
[４]　美術館事業

事 業 名 主　　な　　事　　業　　の　　内　　容

(ア) 常設展  

　　所蔵作品を広く公開し、郷土ゆかりの作家や作品を紹介

【学芸委託】 　　年４回の展示替えを実施。 　 　

　①　30年度第４期  「彫刻とドローイング」 観覧者数 396人

　　　会期： 4月1日(金)～4月21日(日)

　②　第１期　「 千葉　勝―イタリアのスケッチから」

　　　会期： 4月26日(金)～7月28日(日)　 観覧者数 2,556人

　　　特別展　「柳原義達―三重県立美術館所蔵作品による」

　　　会期： 4月26日(金)～10月20日(日)　 （観覧者数） 4,143人

　③　第２期　「新収蔵作品の紹介」

　　　会期： 8月2日(金)～10月20日(日) 観覧者数 1,691人

　④　第３期　「救出された絵画たち Part２」

　　　会期： 10月26日(土)～1月19日(日） 観覧者数 969人

　⑤　第４期　「光を集めて」

　　　会期： 1月25日(土)～4月19日(日)
観覧者数
（開催中） 486人

小計 6,098人

　　　※企画展観覧券による観覧 （観覧者数） 64,800人

計 70,898人

(イ) 企画展

　①　タータン　伝統と革新のデザイン 観覧者数 10,093人

　　  会期： 4月13日(土)～5月26日(日)

　②　広重－雨、雪、夜　風景版画の魅力をひもとく

　　　会期： 6月8日(土)～7月15日(月・祝) 観覧者数 10,201人

　③　ホキ美術館展　

　　　会期： 7月27日(土)～9月1日(日) 観覧者数 28,707人

 　　 会期： 9月14日(土)～11月10日(日) 観覧者数 7,189人

　⑤　ジブリの大博覧会～ナウシカからマーニーまで～

　　　会期： 11月30日(土)～2月16日(日） 観覧者数 323,930人

　⑥　アートフェスタいわて２０１９

１ 美術等に関する資料収集、保管、展示調査研究等の事業

　(1)　受託事業

　④　紅子と省三―絵かき夫婦の70年―

（※前年度前売を含む）

ア 展示事業

　　　－岩手芸術祭受賞作品・推薦作家展＋岩手県美術選奨受賞者作品展－



事 業 名 主　　な　　事　　業　　の　　内　　容

　　　会期： 2月29日(土)～3月22日(日） 観覧者数 2,134人

　（※企画展観覧者数はプレイガイド等での前売券販売分を含む数値）　 計 382,254人

(ウ) 特別展

　　ＡＲＴ ＳＣＲＵＭ at 岩手県立美術館

　　会期：9月25（水）～10月6日（日）

　講演会、ワークショップ等を実施し、美術と美術館利用についての普及活動を推進

(ア) 展示関連事業

【学芸委託】 　<企画展教育プログラム>　

　（a）ギャラリートーク 　    学芸員による展示作品の解説

　　① タータン展　（4/19(金)、5/3(金)、5/17(金)）

　　　 ※4/26(金）ナイトギャラリートーク 参加者数 121人

　　② 広重展　(6/14(金)、6/28(金)、7/12(金)）

　 　  ※6/21(金）  ナイトギャラリートーク 参加者数 124人

　　③ ホキ美術館展(8/2(金)、8/16(金)、8/30(金)） 参加者数 200人

 　 ④ 紅子と省三展(9/20(金)、10/4(金)、10/18(金)、11/1(金))

　 　  ※10/11(金）  ナイトギャラリートーク 参加者数 74人

　　⑤ アートフェスタいわて２０１９分野別ギャラリートーク

　　　　(3/1(日)、3/7(土)、3/8(日)【中止】、3/14(土)【中止】） 参加者数 251人

計 770人

　（b）企画展関連講座等

    ① タータン展プレイベント

　　　 「リボンで作るタータン風ブローチ」　4/6(土) 参加者数 232人

　　② タータン展スペシャルギャラリートーク　　4/13(土)

       講師：富田智子氏（三鷹市美術ギャラリー主任学芸員） 参加者数 53人

　　③ タータン展講演会

       「タータンの魅力」　4/14(日) 

