
ＵＢＥビエンナーレ（現代日本彫刻展）を考える会 第5回会議（グループ討議） 

日時：平成24年4月11日（水）18:30～20:27  

場所：ときわ湖水ホール ミーティングルーム 

 

＜グループ２協議記録（一部簡略化）＞ 

テーマ：UBEビエンナーレの運営について 

 

＜協議１＞ 18:40～19:05 

【進行】(前回までの協議の概要説明、以下グループメンバーが変わるたびに説明)前回の取

りまとめ資料を参考に、前回の協議内容をお話ししたいと思います。資料に図が書いてある

と思いますが、まず運営委員会が6名、そしてその運営委員を含めた選考委員会が9名、そこ

に市長が加わって10名が選考委員ということになります。また事務局の体制ですが、公園整

備局の局長、次長（課長が兼務）、に加え緑と花と彫刻の博物館管理課の課長、課長補佐、

彫刻係の係長、学芸員2名、企画員1名ということで、局長+6名で実質は運営しているという

ことになります。資料に書いているものと異なるので修正します。また、展示委員というの

が2名おりまして、両方とも建築の専門家で、彫刻の専門家は入っていません。 

UBEビエンナーレの運営方法については、現状の組織的には事務局で開催要綱や素案を作成

し、運営員会にはかっているという流れ。運営委員会は年に1.2回。ここは問題ないとの結

論になった。この運営委員会・選考委員会の専門性は、UBEビエンナーレの権威を守るため

にも継続する必要があるとなったが、委員の新陳代謝も必要であるとの結論になった。今後

は、市の組織内にUBEビエンナーレだけを担当する組織を作っていただいて、その下に関連

するときわ公園の課や、文化振興課や市民の意見をいただく市民委員会などを付ければどう

か。指揮系統や市民の意見を取り入れるところを明確にして、独立性と専門性をもった組織

をつくる必要がある。これは、このグループでは最も強く言っているところです。 

展示委員会については、今後は彫刻の専門家も入れる必要があるのではということと、設置

の時には市民の意見も取り入れながら行ってほしいという意見が出た。 

展覧会の開催方式、コンクール方式について。約400点もの作品が集まるこのコンクール方

式については、これはおそらく世界唯一であり、新人作家の登竜門としての所以でもあり、

これについては支持をする。継続の方向で考えるということになった。現在20名の作家が実

物制作を行っているが、これを15名程度にしていただいて、それ以外を招待作家にしてはど

うか。ただし賞選考からは除外。招待作家は、ビエンナーレ開催時の観光客の誘致などの対

策にする。 

開催間隔、ビエンナーレなのかトリエンナーレなのかということについては、おそらく財政

的な見地からこうした意見が出てきたように思うが、現状の予算が継続されるという前提で

考えると、ビエンナーレをトリエンナーレにすると、空白や間延び感が生まれるとともに、

予算対効果ではマイナスになるのではないかということ。また2年に1回は労力的にはどうか

という意見については、現実的には色々なことが変更できているし、イベントも開催できて

いるのでビエンナーレで良いのではということと、先に述べた、UBEビエンナーレの専任組



織ができれば、なんら問題ないのではないかという取りまとめです。（説明ここまで） 

何かご意見ありますでしょうか。 

【会員】特に問題は、運営委員会が弱体であること。運営委員会なるものが、しっかり提案

して方向性がはっきりしていれば問題はない。ここで話があったような、UBEビエンナーレ

専門組織をぜひつくっていただいて、そこが、長い間隔で全体の計画をきちっと立てる。そ

こには権限と責任が当然伴うし、伴わなければいけない。これができれば、多くの問題が解

決できるし、今後の話もはやい。今までは誰が責任を持つのか分からなかったし、運営委員

会の立場も明確でなかった。ここの関係、専任組織と運営委員会との立ち位置もはっきり明

確にすること。また、この組織の構成員の中身も要検討。例えば、学芸員の数や学芸員と職

員の関係。学芸員が5人なら5人いて、ずっとUBEビエンナーレのことを考えていけるならば

