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【議事録】 令和 3年度 下関市立美術館協議会 

日 時  令和 4 年（2022 年）3 月 16 日（水）午後 2 時から午後 4 時 

会 場  下関市立美術館 講堂 

出席者  協議会委員（出席 10 人） 

曲  浩範（下関市中学校教育研究会美術部会会長 下関市立長府中学校校長） 

清永 修全（東亜大学芸術学部アート･デザイン学科教授） 

草野 和子（下関市連合婦人会会長） 

内山 峯生（下関市連合自治会会長） 

重井 民雄（下関市立美術館友の会会長） 

戸﨑 由弥（学校法人徳応学園幼保連携型認定こども園  長府幼稚園副園長） 

和田 健資（下関観光コンベンション協会副会長 株式会社寿美礼代表取締役社長） 

五十嵐 美紀子（下関市文化協会会長 声楽家） 

山中 奈津子（有限会社エー･トゥ･ゼット） 

伊東 丈年（九州芸術学館山口校代表） 

下関市教育委員会 

教育長 児玉 典彦 

下関市立美術館 

館 長 岡本 正康 副館長 常重 千春 

副主任 関根 佳織 副主任 渡邉 祐子 副主任 藪田 淳子 

 

次 第 発言者 内  容 

1 開会 事務局 これより、令和 3年度下関市立美術館協議会を始めます。 

下関市立美術館では昨年 8 月末をもって協議会委員の任

期が満了したことに伴い、令和 3年 9月から令和 5年 8月まで

の 2年間の任期で 10人の方に美術館協議会委員を委嘱いた

しました。本日ご出席の委員が 10 人となり、定数の過半数を上

回りますので、下関市立美術館の設置等に関する条例施行規

則第 8条の規定によって本協議会が成立することといたします。

本日の協議会は公開で行われ、議事録は後日、下関市のウェ

ブサイトで公開される予定です。 

なお、本日、傍聴の方はおられません。 

2 委員紹介 事務局  

3 教育長挨拶 教育長  （略） 

4 館長挨拶 館長  

5 議事 

議題 1 

正副会長の選任 

事務局 

 

 

 

 

本美術館協議会 正副会長の選任は、設置条例施行規則

に基づき、委員の推薦によるものとします。どなたかご推薦の方

はいらっしゃいますでしょうか。ご推薦の方がございませんでした

ら、事務局からは前年度に引き続き会長に清永委員、副会長

に重井委員を推薦させていただきたいと思います。 
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会長 

 

 

 

副会長 

 

 

 

事務局 

ご異議ございませんでしょうか。 

（各委員「異議なし」） 

お席を正面に用意しておりますので、会長、副会長はご移動

をお願いいたします。 

清永でございます。大役を拝命いたしました。私は器でない

のではないかと思いますが、光栄なことと謹んでお受けするとと

もに役割を全うしてまいりますので、皆様よろしくお願いいたしま

す。 

重井でございます。前回にひきつづき推薦をいただきました

が、芸術的なことは詳しくありません。しかしながら、美術館のサ

ポートとして友の会で活動しておりますので今後とも宜しくお願い

いたします。 

ここからの進行については、清永会長にお願いいたします。 

議題 2 

組織の現況について 

事務局 

会長 

（施設の現況について概要を説明） 

だいまのご報告に、ご意見等ございましたらお願いします。な

いようでしたら、続いて議題 3についてお願いします。 

議題 3 

施設の臨時休館等に

ついて 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度は、新型コロナウイルス感染対応のため 2 次にわたっ

て臨時休館いたしました。期間は、5 月 21 日から 6 月 20 日ま

での 31 日間、8 月 26 日から 9 月 25 日までの 32 日間、合計

で 63 日間です。このほか山口県外からの来館自粛の要請も行

い、その期間は、5月 12 日から 5月 20日までの 9日間、8月

16 日から 8 月 25 日までの 10 日間として利用制限を行いまし

た。これにより市民の展示や油絵、陶芸などの制作活動に係る

展示室、造形室の施設使用についても約 40 件が休止となりま

した。 

また、施設改修のため、令和 4 年 1 月 11 日から 2 月 10 日

まで臨時休館しています。改修の内容は、収蔵部門の荷解梱

包倉庫の空調設備の機器の交換です。 

議題 4 令和 3 年度

の事業実施状況 

1 予算 

会長 

 