       講師：奥田実紀氏（作家、タータン研究家） 参加者数 110人

　　④ タータン展ワークショップ

       「木枠を使って、小さなタータンを織る」　5/11(土) 

       講師：佐々木貴子氏（染織作家、岩手大学非常勤講師） 参加者数 15人

 　　⑤ 広重展講演会１

　　　 「北斎か、広重か。」　6/8(土)

　　　 講師：神谷　浩氏（元名古屋市博物館副館長、国際浮世絵学会常任理事）　

参加者数 140人

（展示事業）

イ 教育普及
事業



事 業 名 主　　な　　事　　業　　の　　内　　容

　　⑥ 広重展講演会２　「美味しい名物で楽しむ広重の描く旅の風景」　6/29(土)

       講師：林　綾野氏（キュレーター、アートキッチン代表） 参加者数 125人

　　⑦ 広重展ワークショップ

 　　　「浮世絵の実演と体験　多色摺木版画で団扇づくり」　7/6(土) 参加者数 36人

       講師：野田弘志氏（画家、広島市立大学名誉教授、噴火湾アートビレッジ顧問）

参加者数 109人

       講師：安田茂美氏（ホキ美術館広報担当、元東京藝術大学客員教授） 参加者数 152人

　　⑩ ホキ美術館展開催記念講演会２

 　　　「写実絵画の魅力」　8/3(土)　講師：島村信之氏（画家） 参加者数 113人

　　⑪ ホキ美術館展ドキュメンタリー上映会

 　　　「魂のリアリズム 画家 野田弘志」　8/16(金) 参加者数 62人

　　⑫ 紅子と省三展開催記念鼎談

 　　　「教え子が語る、省三・紅子先生の横顔」　9/14(土)

参加者数 104人

　　⑬ 紅子と省三展開催記念講演会

 　　　「省三の画業と魅力」　9/29(日)

       講師：仙仁　司氏（元多摩美術大学美術館学芸員） 参加者数 48人

　　⑭ 紅子と省三展ワークショップ

 　　　「秋の草花を描く―水彩―」　10/14(月・祝)

       講師：中川智恵子氏（美術館講師、登山ガイド） 参加者数 19人

　　　 対談形式によるトークイベント　11/30（土）

　　　 ゲスト出演：深谷英樹氏（スタジオジブリ制作プロデューサー）参加者数 68人

　　　「ジャグリング＆ジャズピアノのコラボレーション」

       出演：山村佑理（ジャグリング）、鈴木牧子（ピアノ） 参加者数 116人

　　　　　　 菅原  睦氏（彫刻）、髙橋　諒氏（絵画） 参加者数 0人

計 1,502人

       講師：伊藤由美子氏（版画）、神尾  裕氏（絵画）

　　⑰ 岩手県美術選奨受賞作家によるアーティストトーク　3/21（土）【中止】

       講師：大宮政郎氏（美術家）、西真里子（画家）、廣嶼康子（深沢紅子野の花美術館館長）

（教育普及
事業）

　　⑮ ジブリ展オープニング・スペシャルイベント

　　⑯ アートフェスタいわて2019オープニング・イベント　2/29（土）

　　⑨ ホキ美術館展スペシャルギャラリートーク　　7/27(土)

　　⑧ ホキ美術館展開催記念講演会１　「私の考えるリアリズム」　7/27(土)

　　　 講師：武重洋二氏（美術監督）、青木貴之氏（スタジオジブリプロデューサー）



事 業 名 主　　な　　事　　業　　の　　内　　容

　<常設展教育プログラム>

　（a）コレクショントーク　　学芸員による常設展示作品の解説

　　　 年25回開催予定(毎月第2・4土曜)　　23回実施済【中止２回】 参加者数 213人

　（b）常設展関連講座

　　 ① 特別展示記念講演会「柳原義達、舟越保武と戦後日本彫刻」　5/25(土)

　　 　 参加者数 36人

　　 ② 講演会「津波被害に遭ったカンバス画の修復」　11/10(日) 参加者数 61人

　　 ③ ワークショップ「光る虹/虹ヲアツメル・虹ノカンサツ」　2/23(日)

