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平成 26 年度第２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 27 年 3 月 6 日（金）午前 11 時から 

会 場：新潟市新津美術館 

出席者：  

（委員）会長 宮田 亮平 東京藝術大学学長 

    副会長 中山 輝也 新潟県博物館協議会副会長 

 大倉  宏 美術評論家 

 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 

 菅井甚右ェ衛門・哲 書人 

 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 

 降旗 千賀子 目黒区美術館学芸係長 

 石黒 香奈子 公募委員 

（事務局）   

  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） 

 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） 

 小熊 千佳子  同 主査 

 小林 一吉  同 主査（学芸員） 

次第： 

１ 開会挨拶    新潟市新津美術館長              横山 秀樹 

２ 会長挨拶    新潟市美術館及び新潟市新津美術館協議会 会長 宮田 亮平 

３ 出席者紹介 
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 （１）委員紹介 

 （２）事務局紹介 

４ 報告 

 （１）9月 22 日部会開催  2 年間の取り組みと今後の方向性について 

 （２）新潟市美術館の改修工事の状況 

５ 議事 

  平成２７年度 新潟市美術館及び新潟市新津美術館の事業計画について 

６ 閉会挨拶                 新潟市美術館長  塩田 純一 

１ 開会挨拶

 今回は新津美術館での開催。平成 27 年度の両館の事業についてご説明し、多くのご意見を

賜りたい。よろしくお願いします。 

２ 会長挨拶

 新潟市美術館が改修中のため新津美術館で開催。会議の前に素晴らしい「メタルズ！」展

を拝見した。事業計画等について、委員の皆さまから活発な発信を期待したい。 

３ 出席者紹介 

 事務局より、委員を紹介。事務局の出席者を紹介。 

４ 報告 

 （１）9月 22 日部会開催  2 年間の取り組みと今後の方向性について 

（事務局より報告） 

 昨年９月 22日に部会を開催、この２年間の両館の取組みと今後の方向性について評価、協

議、検討をいただき、その内容を取りまとめて、11 月に市長に文書を提出いただいた。あり

がとうございました。 

（金山部会長より補足） 

 美術館が再生し、新しい館長のもとでスタートしたが、改めて成果を検証しようというこ

とで行った。美術館が成果を上げてきているということを、改めて確認することができた。

それを協議会長名でまとめたものを、直接市長にお渡しした。 
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 （２）新潟市美術館の改修工事の状況 

資料「うまれかわる、新潟市美術館。」に沿って、事務局より説明。 

（宮田会長） 

 「作品にやさしい美術館に」、「もっとくつろげる美術館に」、「誰もが快適な美術館に」と

大きく三つとのことで、皆さんに大勢おいでいただけるような環境との説明だった。楽しみ

にしたい。 

５ 議事 

平成２７年度 新潟市美術館及び新潟市新津美術館の事業計画について 

資料２，資料３及びパワーポイントの画像に沿って、新潟市美術館の平成 27 年度の事業計画

について事務局より説明。 

 資料４、資料５及びパワーポイントの画像に沿って、新津美術館の平成 27年度事業計画に

ついて事務局より説明。 

（宮田会長） 

 プレゼンテーションが素晴らしく、実績というものが感じられた。 

 最初に私から。東アジア文化都市事業ということで、昨年は横浜市、今年は新潟市と。今

の話の中で、新津美術館が共催して陶磁器関係の展示をやるのは期待が持てる。新潟市美術

館のほうは改修があるのでできなかったのか。 

（塩田館長） 

 改修の関係と、海外展などで変更できないということがあり、例えばシンポジウムなどは

できないかと提案したが、（予算の）枠が厳しいようで、それは実現できなかった。 

（金山委員） 

 今、事業計画を聞き、両美術館は改革をする以前に比べて隔世の感があると改めて実感し

た。否定的な意味ではなく事実として以前の美術館の活動と、現在、新しい両館長のもとで

やっている事業展開等を比較して、改めて確認しておく。その歴史を振り返りつつ、今の美

術館の姿を改めて確認しつつ外へ発信していくというところでの整理作業を、改革する前の

両美術館と、改革して、2015 年度でもいいと思うが、来年度の状況ということで対比した表

を作っていただいて、来年度の夏くらい（協議会）までの間に作業部会を開いて、部会で確
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認して、来年度の協議会の前に部会をやって、それを協議会で報告するという形を提案させ

