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平成３０年度 第６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７月２０日（金） １０時００分 １２時００分 
■場 所  豊田市青少年センター 交流室（豊田産業文化センター４階） 
■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、澤井実、丸山宏、岡本大三郎、
可児光生、光岡金光、松嶋利光、布垣直昭、伊藤俊満、佐藤壽洲、    
根本悦夫、山口薫子、伊東敏子、二村智恵美（敬称略） 

［オブザーバー］ 
長谷川いづみ、大橋史幸（※脇迫ものづくり産業振興課長代理）、 
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、山田主事 
［事務局支援］ 
株式会社丹青社 尾関、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］ 
三浦司之、村田眞宏 

■議題 （１）今後のスケジュールと文化財保護審議会からの意見について 
 【説明資料１】 

（２）基本計画書の構成について【説明資料２】 
（３）基本計画書（素案）の内容について【説明資料３】 

次第 
１ 開会 
２ 挨拶 
３ 議事 

（１）今後のスケジュールと文化財保護審議会からの意見について 
 【説明資料１】 

（２）基本計画書の構成について【説明資料２】 
（３）基本計画書（素案）の内容について【説明資料３】 

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）今後のスケジュールと文化財保護審議会からの意見について 

３ 議事（２）基本計画書の構成について 

事務局 （森課長より進行の挨拶・開会） 

事務局 （太田教育行政部長より挨拶） 

・企画展「みんなであつめた災害の記録―江戸時代から現代までー」
の開催にあたっては、準備段階より学芸員ととよた歴史マイスター
が共働して進めた。展示期間中は解説も行っているため、是非足を
運んでほしい。 

・基本計画の素案について、事務局から説明をさせていただく。 

事務局 ・今回の委員会より、砂子委員に代わり二村委員が就任した。 

委員長 ・本委員会も残り2回となった。これまでの議論をより詰めていかな
ければならない。美術館や文化ゾーンとの諸事情も汲みながら、基
本設計へ向けた指針を定めていけるとよい。 

事務局 （配布資料の確認） 

※議事の進行については、黒澤委員長が行う。 

事務局 （資料に基づき説明） 

委員長 ・パブリックコメント及び市民周知イベントはどのように行うか。 

事務局 ・パブリックコメントについては、ホームページ上で基本計画書につ
いてご意見をいただく。支所や出張所、交流館等でも閲覧でき、郵
送・FAX・Eメールにて文化財課へご意見いただけるようにする。

・市民周知イベントの内容については、今後検討する。 

事務局 （資料に基づき説明） 

A委員 ・施設整備計画に関して、交通計画の策定時期や博物館との関わりに
ついてはどのような状況か。 

事務局 ・基礎となる交通量調査を昨年度実施済み。建設予定地である文化ゾ
ーンは大型の文化施設が集約しており、博物館ができることによっ
てさらなる生活環境への影響が考えられる。 
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３ 議事（３）基本計画書（素案）の内容について 

・交通量及び人の往来による負荷の低減や、動線をつくることによる
周辺環境への影響をどうすれば少なくできるのかについて、基本計
画と並行して検討を進めている。交通計画があったうえで博物館基
本計画を策定するのが望ましいが、最終的には来年度以降の基本設
計のなかで整理していく。 

B委員 ・管理運営について具体的な検討段階はいつか。基本計画では細かい
部分は示さないのか。 

事務局 ・基本的には直営を軸に考えている。効率的・効果的な運営の仕方に
ついては、博物館という単体で捉えるのではなく、連帯する文化ゾ
ーン全体で検討する。実際の配置人数等は、人事担当部局と協議し
ながら、これから検討していくことなので、基本計画の段階では、
方向性についてお示しするに留める。 

C委員 ・資料内において、博物館の機能③の中で「きょうかん」を平仮名で
記載しているが、漢字で「共感」とした方がよいのではないか。p.6
の方針（2）では「共感」となっている。 

事務局 ・設計へ向けて、建築の与条件や事業活動の指針を与えるのが基本計
画の性格でありながら、一方で市民に分かりやすく伝えることも意
図している。これまで、市民に伝わりやすい言葉の表現ができてい
ないという課題があったため、平仮名で表現できるところは平仮名
にしている。体裁についてはご意見をいただきたい。 

