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平成２９年度 第１回豊田市新博物館基本計画策定委員会 会議録 
 
■日時   平成２９年７月２５日（火） 午後２時００分～午後４時３０分 
■場所   豊田市役所東庁舎６階 教育委員会会議室 
■出席者  [豊田市新博物館基本計画策定委員会委員] 

黒澤浩、野中健一、丸山宏、岡本大三郎、可児光生、光岡金光、 
村田眞宏、三浦司之、宗沢清美（※布垣直昭氏の代理出席）、伊藤俊満、 
砂子典子、佐藤壽洲、根本悦夫、山口薫子、伊東敏子（敬称略） 
［オブザーバー］ 
長谷川いづみ、古巣道明、久野賢児 
[豊田市] 
太田教育行政部長、近藤教育行政副部長、森課長、青木副課長、 
髙橋担当長、伊藤、名和、山田 
［事務局支援］ 
株式会社丹青社 尾関、斎藤、大木、谷川 

■欠席者  [豊田市新博物館基本計画策定委員会委員] 
澤井実、田中祥雄、井口諄治（敬称略） 

■議題 （１）基本計画協議内容と委員会検討スケジュールについて 
（２）基本構想の振り返りについて 
（３）事業活動計画素案の検討について 
（４）展示方針・全体構成の検討について 
（５）Ｅモニター及び市民ワークショップの実施報告について 

 
次第 
１ 開会 
２ 挨拶 
３ 委員等紹介 
４ 委員長・副委員長選出 
５ 議事 

（１）基本計画協議内容と委員会検討スケジュールについて 
（２）基本構想の振り返りについて 
（３）事業活動計画素案の検討について 
（４）展示方針・全体構成の検討について 
（５）Ｅモニター及び市民ワークショップの実施報告について 

６ その他 
７ 閉会 



2 
 

■会議の記録 
１ 開会 

 
２ 挨拶 

 
３ 委員等紹介 

 
４ 委員長・副委員長選出 

 
５ 議事（１）基本計画協議内容と委員会検討スケジュールについて 

事務局 （課長より進行の挨拶・開会） 

事務局 （教育行政部長より挨拶） 

・平成２９年４月に第８次豊田市総合計画を策定した。豊田市の最初の
総合計画は昭和４１年３月で、郷土資料館は翌年４２年に開館。今年
で５０年となる。 

・最初の総合計画では産業文化都市を目指すことが謳われていたが、現
在は多様性をもつまちとして「つながる つくる 暮らし楽しむま
ち・とよた」を将来都市像としている。 

・ＷＥ ＬＯＶＥ とよたは、豊田市の魅力を再発見・発信し、次世代に
つなげる取組み。博物館活動を通じ、文化財や郷土の歴史にふれ豊田
市を知ってもらい、ＷＥ ＬＯＶＥ とよたの根っこを太くしていきた
い。基本計画においても忌憚のない意見をいただきたい。 

事務局 （委員、事務局、事務局支援会社の順で挨拶） 

事務局 （推薦により、黒澤浩氏を委員長に、田中祥雄氏を副委員長に選任） 

事務局 （配布資料の確認） 

※議事の進行については、委員長が行う。 

委員 ・事務局から資料の説明をお願いしたい。 

事務局 （資料に基づき説明） 

委員 ・事務局からの説明について質疑等あればお願いしたい。 

・本委員会での検討事項はどのように計画書へ反映されるのか。 
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５ 議事（２）基本構想の振り返りについて 
委員 ・事務局から資料の説明をお願いしたい。 

事務局 （資料に基づき説明） 

委員 ・昨年度策定の基本構想の振り返りとなるが、意見等あればお願いした
い。 

委員 ・豊田市ならではの「ものづくり」や「産業」の面についても触れてほ
しい。 

事務局 ・資料内では「新博物館の魅力」の中で言及しているが、基本計画にお
いても展示や事業活動の中で位置づけていく。ものづくりを始め、豊
田市らしさを示す内容については、委員の皆さまから意見をいただき
ながら組み立てていきたい。 

