えている。こ

れだけ入る要因というのは何かあるのか。 

（横山館長） 

 これは、施設のつくりが、企画展の観覧後は常設展示室を通らなければ出てこられない構

造になっており、ノンタン展のときの数字が反映されたもの。 

（大島委員） 

 今回は、企画した側の期待や思いと、入館者数との間に、違いはあったか。企画した側の

期待どおりに、市民の皆さんが足を運んでいたのか。 

（塩田館長） 

 ほぼ予想どおりで、サザエさんが多分一番入るだろうと、それから新潟日報の連載「親鸞」

の挿絵を描いている山口晃。ニイガタ・クリエーションはなかなか厳しいなという思いはあ

ったが、もう少しいっても良かった気がする。全体を通して見ると、ほぼ予測どおりという

感じで、収支に関しても、大体目標はクリアした。 

（横山館長） 

 私どもも大体予測通りだが、入る展覧会が全て良いということでもないので、来ていただ

いて、こういう展覧会もあるんだということを知ってもらうことも大事だと思うし、お年寄

りから子どもまで、まずは美術館に足を運んでいただいて、リピートで、当館またはほかの

美術館に足を運んでもらうサイクルができないかと考えている。地元の紹介も、中央のもの

の紹介もしていかなければならない、ただ、来れば何かやっているというイメージが出てく

れば人は増えるのではないかと考え、取り組んでいる。 

（大島委員） 
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 一生懸命企画したのに人数が少なかったときなど、いろいろな思いをしながら、専門家集

団で進めていることと思う。どのようにして周知するのが、一番いいと考えているか。 

（横山館長） 

 分かりやすい展覧会というか、展覧会の質もあるが、広報には力点を置いている。やはり

テレビや新聞の力は大きいので、それらと一緒に事業を展開していくことなど。ただ、メデ

ィアは、収益にならないものには乗ってこないので、調整をとりながらやっている。 

（塩田館長） 

 新潟市美術館も基本的には同じで、県内のメディア、新聞社、テレビ局等と、実行委員会

を組む場合は、メディアにも出資してもらうため、広報に非常に力が入ってくる。 

 その一方で、地域に根ざした美術館としてやるべき仕事というのがあると思う。派手なと

ころはないが、こういうものがあるということを市民に知っていただきたいという趣旨の展

覧会も加えていきたいので、バランスというか、マネジメントの勘どころかなと考えている。 

（東村委員） 

 学校向けの教育普及事業で、出前美術館が 15 校、オープンギャラリーが各９校と２校と

のことだが、これを多いととらえているか、もう少し伸ばしていけると思っているか。それ

と、保育園や幼稚園の状況は。あと、オープンギャラリーの送迎バスというのは、両館とも

利用できるのか、その利用状況などを伺いたい。 

（塩田館長） 

 出前美術館、オープンギャラリーの数が多いか少ないかに関しては、理想を言うともっと

増えていった方がいいと思うが、特に教育普及のセクションというものがあるわけではなく、

学芸員も展覧会の企画などと同時に行っている、その辺の業務、マンパワーの兼ね合いを考

えると、かなり限界に近づいてきているように思う。 

 昨年度の協議会の部会で、教育普及のあり方についての議論の中で、もっと大胆に見直し

を含めて考えて良いのではとのご意見をいただいており、あまり無理をせず現実的なところ

を考えていきたい。 

（横山館長） 

 新津美術館は、出前美術館については、平成 25 年度は最初だったので、新潟市美術館と

一緒に実施した。平成 26 年度は新津美術館独自で、申し込みが 15 校になっている。オープ

ンギャラリーについては、バスの予算は取って対応しているが、学校にしてみると当館は遠

いため、移動に時間が取られると授業がなかなかできないということで、今年は近くの学校

１校だけになっている。 
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 保育園、幼稚園は、チラシとかポスターとか、ノンタン展をやるようなときには特に置か