事務局 （資料 1 3 章に基づき説明） 

委員長 ・1 3章の中でご意見をいただきたい。 

D委員 ・p.8 について、共同研究室の活動の様子が可視化できるというのは
どのようなイメージか。また、資料閲覧室の対象が市民や研究者と
あるが、それぞれ情報へのアクセスの仕方が異なるなかで一つの部
屋でよいのか。 

事務局 ・収蔵資料の閲覧希望があった際、図書閲覧室では資料の保全上ふさ
わしくないものや、特定の閲覧者のみに見せる必要があるものは、
資料閲覧室を使用することを想定している。共同研究室は学芸員も
利用するが、市民の方にも気軽に使用できるオープンなスペースと
して位置づけている。 

E委員 ・調査・研究部門の整理作業室には、自然系資料（動物系、昆虫系な
ど）も入れておくとよい。 
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事務局 ・自然系資料の作業ができる場所は考えている。標本などを扱えるス
ペースはあるが、歴史民俗系資料とは分ける。自然系という言葉を
足すとともに、IPM（資料への生物被害を防ぐための仕組み）の観
点から区画としても整理していく。 

B委員 ・Eの歴史民俗系資料に加えて「自然」という言葉も加えてほしい。

F委員 ・言葉遣いも分かりやすくなったと思う。ただ、紙面の中に「学びを
育む」とあるが「主体的」はあくまでも学びの手法。ここでは学び
の「深まり」など、中身について言及した方がよいのでは。 

・「たのしく」という言葉がたくさんあるが、博物館で得られる価値
や魅力は、必ずしも楽しいという言葉で表現されるものでなくても
よいと思っている。災害のテーマのように、後世への警鐘や反省と
いう視点もある。 

・p.4「まなぶ・うみだす事業」について、学校の学びの前提には「生
涯学習」がある。資料をみると、学校利用だけのように感じる。方
針の最初に市民の利用があって、その中に子どもの利用があるとい
う位置づけにした方がよい。美濃加茂市民ミュージアムでは、市民
から「博物館は子どもたちが利用する場所で、大人は利用してはい
けないと思った」といった声が聞かれるなど、博物館の中に生涯学
習を位置づけてこなかったことが反省点として挙げられる。「生涯
学習」を前提条件として整理した方が、より適切な方針になるので
はないか。 

事務局 ・現在の郷土資料館でも、生涯学習や郷土学習スクールサポート事業
を行っているため、「学校利用」と「生涯学習」はどちらも並列で
考えている。両者の組み立て方の整理は引き続き行っていきたい。

G委員 ・p.6（４）「余裕のある 」という表現はやめた方がよい。必要なも
のは必要として確保すればよい。 

・建設予定地は城跡公園のため、建物は和風で造ってもらいたい。 

事務局 ・「余裕のある 」という表現は修正する。屋外展示空間について、
来館者が身近に感じられる空間は大事であると考えるため、設計の
段階で検討していきたい。 

H委員 ・学校団体の方を厚くしてほしいと思った。子どもの頃から、大人に
なっても行きたいと思えるような博物館にするしかけが必要。学校
側として、社会科の教員グループで「どのような博物館だったら連
れて行きたいか」という意見を現在まとめようとしている。 

事務局 ・H委員と F委員のご意見に配慮しながら検討していく。 
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C委員 ・p.2 の下部について、（４） （６）が新博物館の基本となる。

・博物館はアカデミックな場との印象がある。「えんにち空間」がい
つ行っても騒がしい、心落ち着かない場所になってはいけない。「え
んにち空間」を意味あるものにしていくことが重要。公共の場であ
るということと、子どもたちがたくさん来てにぎわいが生まれると
いうことを、うまく融合させる必要がある。 

F委員 ・博物館というのはアカデミックで学識ある場であるとともに、身の
回りの暮らしにある発見という両面が入り混じっている場所だと
思っている。きっかけづくりという意味ではえんにち空間という機
能は有効だと思う。とよたのユニークさを出してもらいたい。 