　　 　 参加者数 45人

計 355人

(イ) 美術普及事業

　 <スタジオプログラム>

　（a）オープンスタジオ

参加者数 203人

参加者数 130人

計 333人

　（b）アートデオヤコ　　親子でいろいろな素材に触れて楽しむワークショップ

　　 対象：３～６歳児と保護者　各10組

　　 毎月１回実施　　　 11回実施済【中止１回】 参加者数 470人

　<教育プログラム>

　  学生サポートスタッフの受入れ・育成 登録者数 21人

  <美術プログラム>

　 (a) 館長講座　「作り手の視点」(全４回） 講師：藁谷収（当館館長）

     ①「イタリア・モザイク研修報告」5/18(土) 参加者数 45人

　　  ②「作者の制作現場を辿る」 7/20(土) 参加者数 37人

　　  ③「人体彫刻を作る」   10/12(土) 参加者数 24人

　　  ④「抽象彫刻をつくる」   2/22(土) 参加者数 14人

計 120人

　 (b) 学芸員講座（年２回実施予定）

     ①「岩手の美術―昭和初期―」10/5(土) 参加者数 22人

     ②「戦中期岩手の美術と松本竣介」2/24(月・祝) 参加者数 24人

計 46人

　　 ① 束ねて、結んで、飾ってつくる　手づくりホウキ　8/9(金）・8/10(土）

　　 ② 私の手帳～ステンシルで想いを形に～11/23(土）・11/24(日）

（教育普及
事業）



事 業 名 主　　な　　事　　業　　の　　内　　容

　 (c) アーティストトーク

      年１回実施予定　➩　実施せず 参加者数 0人

  <映像プログラム>

 　(a) アートシネマ上映会

　 　　美術に関連する作品から名作映画まで幅広いラインナップで上映

　　 ① 若草物語　4/21(日） 鑑賞者数 98人

　　 ② ウイスキーと二人の花嫁　5/19(日） 鑑賞者数 100人

 　  ③ 若冲と江戸絵画　伊藤若冲・みんなみんな生きている　6/23(日) 鑑賞者数 87人

　　 ④ サンライズ　7/14(日） 鑑賞者数 120人

　　 ⑤ 美女と野獣  8/25(日） 鑑賞者数 121人

　　 ⑥ 廻り神楽  9/22(日) 鑑賞者数 50人

　　 ⑦ 北ホテル  10/20(日) 鑑賞者数 126人

　　 ⑧ 世界の名画　究極の画家・ベラスケス　3/22（日）【中止】 鑑賞者数 0人

計 702人

 　(b) アートスペース、デジタルビジョン、デジタルレファレンス

　　 ① デジタルビジョン　　通年

　　 ② デジタルレファレンス　　通年

(ウ) アウトリーチ事業

　 (a) 美術館出前授業

　　　教育普及および学芸活動のアウトリーチ事業として、県内各地に美術館主催

　　　の事業を広く普及する目的で実施

　　  ① 6/11(火)北上市小学校教育研修会第２回図工部会研修会 参加者数 20人

　　  ② 6/16(日)国立岩手山青少年交流の家 参加者数 23人

　　　③ 7/28(日)山田町教育委員会生涯学習講座 参加者数 13人

　　  ④ 8/20(火)西和賀町教育委員会高齢者学級授業 参加者数 22人

　　  ⑤ 8/31(土)住田町立有住小学校６年 参加者数 21人