ていただきたい。 

（宮田会長） 

 築き上げてしまった後、その検証をきちとしておくというのは今後のためにも、大事なこ

とだと思う。 

（石黒委員） 

 オープンギャラリーの活動は本当にすてきだと思う。子どもたちに対して、美術館の皆さ

まが活動している様子を見る立場の人間もいていいのではないかと。こんなすてきなことを

しているのだと、会話につなげることができると思う。ぜひ見てみたいと思うので、お考え

いただけたら嬉しい。 

（横山館長） 

 私どもは、学校へ行って実施する事業なので、学校のほうで、いいですよということがあ

れば、可能だとは思う。 

（宮田会長） 

 野川先生、学校の現場から見て、今のお話はどうですか。 

（野川委員） 

 熱心な図工、美術の専門の教員が校長を説得して、校長がオーケーを出したところに行け

るので、関心のある方が来られて、子どもの様子や、学芸員の指導などを見て、よそでお話

しいただければ、こんなにいいことはないと思うので、ぜひ一声かけて、機会を見つけて学

校に来てほしいと思う。 

（宮田会長） 

 大変前向きな話だ。そういう方がいらっしゃることで、大変な広報マンになってくれる。

大事なことだ。口コミと同時に、メディアをお願いする、ホームページもということも含め

てやっていかれたらいいと。これは美術に限らず、科学、経済といったものに対しても、小

学校やいろいろなところへ出かけていった先生方に対して、一般の方も参画できる環境をと

いうのは素晴らしいアイディアだと思う。 

（大島委員） 

 以前、ＰＴＡの役員をやった体験上、年間のＰＴＡ事業の中にそれを入れ込む働きかけを

すれば、校長先生も、そのＰＴＡ事業はだめだとはおっしゃいません、石黒さんがＰＴＡの

役員の方たちに呼びかけるリーダー役をしていくという流れが現実的な姿なのではないかと

思う。 
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（東村委員） 

 新潟市の場合、地域教育コーディネーターという、活発に学校と地域をつなげる役割を担

ってくださる方が全校におり、それが新潟市のよい特徴になっている。そういった方々と美

術館との連携も大事になってくるのではないかと感じた。教職員視察研修観覧というものも、

教職員だけではなく、地域教育コーディネーターの方たちも合わせてご覧いただく形はいか

がか。なるべく美術館とふれあう学校関係者を増やしていけたらいいと思う。教職員視察研

修観覧に関しては、コーディネーターが１年に２回くらい集まっているようなので、そうい

ったところでご案内してもいいのではないかと思う。 

（宮田会長） 

 新潟市らしさが出てくれればいいと思う。学校と美術館だけではなくて、同時に、それを

取り巻く学校関係の人たちとの連携というのは、学校のほうにお願いしながら、ぜひ進めて

いくといいと思う。先生方もやる気になってくる。 

（中山委員） 

 私は県の国際交流協会の理事長をやっているが、県の奨学金を外国人留学生に渡すのを、

この部屋でやっている。お弁当を出し、横山館長に日本美術に関する講演をしてもらう。新

潟県にある国際大学、新潟大学、その他の大学で枠があり、50人くらいに出している。以前

はほかの会場だったが、ここ２年間はこちらでやっている。皆、横山館長の話をよく聞いて

おり、施設の普及啓発に役立っているのではないか。こういう形での利用もいいのではない

かと思う。 

（宮田会長） 