事務局 

ただいまのご報告にご意見等ございましたらお願いします。な

いようでしたら続いて議題 4についてお願いします。 

（令和 3年度予算について概要を説明） 

2 業務別の実施状

況 

(1)管理運営業務 

事務局 管理運営業務は、施設の維持管理の経常的な業務、また、

この美術館協議会の開催が主な内容です。 

今年度、ふるさとしものせき応援基金の充当 80 万円により備

品購入し、照明の LED 化を進めましたが、基金充当も 3 年目

となり一区切りとなります。また、先述のとおり収蔵部門の空調機

移設を本年 1月から 2月に臨時休館して実施いたしました。 

(2)展覧会開催業務  展覧会開催業務について、3 年度は企画展示 3 本、所蔵品

展 3 本を実施いたしました。3 月 13 日〔※美術館協議会開催の



- 3 - 

 

直近日曜日〕までの入館者数は、美術館主催の展示が 14,430

人、美術館主催でない展示-市民ギャラリー等が 12,039人、合

計で 26,337 人です。前年度の来館者数が 20,267 人だったこ

とからすると改善はしたところですが、コロナ禍以前の状況と比

べ厳しい状況が続いています。 

企画展示では、夏に開催の特別展「久保修～紙のジャポニ

スム～」が、コロナ禍対応のため、会期の後半、残り 10 日を残

して途中終了となりました。会期を全うできれば来観者が 1万人

を超えたと見込まれますが、来観者数 7 千 978 人です。次い

で、下関を代表する写真家・吉岡一生と清水恒治についての

企画展「潮流・下関 2021」、「野村佐紀子写真展 『海』」を開

催し、（開催中の野村佐紀子展は）美術館として力を入れた特

別展ですが、現在まだ 2 千人に到達しない状況です。所蔵品

展示に関しても来観者が減っていますが、市民ギャラリーのコロ

ナ禍による利用減少とも連動していると考えられます。 

そんな中、市内在住の作家の提案からごく短期間ではありま

したが、＜特集展示＞として作家との共催企画を行うことができ

ました。それは、下関市内在住のデザイナー 浜井弘治先生の

展覧会で、関連の舞台映像の上映会もあわせて行いました。今

後、市内在住あるいは下関にゆかりある作家との共同企画を通

して下関市の文化芸術をアピールしていきたいと思います。 

下関市役所本庁舎西棟の 1階エレベーターホールに下関ボ

ートレース企業局が設置した美術品専用展示ケースを使用し

た出張展示では、今年度 9つの展示を行いました。 

その他の展覧会につきましては、下関市観光スポーツ文化

部が主管する下関市芸術文化祭美術展においても審査方法

や展示部門の新設等、近年の改革を通して、美術館を舞台と

する新しい発信の試みが進んでいます。今年度は、令和 3 年

10月 30日から 11月 13日の会期で来観者が 2,409人、こち

らもコロナ禍以前に比べ半分強です。 

市民ギャラリーの状況でございますが、ここで注目していただ

きたいのは展覧会の本数です。現時点で 9 本ですが、これはコ

ロナ禍以前の半分以下となっております。かつては年間 30本以

上の展覧会が開催されていた時代もあったことを思えば、たい

へんな減少です。関係者の高齢化により活動を終えた団体もあ

ります。 

(3)収集保管業務  美術作品の収集について、本年度は、2 月 24 日の美術資

料収集審査会を開催いたしました。5 名の審査員にお集まりい

ただき、76 件の美術資料の収集審査をいただきました。うち 1
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件は収集済の作品についての内容の見直しです。収集後の研

