
報 告 書 

平成２４年度 第２回伊賀市民美術展覧会運営委員会 

 

■日  時／ 平成２５年１月 29 日（火） 午後１時３０分～ 

■場  所／ 上野ふれあいプラザ 第１会議室  

■協議者／ [絵画部門 ]上田保隆、小阪のり子  [彫塑工芸部門]稲田能文、谷本  景  

 [写真部門 ]城島正子、福井伸一   [書道部門]岡井房子、葛輪啓子  

 [企画課]藤山課長、森係長、西村  

 

事務局／本日は大変お忙しい中、また寒い日でありますが、運営委員会に出席いた

だきありがとうございます。今年度で第８回目を迎えた伊賀市民美術展覧会は、昨

年の１０月２３日から２７日の５日間に、ハイトピア伊賀 5 階において開催いたし

ました。本年は会場の変更もあり、運営に関しましては色々ご協議いただき、運営

委員の皆さまには、大変お忙しい中、搬入日や展示飾り付けにご協力いただきまし

て、まことに有難うございました。改めて御礼を申し上げます。 

本日の委員会では今年度の開催結果や、反省点を踏まえて、来年度の準備をすすめ

ていきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、はじめに福井運営委員長にごあいさつを頂戴したいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

福井委員長／実は昨年の１２月から風邪をひきまして、それからずっと寝込んでい

ましたが、正月明けてからぼちぼち熱も下がってきました。今は風邪で腰を痛めて、

少し歩行が困難ですが、あとは回復を待つばかりということです。今日の会議でも

声が嗄れるかもしれませんが、何とかお願いします。 

昨年は初めてハイトピアを会場とした市展の開催ということで、運営委員の方には

ご迷惑をかけたと思いますが、色々と疑問も残っていると思いますので、皆さんと

相談しながら、お知恵を借りて次年度のことを検討していきたいので、どうぞよろ

しくお願いします。 

                                                             