せてもらっている。小さな子ども向けのものだと、お母さん方が、今はスマートフォンなど

で写真を撮ることができるので、その広がりが非常に多くなっており、助かっている状況が

ある。 

（東村委員） 

 子どものころから地元に美術館があるよという刷り込みのようなことは非常に大事だと思

う。ママさんたちは、小さな子を美術館に連れて行ってもいいのかなと思うかもしれないが、

お子さんたちが賑やかにしても大丈夫な「子どもタイム」などいろいろな取組みで、ママさ

んたちも、最近美術館をすごく近く感じていると私自身も感じるので、ぜひさらに進めてい

ただきたい。 

（菅井委員） 

 ２年間、出前美術館を担当させていただき、私的にも 20 年ぐらい、手弁当で幼稚園に行

っており、出前美術館のたびに、私は、開口一番「本物を見に行ってください」と言ってき

た。本物を見れば一番いい。私も学校に勤めていたが、学校では、美術関係になかなか時間

を割けない状況がある。出前美術館は、私も自分で行ってみて、館長はじめ学芸員の皆さま

の準備等々が、大変だと思った。オープンギャラリーにしてもそうだ。本当は美術館そのも

のの仕事ではない気もするが、そうせざるをえないような背景もある。宣伝をどうするかは、

美術館に予算があれば一番いいがそうはいかないし、やはりメディアに頼む以外ないと思う。 

「百聞は一見にしかず」なので、何としてもオープンギャラリー等は続けていってもらい

たい。 

（宮田会長） 

 広告料を払って使うメディアよりも、記事として読んでもらうほうが効果的だと思う。１

年間の中で、どの部分をどう記事として捉えてもらうか戦略を立ててほしい。そのためには

前日に記者を呼ぶのではなく、事前打ち合わせの段階で、記者に理解してもらう。また、ツ

イッター、フェイスブックなどは非常に威力があるので、館の職員、全てがいろいろな意味

で発信をし、逆に受けるという環境を作っておくのは、これからの時代には大きい。 

（坂上委員） 

 私も新潟日報社のＯＢで、確かに、今日言って今日取材に来てくれというのは非常に難し

い。あらかじめ早い段階で取材や打合せを進めた方が、後々活字になって紙面に展開できる。

記事関係は、主催者の方でマスコミと仲良くなって、しっかりやりとりした方が良いと思う。 
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（宮田会長） 

 そういう企画のミーティング会のようなものは、設けると良い。 

（東村委員） 

 関連で、ツイッター、フェイスブックがかなり普及している中で、それらの活用について

はどう考えているか。 

（塩田館長） 

 美術館のホームページでは、ブログとして、美術館員も私も書いているページがあるが、

ツイッター、フェイスブックはまだ取り入れていない。 

当館はカビクモ問題があり、その後の混乱の状況があり、その評価改革と、かつていろい

ろなことがあった。私の着任後も、ツイッターやフェイスブックを始めるかどうかで議論を

したが、どういう反応が返ってくるか分からない、特に意図を持った方が、美術館の事業に

対して否定的な見解を書かれたときに、それが広まってしまうようなこともあるので、もう

少し落ち着くまでは待とうと、今の段階ではやっていない。当然非常に大きな効果も期待で

きるものだが、逆効果のような部分もにらみながら、どこで見極めてゴーサインを出してい

くのかは、将来の課題として考えていきたい。 

（横山館長） 

 当館も、主催者からお知らせなどの事実を伝える分には構わないが、やはりいろいろな反

応が返ってくるときに、対応し切れなくなるのではということがあり、今は、ツイッターや

フェイスブックは、やっていない。ブログなどは、主催者としての立場でのお知らせという

形で発信している。 

（宮田館長） 

 美術館に来る人はもう美術愛好家なので、愛好家としか会っていないと、大きな判断を狂

わせる場合がある。いろいろな方の声を聞くというのも美術館の使命であるし、発信者ほど

受信をしっかりとしなくてはいけないということも念頭において議論いただければと思う。

ただ、いろいろな過去の事もあるので、ある時期を見たときには、勇気を持って進めていた

だくと良いと思う。 

（福永委員） 

 部会で、普及事業については大胆な見直しも含めて、限られたマンパワーの中での効率的

な実施について申し上げた。学校向けの事業については、新津と新潟と、地域などをある程

度意識して実施しているのか。 

（横山館長） 
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 新潟市は８区あり市域が広いので、最初は区で分けようかと考えたのだが、やはり内容で