究によって作者が別の人物に変わるという事例で、それに伴い

評価額の変更などが行いました。新たに収集するものは 75件、

近年になく多いものです。現在、購入予算はなく、今回も寄贈と

寄託、あるいは保管転換――下関市の別の部門が所有のもの

を美術館の所蔵品として受入れるもので構成され、寄贈が 64

件、寄託が 3件、保管転換が 8件です。 

地元作家についてのまとまった収集の機会を得ましたが、代

表的なものが、長府でアトリエを構えて長らく活躍していた画家 

古舘充臣の作品・資料です。画文集、小説等文芸作品の挿絵

を多く手掛け、むしろそちらで一般になじみがあると思われます

が、油彩画 23件と水彩画等の関連資料をご遺族から寄贈いた

だきました。 

その他、市内で活動のクラフト作家の冨田一男先生から

1970年代から 80年代にかけての絵本や雑誌挿絵の原画等が

あります。この作家は、やなせたかしとの交流が注目されます

が、その関連資料も含みます。 

今年度の企画展「潮流 下関 2021」の関係で写真家 吉岡

一生、清水恒治両先生の作品もご寄贈いただいております。今

回はお二人とともにグループ SYS として活動した新谷照人先生

（故人）の作品が新たに発見されたので、同時に寄贈いただき、

下関の写真史の展望を得る出発点ができたと思います。 

その他、赤間硯作家の堀尾信夫先生から、ご本人と堀尾卓

司先生（故人）の作品寄託をいただいています。 

保管転換 8 件は、下関市内の公共施設に展示されていた、

市内の作家の作品を美術館で今後所蔵し活用しようというもの

です。90 年代の下関を代表する「未来へ、今…」というグループ

の活動に関係のあった方が中心となります。開館当初は（市内）

現役作家の収集はある程度ありましたが、その後体系的に地域

在住作家の作品資料を収集する例が少なくなっていたため、空

白を埋める必要があります。 

以上、今年度末で当館の収集件数は 2,477件となります。 

また、作品・資料の燻蒸を行いました。来館時にご覧いただ

いているかもしれませんが、近年は、殺カビ殺虫の処置に燻蒸

専用の車両というものがあり、活用して美術館駐車場で作業を

しました。 

その他、本業務では、データ版の所蔵品目録の作成があり、

年度末までに完成の予定です。当館の所蔵品目録は 20 年前

に刊行した以後は、年報にて年度ごとの収集作品を掲載する

かたちに代えていましたが、年報も近年は発行できず、市民へ
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の周知や他館からも借用要請に対応出来ない状態であったた

め、このたび作成に至りました。 

(4)調査研究業務  調査研究については、研究資料の収集、関連文献――書

籍、定期刊行物、雑誌、新聞等の収集を中心に業務を行って

います。 

(5)普及教育業務 

 

(ｱ)実技講座の 

開催 

(ｲ)生涯学習プロ 

グラムの実施 

 

(ｳ)学校との連携 

 

 

 

 

(ｴ)広報 

 

 

(ｵ)外部連携 

 

 

 

 

 

 

 

 普及教育業務は、実技講座の開催を中心に生涯学習プログ

ラムの実施、学校との連携をはかるなどしています。 

造形教室及びワークショップは、当館の感染症対策ガイドラ

インに基づいて参加定員を絞り込み、コロナ禍以前のおよそ半

数以下で開催しています。夏休みの子ども造形教室では、コロ

ナ禍以前は午前と午後に分けて 30 人程度としていましたが、

日数を増やすことで参加機会を増やす工夫をしました。 

学校との連携に係る研修等の受け入れについて、まず、中学

校の職場体験では、例年 5、6校ほどから生徒をお迎えしていま

すが今年度は取り止め、高等学校のインターンシップは実施さ

れました。教員の社会体験研修や大学生の学芸員資格取得の

ための博物館実習については例年と変わらない状況です。 

広報では、広報印刷物を作成し、広報誌を年度内に 2 回刊

行、年度末に次年度の展覧会スケジュールを発行いたします。

下関市の公式ホームページが 3月 15日から新しくなり、それに

伴い美術館のページもリニューアルしています。 

外部連携の事例として、大学関係の事業を資料に掲載して

います。下関市立大学の学生団体 SCU との共催イベントのほ

か、企画展示に関連するものですが、東亜大学との包括連携

協定の一環としての大学院との連携企画、九州産業大学美術

館との協力を行いました。東亜大学、九州産業大学美術館との

企画については、YouTubeに開設の当館チャンネルにも掲載し

ており、オンラインでご覧いただけます。地方の大学は、地域振

興というテーマも掲げており、そこにアートや文化の面から参画し

ていくのは地方美術館の責務と考えます。 

（議題 4 質疑応答） 会長 

内山委員 

ありがとうございます。ご発言をぜひ挙手でお願いします。 

コロナには困ったものですが、ポストコロナでどう立て直すかと

いうのも課題だと思います。自治会では高齢者の生活困窮や家

に閉じこもる問題が起きていることについて、外に出て来て従来

の活動に参加してもらうよう、原点からの活動をやっています。教

育長からの話であったようにコロナ禍により観客数は激減しまし

たが、今後事業を継承するため努力が必要というのはその通り

だと思います。 

今、今年度はこういうことをした、来年度は何をするんだという
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報告がありましたが、現実問題何をしても観客数は前年の 4