良いけれども、学芸員3人で2人は一般職員。学芸員はずっといるが職員は定期異動で交代し

てしまうようなことがあると問題。職員はずっと素人。学芸員は結局3人で運営しないとい

けない、荷が重い。学芸員の充実は必要なところ。また、そうした時の学芸員の待遇と、職

員の待遇は違うのかどうか。同じ仕事をするのだから、同じ待遇でないといけないと思う。

こうした組織を本気で考えれば、展覧会の開催間隔については、あえてトリエンナーレにし

なくてもビエンナーレで十分やっていける。もう一つは、ビエンナーレをせっかく50年続い

たんですから、今後さらに100周年を目指して、今後50年間で本当に世界から注目に値する

ようなビエンナーレになっていけば、色んな経済効果も生むし、市民の誇りにもなるし、関

心も高くなるだろうし、そういった世界に冠たる方向性を本気で考える、UBEビエンナーレ

専任組織をつくっていただきたいと思います。 

【会員】新しい専任組織の下の市民委員会を組織することについて、この組織もある程度意

見が言えるような権限が必要。遠慮するような組織ではなく、行政にビシビシ意見が言える

ような組織、立場でないと。UBEビエンナーレ専任組織と市民委員会のつなぐところ、接点

が重要。遠慮はなしでいきたい。 

【会員】UBEビエンナーレの組織や予算など、市民は分からない。UBEビエンナーレの予算は

高いと思っていたけど、他と比べると全然少ない。こうした情報をもっと分かるようにして

もらいたい。こうした情報を共有しないといけない。 

【進行】市民に分かりにくかったというのは確か。UBEビエンナーレ専任組織ができれば、

そこから情報がでるし、市民にとっても分かりやすい。独立した組織としてあれば、そこに

意見を持っていけばよいのだから。その代わり、この専任組織には責任と評価が伴うように

なる。 

【会員】先ほど予算の意見がでたが、山口の情報芸術センターの予算は、宇部の何倍もある。

人口は宇部とそれほど変わらないのに、事務局の人員もそれに比例して多い。また、市民が

関心を持ってないということもあるが、自分から学ぶ意思も必要。宇部も市の広報などで情

報出ている。出ているのに、わしゃ知らないということは無い。市の啓蒙活動の中に、そう

した市民に向けた方法も必要だが、市民のそうした意識も必要。 

【会員】以前役所にあることで問い合わせをしたことがあるが、去年まではOKだったのに、

今年はできない、これはこっちの部署じゃない、ここでは分からないということで、本当に



責任の所在が… 

【進行】庁内というのは特にそういった部分があり、ビエンナーレについてもそういう部分

がある。だから専任組織をつくって、責任を明確にする必要があるということです。 

【会員】これができれば、今の問題のほとんどは解決すると思う。今までは、責任と権限が

明確でなかったので、全てが中途半端になっていた。ぜひ、やってほしい。 

【会員】設置移動についてですが、地元との関係が今後出てくるとして、ある程度、校区ご

とに設置していくという考えはできないか。また、ビエンナーレごとに作品を置くのではな

くて、どこかに作品を貯めておいて、集まったら一気に置くということも考えられないだろ

うか。 

【会員】言いたいことは分かるが、将来的には集中させるということも必要。観光のことを

考えると、バラバラだと作品を見に行けない。魅力半減。市民の意見も聞く必要はあるが、

良く考える必要もある。 

【進行】今までは、設置も市と展示委員の独断だったが、それは今後避けていきたい。これ

からは市民委員会で一度報告があるくらいはしたい。 

【会員】作品の売買については。 

【会員】模型400点の活用方法は検討必要。 

【会員】模型が欲しいという人は多いと思う。記念事業とかで販売を検討しても。 

【進行】今は積極的に売るということはしていない。事務局が積極的に応募作品を売り始め

ると、野外彫刻のためのコンクールではなく、販売用の作品コンクールになってしまう。そ

れは避けたい。 

【会員】応募された模型ではなく、販売用の模型を集めて売ってもいいのでは。 

 

＜協議２＞ 19:05～19:43 

【進行】(取りまとめ資料説明) 

