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平成２９年度 第４回豊田市新博物館基本計画策定委員会 会議録 

 

■日 時  平成３０年３月２日（金） 午後３時００分～午後５時２０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、丸山宏、澤井実、岡本大三郎、可児光生、 

光岡金光、村田眞宏、井口諄治、布垣直昭、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、宗沢清美、古巣ものづくり産業振興課長、 

北川文化振興課副課長（敬称略） 

［豊田市］ 

福嶋教育長、太田教育行政部長、近藤教育行政部副部長、 

森文化財課長、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 尾関、斎藤、大木、大橋、平島、益田、谷川 

■欠席者  ［豊田市新博物館基本計画策定委員会委員］ 

野中健一、三浦司之（敬称略） 

■議題 （１）施設計画について 

（２）展示計画について 

 

次第 

１ 開会 

２ 挨拶 

３ 議事 

（１）施設計画について 

（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）施設計画について 

事務局 （森課長より開会の挨拶・進行） 

事務局 （福嶋教育長より挨拶） 

・本基本計画は今年度中の完了を予定していたが、市民の方々への丁

寧な説明を行うべく来年度も継続となった。委員の皆さまには引き

続きご協力いただけるようお願いしたい。 

・１月２８日に関連企画「今考える みんなでつくる博物館」を開催

した。西山ガラシャ氏の講演や子どもたちの発表があり、多くの方

に集まっていただいた。 

・豊田市は豊かな土地、誇れる文化財、ものづくりの技術など様々な

資源に満ちたまち。これらを次世代の子どもたちに受け継いでいく

役割を新博物館が担えるようにしたい。 

事務局 ・委員長よりご挨拶いただきたい。 

黒澤委員長 ・本日はより具体的な議論になるため、皆さまからも忌憚のない意見

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 ・事務局から「新博物館の目指す姿」としてビジョンが示され、それ

らを実現するための「機能・諸室」「配置空間」について説明があ

った。 

・建物の外観や諸室構成は現時点でのイメージという認識でよいか。 

事務局 ・ご指摘のとおりである。今後の議論により修正を図っていく。 

Ａ委員 ・具体的な面積は出てきたが、地形図が示されていないためイメージ

がしづらい。地形の複雑さゆえ、建物の構造に関しても議論が必要

だと考える。また、住宅地などの周辺環境や現存の植生の取扱いに

ついても併せて考える必要がある。 

事務局 ・地形図は次回お示しする。植生についても、今後整備方針を検討し
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ていきたい。 

Ｂ委員 ・以前、東高跡地に歴史博物館の設置を要望書として提出した際、前

文にて「和風建築」に関する記載をした。建設予定地は城跡公園と

呼ばれているため、洋風ではなく和風の建物でお願いしたい。木造

ではなく鉄筋 RC造でもよい。 

・2 階の出会い広場は展望の意味合いを考えると高さが低いのではな

いか。七州を望むためには３階まで必要であろう。その場合、２階

部分は棒の手などの発表ができるステージを設けたらよいのでは

ないか。また、入口すぐの吹き抜けには山車を１～２台程度置ける

とよい。 

Ｃ委員 ・「新博物館の目指す姿」のチャート図について、中央の縦軸におい

て新博物館で気づきや学びを得ることができる「来館者」が、右の

縦軸「まちの姿」では「市民や来訪者」として括られてしまってい

る点は違和感がある。 

・左の縦軸「新博物館の施設像」①で豊田市の「歴史・文化・自然」

が、右に移るにつれ「歴史」のみになっている点が懸念される。文

言の有無だけでなく、このビジョンにより全てが構成されることを

念頭に置いてほしい。 

事務局 ・新博物館で取り扱うべきは、人の歩みとしての歴史とそれに関わる

自然であると考えている。自然分野については、市内２施設との棲

み分けを検討・整理していく。 

委員長 ・郷土資料館的な発想ではなく、歴史・文化・自然を一体とした考え

方が必要である。 

・Ｂ委員の「和風」についてはどのように考えるか。また、新博物館

と市美術館の兼ね合いについても意見を頂戴したい。 

Ａ委員 ・それぞれが思い描く「和風」は異なるが、その土地に相応しい建物

にするべきである。その相応しさを委員会あるいは市民レベルで決

めるのかは不明であるが、現時点で和風は選択肢の一つとして留め

ておく方がよいであろう。 

・木造ではなく RC造になると思うが、この土地の記憶が表現でき、

豊田市のシンボルになるような建築を目指してもらいたい。あまり

にモダンな造りはそぐわないと思う。 

Ｄ委員 ・和風を前提に考える必要はないと考える。近代的な建築でもしっか

りと表現できている他施設もある。 

・7,200 ㎡という面積や特別展の規模が示されたことは非常によい。
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豊田市には歴史・民俗・自然を扱う「総合博物館」がないため、総

