
鳥取県立美術館整備運営事業について 

令和２年 11 月 13 日  

美 術 館 整 備 局  

 

１ ＰＦＩ事業者(鳥取県立美術館パートナーズ株式会社)の取組み等 

基本設計､開館準備業務の協議を Web 活用しながら円滑に進めるとともに､整備運営計画の概要を広く

県民に周知するため､紹介ビデオを美術館整備局ホームページ等で公開している。また､地元企業の取組

み等により､Web を活用した出前説明会､地域イベントへの参加等､地域と連携しながら積極的に取り組ん

でいる。 

 

〈出前説明会等の実施状況〉 

月   日 行  事  名 会  場 

５月２０日（水） 倉吉市議会県立美術館整備推進調査特別委員会 倉吉未来中心 

６月 ５日（金） 倉吉パークスクエア会議 倉吉未来中心 

６月２６日（金） 鳥取中部ふるさと広域連合 議会全員協議会 ふるさと広域連合議場 

７月 ７日（火） 県立美術館と共に歩む中部地区の集い協議会 部会事務局連絡会議 倉吉交流プラザ 

７月１６日（水） 鳥取県４市文化団体協議会 米子全日空ホテル 

７月２１日（火） 鳥取中部ふるさと広域連合 倉吉未来中心 

７月２１日（火） 百花堂委員会 百花堂 

７月２２日（水） 鳥取県文化団体連合会 理事会 ふれあい会館 

７月３０日（木） 鳥取環境大学 中橋文夫教授2020年度前期プロジェクト研究 鳥取環境大学 

８月２１日（金） 経済同友会中部地区例会 倉吉信用金庫 

８月２１日（金） 鳥取県文化芸術振興審議会 倉吉未来中心 

１０月 ２日（金） 一市四町元気な中部を創る議員の会 倉吉シティホテル 

１０月 ７日（水） 湯梨浜町文化団体協議会 湯梨浜町中央公民館 

１０月 ９日（金） 県立美術館と共に歩む中部地区の集い協議会 総会 倉吉未来中心 

１０月１４日（水） 上灘地区住民向け美術館概要説明会 上灘公民館 

１０月２１日（金） 県内福祉団体との意見交換会 倉吉未来中心 

１２月 １日（火） 倉吉市ホテル旅館組合の年末総会 松風荘旅館 

令和３年２月 鳥取県建築士会中部支部５０周年記念講演  

＊県外の構成企業も質疑応答等に Web 参加している。 

 

２ 「県立美術館と共に歩む中部地区の集い協議会」との連携 

ＰＦＩ事業者、美術館整備局と県立美術館に関する情報・スケジュール・課題の共有化を行いながら、地

域の活性化・まちづくりの観点から、美術館を活用した活動を展開。 

県教育委員会及びＰＦＩ事業者はオブザーバーとして参画。 

 

〈今年度の主な活動状況〉 

7つの部会事務局 

7 月7 日、ＰＦＩ事業者と顔合わせ、提案概要に対する意見交換等 

交通・アクセス部会 

・４月21 日、アクセスルート検討ワークショップ →各団体で現地の状況確認を行い意見集約 

資料５ 



周辺環境部会 

・毎月第3(水)、パークスクエア会議を開催。美術館整備局も参加し、連携に向けた情報共有 

・９月12 日～10 月6 日 リス舎周辺＆集いの広場・大御堂廃寺跡の活用・整備の市民アイデア募集 

応援団部会（とっとり県美応援団） 

・8 月7 日、ＰＦＩ事業者との美術館支援ボランティアについて情報交流会 

・8 月21 日、9 月26 日、県立博物館で対話型鑑賞ファシリテーターに関する研修会 

・11 月22 日(予定)、史跡大御堂廃寺跡講演会 

・12 月15 日(予定)、鳥取短大で対話型鑑賞ファシリテーターに関する研修会 

・2 月(予定)、島根県立美術館・古代出雲歴史博物館へ美術館支援ボランティアに関する視察研修 

盛り上げ部会 

・10 月27 日、「県立美術館と今後の展望と完成後の地域との関わり」について PFI 事業者の講演 

・3 月20 日(予定)、美術館予定地でのイベント(美術館の大きさを体感する丁張り、アートワークショップ) 

 

３ 博物館美術展への小学生のバス招待 

県立美術館開館後の小学４年生（又は３年生）全員招待に向けて、先行的に博物館美術展へのバス招

待を実施。(10 校、662 人) 

来館日 学校名 学年 児童+教員(人) 人数合計(人) 

9 月4 日（金） 
八頭町立郡家西小学校 

5 51+4 55 

9 月9 日（水） 6 45+3 48 

9 月11 日（金） 米子市立住吉小学校 6 105+8 113 

9 月30 日（水） 鳥取市立賀露小学校 5 51+3 54 

10 月9 日（金 ） 米子市立明道小学校 4 51+4 55 

10 月19 日（月） 鳥取市立青谷小学校 4 28+2 30 

10 月20 日（水） 大山町立名和小学校 4 55+3 58 

10 月22 日（木） 琴浦町立浦安小学校 4 32+3 35 

10 月29 日（木） 鳥取市立湖山西小学校 1 40+4 44 

10 月28 日(水） 鳥取市立賀露小学校 3 56+5 61 

10 月30 日（金） 琴浦町立赤碕小学校 4 43+3 46 

11 月20 日（金） (予定) 鳥取市立国府東小学校 5 13+2 15 

11 月26 日（木） (予定) 琴浦町立浦安小学校 5 45+3 48 

合計662 人 

４ 鳥取看護大学・鳥取短期大学との連携授業 

令和元年７月の連携協定に基づき、学生の学びの場として博物館・美術館を活用、美術鑑賞ファシリテ

ーター養成を目的として、博物館事業のコレクション宅配便や学芸員派遣による授業を実施。 

５月 28 日 
博物館の「コレクション宅配便」による鑑賞授業（1 回目）  

対象：「交流とホスピタリティ」受講学生 1 年40 名、学内教員及びその他学生20 名 

６月  2 日 
学内の作品を活用したファシリテーション体験を行う鑑賞授業  

対象：「交流とホスピタリティ」受講学生 1 年40 名 

６月16 日 
博物館専門員講義による「子どもの造形指導法Ⅰ」での授業 

対象：幼児教育学科受講生 131 名 

12 月15 日 

(予定) 

博物館の「コレクション宅配便」（２回目）による鑑賞授業  

対象： 「芸術」、国際文化交流学科「日本語口頭表現」受講生 

 

 



５ 美術館を支える仲間づくりや活動の創設に取り組む地域団体等を支援 

ＮＰＯ法人未来、鳥取藝住実行委員会、美術を楽しむ会、鳥取県建築士会中部支部、 

県立美術館と共に歩む中部地区の集い協議会 盛り上げ部会、同応援団部会（とっとり県美応援団） 

 

６ 美術館づくりを伝えるフリーペーパー「Ｐａｓｓ ｍｅ！」の発行 

「美術館を支えてくださる県民」の関係人口づくり、拡大のため、県民の方に制作過程、配布過程に関わ

っていただき、第３号を発行。年度内に第４号を発行予定。 

〈県民の方の関わり〉 紙面への登場、記者として記事を執筆、取材、手配りや店舗への設置 等 

 

７ 今後の整備運営事業のスケジュール 

 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７～21年度 

基本・実施設計  建設工事 開館準備 
開

館 
運営 

 