【会員】いままで展示委員会に彫刻の専門家がいなかったのが不思議 

【事務局】現在も、設置のときには制作作家の意見を取り入れるが、彫刻家の意見というの

は、どうしても彫刻の方に偏ってしまう。彫刻を街の中に配置するという考えで、現在は建

築家で組織された展示委員会となっている。景観を意識した彫刻の配置をするために、こう

した組織となっている。 

【会員】UBEビエンナーレは、もともと設置する場所も決まっていないし、どんな作品が選

ばれるかわからないから、こういう組織になっているのかもしれない。 

【進行】今後は、建築家だけでなく、彫刻の専門家や市民の意見も取り入れるような仕組み

が必要という考え方。 

【会員】選考委員には、彫刻家も入っているんですね。 

【進行】今回、詳細な資料が配られています。市長が入っているのは前回から。 

【一般参加者】全日空の前の作品は、どういう経緯で置かれたのか。とても良くマッチして

いる。 

【事務局】展示委員会の監督。UBEビエンナーレの作品ではない。 



【一般参加者】招待作家のことで、市民の皆さんに作品をよく見てもらうために、宇部祭り

に合わせて、常盤通りでやってみてはどうだろうか。ビエンナーレそのものがときわ公園で

考えられているが、街中で開催してもよいのでは。 

【進行】スペースの問題。ビエンナーレがときわ公園… 

【一般参加者】20点くらいの作品、今の大きさであれば、設置できる。 

【会員】実際に、私は設置風景を見ているが、作品は大型の10ｔトラックやクレーンが必要。

設置の作業自体にかなり広いスペースが必要。 

【一般参加者】それも考えてみたが、なんとか置けそう。国土交通省にも聞いてみたが、許

可も取れそうだ。できる可能性はある 

【会員】もっと小さい作品だったらできるかもしれないが。UBEビエンナーレの作品は無理

だろう。 

【一般参加者】今のUBEビエンナーレ作品でなくて、例えば街の景観に合わせた作品という

ことで、招待できれば可能ではないか。 

【進行】もっと広く考えれば、UBEビエンナーレをときわ公園だけでなくて、宇部市内も含

めてという考えとすれば面白い。ただし、今の作品を街中に持っていくのは物理的に無理が

ある。 

【一般参加者】宇部まつりには、18万の人が来る。そこに来る人に作品を見てもらいたいと

いう考え。かなりのPR効果。今の出品作を設置するのは難しいかもしれないが、せっかくい

い機会なので、ときわ公園だけでなくて、市街地にも範囲を広げた考えを。 

【会員】常盤通りに作品を設置したとして、どうやって作品を見に行くのか。車で見て回る

には難しいし、駐車場も少ない。市街地で開催する場合には、そういった面も考慮しないと

いけない。 

【進行】ビエンナーレの期間中は、市内の彫刻を飾ったりライトアップしたりしても面白い。

あっちもこっちもなんかやっているという事でもいい。 

【一般参加者】学芸員っていうのは、市に何人かいるのか。もうちょっとセンスのある人は

いないのか。勉強しろと。お金をかけてもいいから、もっと勉強させた方がいい。投資が必

要。 

【進行】ここでも強く言ったのは、組織として選任してもらうようにして、そういう専門組

織をつくって、上のいない形ができないかということ。下にくっつくだけ。 

【会員】学芸員も、前任の学芸員がいなくなって、みんな若い学芸員。がっちりしたトップ

がいれば、そういう若い学芸員も動きやすいのでは。 

【一般参加者】ある程度の権限も与えないといけない。 

【進行】そこがしっかりすれば、色々な問題も解決するのではないかという意見もあった。

その代わり、責任と評価が伴う。 

【会員】少し教えてもらいたいが、設置する場所を指定しての募集というのは今までやった

ことはないのか。 

【進行】宇部ではやっていない。UBEビエンナーレとしてはない。 

【会員】全世界から募集をして、たくさんの作品の中から選んで、その作品を街に設置する



というのは、UBEビエンナーレの特徴でもある。 

【会員】そういった場所を特定した作品設置もありではないかということ。あってもおかし

くはないないかなと思う。例えば、各自治会で作品の置いてほしいという要望が出たとして、