合的な視点をもつことで初めて市民は外を視て、多様性を知ること

ができる。また、それによって市外の人も豊田市に来てくれるよう

になる。つまり、常設展と特別展の二つの機能をもつことは市内外

の双方にとって非常に重要である。 

・美術館では芸術の豊かさと多様性を紹介しているが、美術館だけで

は市民のアイデンティティの形成は難しいため、新博物館がアイデ

ンティティ形成の役割を補完できるよう期待している。 

委員長 ・Ａ委員からは、「和風」は選択肢の一つであるが現時点でとらわれ

る必要はないだろうというご意見、Ｄ委員からは、美術館との役割

の違いについてご意見をいただいた。他に何かあるか。 

副委員長 ・「新博物館の目指す姿」で示された「郷土への誇りや愛着」を根付

かせるにはどうしたらよいか。教育と文化は相関関係にあるため、

この姿を実現させるためにも教育が非常に重要だと考える。 

・収蔵庫も含めた基盤機能に関しては 3,600 ㎡では足りない。長期

的な視点で考えれば基盤となる機能は 5,600 ㎡、全体で 10,000

㎡を超えるような規模にした方がよいのではないだろうか。 

・屋外の活用については、駐車場だけでなく、地域に点在する管理し

きれていない農村舞台を移設・保管するのも一つの手ではないか。 

委員長 ・7,200 ㎡に対する指摘があったが、この数値はどのように試算され

たものか。増減の検討は可能か。 

事務局 ・「新博物館の目指す姿」を実現するために要する規模に対して、豊

田市の中長期的な財政フレームを考慮して設定した数値である。あ

くまでも基準値として考えていただきたい。 

Ｅ委員 ・説明資料に「集客力」という言葉が散見されるが、153号線からの

入場は地理的に難しいため、交通事情として「足」の問題を考えて

いかなければならない。 

・「今考える みんなでつくる博物館」の際に、今後は AI や VR の発

達によって自宅にいながらにして資料を鑑賞できる時代が来るか

もしれないと太田市長から所感があった。その時代にあっても実際

に人が集うような工夫を、足の課題と併せて考える必要がある。 

事務局 ・「足」の問題は、来年度策定予定の交通計画の中で整理したい。 

委員長 ・施設面について、学校教育の面から意見を頂戴したい。 

Ｆ委員 ・「学習支援」として、90 名 3 クラス程度の収容を予定しているよう
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であるが、できれば 4クラス分入るセミナールームをご用意いただ

