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平成２９年度 第３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１２月１２日（火） 午後１時００分～午後３時００分 

■場 所  豊田市役所東庁舎７階 大会議室 

■出席者  ［豊田市新博物館基本計画策定委員会委員］ 

黒澤浩、田中祥雄、野中健一、丸山宏、岡本大三郎、可児光生、 

光岡金光、村田眞宏、伊藤俊満、三浦司之、布垣直昭、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、宗沢清美、久野文化振興課長（敬称略） 

［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、伊藤担当長、岩井主任主査、伊藤主査、山田主事 

［事務局支援］ 

株式会社丹青社 斎藤、大木、平島、谷川、益田 

■欠席者  ［豊田市新博物館基本計画策定委員会委員］ 

澤井実、井口諄治（敬称略） 

■議題 （１）事業活動計画について 

■議題 （２）展示計画について 

 

次第 

１ 開会 

２ 挨拶 

３ 議事 

（１）事業活動計画について 

（２）展示計画について 

４ その他 

５ 閉会 
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■会議の記録 

１ 開会 

 

２ 挨拶 

 

 

３ 議事（１）事業活動計画について 

事務局 （森課長より開会の挨拶・進行） 

事務局 （太田教育行政部長より挨拶） 

・豊田市郷土資料館で開催されていた開館 50 周年特別展「ぼくらの

１９６７」が無事終了し、約 4,000 名弱の方に来館いただいた。

昨年度の特別展と比べると約 1.5 倍の入場者数である。引き続き

50 周年企画展として「大唐箕展」が 12 月 16 日（土）から開催

される。 

・今回博物館の規模案について議論する予定だったが、庁内で協議

調整を続けている段階のためお示しをすることができない。面積

などに関する議論は次回に持ち越しさせていただきたい。また、

基本計画については今年度策定完了を目指していたが、市民の皆

さまに新博物館をご理解いただくために、より丁寧に周知する必

要があると考え、引き続き来年度も基本計画の議論を続けていき

たい。 

事務局 ・副委員長及び委員長よりご挨拶いただきたい。 

副委員長 ・皆さんのご協力を得て、しっかりとした運営の下、しっかりとし

た博物館ができるようにお願いしたい。 

委員長 ・太田部長より基本計画策定委員会の延長の話があったように、拙

速に決定するより議論を尽くすことが大事なので、皆さまから忌

憚のない意見を頂戴したい。 

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。 

事務局 （資料に基づき説明） 

委員長 ・参考資料 2「豊田市の歴史像」が最終的な展示のシナリオになって

いくのか。 

事務局 ・この資料がそのまま展示のシナリオになるわけではないが、豊田

市らしさをどのように発信していくかというストーリーが必要。

過去のことを過去として伝えるのではなく、現在の豊田市を生み
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出したものは何かという視点に着目している。 