割、それ以前でも 5 割ほどと、ほとんど観客数が戻っていませ

ん。もう一つ心配なのは、美術館は市民の税金が使われている

施設であるため、ある程度きちんとした活動をしてもらわないと

市民が納得しないのでは、という点です。予算と実績をみると、

歳入と歳出が非常にアンバランスで、歳出に対してほとんど稼

いでいません。これからどうなるかと令和 4 年度の予算をみれ

ば、ほとんど変わりがありません。事業をするにはお金がついて

回ります。公的な施設であっても稼ぐことは大切であると中尾前

市長も仰っていました。稼ぐことを忘れて事業を展開しても続か

ないと思います。美術館に対して私からお願いしたいのは下関

市立美術館の役割は何かということを考えていただきたいという

ことです。具体的な検討をお願いします。また、お金が稼げない

ならば、美術館の継続のために新たな財源を考えてほしいと思

います。例えば民間会社では 1年決算で、その結果が株主にだ

めだといわれて半年、今では決算が 3か月ごとになっています。

美術館も半年に一回の報告をしてはいかがでしょうか。半年や

ってだめだったので残りの半年で巻き返すという取り組みは必要

だと思います。他人の評価、自己評価を客観的に取り入れるこ

とによって回生の努力ができるのではと思いました。 

 会長 大きなポイント 3 つに分かれている意見でした。コロナ禍の中

で問題がある中、どう巻き返すか。詳細をみれば、収支のアン

バランス、税金を投入している点に対して説得力のある運営に

なっているか、美術館の役割の自覚に基づく事業方法を模索

すべきではないかという点。新たな財源の開拓。短期での見直

しが必要だという点。以上の 3つでした。煎じ詰めれば評価の在

り方から考えなおすべきではとの意見でしたが、これについての

回答をお願いします。 

 事務局 議論の出発点になりますが、美術館のミッションの確認からさ

せていただきます。収益事業に関しては博物館法に規定される

ところに基づいて運営しております。施設としての第一義は、博

物館法では「地域に所在する文化財を適切に収集、保管、調

査研究し、市民が活用できるように活動する」機関とあり、これは

市内にあるほかの博物館も同じです。文化財を守るために何を

するか、文化財を市民が活用できるには何をすればいいかとい

うのを考えることが使命であります。収集保管で申し上げたよう

に、地域の文化財の収集に力を入れています。これから展覧会

で紹介し、市民にその意義を還元していくものです。予算書に

出てこないところですが、寄贈や寄託によって、財産としては増
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やしているところです。地域の所蔵家の協力と理解で成り立っ

ています。これらの評価額の積み上げという観点でも美術館は

拡大しています。コレクションあっての展覧会、イベントですが、

そのバランスについては博物館施設が社会にとってどういう位

置づけか、という原点に立ち返るしかないと考えています。予算

もここまで小さくなれば、かつてのような展覧会は不可能です。 

 内山委員 私が言うのは違うんです。博物館法がどうだというのではなく。

博物館法というのは全国で標準的な考え方の基準です。それ

を満たしたうえで下関独自の活動があるのだから、北九州や東

京の美術館とは違う点を下関の市民がみんながどういった美術

館の運営を望んでいるかを考えてほしいと思いました。博物館

法をどうするというものではなく、その基準を満たした上で下関

独自の美術館運営を考えてください。 

 事務局 全く同感です。今までの反省として、たとえば他都市との競争

について心もとない状況がある中で、下関市立美術館にしかで

きないことは何かを探るという課題について、活動をしている最

中です。コロナ禍も良きにつけ悪しきにつけ大きなきっかけにな

っていくと思います。外部から展覧会を誘致していくなど、これか

らもできる限りのことをやっていく所存ですが、地域の持つ力に

ついては、市内の作家や表現活動をしている方、市民から出て

くるものをどう生かすかということが問われています。下関市の財

政状況も好転するとは思えないため、その中での活動が手作り

的なものになっていくことは致し方ありませんが、地域のポテンシ

ャルは色々な人材の中にあるので、そこと繋いでいくことも美術

館の役割だと考えています。予算を倍に、収益を倍に、という話

ではなく、地域の宝への目配りが足りていなかったというのが

我々の反省です。これから収集しているコレクションの整理や収

集など、既に持っているものを改めて示し、下関の蓄積した文

化のポテンシャルを美術館が示したいと思います。ミュージアム

――博物館、美術館が何であるかという基本のところに戻るし

かないので、そこを市民の皆様に共有していただけるかにかか

っています。単なるイベントの箱でなく、市民の精神的な拠り所

になるようなものに美術館が関われないかと考えております。 

 会長 地域の公共美術館の使命を自覚しつつ、他都市との差異

化、下関の独自性の模索について、地域の文化的な遺産の発

掘という形で、より充実した市民の文化的生活を求めるという回

答をいただきました。ほかにも意見があると思いますのでいった

ん別の方にお話を伺いたいと思います。 

 和田委員 2 点、質問と提案をさせていただきたいのですが、まず、下関
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事務局 