 そのような関係を生かす、海外の人に日本を知ってもらう、特に新潟県を知ってもらうと

いう意味でも大変素晴らしいことではないかと思う。 

（福永委員） 

 展覧会のことで二つ伺いたい。一つは、企画展の予算額のところに、実行委員会のうち新

潟市負担分がいくらという表記が両館の中にあるが、私も美術館の人間として、苦労があっ

たり、展覧会によって事情が違うとは思うが、多分、マスコミや共催者との経費分担などを

工夫し、予算の中でやり繰りされているものと想像するが、収入を分ける仕組みなど、実行

委員会の形式のことをお聞きしたい。 

 もう一つは、展覧会予算が今どのような状況になっているのか。つまり、毎年増えている

のか、減っているのか、新潟市からしっかり応援していただいているのかということを伺い

たい。 
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（塩田館長） 

 新潟市美術館の状況については、シーリングがあって、企画展事業費はどんどん小さくな

っている。それが大前提としてあり、実行委員会を組んで、メディアから資金を含めて出し

ていただき、それで何とか展覧会を成り立たせるということだが、去年あたりも、必ずしも

黒にならず赤字で終わってしまっているというものもある。そうすると、メディアも非常に

慎重になる。そういう意味では非常に難しい局面にきている。「ラファエル前派展」と「川村

清雄展」は通常の展覧会予算の枠の外の話で考えていただいたので、「アナタにツナガル展」

だけが通常の予算枠の中になっている。非常に厳しいというのが現実。 

（横山館長） 

 三者でやった場合、等分の負担割合になっている。三者が同じだけのお金を出し合って、

役割分担をしている。私どもは展覧会事業を、ほかの二者は新聞社、テレビ局なので、広報

に力を入れてもらう。収益については出資金額に応じた比例配分。新津美術館での実行委員

会は、大体黒字収支でいっている。 

 このような実行委員会を組めば、一者の持ち分が少なくて済むので、やりやすいと思って

いる。 

（福永委員） 

 地方美術館はどこも、展覧会予算がだんだん減っていく状況にあり、そこを工夫していく

中での実行委員会ではないかと想像するが、新聞社や放送局もかつてのように文化貢献のよ

うな形があまりなくなってきて、事業ごとでマイナスを出さないようにという傾向にある。

今は何とか成り立っても、今後成り立つ保証はないような気がするので、その辺を今後の課

題として、市当局ともよく話をされて、今後とも活発な活動をされたい。我々美術館を抱え

ている人間としては共通の悩みがここから見えてくる。 

（宮田会長） 

 まさしくそのとおりで、美術館にかぎらず、右肩上がりはなかなか望めないところにおい

てどう対応していくかということを考えながら動いていかなければいけない。 

（降旗委員） 

 先ほどご紹介いただいたが、私どもの目黒区美術館で新潟市美術館さんのコレクションを

来年度の春に 62 点お借りすることになった。今日はチラシをお持ちしたかったが、まだ制作

中。新潟市美術館の改修後の「川村清雄展」でも目黒区美術館の川村清雄の加島コレクショ

ンをお貸しするということで連携する。 

今回の資料を拝見し、両館とも着実に前進、進化していると感じた。新潟市美術館も改修
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のチラシで、キーワードもきちんと、メリハリのついた形で分かりやすい。いろいろな方々