その要望のあったところに、作家に制作を依頼するというようなことを、ビエンナーレとは

別に行っても面白いんじゃないか。 

【進行】ただし、注文制作はすごく高い。UBEビエンナーレは、良い作品を安く購入すると

いうところもある。UBEビエンナーレの大賞賞金は500万円だが、注文制作にするとその倍と

か3倍とかという話になってくる。市役所の前の作品はいくらだったか。800万円だったか。

ビエンナーレの良い部分は、安くていい作品を集められるというところもある。 

【会員】UBEビエンナーレは若手作家の登竜門という意味合いもあったと思うので、若手限

定でなら、できないか（場所指定の公募）。賞金も少なくして。 

【会員】若手といえども、いろんな作家が出品するのもUBEビエンナーレの特徴。 

【進行】世に出ていないということで、若手という位置づけかな。年齢ではない。 

【会員】以前は、ずっと宇部の彫刻に関わっている職員がいた。今は、そういう昔からの彫

刻に関する色々な関わりを持っている方がいない。本当に、彫刻の色んな所の関わりを引き

継ぐ人が、ずっと交代しないでそこにいるということが大事。専門的な人である必要がある。 

【進行】ずっと変わらないで専任の人がいる組織にしてほしいということ。それプラス学芸

員という考えか。 

【会員】いろんなアイデアがでて、学芸員も色んな出前みたいなことをやっているようだけ

ど、3人というのは少ないのでは。大変だと思う。アイデアが出てそれを具体化しようと思

うと、とても3人では回せない。こういった実動部隊の充実が必要。 

【進行】実際大変な状況。ここの強化をすることと、ある程度の責任を持ってもらうことが

必要。ビエンナーレの開催間隔についてはどうか。 

【会員】今、ビエンナーレで色々PRしているのに、今さらトリエンナーレというのもどうか。 

【会員】海外作家の入賞もあったと思うが、そういった作家の国の料理を食べられるイベン

トができないか。彫刻を見ながらお酒とか食事ができるワールドキッチンのようなものが。 

【進行】UBEビエンナーレ何回か前から、海外国内含めて、作家には現地制作ということを

お願いしている。作品の全部ではないが、一部を制作していて、長い人はひと月くらい滞在

する。海外作家に聞いてみると、日本に興味があるから出品をしているということ。今、い

ろんな形でいろんな団体が国際交流だと言って、留学生を連れまわしているが、このUBEビ

エンナーレを国際交流のツールとして使えばいいじゃないかという考え方もできる。この意

見は、会員からもアドバイザーからも出て、そうして来た作家を、利用するという言い方は

良くないが、いろんな行事に出てもらったりとか、そういうこともできるんじゃないか。た

だし、あんまり事前に分らないことなので、どういう風に実施していくかは課題なところ。

作家も望んでいることでもある。日本の文化に触れたいんだという声も聞いた。前回は、ホ

ームステイもあったようだ。 

【会員】作家にも依るだろうが、学校でプチ講演や授業などしてもらえるといいかもしれな

い。その時は翻訳する人が必要か。 



【進行】他にはありませんか。来週にはまとめなければいけないが。 

【会員】他のビエンナーレを見ても、すごくネームバリューのある人がトップにいる。これ

からの事を考えると、もっと営業的な考えを持った人がトップになった方が良いのではとも

思う。本当にUBEビエンナーレを大きくしようと思えば、そういった方法もあるのでは。 

【進行】それは他からディレクターを引っ張ってくるということだと思うが、それについて

は少し危険な面もあるという意見が出た。事務局としては、この意見についてどう思うか。 

【事務局】前の会議では、基本的なディレクターのような立場は、市が担うべきだと意見だ

ったように思う。他からディレクターを引っ張ってくるという意見も出たが、そのディレク

ターが市民の意見と同じかどうかは分らないところであって、危険性を伴うのではないか。

今出ている新しいUBEビエンナーレ専任組織というのは、市民の意見を聞きつつ、運営委員

会の意見も聞きつつ、最終的な責任と評価をもって決定するところ、という意味だったと思