和田委員 

市立美術館の Wi-Fi環境はどうなっていますか？ 

全く入っていません。 

ありがとうございます。いまの私の質問は集客内容についてで

す。我々も観光施設をもっているため、お客様の激減について

は我々も議論を重ねてきました。情報発信については前回の協

議会で広報について話したのですが、今年度ではウェブサイト

に加え SNSやYouTubeなど、かなり充実した情報発信の準備

ができていると思います。次のステップとして、館内に Wi-Fi が

整っていないという課題があります。展覧会に来たという情報を

発信したくて美術館で撮影しても、そのデータが重いと発信でき

ません。展覧会の情報も、Wi-Fiがないとデータ量が重くて他の

人にその場では送れません。Wi-Fi 導入のメリットとしては 2 つ

あると思っていて、その一つは音声ガイドができることです。都立

や大きな市立美術館ではすでに導入していますが、音声ガイド

を使えば係の人間を置かずとも、ネット環境上に音声ガイドが置

かれているので、スマホひとつでいつでも専門性のある説明を

聞くことができ、人件費の削減にもなります。ここでタブレットを貸

出せば、高齢者にもご利用いただくこともできます。 

もう一つのメリットは出前講座です。コロナが進むとこちらから

出向いたり、学校側から生徒が来たりしなくとも、オンライン上で

出前講座を行うことができます。しかし Wi-Fiがないと事務局や

パソコンの前でしかできず、会場で映像を見せながらの説明が

できません。そこを解決すれば新しい集客ができるのではない

かという提案です。実際観光地ではインバウンドが戻ってきた時

のために情報を発信したり、観光客が来て情報を発信してくれ

たりができるように準備しています。下関市では free Wi-Fiスポ

ットを募集しているので、美術館の予算ではなく市の施設とし

て、予算とは別建てで考えられる部分だと思います。観光コンベ

ンション協会は観光施設が各施設にスポットを置くよう協議して

いますので、ここ単独で難しいのであれば、もっと市に相談をし

てみてはいかがかという提案です。 

  もう一つの提案に移ります。現在喫茶コーナーは休止中です

ね？ 閉鎖の理由はあるかと思いますが、せっかくスペースがあ

るのであれば、やはりミュージアム・カフェにしてはどうでしょう。広

告を出してプロポーザルしてでも外部事業団体と連携してミュー

ジアム・カフェをやってもらいながら、その収入の一部か売り上

げの一部をいただいて、副収入という付加価値をつけてみては

いかがでしょう。今回の野村佐紀子展でも、休憩スペースでは

なくちょっとお茶したいと思います。しかし自動販売機等でペット
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ボトルのお茶を飲むのではなく、カフェで作品についての感想を

語り合いながら談笑できる空間があればいいなと思います。ふ

つうのカフェでなくミュージアム・カフェなら絵も展示できればもっ

といいでしょう。現在はコロナ禍の中で国の助成金補助金が沢

山出てきています。デジタル化に向けた補助金の申請も可能だ

ろうと思います。実際観光では観光政策課並びに観光施設課

では市の予算がとれなければ、国の予算を取りにいくべきと官民

一体となってやっています。美術館においても新しい予算をアイ

デアをもって展開する余地があるはずです。3 年度は集客が伸

びている。これは可能性です。さらに伸ばすには、ただ沢山来る

のではなく、少しでも長く滞在してもらうことを考えることも必要だ

と思います。 

 会長 ありがとうございました。時代に即応した美術館の環境を整え

る。ネット環境を時代のニーズに合ったものに。高齢者へのサポ

ートや、コロナ、美術館とのかかわり方、情報発信の問題などを

より良い形で新しい形で美術館として市民に資するよう、動かし

ていくべきという意見でした。もう一つは、ミュージアム・カフェに

ついて。外部団体を含め、助成金の活用も、とのご提案でした。 

 事務局 Wi-Fiおよび施設内のデジタル環境の整備に関しては、実は

これまでもトライしていますがなかなか叶わない状況が続いてお

ります。これからは交付金・助成金の獲得を含めて活動しようと

思います。教育委員会でも取り組みがあるところです。学校との

デジタル的な連携は進んできたところで、出前授業を出向かず

にできるなど工夫の余地が広がりました。それについては今後ど

のようなシステムを使うのか、選択の問題もあり勉強しなければ

ならないことが多いですが、ご発言いただいたことが来年度以

降の予算獲得への力になると思います。ありがとうございます。 

喫茶室については、コロナ禍も重なり令和元年度末で経営者

が撤退し、飲食を提供する場所としては使用していません。募

集もしたいのですが、なかなか経営が成り立たず、これまで 2 年

から 3 年程度で業者の撤退を繰り返しています。のちにお話し

することの中に共同で管理する相手先を探す案も含まれ、現在

は美術館友の会との協力を模索中です。友の会は既に館の共

有部門で売店の運営もしていただいているため、市民との交流

や情報発信について何らか参画いただくよう協議しています。 

 伊東委員 展覧会開催業務に提案をさせていただきます。展覧会開催

において収入の話はもちろん大きいところですが、やはり教育を

していく役割も忘れないでいただきたいと思います。市民が楽し

みに集まってくる中で、いかに多くの市民がどれだけ関われる
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か、一年にどれだけ足を運んでもらえるかが具体的なポイントに