学校側が選ぶので、難しい。将来的にはそういう分けができてくるかもしれないが、今は、

各美術館での対応という形になっている。 

（福永委員） 

 おそらく興味ある学校が興味あるところの展覧会を見に行くということなのだろう。教育

普及など話し合いの中で、両館は、役割分担という意識はずっと持ってきたので、いい形が

今後出ていくのではないかと思っている。 

 先ほど、ニイガタ・クリエーションの入場者の問題が出たが、私どもの美術館も季節は意

識しており、いい季節には割合人の入る展覧会をというラインナップをやる。どうしても意

欲的な展覧会というのは、１月～３月になる可能性が高い。それも予算の最後の執行具合を

見ながらで、苦労があると思う。そういう中で入場者が少ないということが出てくると思っ

ており、そこは、今後 10 年、20 年先に続いていくような種を植えていると思ってほしい。

私どもも同じような悩みを持ってやっている。 

（野川委員） 

 昨年度までの２年間は学校にいて、学校が美術館に関わるという目でしか見ていなかった

が、今日改めて平成 25 年度の報告を聞き、両館とも内容が多くて素晴らしいものを企画運

営されていると思う。市民の方にも、興味のある情報を選択して、足を運んでほしいと感じ

た。 

 学校に関わる事業については、学校が美術館に来る、あるいは学校に作家の方や作品と行

っていただく事業は、図工主任、美術主任、校長にそういう気持ちが無ければ、なかなか実

現しない。個人で行くのは別として、本物を見たりという機会はない。ここに挙がっている

学校の先生、この事業に関わった児童、生徒はとても幸せだと思う。 

（石黒委員） 

 一般の者としての意見で、私自身、大人になってから、自分の意思で美術館に足を運んだ

ことを思い出すと、若い頃、美術館に足を運ぶのはけっこう緊張した。 

 習慣づいていない方々にも美術館に来てもらうことを考えたとき、多くの人たちの中にそ

ういう気持ちが、少なからずあるのではないか。集客が多かった仮面ライダー、ノンタンな

どは、愛されているし展覧会としての素晴らしさもあると思うが、お客様の中には、私が足

を運んでも大丈夫な展覧会だという、安堵感があったのではないか。同様に、浮世絵の猫づ

くしの集客が多かったのも、猫だったら私にも分かる、かわいいという気持ちは私にも分か
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るという安堵感が、集客に直結するのではないかと思う。アート感の強いものになればなる

ほど、一般の人は苦手意識が出てしまい、緊張して足が遠のくのではないかと思うので、専

門家の方たちが企画や広報の際に、一般のお客様の不安感のようなものを理解されたうえで、

広報なり情報発信がされると、集客につながるのではないかと感じた。 

（宮田会長） 

 まずハードルを越えるということ、そうすれば、先ほどの１月～３月の挑戦的なものまで

も、気楽にむしろ面白いということで入っていけるのでは、ということだ。 

私は、先ほどの事業報告の中で、美術館で美術だけをやるのではなくて、コンサートなど

いろいろなものが混在したときに、より新しい喜びが感じられるようなことが各所で見られ、

大変良いと感じた。いろいろな意味で美術館というものが憩いのふるさとに、原点になって

くれるような環境づくりがあったら良いと思う。 

（３）部会について 

（加藤副館長） 

 第１期の協議会では、２年間で合計４回の部会を開催、金山委員を座長に、大倉委員、福

永委員、降旗委員から、両美術館の運営上の課題について、意見をいただくことができ、両

館の運営や今後のあるべき姿、方向性など、ご意見を生かしながら目指す方向に向けて順調

に努力を続けている。２期目の部会については、常に開催というよりは、必要に応じて何か

起こった際に開催したいと考えている。開催する場合の部会の委員については、引き続き第

１期の委員からお願いしたいと考えている。 

（金山委員） 

 ２年間部会を開催し、いろいろと議論をした。新しい体制で、両美術館が並立しながらや

っていくということで、コレクションポリシーや館のポリシーのすり合わせ、それに基づい

て事業展開をどう選り分けていくのか、館の方たちと一緒に作業ができたと思う。後半では、

教育普及のあり方についての見直しや検討といったこともできた。 

 一段落はついたが、今年度以降は、部会の方は継続させるが、定例的にということではな

く、随時必要に応じてやっていこうと考えている。私の方で必要に応じて提案をするので、

随時そのときにはご協力いただきたいが、よろしいでしょうか。 

（宮田会長） 

 引き続きよろしくお願いします。 

 ある意味での第三者の先生方と連携をとっていくことは大事なことだと思う。 
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（大島委員） 

 部長がいらっしゃるので、ひとこと。いま、県も市も財源が厳しくなってきているのはよ

く分かるが、こういうときこそ、効果が目に見えない芸術関係等、市民の心のよりどころに

なるべきところに、財源を減らすようなことが、絶対にないようにお願いしたい。 

（長井部長） 

 今日、会議を聞かせていただき大変勉強になり、これから取り組むべき課題も見えてきた

と思う。予算を全て決める立場ではないので確約はできないが、努力したい。 

（中山副会長） 

 予算の関連で、お願いしたい。寄贈や寄託などがあると思うが、何でもかんでも引き受け

るのは大変な話で、信頼の美術館、高い質を保つというのが理念であり、そうしたときに、

少し前のことで「熱（あつ）ものに懲りてなますをふく」にならずに、財源を少しつけなが

ら、理念に基づいた収集は、きちんとしたものが必要なのではないかと思う。 

（宮田会長） 

 良識のある財源をということで、必要性があるのだということをきちんと論理づけ、現場

からの声を上まで伝えていく連携は大事だと思う。 

５ 閉会挨拶 

 両館の運営についての有意義なご意見や、事業についての適切なご助言を、今後の美術館

運営に反映させながら、よりよい美術館活動を行っていきたい。また、新潟市美術館は 11

月から改修工事に伴う長期休館に入るが、休館中も両館で連携を保ちながら一層励んでいく

ので、今後ともご指導をお願いしたい。 