■協議内容／ 

１．協議事項 

（１）第８回伊賀市民美術展覧会（市展「いが」）について 

事務局から資料に基づき報告 

今年度の市展では、絵画・彫塑工芸・写真・書道の４部門の作品を募集、展示を行

いました。作品の募集案内につきましては、広報６月１日号への掲載、市ホームペ

ージへの掲載、行政チャンネル「ウィークリー伊賀」での放送、市内自治会にポス

ターを掲示するとともに、各支所振興課、各公民館、図書館、伊賀市文化会館をは

じめとする市内ホールに作品募集要項・申込書を設置しました。幅広い年代層から

多くの作品を出品いただくことを目指し、特に上野地区以外のいがまち、島ヶ原、

阿山、大山田、青山地域の方から出品いただくことと、若い世代からの出品者を増

やすため、市内文化団体と市内高等学校へ募集要項を送付し、応募を呼びかけまし

た。また、昨年に引き続き、高等学校書道部などへは、特に臨書作品も受け付ける

旨明記しました。 

出品者数・出品点数について 

（絵画） 出品者４４人、出品点数５３点  

（彫塑工芸） 出品者３５人、出品点数５１点  



（写真） 出品者４３人、出品点数７９点  

（書道） 出品者２４人、出品点数２４点  

合計で１４６人から、２０７点の応募がありました。 

昨年に比べると、出品者数は４人増加し、作品数も１５点増加しました。 

出品者【地域別】【年代別】グラフについて  

【地域別】上野地区が 100 人で全体の 68.5％、いがまちが 12 人で全体の 8.2％、島

ヶ原が２人で全体の 1.4％、阿山が 8人で全体の 5.5％、大山田が 3人で全体の 2.1％、

青山が 15 人で全体の 10.3％となりました。また市内在勤者が 6 人で全体の 4.1％と

なり、市内在学者、市内出身者はともに出品はありませんでした。 

昨年度に比べ、上野地区以外からの出品者の割合が増えましたが、各部門において

上野地区が依然多数を占めています。市全域での事業としての取り組みをすすめる

ため、上野地区以外からの出品者数が増えるように努める必要があります。 

【年代別】最も多いのが 60 歳代の 54 人で全体の 37.0%､次に 70 代の 42 人で全体の

28.8%､続いて 50 代の 23 人で 15.8%となっています｡ 

書道部門で比較的バランスよく､各世代からの出品がありました｡ 

全体的に 10 代から 40 代までの世代の出品者が少ないことから、今後も各世代へ積

極的な出品を呼びかけていく必要があります。 

公開審査について  

作品の審査は 21 年度から公開審査を実施しております。各部門の審査員と、昨年度

の審査手順を基に事前に打合せを行い、部門によっては手順を少し変更しながら公

開審査を行いました。 

審査に関しては見学いただいた方からご意見を頂戴しており、資料 2 の１ページに

全文を掲載しております。審査前に審査員と出品者にやりとりがあり、それが審査

に影響したのではないかというものです。 

また、事務局側で、作品とリストの照合にミスがあり、審査終了後に審査員の方へ

連絡をとり確認するということがありました。どちらも、審査前の準備と審査の進

行方法を見直すことで改善してまいりたいと思います。 

本年度の入賞者について 

本年度は、昨年度同様「市長賞」「議長賞」「教育委員会賞」「岡田文化財団賞」「上

野商工会議所会頭賞」「伊賀市商工会長賞」がそれぞれの部門で 1 点、「奨励賞」が

３点、あわせて 36 点の作品が入賞作品として選ばれました｡入賞者につきましては､

次の 5 から 6 ページに、第 1 回から第 8 回までの入賞者を一覧にしてあります｡ 

また､今回の入賞により､各部門から 1 人ずつ､無鑑査の対象となります｡7 ページに

対象の方の名簿をおつけしています｡ 

作品展示について  

今年度は、会場を新しくハイトピア伊賀５階へ移し、入賞・入選した作品、審査員・

運営委員の作品、無鑑査の作品、あわせて 167 人から計 213 点を展示しました。 

展示会場の配置ですが、８ページの図のとおり、絵画がギャラリー部分と多目的大

研修室、書道が多目的大研修室の奥側、彫塑工芸は学習室１、写真は学習室２と廊

下の壁面を一部使用し展示いたしました。 

今回はふれあいプラザで使用していたパネルを持ち込み、ギャラリー部分なども使

い展示スペースを確保しましたが、はじめてのレイアウトのため試行錯誤も多く、

先ほど委員長さんからおっしゃっていただいたとおり、運営委員さんには例年以上

のご指導・ご協力を賜り、まことにありがとうございました。 

入場者数について  

入場者数一覧表の、下段右下が今年度分となります。横にある小さな表は、時間帯



別の入場者数となっております。会期中の入場者数は、5 日間で 1,872 人でした。

人数は昨年より微増しましたが、最終日以外の開場時間を夜７時まで延長したもの

の夜間の入場者がそれほど多くありませんでした。 

ハイトピア伊賀の利用規定で 1 階に立て看板などを設置することができず、入場者

からのご意見にも、案内がわかりにくいというものがありました。通りがかりの方

にも入っていただくなど、入場者数を増やすということにおいて、会期前の周知だ

けではなく、会期中の案内についても課題が残りました。 

開催状況につきましての報告は以上です。 

 

委員長／事務局から開催状況の報告がありましたが、これまでの部分で気づいた点

などございませんか。 

委員／立て看板はハイトピアに立てられない？ 

事務局／ビル全体の管理組合があり、共用部分の運営の仕方などを定めております。

その管理規約の中に、１階の広い部分に立て看板は設置しないということになって

います。所定の小さい案内板は使用できますが、180cm ぐらいある大きなものは設

置できません。色々な行事が重なってくると看板が乱立するということを懸念して、

また安全性を考慮してとのことかと思いますが、市の主催する行事等につきまして

は何とか看板が立てられるように、規約の変更・見直しをお願いしているところで

す。管理組合へ、市の担当部局を通してお願いしており、管理組合からも検討する

ということで協議いただいています。 

委員／市をあげて行っている市展ですので、ぜひよろしくお願いします。 

委員長／一階の外では確かに交通の問題等もありますが、ガラスの中に設置したい

ということと、もう一つ感じたのは、５階のエレベーターを降りたところにわかり

やすいものがあるといいということです。 

今回してみて感じたのは、５階の管轄は公民館で、企画課はお願いして借りている

ということ。本来ならこんなに長くは借りられないということを言われた。公民館

活動の方から色々と問題が出てきているという話も聞いたが、公民館と企画課の折

り合いはどうなのか？ 

事務局／確かに一般利用に向けての規定では３日以上連続して借りることはできな

いとなっていますが、市が主催する事業についてはまた違った運用となります。来

年については、市展でハイトピアを使いたいと公民館さんとお話させていただいて

います。今年と同じような日程で利用することには理解いただいています。 

 