なるのではないかと思います。いつも楽しみに次年度の展覧会

をみるのですが、どうしてもあまり変わり映えのない印象を受けて

しまいます。美術館にすでに何度も足を運んでいる方々向けの

展覧会だなと感じました。 

そこで提案をさせてください。小学生ならワークショップなど夏

休みなど実施してきたと思いますが、ウィズコロナでも夏休みの

ある子供向けのイベントは必要です。特に中高生が楽しめるよう

な企画が欲しいところです。たとえば北九州市立美術館では交

通の利便性もあるリバーウォーク(分館)でサブカルチャー的なア

ートの催しが数多くあります。分館のない下関ではこの建物の中

しかないという制限がありますが、ターゲットを絞るというのもいい

のではないかと思います。夏に子どもたちが楽しく遊べる企画、

中高生向けのサブカル的な展覧会を受験などがなく余裕のあ

る時期に開催するなど。マンガ、アニメーションなどに関して

は、日本が最も得意とする芸術ジャンルになっていますし、下関

から漫画家になっている方も多くいます。もっともっと中高生が楽

しめるような、あるいは働く 30、40 代も楽しめるような、ターゲット

を絞った催しも、予算の関係もあるかもしれませんが実現してほ

しいと思います。ジブリ、ディズニー、ピクサーのような大きなもの

はそういったものは他の大きな美術館に任せるとして、たとえば

島根の浜田市世界こども美術館ではほとんど予算がないような

状況でもパズルラリーなどの工夫で子どもが沢山来ています。こ

のように工夫次第では予算以上の人を集められる可能性はある

と思います。外から言うのは簡単ではありますが、もっと工夫を凝

らして、できればターゲットを絞るかたちで、一年間で色んなジ

ャンルがあるような、そんな展覧会の予定を考えていただければ

と思います。そうすればカフェ経営にも立候補する人がでるでし

ょうし、売店の収入力も上がるのではないかと思います。 

 会長 固定したターゲットに囚われない、将来の美術館の顧客にな

るような新しい世代の心をとらえられるような企画を考えるという

のがポイントでした。加えて働く世代もぜひ足を運びたくなるよう

な、サブカルチャーを含めた企画の可能性についてお話しいた

だきました。いわゆる従来の収益の発想からのご提案でしたが、

これに対してのご回答をお願いします。 

 事務局 今後の事業計画とも重なりますが、美術館界も大きな節目を

迎えています。美術館連絡協議会という全国の公立美術館の

横断的連絡組織があります。これは、読売新聞が呼びかけて各

美術館から企画を集め、この指とまれ方式で共同開催を取りま
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とめていたものですが、いよいよ事業の継続が困難であるとして

事実上解散となりました。我々も何度もこの枠組みで展覧会を

開催しましたが、こうした枠組がなくなります。逆に個別の作家、

プロダクションからの小さな展覧会の提案も出てくるようになって

いますので、今後はそれらと組んでいくことが増えていくと思いま

す。今までのありようとは違うかたち、例えば会期 6 週間の展覧

会を開催するところから小予算で、様々な立場の方が参加する

細かいメニューを連ねていくようにもなるだろうと考えます。すで

に今年度、下関の地域地元作家からの提案で実施した例もあり

ますが、この流れにつながるものです。 

 会長 

 

事務局 

ところで、所蔵品目録のデータ版は最終的にはホームページ

で見ることができるようになりますか。 

データ版目録のホームページ公開については検討中です。

まずは紙の出力の配布から始める予定です。 

議題 5 令和 4年度の

事業計画 

1 予算 

会長 

 

事務局 

議題 5 令和 4年度の事業計画について、事務局から引き続

きご説明をお願いします。 

（令和 4年度予算について概要を説明） 

2  業務別事業計画

(1)管理運営業務 

(2)美術館改修業務 

 管理運営業務は、美術館の施設を維持するものですが、経

常的な経費のみでも 1 億円程度を必要とします。それに対して

令和 3 年度の館全体の予算が 1 億少々であったというのはい

かに厳しいものかご理解ください。 

(3)展覧会開催業務 

 

 