委員 ・了解した。既存のものづくり団体などの活動拠点としても機能すると
よい。 

委員 ・豊田市には市民だけでなく外国人も多く訪れる。トヨタ博物館やトヨ
タ産業技術記念館では「ベンチャー企業からグローバル企業に成長し
た理由」について、もしかするとその源流が豊田市あるいは三河の精
神につながるのではないか、と尋ねる来館者もいる。 

・三重県総合博物館は細切れの印象を受けた。本博物館では、豊田市の
歴史、産業、思想（精神）などを、ストーリー性をもたせて展開でき
るとよい。 

事務局 ・地域性や多様性も重視しながら、展示全体を包括するストーリーを位

事務局 ・基本計画の中に反映させる。策定内容については、豊田市文化財保護
審議会への諮問と答申を経たあと、教育長決定のもと公表される。 

委員 ・市民へはどういったタイミングで公表するのか。 

事務局 ・本委員会以降、配布資料や議事録を市のホームページ上に掲載するほ
か、１１月に予定されている市民シンポジウムの中で、その時点での
情報を報告する。 

委員 ・今後の長期的なスケジュールを教えてほしい。 
事務局 ・一般的には来年度より基本設計、実施設計、工事と進むが、詳細につ

いては今後庁内で調整を図っていく。 
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置付けることを検討していきたい。 

委員 ・豊田市には現在４２万人を超える市民がいる。新博物館が中心となり
豊田市の歴史や文化財等について発信し、新たに豊田市に移り住んで
きた人にも第２・第３のふるさとと思ってもらえるような取り組みを
行ってほしい。 

委員 ・総合博物館として、歴史民俗博物館でも産業技術記念館でもないとい
うことを踏まえ、新博物館の方向性を検討していければと思う。歴史
が今にどうつながっているか、今あるものをどう後世に伝えていくか
が重要。 

事務局 ・自然や歴史、産業などそれぞれの分野を横断しながら、豊田市の魅力
や価値を発信できる施設を目指していきたい。 

委員 ・基本計画の中ではより具体性をもって検討していきたい。地域の博物
館に加え、「世界に発信する博物館」という面があるとよいかと思う。 

委員 ・基本構想時でも議論となったのが「自然」の取り扱い方。館として所
蔵資料がない中で、今後収集を行うのか。専門職員の配置等含め、方
針付けが必要。また、自然や歴史、文化を包括する「風土」という言
葉があるとよい。 

事務局 ・「風土」は言葉のイメージとしては近いが、一般に分かりやすいかとい
う点で意識的に使っていなかった。今後の参考にさせていただく。 

・自然の取り扱い方に関しては、豊田市の「自然観察の森」が資料を収
蔵しているが保存環境は十分ではない。それぞれの施設の役割分担を
含め検討する。また、専門職員に関しては、矢作川研究所等とも連携
を図ることを想定している。 

委員 ・基本構想時は、現状分析から課題整理といった積み上げ型で検討して
きたが、なかなかイメージが広がらない。可児委員の「風土」に関わ
るかもしれないが、自然や歴史、人々の暮らしなど、新しい豊田市の
「環境」に着目したような、新たな視点で創造的に捉える視点が足り
ないように思う。そういった理念の部分が共有できていないことが気
になる。 

・パーソナルな歴史であるファミリーヒストリーも、そのような「環境」
をつくる要素であると考えられる。ただし、言葉として適切か。パー
ソナル＆ファミリーヒストリーにするなど、単身者や外国人にも配慮
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した言葉の方がよいのでは。 

事務局  ・想定としてはファミリーに限定せず、広く「人」という単位をイメー
ジしている。耳なじみのよいネーミングということもあり仮称で検討
を進めていたが、指摘を踏まえ、再度検討したいと考えている。 

委員 ・環境や風土に関して、ローカリティやユニークさを打ち出しながら伝
えることが重要。資料内の「お蚕さま」は、全国的に通用する話であ
ると同時に豊田市の特色であるので、まさにその代表。人の暮らしや
意識、価値観、土地の環境や自然、社会経済が現代につながるという
ことが「一体的に扱う」ことになるのではないか。博物館で扱うのは
テクノロジーやエンジニアリングではなく、ものづくりの本質やそれ
を伝える人々の心である。それらを発信することで豊田市をより一体
的な地域として見てもらえるのではないか。 