（２）来年度に向けた検討について 

事務局／資料２ １ページに、展示会場に設置したアンケートなど、事務局に寄せ

られた意見を掲載しております。 

委員／（審査会への意見について）確かにこんなことがあってはアカンな。見学者

と雑談をしたということですが、軽率といえば言えますね。 

委員／市の方で彫塑工芸の公開審査を担当した人がいますよね？ その方が審査の

前にきちんと話したりしないように、守らなければ退出いていただくと言わなくて

は。 

事務局／そうですね。公開審査の前に説明を行い、貼紙などもしていますが…。審

査の始まる前、見学者の方が集まり始め、審査員の先生方には別の階の会議室へ入

っていただくんですが、その前の時間帯に起こったらしく、担当者もその場に居合

わせず気づかなかったそうです。ロープを張った後ろの方へ見学者用の席を用意し

てありますが、そこに審査員の先生と見学者が座って雑談する、という状態だった



のかなと思います。来年度の対策として、審査員の先生に公開審査の日程などをお

知らせする手紙に、注意事項として書いておく等を考えています。 

委員／どうもよく知っている人だったのかなと思いますね。ありそうなことではあ

るけど、良くないね。 

委員／審査員の見識の問題だと思いますね。 

委員／やはりこういったことがおきないように審査員には徹底して説明しておかな

くてはいけない。他のところでも、見学者が座っている会場に係が審査員を誘導し

ていくなどしています。見学者は決められた場所から出ない。また、ある程度の時

間がきたら説明を聞いていない見学者を途中から入れない、というやり方もありま

す。今回公開審査を見にきたら、地下駐車場がいっぱいで入れなかった。駐車場所

を探しているうちに時間に遅れてしまうということもあります。 

事務局／駐車場に関しては、あの時期は一番駐車場のない時期でした。今は東側に

駐車場ができまして、来年に関しては時期的に整備されているか微妙ですが駅前広

場の駐車場も使える可能性があります。時間がきたら見学者が入れない、というこ

とについては、事務局としては来ていただいた方には途中からでも見ていただきた

いということもありますので、見学者の方に注意事項を書いた紙を配るなどの対応

を考えたいと思います。貼紙は貼ってありますが人が多くて読めないこともありま

すから。 

 