 来年度は改修にかかわる休館が 2 か月あり、展覧会開催日

数はやや減ります。 

企画展 2 本はいずれも自主企画で、他の美術館との巡回や

連携を伴わないオリジナルの展覧会です。当館ならではの独自

性を探っていくものとなりますので皆様にもぜひ進行を注視して

いただき、担当学芸員などへの叱咤激励をお願いします。企画

展の 1本目は 8月から 10月までの「山水画と風景画のあいだ」

です。今のところは学術的なタイトルですが、いかに重要で面白

い内容であるかを発信して成功させていきたいと思います。もう

1本の展覧会は、11月から 1月にかけての「ビアズリーの系譜」

です。これは当館が蓄積してきたものと、外部の所蔵品を接続

する企画です。日本美術のコレクションの陰に隠れがちです

が、この美術館にもアール・ヌーヴォーに関するコレクションがあ

ります。いずれも新聞社・テレビ局の共催による開催です。 

4 月からの所蔵品展は、新収蔵作品の中から主なものをご紹

介するものから始まり、古舘充臣の特集も予定しています。夏の

所蔵品展「海と美術」に関しては、下関の地域性を物語るイメー

ジである海をテーマに構成します。所蔵品展も、企画展以上に
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工夫を凝らしていくものですので、ぜひご覧ください。 

下関市芸術文化祭・美術展は、地元の文化を紹介する重要

な機会であるので、ご参加お願いいたします。 

(4)美術資料収集 

保管業務 

 

 

 引き続き美術館の収集方針に則り、地域ゆかりの文化財を

中心に、それに限られない作品等についても可能な限り拡充を

図っていきたいと思います。館内での展示に限らず、館外貸し

出しの機会も活用しながら、下関の美術をアピールしたいと思い

ます。そのほか作品の保存管理にかかわる部分では、作品を引

き続き安全に保管していけるよう保存対策を行っていきます。 

(5)調査研究業務 

 

 予算的にはほぼ無いに等しい状況ですが、学芸員の知恵を

しぼって進めていきたいと考えます。地域の大学の教員や市内

の研究者の力添えをいただきながら調査研究に取り組みます。 

(6)普及教育業務 

(ｱ)講座・ワークショ

ップの開催 

(ｲ)学校との連携 

 

 

 

 

 

(ｳ)広報 

 

(ｴ)ボランティア 

活動の受入 

 

 

（7）その他の事業 

（外部団体との連携） 

 引き続き講座・ワークショップの開催によって、展覧会観覧に

とどまらない幅広い美術体験の機会を提供します。学芸員が指

導に当たるものも充実させていく予定です。 

学校の事情も難しいと聞きますが、意欲のある先生も多くいら

っしゃり、さらに GIGA スクール構想が進んでいるため、媒体が

整っていく流れに乗って今まで実施していない形態の事業につ

いても美術館として積極的に関りたいと思います。また、大学と

どのような連携ができるか、高等教育機関の新しい動きに我々

がどう接続できるか、学芸スタッフとして努力する所存です。 

先程いただいたご提案のとおり、広報のためのデジタル環境

の整備を検討しています。 

コロナ禍によって中止しているボランティア受け入れに向け

て、次年度も状況を見ながら模索していきたいと思います。過

去には大学生のボランティア実習を受入していますが、実習先

として要請があれば可能な範囲で対応したいと思います。 

引き続き地域の団体・個人との協働を図りたく、実施事業案

のご提案があれば、ぜひよろしくお願いいたします。 

（議題 5 質疑応答） 会長 

五十嵐委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業計画についてご意見やご質問はあるでしょうか。 

下関市文化協会の五十嵐と申します。質問ではないのです

がこの場をお借りさせていただきます。下関市芸術文化祭・美

術展では、美術館の方々にお世話になりながら行っています。

特に展示に関しましては館長をはじめとする学芸員の皆様の専

門的な知識を生かしながら、市民の皆様も楽しみに作品の展

示に興味をもっています。その中で、先ほど館長から伺いました

が、少しずつ改良を重ね、ジャンルを増やし、伊東先生や多くの

方にもご協力いただいてイラスト部門を開設するなどして、若い

人に興味を持ってもらいたいという思いがありました。地域の多く
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会長 