　　  ⑥ 9/8(日)岩手県陸中海岸青少年の家 参加者数 118人

　　  ⑦ 9/13(金)奥州市立胆沢第一小学校６年 参加者数 87人

　　　⑧ 10/11(金)岩手大学附属小学校５年総合学習 参加者数 53人

　　　⑨ 10/25(金)奥州市立胆沢第一小学校5年 参加者数 56人

　　　⑩ 10/29(火)北上市小学校教育研修会第３回図工部会研修会 参加者数 24人

　　　⑪ 11/13(水)～15(金)盛岡市立仙北小学校1・2年 参加者数 225人

　　　⑫ 12/1(日)国立岩手山青少年交流の家 参加者数 130人

計 792人

（教育普及
事業）



事 業 名 主　　な　　事　　業　　の　　内　　容

  (b) 美術関連研修講師派遣　　随時

(エ) 来館者対応事業

　(a) 美術館探検（てくてくツアー）年６回　５回実施済【中止１回】参加者数 71人

　(b) 一般団体等対応

　　① 一般団体対応（24団体） 参加者数 639人

　　② ファミリータイムの導入

　　　　小さな子どもと大人が一緒に美術館を利用しやすい時間帯の設定

　　　　毎月第２木曜日・第４土曜日　　　　23回実施済【中止１回】参加者数 140人

計 779人

　(c) 学校団体対応（43団体） 参加者数 1,848人

ウ 広報事業

【学芸委託】 　(a) 美術館通年広報

　(c) 広報番組での各種事業の紹介

　(d) 美術館ニュース「アプリーレ」(年２回　各回約15,000部発行)の発行　

　(e) 企画展チラシ、ポスターの発行

　(f) 常設展展示目録(展示替え毎)の発行

　(g) 美術館スケジュール（年４回　各回約16,000部発行））の発行

　(h) ホームページでの広報宣伝

　(i) ツイッター及びフェイスブックでの発信

(ア)  調査研究活動事業

　・ ライブラリー　　　　　　　　通年

【学芸委託】 　・ ライブラリー企画　　　　　　年６回

　・ 蔵書整理公開

(イ) 美術品修復、保存事業

 　の修復と保存業務を実施

事 業 名 主　　な　　事　　業　　の　　内　　容

(ア) 特別自主事業

　　観覧者誘因策として自主企画展の期間内で有料観覧者2,000人を達成目標として

　誘客イベントを実施するもの。なお、開館記念日（10月6日）の周知も併せ持たせ

　ることとするため、当該日を含めて実施するもの。

ア 美術(館)
に親しむ事業

　(2) 自主事業

 　  （5/18(土)、7/13(土)、9/21(土)、11/9(土)、1/18(土)、3/21(土)【中止】）

　 県民の財産である美術品をより良い状態で保存して後世に伝えるため、所蔵作品

  (b) 広報協力店による情報発信（令和２年３月31日現在　288店舗）

　美術館ニュース等の各種広報物の印刷・配布による広報業務を実施

エ その他の
事業

（教育普及
事業）



事 業 名 主　　な　　事　　業　　の　　内　　容

　　企画内容：① 盛岡芸妓による特別演舞　② 深沢紅子野の花美術館盛岡とのコラボ

　　開催期間：9月14日（土）～11月10日（日） 観覧者数 2,997人

(イ) 美術館まつり　　11月3日(日･祝)