委員長／私見ですが、多目的の展示会場は真ん中にどかーっと通路を作りましたよ

ね。奥の書道の展示が見えるという、ああいう展示方法はどこにもないです。あれ

はどうか。中の通路は見えないようにして、迷路方式にする、ぐるっと一巡できる

というパネルの置き方がいいのでは。もう一つはこのギャラリー部分。（窓際に置い

てある）パネルからは穴から光が入ってくる。絵画は暗くてわかりにくい、違和感

がありました。絵画部門としてどうでしょうか？ 

委員／おっしゃるとおりです。陳列作業に行って思いましたが、入ってすぐのとこ

ろはその展覧会の目玉となるべきですが、あそこは逆光になってうっとうしい。ふ

れあいプラザでしていたように、まったく光線が入らない作りならいいが、パネル

もちゃちいように見えた。あそこは彫塑工芸など立体作品ならいいかもしれない。

ガラスを生かした、あの会場は借景がひとつの特徴なのだから、パネルは置かない

ほうがいいと感じた。書も多目的の奥ではなく彫塑工芸の部屋を使い、彫塑工芸が

ギャラリーを使うなどしてもいい。 

委員／ただ、来年もハイトピアを会場に使うという前提で進行しているが…。審査

もしっかり管理するためには部門によって日程を変えて行うとか。また、資料を見

ると出品者がものすごく上野地区に偏っている。市展としてバランスをとって、市

民展として市民間でコミュニケーションがとれるようにしていきたい。島ヶ原でや

ってもいいし、大山田でやってもいい。毎年巡回してやるなど、もっと自由にやれ

る会場を探してもいいのではないか。看板一つつけられない、駐車場もないという

ハイトピアは相応しくないように思う。普通市民展となれば、大きな看板に垂れ幕

もつけたりする。市役所側からも銀座側からも見える垂れ幕を大きく掲げる、それ

が出来ないならその会場はやめる。それくらいの見識をもっていかないとダメだと

思う。 

委員／私も「市の市展」なのに、何だか遠慮しているように思う。ギャラリー部分

もパネルをなくすと展示場所が減るし…。この資料にあるように、丸山中学などを

使って巡回するのも良いように思う。上野の人が多いけれど、同じ市になったのだ

からあちこち回るのはいいと思っていた。 



委員／また車社会ですから、行ってパッと停められるところがいい。津の総文など

も不便な場所だが、毎年駐車場を増やしている。どんどん活性化してきた。そうい

ったことも考えていく必要がある。展示会場を変えればこんなに不便を我慢するこ

ともないのではないか。 

委員長／そもそもハイトピアが出来る前に、今度は立派な会場が出来ると聞いたの

に、展示に向いていない。展示会場としての利用について（企画課の方へ）問い合

わせがきたとも聞いていない。市展が甘く見られていると感じる。 

事務局／ハイトピアの５階は基本的には生涯学習センターという位置付けになるの

で、サークル活動の拠点として利用していくということです。今まで会場としてい

たこのふれあいプラザも庁舎の仮事務所となり、今年度は一度ハイトピアを使って

みた、ということです。前回の運営委員会でもありましたとおり、巡回した方がい

いのではないか、また人出の多い天神祭にあわせた方がいいかどうかということを

話していただいて、一度ハイトピアを使ってみようということになったかと思いま

す。ハイトピアを建てる時に、市展会場としてこれだけのスペースがいるなどの議

論はありませんでした。 

委員長／かつて２万５千人の署名を集めて、桃青のところに作ってほしいという意

見を取り上げてもらった。そういった経緯は知っているか？ 

事務局／美術館を建設してほしいという要望があったことは存じています。ただ美

術館とハイトピアの５階の用途というか目的は違うと思うんです。ハイトピアはそ

のスペースを活用して展示も出来るね、というものだと思います。美術館は常設の

展示があり、また臨時の展示スペースもある、そういった箱ものを建ててほしいと

いう要望は我々も聞いています。今、市長が変わって、本庁舎を保存していくとい

うことになり、今は事務機能が残っていますが、将来的に建物を活かして美術館に、

といったことも言われています。 

委員長／ハイトピアは企画財政部の管轄ではないですよね。生涯学習課ですよね。

市の建物じゃないので市展も居候のように遠慮してしなくてはならない。公民館か

ら「あんたたちのものではないから」のようなことも言われる。 

委員／もうハイトピアではダメだ、ということではないか。一度やってみようとし

て、今年やってみた。市展をやる場所ではないということがハッキリしたのではな

いか。勇気を持ってほかの場所を考えてみて、もし、今からでは無理だということ

なら１年間市展を休んでもいいと思う。会期をもっと長くするなど運営委員がもっ

と主体的に決めていく。 

 