委員長 ・博物館としてやるべきことと、利用者側としてやってほしいこと

の二つの立場があるが、博物館としての立場はどのような考えが

あるか。 

Ａ委員 ・参考資料 2 について、社会的環境に三河武士の「質実剛健」とい

う気質があるが、これをどうやって示していくのかがわかりにく

い。 

事務局 ・歴史的事実だけでは読み取りにくい「気質」と、どうやって豊田

市が発展してきたかということの関連性について、ストーリーと

してうまく流れていくように意識して工夫していきたい。 

Ｂ委員 ・気質は捉えにくいものではあるが、歴史の通史だと欠落してしま

うところを意識していこうという深まりがでてきたので、よい形

になってきたのではないかと思う。「未来の記憶」を取り扱うとい

う博物館の方向性とも結びついてきたのではないか。 

Ｃ委員 ・博物館の使命と未来像はどういう関連があるのか。中心となるよ

りどころが複雑になってきている印象がある。 

事務局 ・博物館として具体的にどういう事業をやっていくのかを落とし込

むことができれば未来像はイメージしやすくなるので、「豊田市ら

しさ」を軸に博物館の使命をもう一度整理したい。 

委員長 ・基本理念があり、使命があり、未来像はこうなる。これを方向付

けるには具体的に何をやっていくのかが重要になるので、事務局

には関連付けと整理をお願いしたい。 

Ｄ委員 ・新博物館の未来像として「ものづくり都市」を掲げているが、も

のづくり産業は未来に向けてどんどん成長していっているので、

その未来を含めて産業が発展していく過程をしっかり伝えていけ

るようリニューアルしてほしい。 

事務局 ・時間が経てばすぐに古いものになってしまう展示を、いかに最も

新しい姿として伝えていくかを考え、事業活動計画の中にしっか

りと組み込んでいきたい。 

Ｅ委員 ・トヨタ自動車が挙母町に工場を建てたのは豊田市の自然的環境も

大いに関係している。また、トヨタ自動車がこの地に来たから「質

実剛健」「進取」「自主」の気質が育まれたのではなく、元々背景

としてその気質がこの地域にもあり、社の綱領とも合致する点が

多くあった。 

・なぜトヨタ自動車が海外から注目されているのかというと、会社
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の背景にある、気質が注目されている。したがって、トヨタ自動

車が世界に進出した状況を伝えるよりも、世界で活躍している会

社のルーツがどこにあるのかを大切にした方がよい。 

事務局 ・海外に進出するような企業を支えてきた人たちのルーツを紹介し

ていくことは博物館の一つの役割だと考えている。これは現在の

姿や未来へのつながりについてどういうふうに展示していくかに

関係しているので、基本計画策定の中でしっかり深堀していきた

い。 

副委員長 ・大久保忠教が著した「三河物語」を通して三河の気質をまとめる

と、「我慢強い」「才知に長けている」「連帯感が強い」の 3 つが挙

げられる。これらは教育によって培ってきた面が強い。したがっ

て、市の特徴として、とりわけ産業も大事だが、もっと根底にあ

る教育史も見逃さないでいただきたい。 

Ｆ委員 ・第 3 回にして初めて具体的な名称が多く列挙され、その背景にあ

る気質や精神性を議論する場面になってきた。それが市民の皆さ

まにしっかり伝わるにはどの事柄を選択して研究していくかが大

事になってくる。 

Ｇ委員 ・総合博物館として、機能の面で自然分野をどれだけ取り入れるの

か疑問に思っている。他の機能と比べた場合、割合はどれくらい

になるのか。 

事務局 ・今の豊田市の姿や魅力を紹介していく上で、人の歩みと自然の歩

みは同時に捉えた方がよいと考えている。 

委員長 ・博物館側としてではなく、利用者側の立場にたったときにやって

ほしいことはどのようなことが考えれるか。 

Ｈ委員 ・体験企画の一つに「よろいを着てみよう！」があるが、他にはど

のような体験が子どもたちから求められているか。 

事務局 ・子どもにとってただ単に展示を見て学ぶというのは大人と違って

難しい。具体例を挙げることは難しいが、やはり体験ができる展

示を取り上げていくことが望まれると考える。 

Ｉ委員 ・鮎のつかみ取りや和紙漉き、養蚕など豊田市ならではを知る体験

活動が博物館でできるとよい。 

・学校の課外活動として、小・中学生のどの学年でも地元のことを

もっとよく知ることのできる行事があるとよい。 

事務局 ・平成 20年ぐらいから郷土学習スクールサポート事業をしている。

最近では社会・歴史以外にも国語や道徳などの学習と絡めて活動
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３ 議事（２）展示計画について 