う。ディレクターを呼ぶ方法だと、そうした市民の意見を反映するということもできなくな

るかも知れないし、現在のUBEビエンナーレの方法そのものが変わってしまう可能性もある。

ただし、市がディレクターの立場をとれば、広く多くの人や目的に対して事業を行う必要が

あるので、なかなか思い切ったことはできにくいという面もあると思う。 

【進行】個人の意見としてはどうか。 

【事務局】ディレクターを連れてくるとして、今の事務局、その人がやりたいことが本当に

できる体制であるのかが疑問。アイデアや手法があっても、現実的に実現できる体制が今は

整っていないのでは。個人の考えとしては、今すぐ良くなることは難しいので、少しづつ改

善するしかないのかなと思う。まず必要なのは、こうした市民の意見を取り入れる場ではな

いか。この仕組みがうまく動き出したら、次は新しい学芸員か、ディレクターかという考え。

25回展で全部やるのは無理なので、市制100周年や野外彫刻○○周年記念などに向かって、

少しづつ体制や組織を整えていくことが現実的だと思う。 

【会員】今、“良くなる”という言葉が出たが、それは誰が判断するのか。その判断の基準

とは何か。 

【事務局】判断基準は正直わからないが、今の意見のスタンスとしては、まずは市民の意見

を取り入れた形のビエンナーレを開催できる仕組みをつくる必要がある。まずはそこからか

な、ということ。ディレクターがトップに立って“これをやるんだ”と指示をするやり方も

あると思うし、今回出たような、市民の意見を聞きながら、市がある責任と評価を持ちなが

らやるという手法もあると思う。どっちが良くて正しいのかは分からない。ただ、今はこう

した市民の意見を取り入れる仕組みを作ることが必要であって、市の立場や責任をはっきり

させた方が良いことは確かなので、そこをまず固めた方が良いのではないかということ。 

【進行】今の基準の考え方としては、来場者数ということになるかな。そこが評価につなが

りやすい。今のところは、この組織について提言した方が現実的かなと思う。総合プロデュ

ーサーを呼ぶにしても、その人の意見を実現させるにもかなりの費用が必要。そういう刺激

も必要とは思うが。今回の提言では、まず組織の責任や立場を明確にするということを、強

く言いたい。 

【会員】少し前まで、UBEビエンナーレにも招待作家がいたが、招待作家は日頃できない作



品を実験的に作品を作っていた。それはそれで、すごく面白かった。担当の学芸員はすごく

大変そうだったが。 

【進行】今までの招待作家は、賞選考の対象に入っていたようだ。今の考えは、賞の選考対

象からは独立させて、人が呼べるような作家を呼んでみればどうかというもの。 

【会員】人気作家ということか。お金はかかるだろう。 

【進行】お金はかかるし、労力もかかる。ただ、作品を買い上げるわけではなくて、持って

帰ってもらうのだから、少しは費用も抑えられるのでは。 

【会員】子どもビエンナーレを間にかませるという意見も、前々回くらいにあったが。 

【進行】それも、まちなかで開催してもいいのでは。 

【会員】湖水ホールでやってもいい。大人もついてくる。 

【進行】ビエンナーレに合わせて、色んなところで色んなイベントができれば面白い。 

【会員】そうすると、やっぱり学芸員の数が足りない。 

【進行】応募模型作品の展覧会は見たことあるか。あれはすごい。模型が400点並んだ様子

は圧巻。宇部市民にはぜひ見てもらいたい。 

【会員】あれを楽しみに来る来場者もいる。 

【会員】そういうものに、市がバスを出して6年生とかが見に行けるようにしてもらえれば

良いが。国体のときは、全部の学校が見に行くようなシステムがあった。…でもこれを実現

しようと思うと、バスの手配や調整など…やっぱり学芸員の数が足りないか。 

【会員】絶対、教育の部分・子どものころから底上げをしないとだめだろう。 

【会員】そのとおり。最近行ったキッズガイド（子どもによる野外彫刻のガイドツアー）も、

そこを目的として行った。 

【会員】親に仕掛けても子供は付いてこないが、子どもに仕掛けると大人が付いてくる。 

 