委員長／今後、会場に合わせて市展を小さくしていくのか。小さくするということ

は、審査を厳しくするということです。展示数を減らして、展示方法をきれいにし、

もっとこじんまりした市民展にするか。また委員さんがおっしゃったように会場を

変えて大々的にやっていくか。例えばゆめドームを借りれば出来るわけです。 

事務局／委員長のご指示を受けて、会場候補一覧を資料に付けております。こうい

った会場も考えられるのではないかと。また、今年度は日程についても市街地で開

催ということで例年同様天神祭と合わせていました。会場・日程について詳しくは

次年度の運営委員会に諮りたいと思いますが、会場をおさえることなども考え、あ

る程度ここで絞っていただけたらと思います。また、来年度の予算について、会場

借上げ料は計上されておりませんが、展示用パネルの塗りなおしにつきましては検

討しております。 

委員長／実はこの問題が出るだろうということで、事務局に候補をあげてもらうよ

う頼んであった。みなさん、どうでしょうか？ 



事務局／このふれあいプラザを使用していた時に、およそ 800 ㎡くらいだったとい

うことで、それに近い面積のところをリストアップしております。広さだけで言え

ば、運動公園の体育館などがあげられます。ただセキュリティ上の問題、照明の問

題等も考えられます。 

委員／市の主催なわけですから、市の運営側が「ここが一番いい」というところを

決めて運営委員会に言っていただくという形がいいかなと思う。今日言った大山田

やなんかもこのリストにちゃんと入れてもらっている。大局的に考えてくれている

と感じて心強い。 

事務局／市街地でするにしても、大山田・阿山などでするにしても色々な問題はあ

ると思います。それでも一回大山田でしてみようか、ということでやってみて、果

たしてどうだったのかと考えるのも必要かと思います。委員さんがおっしゃるとお

り、例えばアクセスとか、バスしかない、車に乗ってない人はどうするんだという

ことも考えられます。それぞれ回っていくことで、何か出てくるものもあるかと思

います。ただ出品者もそうですが、いかに多くの方に見てもらえるかということで、

時期なども考える必要があるかと思います。前の運営委員会の中でも、天神祭にあ

わせてやれば見てくれる人も多いのではないかと。数字的にも 25 日には多くの人が

来てくれています。よそでやってみたらどうなるかは、やってみなくてはわからな

い。まだ比較の対象もありません。ただ今までの実績としては、24・25 日が多くの

方に来ていただく機会となっています。ほかの会場ではどうなるか、やってみなく

てはわかりませんが、照明や空調など考える必要があるかもしれませんが、ここの

会場にとらわれずやってみることも大事だと思います。 

委員／体育館を使っている市は多いです。照明はスポーツする程度の明るさはある

ので、そんなに気にする必要もないと思う。ここ（ハイトピア）は駅の近くですが、

電車本数も少なくそんなに便利というわけでもない。あまり公共交通で来ることを

考えなくても、大体車でくるのでは？ 広さと駐車場、管理運営のことを考えて会

場を選んだらいいのではないか。 

 

委員長／他の委員さんの意見も聞いてみたい。どうでしょうか？ 

委員／やる方の側だけではなく、見ていただく方の意見も大事だと思います。見る

人がいてこその展覧会なので。学生も行けて、運転しない人、免許を返上した人も

行ける、というのは大変大事なことだと思います。運転する人しか行けないのは違

うと思います。その間バスを出すとかならいいと思いますが。運転本数が少ない公

共交通機関でも、結構使っている人もいます。ここ（駅前）ならバスも集まってく

るわけですから。 

委員／ハイトピアでするということなら、展示数を減らすとか、部門ごとに日をず

らすということも考えられるわけですね。 

委員／それは可能だと思います。そういった運営をしている市もあります。 

委員／部門によってずらすと、会期そのものは長くなりますが、それほど長く会場

を借りられますか？ 

事務局／借りるのを多目的大に限る、スケジュールを見直して日程を短くするなど

が考えられます。 

委員／しかし、１日でじっくり色々の部門を見たいという方はいると思います。 

委員／そうするとやはり（市展を）小さくしていく、ということですかね。 

事務局／例えば 100 号までという規定を下げていただくとか、出品を一人１点にす

るとかでしょうか。 

委員／色々な意見がありますが、やはり一つの会場で４部門を一気に展示しないと、



部門別にしたら観覧者がぐっと減ると思います。一つの会場で見られるのが望まし

いし、先ほどの車、公共交通どちらでも来られるというのがいいが…それが難しい。 

委員／各支所には行政バスがありますが、それを何便か会場に回してみるというこ

とはできないか。 

事務局／行政バスについては、路線は国の認可を受けて走っていますので、それを

一時的に変えるというのは出来ません。イベントに良く使うのはシャトルバスとか

になります。 

委員／シャトルバスはとてもお金がかかりますね。 

事務局／そうですね。またどこを発着するのかということもあります。最寄の駅か

らなのか、色々な方向から来られるようにするのか。そういったことを考えますと

既存の路線で行ける会場が必要かなと思います。 

 