している。 

Ｊ委員 ・子どもたちの学習において、教科書の勉強と体験を通じての勉強

を比べると後者の方が理解力の深まりが高い。豊田市には古い農

具がたくさんあるので、これらを通じてどの学年の子どもも博物

館で体験ができるとよい。 

・イギリスのダービーシャーにあるクロンフォードに海外視察団と

して訪れた際、市の職員から産業革命の頃の町の発展の様子を詳

細に教えてもらった。このように特別な職に従事していない一般

の人でも、自分の町を自ら語ることができることをとても素晴ら

しく感じた。新博物館が豊田市に住んでいる意味を強く感じられ

る場所になってほしい。 

Ａ委員 ・子どもの教育普及活動はジャンルが幅広いので、全てを網羅する

ことはできない。新しい博物館では何ができるのか棲み分けをし

ていくことが肝要である。 

Ｋ委員 ・文化財は地域のプライドである。新博物館がプライドを持てる施

設にしたい。そして、あまりに機能を分節するのではなく、一度

インテグレイト（総合化）する必要がある。インテグレイトする

ときのシナリオの組立てこそがプライドを持てる博物館になると

考えている。 

・未来像という表現ではなく、目標や社是として捉えた方がよいの

ではないか。 

・「場と人の記憶を発信する」などのワンフレーズを当てはめて、新

博物館を分かりやすくする必要がある。４つの未来像は多すぎる。 

委員長 ・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） 

Ｅ委員 ・「未来の記憶」は、ビッグデータ的に個人のプライベートな記憶を

町のヒストリーとしてクラウド化するというイメージを感じた。

タグ付けされた位置情報や多く使われている言葉などを集積し、

年代や地域ごとにカテゴライズして分かりやすく発信していく必

要がある。漠然と集めたものを示されても「未来への記憶」を感

じることができないのではないかという危惧がある。 

・もう一つイメージしたのはウィキペディア。一般の人が情報を日々

更新して最新のもの形成している。現在の豊田市について、ビジ
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ュアルで認識できる百科事典のようなものが表現できていればよ

いのではないか。 

Ｌ委員 ・基盤機能は哲学を持って確保すべき。創造・発信するのは市民で、

そういう市民をつくるのが博物館。医療や福祉も大切だが、「人づ

くり」も大切で、博物館がそれを担う。 

・ウィキペディアの話が出たが、情報が多く集まることに関しては

セキュリティの面を考えていく必要がある。また、博物館として

アカデミックな情報を発信していくのであれば集まってきたもの

を一律に出すだけではなく、情報の質を維持していく仕組みも同

時に考える必要がある。 

事務局 ・集めてきた情報をどのように使い、見せていくのかが肝要である。

単なる展示としての素材ではなく、それによってどういった知を

生み出していけるか掘り下げていく必要がある。 

Ｍ委員 ・事業活動計画については、元々豊田で生まれ育った人以外も豊田

市のルーツを知ることができる博物館になればよいと感じた。 

・未来の記憶プロジェクトについては、集める対象の一つに「現在

の豊田市民の、かつて住んでいた場所にまつわる個人の体験・出

来事」とあるが、全く関係ない雑多な情報が集まってしまうので

はないかという懸念がある。 

・集められた情報をウィキペディアのようにリアルタイムに公開す

るのであれば、その真偽を精査する必要がある。 

事務局 ・どのような情報が不要であるかは、未来になってみないと分から

ない部分もある。無作為に集めていくことで蓄積した際の面白み

につながるのではないかと思う一方で、情報整理もやはり必要で

あると考えている。 

・情報の悪用に関して、情報はデジタルだけとは考えていない。ア

ナログ的手法であれば情報の整理はしづらいが、悪用の影響も少

ない。目的に沿った手法をその都度選択していきたい。 

副委員長 ・分野によっては、未来像をプラスに描けるものとそうでないもの

がある。ある程度の現状分析をし、展示においてはその点をうま

く表現できるよう工夫をお願いしたい。 

Ｂ委員 ・新博物館が地域や歴史をどのように捉えていくのかを大事にして

いくのであれば、「未来の記憶プロジェクト」も現在の人たちの記

憶のみの集積とならない方がよい。過去の人たちが各時代に抱い

ていた未来への記憶もうまく取り扱うことで博物館としての歴史



7 

 

 

４ その他  なし 

 

５ 閉会 

以 上 

観が形成されていく。 

事務局 ・Ｂ委員のご指摘の通り、過去の人たちの日記や手紙などの当時の

記憶は単なる歴史資料ではなく、現在へつながっているものだと

感じている。 

・「未来の記憶プロジェクト」をそれぞれの展示に馴染ませていくの

か、全体としてまとめていくのかは整理していく必要がある。 

Ｋ委員 ・規模感などの具体的なスケジュールはどうなっているか。 

事務局 ・想定としては、なるべく早くにおよその面積案を仮決定したいと

考えている。その上で第 4 回の委員会を 3 月に開催し、具体的な

面積案などを含めた施設計画に基づいた議論をしていただきた

い。 

委員長 ・説明資料 2 の展示計画と参考資料 2 の歴史像は整理がなされてい

ないので、関連付けをお願いしたい。 

・「未来の記憶プロジェクト」は新博物館の未来像の根幹に関わるほ

どの重要性を感じている。危惧されることは多くあるが、しっか

りと進めてもらいたい。 

・豊田で生まれ育っていない人が豊田をどう思うのか。これは郷土

という言葉にどれだけリアリティを持っているかに因る。郷土愛

は前提ではなく育んでいくものである。 

・要点を整理すると「なぜ豊田だったのか」「なぜ今豊田なのか」「な

ぜ豊田であり続けるべきなのか」であると考えられる。 

事務局 （森課長より閉会の挨拶） 