の要望を入れ、より市民の方に開かれているということがよく伝わる。 

普及活動についても、以前悩まれたり、問題が提起されてたが、「ＡＲＴＲＩＰ」などの形

でいろいろと考えているということが見えてきている。 

 新潟市美術館に一つ提案で、建物が新潟市出身の前川國男さんの設計ということで、美術

館の周りをまわってみると、いろいろなおもしろいテクスチャーがあったり、おもしろい景

色が見てくる。そういったものを利用し、それを積極的にアピールしていくような企画をさ

れたらいい。常設のほうでそういった企画を考えているようだが、目黒区役所は村野藤吾の

設計で、庁舎ツアーを美術館主催でやっているが、今、建築が非常に熱く、人がたくさん来

る。潜在的な美術館利用者がそういった中にたくさんいるのではないか。改修後、美術館自

体を一つのアピールといった形での利用がうまくいくのではないかと思う。 

 新津美術館は、館の特色を生かした活動がいい形で展開されている。展覧会の数も多い。

教育普及の活動も一生懸命やられている。これだけの量を３人の学芸員でというのは、管理

の方も関るにしても、かなりの仕事量という気がする。手厚さということでいうと、職員の

数というのは非常に重要になってくるし、職員の健康なども考えていただければと思う。 

 質問としては、新潟市美術館が新しくなるということで、こういった資料を作って配られ

ると思うが、新しい広報戦略を参考に伺いたい。 

（塩田館長） 

 ７月１日とほぼ日にちは決定しているが、リニューアルオープン前、県外のメディアと中

央の美術関係のメディアにも案内をして、プレス発表の機会を設けたい。また、アムステル

ダム国立美術館のリニューアルオープンを記録した映画「ようこそ、アムステルダム国立美

術館へ」を、「シネウインド」という非常にレベルの高い活動をしている新潟の自主運営の映

画館があるが、そこで４月 18日から上映する。最初の上映の後、私とシネウインドの方との

トークで、新潟市美術館も 30周年を迎えて改修工事をしていて、こんなふうに変わるという

ことをお話しする。小規模な集まりにはなると思うが、いろいろと考えつつ進めていきたい。 

 いかにお金をかけずに広報していくかが大切だと思うのだが、例えば去年の夏の展覧会「金

子孝信展」に関して、朝日新聞の学芸記者、大西さんの美術回顧の中でふれていただいたり、

山下裕二さんが去年のベスト３ということで「金子孝信展」をあげていただいたり、新潟で

企画した展覧会がこのように評価されているということを全国的にも発信していくというこ

とも含めて、いろいろなツールを使いながら、いろいろな形で発信していきたい。 

（福永委員） 

 今、塩田館長の言われたアムステルダム美術館の映画は、すごくおもしろい映画で、市民
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の方が美術館が新しくなることに対していろいろな意見を言い、反対運動もあったり、市民

が美術館とどうかかわるかという、一つの海外の例が出てくる。新潟市美術館のことも市民

の方に関心を持っていただくのに、リニューアルというキーワードはいいと思うので、いい

催しになることを期待したい。 

（大島委員） 

 一協議会委員としても、リニューアルする新潟市美術館の７月の開館日をわくわくという

感じで待っている。このわくわく感を一人でも多くの市民の皆さんにどう伝えていくか、そ

こだと思う。どうリニューアルしました、１回目の素晴らしい企画展がありますよというあ

たりをどう発信していくか。マスコミその他からの発信が、いきなり１回だけどんと出すの

ではなくて、チラチラと出す方法も大事なのではないかと思う。 

（塩田館長） 

 一般の方も７月１日のプレス発表にお呼びしたいと思っている。公募で申し込んで、来て

いただいて、そこから発信していただくこともあると思う。「ラファエル前派展」はちょうど

夏の時期でもあり、８月に夜間開館をする。１週間限定で夜間開館をするなど、美術館はち

ょっと変わったというあたりを広報していきたい。ホームページだったり、新聞に書いてい

ただいたりということも含めて、考えていきたい。 

（大島委員） 

 中野課長にお聞きしたい。新潟市の財産の一つである両美術館に、どれだけの市職員が関

心を持って企画展なり、常設展示を見学しているだろうか。今、財源的なものが目減りして

いる中で、文化発信がいかに大事かという意識と、財源の順位をどうつけていくかで、職員

の皆さんから、新潟市はこんなに素晴らしいお宝を持っているということで両美術館を見学

して、意識してもらう方法はいかがか。市民に向けてというのもあるが、まず内からやるべ

きこともあるのではないか。 

（中野文化政策課長） 

 市役所職員向けのポータルサイトを通じて、各企画展のＰＲは今後もやっていけるので、

職員にも足を運んでもらえるように努力したい。新潟市は文化創造都市の取組みをやってお

り、姉妹都市のフランス・ナント市を模範として、文化の力でまちを活性化するということ

については、非常に力を入れている。だからといって予算が多いかというとそうではない部

分があるが、職員の中に意識は出てきていると思うので、そこは今後も力を入れていきたい。 

（大倉委員） 

 先ほどの建築ツアー、これは今後ぜひ検討してほしい。普段、建物を建築として見るとい
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う視点が新潟の場合は本当に欠けていて、例えば新津美術館、新潟市美術館も、それぞれに