＜協議３＞ 19:43～20:27 

【進行】（取りまとめ資料説明） 

【会員】現在のときわミュージアムとの違いは。現在でも機能は果たしているような気がす

るが。 

【進行】UBEビエンナーレに専門の組織にするということ。課ではなくてもっと違う組織。

上のいない組織。 

【会員】UBEビエンナーレの予算が年間3500万円として、ミュージアムの職員が6人。この6

人の人件費を一人600万円だとすると、人件費が3600万円ということになる。人件費がメチ

ャメチャ高い。UBEビエンナーレのイベント以上にお金がかかっている。UBEビエンナーレ専

任組織を作ると、さらにこれ以上の人件費がかかる。UBEビエンナーレ専任組織は難しいの

ではないか。 

【進行】それは予算の面からということか。それ以外に意見はないか。見えないプラスの面

は何か考えられないか。 

【会員】例えば宇部まつりのために、宇部まつり課というのは考えられないと思うが、例え

ば、市民をもっと使っていくような方向性は考えられないか。流れとしては、そういう方が



面白い発想が出るのではないか。行政の人達だけでやっていくのか、それとも使えないかも

知れないが市民団体と一緒にやっていくのか。他には、招待作家についてだが、招待作家は

相当費用がかかりそう。ここも費用がかかるので難しいのでは。また、模型の応募について

は、もっと美術学生の応募とかが多くなるようにしてはどうか。 

【進行】今現在は、模型の応募について制限はない。誰でも出せる。招待作家については、

直島で有名になっているような作家がいるが、そういった有名な作家を呼んで、PRに生かす

というような考え。また、賞の選考からはずすということで考えているので、基本買い取り

はない。本当の招待。作品は、作家が持って帰れるので、費用も少しは抑えられるのではな

いだろうか。 

【会員】予算面がクリアできるのであれば、面白いと思う。招待作家をどう生かしていくの

かは検討する必要があると思う。 

【会員】招待作家のところで引っかかる。宇部には、招待作家に匹敵する作品がたくさんあ

るが、それでもお客さんは来ていない。招待作家を呼んでも、そこまで大きな成果はないの

ではないか。事務局の強化については、風通し良くて、市民の意見が反映できるようなとこ

ろにしていかないといけないと思う。 

【進行】この組織については、少し専門性を重視した考え方で、市の職員だから何十年もそ

こにいるわけにいかないと思うが、できるだけ長く職員をおいてもらえるような組織にしな

いといけないと思う。 

【会員】あと、彫刻が好きだ。という職員をおかないとだめ。適材適所。 

【進行】それか、完全に独立させた組織にするか。 

【会員】宇部祭りなんかは、一番根幹に業者が入っていて、それが中心になって、その周り

に市民や行政団体がいるというような形だと思う。今、私にPRや広報をやれと言われても素

人感覚でしかできないが、専門業者に頼めば色んなアイデアがある。UBEビエンナーレの組

織も、行政の人を増やすよりは、外部の人を入れた方が面白いかなと思う。 

【進行】UBEビエンナーレの広報の予算は、他の10分の1程度。宇部の現状。伝えたいところ

に、的確に伝えるのがなかなか難しいとも思う。 

【会員】そういった予算と人件費の予算のバランスも重要。一人の職員を雇うのか、そのお

金で広報するのか。どちらが効果的なのかというところ。 

【会員】さっき、グループ１でUBEビエンナーレの目的について話してきたのですが、目的

によっては予算も変わってくると思う。世界に向けてやっていくという覚悟ができれば、そ

れに応じた予算もできると思うし、それに合わせた組織も必要だと思う。組織の中に、行政

だけでなく市民団体や専門的なスキルをもつ業者（専門家）の人を入れていくというのは、

市民を育てるという意味ではとってもありがたいこと。そういった機会に恵まれて、スキル

を身につけることができる。市全体の市民レベルも上がる機会になるのでは。招待作家につ

いても、UBEビエンナーレの目的に合わせて変わってくることだと思う。ただ、彫刻に詳し

くないものとしては、新人作家も招待作家も変わらないところではある。それよりは、彫刻