B委員 ・p.8 の絵をみるとごちゃごちゃして見える。えんにち空間自体はよ
いと思うが、アカデミックな部分とにぎわいの空間は分けた方がよ
いのでは。 

副委員長 ・道路から館への動線、また、東側・北側に対しては眺望にも留意し
てほしい。美術館との高低差に配慮した施設配置の工夫が必要。 

・第3章に絵が入り分かりやすくなった。ただ、これらをすべて稼働
させた場合、人手が足りず大変なのではないか。 

事務局 ・施設配置は、自然環境や地形についても踏まえながら設計時に検討
する。（仮称）えんにち空間については、とよた歴史マイスターと
ともに今年度下半期から試行を行い、どのような体制が必要かを検
討する。 

I 委員 ・p.6「環境に配慮した 」とあるが、建物についても「周りの景観
に調和した 」などの文言を入れた方がよい。

・植生について「原則として」と入れてしまうと伐採が難しくなるの
で、「現状の植生を活かし」とした方がよい。 

・隣接する美術館とのあり方についても触れるとよい。 

・（仮称）えんにち空間は市民に理解されるのであればこの言葉でも
よい。 

J 委員 ・「これが豊田市である」というものが展示としてあると思うが、他
地域とどのように対比させるか。「豊田市はこうだったが他の地域
ではどうだったのか」という比較があって思考力が育まれる。 

K委員 ・「」が多用されているのが気になる。「とよた」は仕方ないにしても、
p.1 活動方針などの「市民」に付ける必要があるか。「きょうかん
する」という平仮名表記に関しても、易しくする意図であれば表現
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の工夫が必要。 

・えんにちという表現が、機能としては良いがしっくりこない。p.7
の出会い交流部門の説明として用いられている「縁側」の方が納得
できる。「縁側」を社会と家をつなぐ空間として捉え、色々なもの
を結び付けるという意味であればしっくりくる。 

・アカデミックな部分もありながら、小さな子どもの日常生活に身近
な場所であってほしい。 

L 委員 ・博物館というと固いイメージがあるが、「えんにち」という言葉に
よってワクワクするイメージももてた。子どもと一緒に出かけるき
っかけにもなる。 

委員長 ・（仮称）えんにち空間のネーミングや活用の仕方を再考する必要が
ある。 

M委員 ・様々な立場からの意見を整理した上で、全体的によくまとまってい
る印象である。一方で、この博物館は何を伝えるのかという柱の部
分を明確にしなければならない。色々な部分が多様にありすぎて散
漫にならないように、「とよた」とは何だったのかという部分を伝
えることが重要。企業を例に置き換えても、マツダは広島の企業で
あることに誇りをもっていて、広島という地にある必然性がある。
トヨタも豊田市という地に必然性がある。そういう根本の部分を博
物館では見せていかなければならない。機能がたくさんあってもよ
いが、柱・背骨は明確にするべきである。 

・深い関心に将来的に応えていける場になることが重要。 

事務局 （資料 4 5 章に基づき説明） 

N委員 ・外部資金の導入について教えてほしい。 

事務局 ・類例として、三重県総合博物館では開館前から地元企業とパートナ
ーシップ協定を結び、施設整備費や運営費などについて協賛金を得
ている。それに対して、地元企業について館で紹介したり、企業の
社員を館に招待するなどしている。企業の多い豊田市でも必要な取
組と考えている。 

F委員 ・とよた歴史マイスターだけでなく、友の会などの形で関わる人たち
も多いはず。 

・回想法にも関わるが、福祉部門と博物館の関わりについても記載し
ておいてほしい。また、いずれかの章で利用者想定を整理しておい
た方がよいのではないか。 
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以 上 

I 委員 ・管理運営体制については、どのような部署や人員がどのような役割
をもち、どのように関わるかを図示した方がよい。 

G委員 ・開館に向けた取組として館内のことだけが書かれているが、車の出
入りや駐車場など「外」のことについて触れられていない。交通計
画と併せてということであるが、縦割り行政という批判を受けない
ように、しっかり連携して考えてほしい。 

B委員 ・p.13 のジオラマは、豊田市全体もしくは周辺地域まで見ることの
できるものが望ましい。また、自然と歴史を関連づけて見られるよ
うな表現を工夫してほしい。 

F委員 ・大変だと思うが、市民とつくる市民共創展示は興味深い。 

事務局 ・本日の意見を受けて、9月 1日のパブリックコメントを実施する。

・次回の策定委員会は10月下旬を予定。 