すごく魅力のある建物なのだけれども、美術展を見に来る人たちも、市の職員の方々も、展

覧会は見るのだが、実は建物そのものはあまり見ていないのではないかということを最近し

みじみ思った。新津美術館も新潟市美術館も、意外と建築で見ていくと、また違う魅力があ

る。普段見られないところが見られるというと、皆さん興味を持つと思うので、バックヤー

ドツアーを含めた建築ツアーを今後ぜひ一つの課題として取り組んでいただきたい。 

 もう一つ、私の経験で言うと、パフォーミングアーツと建築と組み合わせるとすごくおも

しろい。パフォーマーの力で、建物の隠されていた魅力が引き出されることがある。私の施

設でも、パフォーマーが変わるごとに建物が全く違って見えるという経験をしている。 

希望としては、地域の現在のアーティストに目を向ける企画を考えてほしい。地域で活動

している現役の美術家の方々がなかなか紹介されないというのは残念に思っている。隠れた

名品展で過去の作家たちを紹介していらっしゃる新津美術館の試みは本当に素晴らしいと思

うが、併せて、現在のアーティストたちにも焦点を当てる企画をやってほしい。若いアーテ

ィストにいい意味での励みを与えることになるということを期待したい。 

（中山委員） 

 予算があがっているが、収入と支出のバランスと、入館者をどれくらい予定しているか、

その辺もここに入っているとよかったと思う。 

（菅井委員） 

 美術館のリニューアルについては広報も出ているとのこと。新津にも新潟にも協会組織も

あるので、作家の集団に上手に、よく話しておかれるといい。 

 もう一つ、先ほど大倉委員もおっしゃったが、1997 年に現代の作家の展覧会があったと思

うが、亡くなった人ではなくて現代の人、これは人選が非常に大変だろうと思うが、そうい

うこともお考えの中に入れていただくとありがたいと思う。 

（東村委員） 

 先ほど、新潟美術館のリニューアルの発信をというお話があったが、今日、この「うまれ

かわる、新潟市美術館。」を読み、文字だけだと思いながら、読むとわくわくした。ホームペ

ージを見ると、休館です、開館は何月予定ですとしか書かれていない。せっかく「うまれか

わる、新潟市美術館。」といういいキャッチがあるので、こういったものをホームページ上に

も生かしていただければいい。ぜひ活用してほしい。 
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 もう１点、新津美術館のシーズン＆アートは最初のころ、私もかかわらせていただいてい

て、長く続いていて非常にいい事業だと思っているが、最近は中央区のほうで開催すること

が多いというお話。昨年、秋葉区の文化会館がオープンしたが、文化会館での開催はあった

のか。最近はどこでやっているのか。 

（横山会長） 

 近くは、江南区文化会館でやっている。秋葉区はあまりにも近すぎるので、秋葉区の文化

会館でやるのだったら当館でやったほうがいいと思う。 

（東村委員） 

 ただ、連携という点を考えると、せっかく新しくできた文化会館なので、外で、ときどき

は地元新津の皆さんが芸術と文化に触れるタイミングがあってもいいのではないかという希

望。文化会館を使っていただきたい。 

６ 閉会挨拶

 新潟市美術館、新津美術館、それぞれの事業について、ご審議いただき、貴重なご意見を

いただいた。いただいたご意見を、今後の美術館活動に役立てていきたい。本日はありがと

うございました。 