とはあんまり関係ないかもしれないが、有名人がちょっと作品作ってみましたみたいな作品

が出品されても面白いのではないか。そういった宣伝方法もあるかと。 



【進行】招待とは言いながらも、イベント的な要素があったりしても良いということだと思

うが、そういった意味も踏まえて、今回招待作家ということであげている。今のままだと、

なかなか人に来てもらえないので、公募作家とは違う意味で考えるものとして、観光客の誘

致なんかに使えるような考え方をしてもいいと思う。 

【事務局】前回出た意見として、公募作家は展覧会が始まるまで誰が入選するのか、誰が賞

を取るのかわからないという面があった。また、誰かに特化してPRするということもできな

い。招待作家であれば、事前に作家も作品もわかるので、そこを起点にPRできるという意見

もありました。 

【会員】彫刻好きな人は、今のUBEビエンナーレでも見に来ると思う。一般市民の人でも見

に来たいと思うイベントにしないといけない。有名な作家を呼んでも、一般の人が来るかど

うか。一般の人が見てみたいと思えるような作家や作品が出品できるのであれば面白いかも

しれない。 

【会員】招待の予算はどこが出すのか。 

【進行】招待の予算は、通常の公募作家と同じ考えでやればよい。作品の制作費と運送費を

同じように出す。 

【会員】賞の外の作品は返しているのか。全部買っているのかと思った。 

【会員】UBEビエンナーレ以外に、市民の募金で購入したものとか、企業が寄付したもの、

作家からの寄付なんかの作品もある。 

【進行】他に何か意見がありますか。 

【会員】特に、これについて意見はありません。ただ、いつもそこに流れているのは、金が

ありませんね、ということ。 

【会員】話はそれるが、こうして会議をもって市民の意見をどうやって取り入れていくかと

いうことについて議論している最中、宇部有料道路の作品がいつの間にかなくなっていた。

これが現実かなと思う。 

【事務局】あの作品は、宇部市所有のものではなかったが、市所有のものでなくても、何ら

かの形で連携して報道するような仕組みが必要かもしれない。 

【進行】昔は、結構こういうことがあって、今は作品を設置する地元に声を掛けたりするよ

うにしているようだ。 

【会員】でも、そういった事について意見を聞いていたりすると、ごみステーションの設置

場所みたいに、揉める可能性もあるのでは。 

【進行】難しい問題。例えばあっちに何点あるから、こっちにも何点置いてくださいみたい

に言われだすと非常に困るという話。よそのお客さんに彫刻を見てもらおうとすると、ある

程度の集積は必要だろうし、市民のことを考えると、各地域に置くという考えにもなる。そ

の辺の兼ね合いが難しい。 

【会員】広範囲に万遍無くというのは難しいと思う。そうなると、彫刻を見ようと思うと、

色んな所を回らないと彫刻が見えないということになってしまう。やっぱり、まとまってい

る方が良いと思います。あと、ビエンナーレ組織のことですが、例えば大手の会社だと、別

の専門業者から派遣で人を雇ってノウハウを吸収し、ある程度自分の会社にノウハウが貯ま



ったら、その人には帰ってもらう。これはミュージアムだけでなくて、市役所全体に言える

ことだが、いろんな業者の良いところを吸収していくというのも大事ではないか。そういう

経験が蓄積すれば役所がすごい組織になる。いつまでも専門外のところを、訳もわからずや

るのではだめ。ポスター市内に100枚配っても1000枚配っても効果は出ない。どういう風な

やり方がいいのかを考えた方がいい。 

【進行】専門性が必要なのは確か。そういう手法を一部取り入れてもいいかもしれない。た

だ、普通の職員のように、すぐ異動してしまうようなことでは困る。 

【会員】例えば広報の仕方も、そういった方式でなんとかならないか。 

【進行】ちょっと話は変わるが、UBEビエンナーレの目的として、国際交流のツールになら

ないかという意見がある。ビエンナーレには40カ国くらいからの応募があって、実物制作の

ときには海外作家が滞在制作を行っている。聞くと、日本に興味があるから応募したという

こと。今、いろんな形でいろんな団体が国際交流だと言って、留学生を連れまわしているが、