委員 ・自然やものづくりの扱いについてなど様々なご意見をいただけた。構
想は構想として、基本計画ではこれらをより具体化していきたい。続
いて「事業活動計画素案の検討」について事務局から説明をお願いし
たい。 

 
５ 議事（３）事業活動計画素案の検討について 
事務局 （資料に基づき説明） 

委員 ・事業活動計画について、皆さまからご意見をいただきたい。 

委員 ・ファミリーヒストリーについての具体的なイメージが沸きづらい。個
人の出来事等を登録する口コミサイトのようなものか。また、豊田市
内に限定せず、市外で育った人も含めた情報を集めるということで、
どのような情報が集まり、それらの情報をどのようにファミリーヒス
トリーとしていくのかが疑問である。 

事務局 ・家族を含め、個人が育った地域やそれぞれの人生の歩み等についても
広く収集の対象としている。可視化の手法については今後の検討であ
るが、現段階では展示室の導入部分で展開し、豊田市に関わる様々な
人や歴史を一体的に見てもらいたいと考えている。 

委員 ・口コミが情報として集まれば、各地域に誘導する材料になるとは思う
が、多様な人々の来歴を扱うことがどのような効果を生むのか、イメ
ージが沸きづらい。 
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事務局 ・多様な人が一つのまちにいるという場所性を大切にしたい。また、様々
な立場の思いや感動を共有し、それらが豊田市の歴史を作り未来につ
ながっていくのだという期待も込め、本プロジェクトを位置付けてい
る。 

委員 ・収集したビッグデータをどのように扱うか。行政あるいは外部が管理
するのか。外部の場合、個人情報取り扱い等における懸念がある。 

・ファミリーヒストリーを含め、全体的にカナ表記が多いため整理した
方がよい。 

事務局 ・文章の中で引き立つように、あえてカナ表記にしている部分もある。 

・情報の取り扱い含め、本委員会での意見を踏まえて具体化を図りたい。 

委員 ・他館での先行事例はあるのか。 

事務局 ・博物館での事例はないが、アメリカの出版物「ナショナルストーリー
プロジェクト」をヒントにしている。 

委員 ・ファミリーヒストリーと聞くと、先祖や家族のルーツを探しに行くと
いうイメージがある。そういったプライベートなことをどの程度オフ
ィシャルなこととして博物館で展開できるのか。考え方は分かるがや
り方としての実現性が不安。たとえば、写真や地図、日記から辿る歴
史をみんなで共有するなど、具体イメージがあるとよい。 

事務局 ・写真やモノから辿る歴史の発信はこれまでにも行われてきた。今回は、
より身近な歴史あるいは生に近い情報を展開していくイメージであ
る。仕組みについては今後整理を進めていきたい。 

委員 ・収集や保存等に関わる、人的資源やネットワークについて検討する必
要がある。早い段階で収集方針や方向性を定めることが重要。 

・ネットワーク機能は重要。新博物館が市域のセンター的役割を担える
とよい。また、収蔵に関しては、今後の資料点数増加も見据え、あら
かじめスペースを確保しておくのが望ましい。 

事務局 ・博物館の性格上、収蔵資料は増え続けることが想定される。収集方針
や収集資料の選定を行うための仕組みや組織に関しては、本事業活動
計画・管理運営計画の中で引き続き協議させていただきたい。 

委員 ・基本構想書の基本的な考え方に記されている「みんなでつくり続ける
博物館」が実現できれば、今までにない博物館になると思う。たとえ
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ば、50年前の当時を象徴するテーマに関する資料を市民から集めて展
示したり、撮った写真を博物館に送るとそれが展示されていたりする
だけで来館の動機づけとなり、みんなでつくる博物館が実現できると
思う。 