きたい。その際、学習の記録をするための机があるとよい。 

・山間部の学校のために、バスでの来館想定も行ってほしい。 

・文化ゾーン一帯で、終日学習できるよう新博物館へ給食の配送がで

きるとよい。衛生面からも、弁当より給食の方がよいであろう。 

・豊田市民の誓いにある、「わたくしたちは、七州をのぞむ美しい山

河にかこまれ、輝かしい衣の里の歴史と伝統をうけつぎながら、明

日に向かって伸びゆく豊田市の市民です。」を具現化できる博物館

にしたい。新博物館が豊田市の魅力を発信し他地域へといざなう入

口となることで、この誓いも実現できるのではないか。 

事務局 ・セミナールームの収容人数は、机のある状態で 3 クラス分を想定し

ている。机が不要の場合にはより多くの人数を収容できる。 

Ｇ委員 ・学校教育の観点から、子ども会として、例えば夏休みに新博物館に

来館して学習できるようにしたい。その際、子どもだけでなく保護

者も一緒になって学ぶ機会があれば、その後家族でまた行ってみよ

うとなるため、幅広い活用方法を想定していただきたい。 

Ｈ委員 ・屋内外にキッズスペースがあるが、乳幼児も対象としているか。小

学生以上はスクールサポートで利用機会が多いと思うが、それより

下の世代も安心して来館できる博物館が望ましい。そうすること

で、親世代の取り込みもできるのではないか。具体的には、小さい

子を連れて長居できるよう飲食・授乳ができるようなスペースがあ

るとよい。 

事務局 ・具体的な対象年齢は定めていないが、「滋賀県立琵琶湖博物館」や

「三重県総合博物館」など参考にできる施設はある。 

・セミナールームは学習だけでなく多目的に使えるように考えてい

る。また、キッズスペースでの飲食は難しくても、キッズスペース

の近くにカフェライブラリーを配置するなど、施設配置の面からの

工夫も今後検討したい。 

Ｉ委員 ・「ネットワーク機能」の回想法事業などで使用する貸出キットとは

どのようなものか。 

・豊田市には見どころがたくさんあるため、新博物館に観光協会の出

先機関などを設け情報提供をしたらどうか。 

事務局 ・現在事業としてやっているわけではないが、市内の福祉介護施設な

どから郷土資料館の資料を活用した回想法を行いたいという申し

出が時々ある。新博物館ではこのような事案にも対応できるように
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したいと考えている。 

Ｊ委員 ・新博物館は木造建築にした方がよい。そうでないと、豊田の山を活

かすことにならない。 

・調査研究部門が 250 ㎡としてあるが、写真撮影や資料の保管場所

が狭い。稲武の文化財倉庫は往復 2 時間かかるので、新博物館で中

央管理するためにはもっと広くした方がよい。博物館は造るだけで

なく、造った後の拡がりが重要。それらを全体計画として前もって

考えておくべきである。 

事務局 ・調査研究部門の 250 ㎡という面積は、近隣博物館との比較により

算出した数字である。 

・収蔵については、環境面を考慮すると新博物館での保存が望ましい

が、歴史資料は時代の推移と共に増え続けていくため、全てを博物

館で管理するのは難しい。館外収蔵庫の活用も引き続き検討してい

きたい。 

Ｋ委員 ・収蔵庫が小さいと感じている。自然分野には岩石や剥製もあるため、

収蔵庫を 2層式にしてはどうか。バックヤードについても収蔵庫と

一体的に計画する必要がある。 

・新博物館で全ての資料を収蔵できないのであれば、埋蔵文化財、民

具資料などを市域のどの施設で保管するのかを示してほしい。 

・共同研究室について、相模原市立博物館を想像した。非常に意義深

いスペースになると思うため、市民団体も自由に出入りして活気を

もたせることを検討してほしい。 

・ボランティアの方々の休憩スペースなども必要である。 

・屋外体験広場において土蔵や民家があるが、建物を配置するだけで

なく、例えば民家の周辺に畑や垣根を造って子どもたちが当時の暮

らしを想像できるような空間設計をしてほしい。 

事務局 ・収蔵庫の 2 層式については、延床面積そのものの抑制にはならない

が、コストの圧縮にはなる。総事業費を抑えるための工夫の一つと

して参考にさせていただく。 

・現状の郷土資料館にも、館外に旧校舎等を改装した収蔵庫を有し、

その総面積は約 4,000 ㎡ある。埋蔵文化財や民具資料は、基本的

こちらで対応している。このような既存施設の活用も考慮して収蔵

部門全体を 1,800 ㎡と設定した。今後、市内の寺社が保有してい

る貴重な文化財も、今後新博物館にて保存していきたいと考えてい
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３ 議事（２）展示計画について 