このUBEビエンナーレを国際交流のツールとして使えばいいじゃないかという考え方もでき

る。これが本当の国際交流だし、宇部独特のものではないかと思う。是非、提言には盛り込

みたいが、その仕組みを検討しないといけない。また、作家がいつ来るかということも、制

作の何か月か前にならないと分らない。この辺をいかに、国際交流に関わるグループにつな

げるかということも考えないといけない。前回からはホームステイも行われていたようだ。

ホームステイも事前に応募するような仕組みが必要。 

【会員】UBEビエンナーレが市民に認められるようになるためには、他者から認められるこ

とも必要。世界から認められるようになる、世界中からもっと応募があるようにならないと

いけない。そうした時に、じゃあ宇部市の職員さんに広報お願いしますと言ってもできない

と思う。もちろん私にもできない。そういうところで、ノウハウ知識が外部から必要だと思

う。 

【進行】現地制作やホームステイは、今でも実際に行われているんだから、それをもっと活

用しようという話。実際海外作家が宇部に宿泊して、一月くらいホテルで暮らしていた、こ

れをもっと市民につなげるようにしたいということ。そろそろ時間だが、なにか他に意見は

ありませんか。 

【会員】運営について、企業からの力を借りるのは難しいのか。 

【進行】それは、人的にか金銭的にか。 

【会員】両方。 

【進行】これまで、企業から人的な支援というのはよくわからないが、金銭的には賞金や寄

付金などがある。 

【会員】これから、UBEビエンナーレを世界にということであれば、宇部興産が世界に発信

しているものと一緒に発信してもらう。広告というか、そういうPRの方法があれば関わって

もらうということもできないか。 

【会員】そういったことも、呼びかけたことがないと思う。 

【会員】最後に質問ですが、宝くじというのは、地方自治体は関与できないのか。例えば100

円の宝くじをつくってお金を集めるということはできないか。 



【進行】理論的にはできると思うが、宇部市が主体ということでは不可能でしょう。 

【会員】UBEビエンナーレ専門組織はどれくらいの規模で想定しているのか。 

【進行】案としては、とにかく上がいない組織。上は市長だけ。課ではない。課となると何

かの下であるからそれではない。独立させたいと考えている。そこに市民の団体や、他の市

役所の組織がつくような形。今、UBEビエンナーレの事務局がどこにあるのかというのが不

明確な印象。市は明確にしているというが、一般市民からすると分かりづらい、姿が見えな

い。ここをはっきりと明確にする。ただし、それ相応の評価を受けるし、責任があるという

こと。 

【会員】人員的には、何人くらいか。 

【進行】具体的には考えていないが、人員も強化していいという考え。学芸員ももちろん足

りない。現在、宇部市内の学校教育に取り入れてもらおうということで取り組んでいるが、

本当に時間が足りていない。 

【会員】（学校教育の件について）それはスタートのときだけが大変なだけで、一回やれば

後は先生ができるようになるのでは。 

【事務局】学校の授業については、各学校や学年、その時々の生徒によってやり方が全く異

なる。先生も数年で異動があるし、生徒もどんどん変わる。そういったことに対応しないと

いけない。 

【会員】英語の講師の先生のように、学校の教育普及専門の人をつくればいいのではないか。 

【事務局】もちろん、これからの学校への普及全てを学芸員でやるつもりはない。今年の授

業についても、宇部の作家やボランティアの方にも関わってもらった。もちろん、担任教諭

も一緒に取り組んだ。ただ、そういった専門に取り組む人を一人育てるのにも、こういった

様々な取り組みを積み重ねないと難しいと思う。今日からあなたが専任ですと言われても、

なかなか難しい。何年か、いろんな学校で経験を積んで、いろんなものに対応できるように

ならないと難しいのでは。 

【会員】金と熱意ということですね。金がありすぎると何も生まれないが、金がそこそこあ

ると何か生まれる。そういうことです 

【進行】無い中で、みんなが一生懸命考えるから良い、というまとめにしましょう。 

 