の方々にもっと興味を持ってもらい、美術館を好きになってもら

いたい。今後の催しに足を運んでいただくきっかけになるといい

なと思っています。今年もよろしくお願いいたします。 

芸術文化祭のジャンル見直しでは、若い世代も親しみやすい

ようイラストなども考慮したとのことでした。ありがとうございます。 

 副会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

友の会の重井でございます。館長、和田委員から提案があり

ましたが、友の会に喫茶室を事務所として貸していただいて、売

店や、来館者が珈琲を飲めるような場所として使うことができれ

ば、友の会自体の知名度も上がるのではないかと考えました。

友の会という存在自体知らない方は非常に多いのです。ただ、

市の施設を使うには家賃が発生するため、そのあたりは何とか

ならないかと相談しましたが、いろいろ難しい規約があるようでし

た。しかし「あそこに行くと美味しいメニューがある」などの話題

性があれば叶うものもあるのではと思います。それから、いまだに

売店が現金のみの対応ですね。PayPay 導入とまではいきませ

んが、現金以外での決済方法が欲しいと考えています。時代に

即した改良に関しては市の裁量でできるのではないか。せめて

クレジットカードで買えるようにできないかと考えています。本日

お越しいただいた委員のみなさんにもぜひ友の会に入っていた

だき、美術館を側面から支えていただけると嬉しいと思います。 

 会長 

 

 

 

 

教育長 

友の会の社会的な認知の場に喫茶室を活用し、交流の場と

して作り上げるのも面白いのではないかという提案でした。また、

時代に適った枠組み作りについて、Wi-Fi に加え、クレジットカ

ード決済の導入などについても今後模索の必要があるのではと

いうご意見もいただきました。 

教育委員会としても、友の会のカフェ利用に関しては否定的

ではありません。ただ、市の規約や監査に耐えるだけの運営が

実現できるかどうかが課題となるのではないでしょうか。規約に

沿った運用が必要となるため、難しいと思います。友の会には美

術館を支えていただいていますが、この問題について周囲から

理解を得られるか難しい状況です。 

電子決済は検討していきたいと考えています。しかし支出予

算については課題がありますので、並行する問題をクリアしなが

ら解決をしたいと考えています。 

 曲委員 長府中学校の曲です。博物館運営等に関してはあまり詳しく

ないため、一般の来館者に近い目線で考えさせていただきまし

た。私は山口市に住みながらこちらへ通っています。しかし他県

で下関出身だと言うと、県外の人間からは壇の浦、巌流島、高

杉晋作などについてのイメージが挙がります。そこに行ってみた
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い、と壇の浦、赤間神宮へ行ったりする。その後の展開を作るよ

うな、例えば時代背景をさらに詳しくする美術品のように、本来

の目的から一歩進んで観光客がもう少し長い時間滞在できるよ

うな企画などはどうだろうと思います。観光として見に来ているも

のについて、美術館に行くともっと詳しくその時代のことが分かる

とか。美術館である以上はあまり俗に寄りすぎることなく、アカデ

ミックである必要がありますが、そこは学芸員さんの腕の見せ所

だと思います。美術品を美術館でみることの価値を皆さん言わ

れていると思います。 

話は変わりますが、長府中学校の校長として私は信頼される

学校でありたいと思います。子どもが通いたいと思い、親もそこに

子どもを送りたいと思うように、下関市立美術館に来てよかった、

作家も所蔵してもらえてよかった、地域の人も下関に美術館が

あってよかった、職員もここで働けてよかった、と思えるような。そ

んな信頼があれば、予算のバランスシートがあっても、その部分

をその価値で補えると思います。観光客の滞在時間が増えれ

ば、下関に落ちるお金も増えれば、いろんなカフェであるとか新

たな展開もつながると思います。まずは美術館が何のためにあ

るかを今一度見ると、まずは観光地という観点から人を集めるこ

とを先に考え、来てもらって初めて所蔵品の価値に気づくという

順序もあると思います。ぜひ地元から支えられる美術館になって

ほしいと思います。 

 会長 最初に、内山委員にお話しいただいたことに結びつくお話だ

ったと思います。一言でいうと価値です。このまちが美術館を持

っていることの価値は何か。その中に 2 つの思いがあり、一つは

より観光と結びついたものであってほしい。もう一つは、市民がこ

の町に美術館があって良かったと思える美術館であってほしい

との趣旨でした。これについて館長から何かございますか。 

 事務局 

（館長） 

下関市には博物館施設が 9つあります。この人口で 9つの施

設があり、歴史、考古、人類学等とジャンルも多彩であるというこ

とは、下関の可能性を物語っています。これらを見渡して地域

の魅力について考えることは市民全体の課題ですが、美術館

は、芸術の専門施設として今後もさらに努力したいと考えます。 

閉会 会長 下関のアイデンティティを問うことがこの美術館の運営の根

底にあるのだということです。 

議題についてはその他無いようですのでこれにて閉会といた

します。本日は誠にありがとうございました。以上で美術館協議

会を終了いたします。 

 