　  無料観覧日にあわせ、1日のうちに様々な美術館イベントを体験できる「美術館

　　まつり」を開催。展覧会の無料観覧、コレクショントーク、シネマ上映、ワーク

　　ショップなどを実施 観覧者数 2,115人

(ウ) コンサート事業（出演者全員、一般公募により選考のため、ボランティア出演）

　(a) ナイトミュージアム・コンサート　　　

    ① 4/26(金）  打楽器でエンジョイ！即興演奏

　　   出演：吉口克彰氏・吉成　真氏（打楽器・ギター・キーボードほか） 鑑賞者数 34人

鑑賞者数 88人

　　③  10/11(金)　　深澤省三・紅子を巡る二人の詩人

　　 　出演：Poor People`s Paper（ピアノ・弦楽四重奏・合唱） 鑑賞者数 172人

　(b) ミュージアムコンサート　　　　　

　　　　　　　　　　　　　Wagtails【ワッグテールズ】（アコーディオン・フィドル）

鑑賞者数 136人

 　 ② 8/18（日）　出演：和賀寿彦（JAZZピアノ）、黒澤里美（声楽）

鑑賞者数 172人

 　 ③ 9/8（日）　出演：岩手声楽研究会・岩手県ギター協会（声楽・ギター）

　　　　　　　　　　　　松井利佳子（ピアノ） 鑑賞者数 154人

鑑賞者数 0人

計 756人

　(c) 企画展関連コンサート

　　① ナイトミュージアム・コンサート　　4/26(金） 実施済 （再掲）

　　② ナイトミュージアム・コンサート　　6/21(金) 実施済 （再掲）

　　③ ナイトミュージアム・コンサート　　10/11(金) 実施済 （再掲）

　(d) 広報物の印刷・配布による広報業務を実施　　　　

　　  美術館まつりや各種コンサート開催の広報

 図録等著作物販売サービス事業

 　美術館発行の図録の頒布を行い、利用者サービスを充実

　　② 6/21(金)　JunNana Live in KENBI ～もりおかの雨、雪、夜を歌う旅～

　　　 出演：アコースティックデュオJunNana【颯田淳・髙橋奈々子】（ツインギター・ボーカル）

(2)その他の
事業

　　① ７/21（日）　出演：吉田久子＆Kemeko（歌唱・声楽）　　

 　 ④ 3/15（日）　出演：石割桜合唱団（弦楽器・木管楽器）、光【ひかる】（ギター）【中止】

（美術(館)に
親しむ事業）



事 業 名 主　　な　　事　　業　　の　　内　　容

指定管理事業 (ア) 観覧料の徴収及び管理運営

　(a)　臨時開館日　  8月13日(火)、12月29日（日）、1月2日(木）、1月3日（月）

　(b)　観覧料無料の日

 　　① 令和天皇即位の日　　5月1日(水）　対象：全員

 　　② こどもの日　　5月5日(日･祝）　対象：18歳未満の児童生徒

 　　③ 敬老の日　　　9月16日(月･祝） 　対象：満65歳以上

　　 ④ 令和天皇即位礼正殿の儀　　10月22日(火）　対象：全員

 　　⑤ 文化の日　　　11月3日(日･祝） 　対象：全員

　(c)　観覧者数等の状況

　　【３月31日現在の鑑賞者数　単位：人】

　　　※もぎり実績による数値

  (d)　教育普及事業の状況

　　【３月31日現在の参加者数　単位：人】

　(e) 地域連携事業による広報活動

　　　 岩手県立美術館、盛岡市先人記念館、原敬記念館、盛岡市子ども科学館、

　   　盛岡市遺跡の学び館、志波城古代公園で組織する「もりとぴあねっと」に

　   　参画し、地域連携事業を実施

　　① さんさこみち共同告知コーナーの活用（企画展の告知）

　　　 5月5日(日)～ 5月25日(土) タータン展

　　 　6月9日(日)～6月29日(土) 広重展

　　　 8月11日(日)～ 8月24日(土) ホキ美術館展

　　　 9月15日(日)～ 9月28日(土) 紅子と省三展

　　　 12月1日(日)～ 12月21日(土) ジブリの大博覧会

　　 　2月29日(土)～ 3月22日(日) アートフェスタいわて２０１９

２ 指定管理事業

年度 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 小計

31（元）
年度 3,546 7,873 6,202 7,649 24,363 4,695 3,075 7,412 86,339 131,291 97,727 1,919 382,091

30年度 1,876 4,300 3,214 5,926 6,154 3,625 3,948 5,725 2,798 8,561 7,481 3,543 57,151

増減 1,670 3,573 2,988 1,723 18,209 1,070 ▲ 873 1,687 83,541 122,730 90,246 ▲ 1,624 324,940

年度 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 小計

31（元）
年度 854 824 804 1,181 1,348 1,054 901 1,519 419 92 256 251 9,503

30年度 412 893 576 1,389 510 915 975 3,554 501 2,301 1,183 628 13,837

増減 442 ▲ 69 228 ▲ 208 838 139 ▲ 74 ▲ 2,035 ▲ 82 ▲ 2,209 ▲ 927 ▲ 377 ▲ 4,334



事 業 名 主　　な　　事　　業　　の　　内　　容

　　② もりとぴあねっと企画会議等　　２カ月に１度程度開催

　　③ 「もりとぴあねっとだより」の作成と配布　隔月発行

　　④ もりとぴあねっと中央公園クリーンキャンペーン 

　　 　周辺の博物館施設が連携して中央公園内の一斉清掃を実施

　　　　第１回クリーンキャンペーン　 4/25(木）【雨天により中止】

　　  　第２回クリーンキャンペーン　 7/12(金）

　　  　第３回クリーンキャンペーン　10/25(金）

（指定管理事
業）