・子どもや教員が展示に参画できる博物館にしてほしい。また、郷土学
習スクールサポートについても、教員が実施内容を計画できるシステ
ムができるとよい。 

委員 ・事業活動計画、特にファミリーヒストリーについては、第２回委員会
においても継続して検討をさせていただきたい。続いて「展示方針・
全体構成の検討」について事務局から説明をお願いしたい。 

 
５ 議事（４）展示方針・全体構成の検討について 
事務局 （資料に基づき説明） 

委員 ・展示計画について、ご意見・ご質問があればお願いしたい。 

委員 ・通史に興味がある。豊田市だけの通史だけでなく、日本や世界の動き
が併せて展示されているとよい。 

事務局 ・豊田市郷土資料館では、日本・世界に関わる寄贈資料なども所蔵して
いる。日本史・世界史の中での豊田市という位置づけで紹介できると
よい。 

委員 ・近代の産業とくらし発見館の機能は新博物館に移行されるのか。 

事務局 ・そのような認識である。基本的に自動車産業の前史となる産業の展示
も新博物館で行う。 

委員 ・ファミリーヒストリーに関しては、たとえば１００年にわたって様々
なデータが収集されれば、人間の生き方や暮らし方が見えてくるので
はないか。 

・ランドスケープを含めた建物自体の姿について、本委員会で検討した
内容がきちんと形として踏襲されるのかが気になる。 

委員 ・Ａ案とＢ案はどういった意味合いか。 

事務局 ・基本構想時のイメージを踏襲したものがＡ案、それに体験的な要素を
強調したものがＢ案となるが、今後、委員の皆さまからのご意見やご
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指摘を踏まえブラッシュアップを図っていければと考えている。 

委員 ・総合博物館として、モデルとなっている施設はあるか。豊田市の特色
は多岐にわたるため、どのように紹介していくのかが肝要である。 

事務局 ・地域の中での博物館の役割や展示のあり方としては、三重県総合博物
館を意識している。 

委員 ・近隣の岡崎市美術博物館や安城市歴史博物館では、様々な展示や活動
を行っている。豊田市には美術館や参合館もあるため、総合博物館と
してすみ分けをしっかりし、市内の文化財を収集・保存、展示し、次
代に継承できるような施設になるとよい。 

委員 ・ファミリーヒストリーは、インスタグラムのハッシュタグのようなも
のか。そうした場合、豊田市と関係のあるテーマであれば広く共有さ
れると思うが、個人のプライベートな情報に関しては、自分だけが見
られるものとなる。それが本当に必要なのか、どこまで共有すること
になるのか、詳細は引き続き検討したい。 

・カフェやイベントスペースなど盛りだくさんの印象を受けるが、豊田
市の子どもから高齢者まで多様な世代が楽しめる施設になるとよい。
特にファミリーヒストリーは、高齢者の方が豊田市に関わる思い出や
歴史を多く持っているにも関わらず、操作方法が難しければ敬遠して
しまうのではないか。 

委員 ・様々な意見が出ているが、進行上、時間も限られているので次の議題
へ移らせていただく。最後に「Ｅモニター及び市民ワークショップの
実施報告」について事務局から説明をお願いしたい。 

 
５ 議事（５）Ｅモニター及び市民ワークショップの実施報告について 
事務局 （資料に基づき説明）※事業活動計画に係る参考資料３の説明も併せて

行った。 

委員 ・報告事項について、ご意見・ご質問があればお願いしたい。 

委員 ・参考資料１の p１０に「市民の満足いくような、計画を立てて欲しい」
という項目があるが、具体的な内容については言及されているか。 

事務局 ・確認する。個別の回答内容については、次回委員会時にご提示させて
いただく。 
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委員 ・Ｅモニターやワークショップの報告内容についてはご確認いただき、
不明点等があれば事務局へお申し付けいただきたい。 

・本会においては、内容の共有はもちろんのこと、課題の共有を図るこ
とができた。これらについて、次回以降協議できればよい。個人的な
印象ではあるが、内容が盛りだくさんであるため、今後は協議内容の
重点化や優先順位等も考慮しながら進められるとよい。 

 
７ 閉会 

 
以 上 

事務局 （森課長より進行の挨拶・開会） 