委員長／どうでしょうか？ハイトピアでするかどうか。 

委員／ハイトピアではまだ一回しただけですね。もっと市民の方、鑑賞者にも聞い

てみたらいいかと思います。 

委員長／アンケートなどには、会場について特にいいとか悪いとかの意見はない。

もう少し運営をスムーズに行えばいいかなとも思う。 

委員／出品を１点にというのも検討したらいいのでは。 

委員長／１点にして作品の並びも改善して、もう一度ハイトピアでしてみるか、そ

れとも会場を変更するか。変えるなら運動公園の体育館かなと思うが、どちらかで

どうでしょうか。 

委員／文化の会場として立地条件としてはハイトピアが一番いい。問題はハイトピ

アを運営している人の理解だと思う。是が非でも市展をしてほしいと言われるよう

でなくてはいけない。これは伊賀のメインのイベントであるのだから。 

委員／ハイトピアの建物がまだ新しく、市民にとって少し馴染みがないということ

もある。そうせっかちにならなくてもいいと思う。 

委員／出品は質の高いものを１点ということでいいと思います。 

委員／本来展示は一人１点でいい。意欲のある人が２点出せるようにしてある。レ

ベルの高いものを展示するようにしたい。 

 

委員長／委員会の雰囲気では、ハイトピアでもう一回という感じだがいかがです

か？ 

委員／ハイトピアでやってもいい。ただ施設管理のほうの理解がほしいということ

と、最低でも一週間の会期にするなどにしたい。 

委員／駐車場の条件も、今年よりは若干いいということですね。 

 

委員長／大体議論していただいたと思います。あと私からひとつ、審査員の方には

遠くから来ていただいてたりしますが、紹介もないですよね。それはどうでしょう？ 

事務局／紹介というのは公開審査の際、見学者へ審査員の経歴を紹介するというこ

とでしょうか？ 今はお名前しかご紹介していません。 

委員／市展のときはどこの市でも、運営委員がリーダーシップをとっている。審査

会も表彰式も運営委員が説明するべきかと思う。公開審査にしたのも運営委員会で

決めてしているのだから。市が全面的に抱えてやっていてはしんどいのでは。 

事務局／お忙しい中で設営などにご協力いただいているもので、確かにご遠慮して

た分はあります。ご迷惑のかからない範囲でということと、また予算的なこともあ

りましたもので。来年度はまたみなさんにお願いさせていただこうかと思います。



今回の話し合いで色々改良するところもあるかと思いますので、ご意見をお伺いし

ご協力いただくこともあると思います。 

 

委員長／意見も出尽くしたと思います。次年度の運営委員さんに引継ぎ、よりいい

市展にしていただければと思います。今回は会場が新しくなり、色々すったもんだ

しましたが、それでもちゃんと終了し、運営委員長としてうれしく思っています。

来年は「今年はさらに立派だな」と言われるような作品を陳列できれば、みなさん

もいい作品を作るように、叱咤激励していただければと思います。 

 

（３）平成２５年度伊賀市民美術展覧会運営委員会について 

事務局／ 

・平成２５年度運営委員の推薦 

来年度の運営委員について、ご推薦をお願いいたします。資料３として歴代の運営

委員・審査委員の名簿などを付けさせていただいています。運営委員の任期につい

ては、条例により年度内としておりますが、「再任を妨げない」こととなっておりま

す。課題や検討部分の引継ぎを考えますと、同じ委員さんに継続してお願いできれ

ばと思います。 

お手元の封筒に、依頼文書と推薦書を同封させていただいております。各部門で調

整いただき、ご本人の内諾を得ていただいたうえ、3 月 1 日（金）までに当課へご

報告をお願いいたします。 

 

・来年度の運営委員会について 

第１回目の運営委員会は４月下旬頃に開催いたします。会場・会期の設定、運営ス

ケジュール、募集要項の事務局案を作成し、ご協議いただく予定です。 

 

委員長／みなさん、次年度もよろしくお願いいたします。 

事務局／長時間にわたりご協議いただきありがとうございました。本年度ハイトピ

アで新しく実施したということで、市展も色々考えていかなくてはいけない時期な

のかな、と事務局でも考えております。また市として取り組んでいく中で、平成 26

年度には大きな機構改革も実施される中で、文化推進についても教育委員会の所管

になるかもしれません。また 11 月に就任した岡本市長につきましては、これまで以

上に芸術文化振興に思いいれも強いと、私たちも肌で感じております。みなさまが

たの協力もいただきまして、この芸術文化の振興に取り組んでまいりたいと考えて

おります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 