る。 

・現郷土資料館でも歴史マイスターの方々の活動スペースを確保でき

ていないため、共同研究室については強化していきたい。 

Ｃ委員 ・7,200 ㎡という数値の増減検討は可能なのか。また、和風建築にす

るという点も検討できるのか。 

事務局 ・7,200 ㎡という面積はおおよその基準であることは間違いないが、

市の財政フレームを考慮した数字であるため、大きくは増減できな

い。諸室の内訳については検討の余地がある。 

・建築デザインについては、設計段階で検討を深めたい。 

Ａ委員 ・委員会の意見として、7,200 ㎡では足りないという声が多かったこ

とはしっかり伝えてほしい。 

副委員長 ・博物館と美術館の共有部分があってもよいのではないか。個別で考

えるのではなく文化ゾーンとして検討することも必要である。 

Ｄ委員 ・博物館と美術館に限らず、大きく文化ゾーンとして考えられるとよ

い。たとえば、レストランやカフェを個々に設けるのではなく、文

化ゾーンの中心にレストランを設けたらよいのではないかという

意見もある。また、枝下用水に蓋をすれば、文化ゾーンをより大き

な面で展開することが可能だと思う。 

・現場感覚でいえば、7,200 ㎡は必要最低限の面積。積み上げられる

ことに越したことはないが、財政状況とバランスをとっていかなけ

ればならない。利用者にとって過ごしやすい場所をつくるために

も、美術館と併用できる機能は活用できるとよい。 

委員長 ・文化ゾーン全体を議論する場はあるか。 

事務局 ・生涯学習審議会において平成 26・27 年度に文化ゾーン全体の議論

を行い、博物館の位置付けを検討した。 

委員長 ・新博物館の目指す姿を実現するためには、諸室や機能、面積の積み

上げが必要ではないか、7,200 ㎡では足りないのではないかという

意見が多かったことは、きちんと記録していただきたい。 

・時間も限られてきたが、展示計画について事務局より説明をお願い

したい。 

事務局 （資料に基づき説明） 
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委員長 ・展示構成や展開テーマ、展示室の動線等についてご意見を伺いたい。 

Ｌ委員 ・豊田市の山は過密人工林で、川はダムの水により濁っている状態で

ある。山に関しては森づくり会議の活動により間伐が進む一方、川

は改善の手がつけられていない。基本構想にもある「ふるさとを誇

り、愛着をもつ」ための重要な要素は清流矢作川だと考えている。

そのためにも、博物館機能の中で、きれいな矢作川を取り戻す気持

ちを啓蒙するなどの方向性を打ち出してほしい。 

・展示計画（2）のガイダンスシアターの他にも、矢作川の現状をテ

ーマの一つとして取り上げてほしい。 

事務局 ・展示テーマを整理する中で、矢作川の歴史的な存在の大きさを実感

している。懐古的なことだけでなく、現在の姿や取組の様子なども

テーマ立てさせていただく。 

Ｍ委員 ・館として魅力があるか、ここに来たくなるかという観点での議論が

少ないように感じている。広い面積やたくさんの資料があっても、

印象に残らなければ意味がない。博物館を訪れた人に何を持ち帰っ

てもらうのか。資料の弱さではなく、来館者に印象を残すものが少

ないように思う。 

・網羅性も必要であるが、テーマを選別して骨太なストーリーにする

ことも重要ではないか。たとえば、歴史的な事象と豊田市のつなが

り、三河武士の気質と現代企業あるいは世界との脈絡などが、この

土地の魅力を輝かせると思う。また、トヨタ自動車がなぜ挙母に工

場を設立したのかについても、工場設立前に、将来この地が交通・

流通網の拠点となるという予測や地理的な必然性があったことに

ついても伝えられると面白い。 

・建物の外観については、漠然とした「和風」などのような形骸的な

様式を採るべきではない。土地柄や展示における必然性があればよ

い。 

Ｋ委員 ・企画展示の拡張的な使い方について、常設展示のアイデンティティ

というテーマが一時的にでもなくなってしまうのは惜しい。650 ㎡

の面積の中で常設展示を収めるのも一つの手である。 

・あるいは、企画展示室を二つに分け、拡張部分の 250 ㎡について

は常時は市民ギャラリーとして活用するのはどうか。巡回展に応じ

て常設展示を移動させる作業量やコンセプトが反映されなくなる

点などを踏まえ、現実的に検討した方がよい。 

Ｄ委員 ・作業量の課題はあるが、常設展示と企画展示が浸透し合うような自
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４ その他 

 

５ 閉会 

以 上 

由度の高い空間にしてはどうか。企画展示がない場合は、常設展示

の一部分が各論となり広がりをもち、大型の巡回展等の場合には常

設展示の方に広がってくるようなイメージで、「常設展示室」「企画

展示室」と分けるのではなく、大きく一つの部屋として捉えられる

とよい。 

Ｅ委員 ・矢作川が一つのテーマになるが、ダムや草木の繁茂による水質・水

流が変化した現在の姿を子どもたちにも正直に伝え、きれいな水の

矢作川に変えていく努力につながる展示になるとよい。 

Ｎ委員 ・アメリカのオハイオ州にあるシンシナティ歴史博物館では、その博

物館の閲覧室にいる司書が市民からの様々な問合せに応えたり、リ

タイアした市民がかつての企業や戦時中の資料を整理していたり

するなど、資料室の使われ方として非常に感銘を受けた。また、戦

時期のシンシナティをテーマにした特別展では、戦時下における日

本との取扱い方の違いを感じたため、是非参考にしてほしい。 

委員長 ・長時間にわたる議論となったが、展示に関することでいえば展示室

の使い勝手や可変性、また、博物館の魅力をどのように作り発信し

ていくのかについてのご意見が出た。次回へ向けて検討・反映して

ほしい。 

事務局 （森課長より委員継続確認書の説明） 

事務局 （森課長より閉会の挨拶） 


