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平成30年度

福岡市博物館事業報告

福岡市博物館
Fukuoka City Museum



１．特別展 自主企画

浄土九州-九州の浄土教美術-
９月15日(土)～11月4日(日)

観覧者数：21,001人
九州の浄土信仰が生んだ極楽浄土図、地獄図、
来迎図、阿弥陀如来像など約２００点を展示し
九州の浄土信仰の特質に迫った。

1 毎週２回のギャラリートーク



１．特別展 自主企画

お坊さん ライブシアター
９月30日(日)「法然上人・聖光上人一代記」

10月14日(日)「浄土教の視点より お釈迦様一代記」
浄土宗教師有志の会

講演会
９月29日(土)「仏教における浄土思想」

筑紫女学園大学 中川正法 学長

10月13日(土)「救いのほとけ 阿弥陀信仰の造形」
弘前大学 須藤弘敏 教授

2

落語
10月７日(日)「地獄八景亡者戯」川崎亭好朝

トークショー
9月20日(木) 「笑い飯哲夫のおもしろ仏教講座」



第30回新収蔵品展
ふくおかの歴史とくらし
1月24日(木)～2月17日（日）
博物館開館準備室から続く、寄贈者と博
物館をつなぐ重要な事業。資料収集件数
は、累計約17万件にのぼる。

１．特別展 自主企画

感謝状贈呈式及び目録発行

同時開催

新春特別公開 黒田二十四騎画帖
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１．特別展 共催・企画

レオナルド・ダ・ヴィンチと
「アンギアーリの戦い」展
～日本初公開「タヴォラ・ドーリア」の謎～

4月6日(金)～6月3日(日)

観覧者数：103,232人
未完のまま姿を消したレオナルド・ダ・ヴィン
チによる大壁画《アンギアーリの戦い》。最大
の手がかりとなる油彩画《タヴォラ・ドーリ
ア》を中心に、幻の壁画の謎と魅力に迫った。

関連イベント

記念講演会「タヴォラ・ドーリアとの対話」
４月７日 東京富士美術館長 五木田聡氏

「モジュラルテ室内楽団クラシックコンサート」
５月１１日（金） １８：１５～１９：００
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１．特別展 共催・企画

ボストン美術館浮世絵名品展
鈴木春信
7月7日(土)～8月26日(日)

観覧者数：37,054人
本展では世界一の鈴木春信（1725?ｰ1770）
コレクションを誇るアメリカ・ボストン美術
館から、選りすぐりの150点を紹介。

関連イベント
「かんたん！春信の空摺風オリジナル
メッセージカードを作ろう」

「山田全自動とめぐる！
春信展みどころダイジェスト」 ほか
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１．特別展 共催・企画

「幽霊・妖怪画の世界」展
鈴木春信展と同時開催

観覧者数：25,431人
福岡市博物館が誇る日本屈指の幽霊・妖怪画コレクション

約50点を紹介

関連イベント 「妖怪ナイト」

8月10日(金)17:00～20:00
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日韓おばけギャラリートーク

百鬼繚乱ぬり絵
目指せ！ようかいハンター



１．特別展 貸館

名探偵コナン科学捜査展 真実への推理
11月17日(土)～１月14日（月・祝）

主催：読売新聞社・ＦＢＳ福岡放送・東映

観覧者数：40,161人
「名探偵コナン」の世界観をベースに、様々な手がかりを集め
ながら、事件の真相を追う参加者体験型の展示。

ジブリ大博覧会
３月15日(金)～６月23日（日）

主催：ＦＢＳ福岡放送・西日本新聞社
スタジオジブリ
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２.企画展示（4つの企画展示室）

市美×市博 黒田資料名品展シリーズなど
年間24もの多様な展示を企画

国宝 刀 名物「圧切長谷部」展示
平成31年1月5日（土）～2月３日（日）

※今年度は「刀剣乱舞」とのコラボは無かったものの
昨年度比75％（１月入館者13,026人：12月比2.08倍）
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「黒田家の具足とお守り」

「ゆるカワ日本美術」

考古
民俗
歴史
古美術
各分野の企画展示



3.教育普及プログラム
教育普及専門員3名、教育普及担当主査を配置し、各種プログラムを実施

博物館体験学習事業（小中学校）
小中学校、特別支援学校を対象に博物館で学習事業を実施。地域の歴史遺産に関連し
た常設展示も紹介。(30年度 小学校 5校 305名、中学校 4校 199名)

出前学習事業（小学校）
博物館から講師を派遣し、歴史学習の一環として「体験重視」の出前授業を実施。
封泥体験、勾玉づくり等 （30年度 67校 6,329名）

こども博物館
夏休み、冬休み、春休みに、小学生等対象に、
金印レプリカを使った封泥体験を実施
（8月8・9日173名、12月22日89人、３月23日）

博物館出前講座・職員依頼講座

赤坂小学校・香椎第二中学校・四箇田公民館など
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3.教育普及プログラム

「中学校社会科研究会＋博物館＋α」研修会
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８月３日（金） 13：30～16：30

中学校社会科教員２９名＋博物館職員１０名＋文化財部職員１名

スケジュール

１ 常設展示室案内

２ 福岡市博物館がやっている子ども向け事業

３ ワールドカフェ

「これから学校と博物館で何ができるだろう？
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4.地域連携

志賀島
地元や九州大学と共同して各種事業

「志賀海神社七夕祭参加」
「金印まつり」参加

小呂島
文化財活用部と共同で、子ども達と一緒に
島内資料調査
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５.ユニバーサル

○金印ユニバーサル博物館
みたいけんラボを中心にＵＤグッズを
触れるように展示

○金印ユニバーサル博物館 in 照葉
新しい総合体育館での出店・体験コーナー

○視覚障がい者団体との連携企画
「郷土の歴史を学ぶ」
福岡市視覚障害者福祉協会と共同で、視覚障害者の
方に、郷土の歴史を学ぶ講座・ＷＳを開催

○特別展での外国語キャプションの制作
九州大学留学生と協力した取り組み

特別展「ボストン美術館名品展」で九州大学の留学生と
連携して、外国語キャプションを制作
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６．その他
ミュージアム・ウイーク
５月１２日（土）～５月２０日（日）

福岡市内の博物館・美術館等が実施。
博物館では、講演会・バックヤード
ツアー・スタンプラリー等を実施。
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トワイライトミュージアム
夏休み期間(7/21～8/26）の
金･土･日、8/13,14,15日は
20時まで開館延長。
利用しやすい時間帯に
変更し利用者が増加。



福岡市博物館利用者数推移
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福岡市博物館 常設展利用者数推移
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Ⅱ
平成31年度

福岡市博物館事業計画
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福岡市博物館
Fukuoka City Museum



１．特別展 自主企画

侍-もののふの美の系譜-

９月７日(土)～11月4日(月・祝)
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１ 刀剣と甲冑の歴史的変遷を紹介する初めての大展覧会！
２ 展示品の6割が国宝・重要文化財！
３ 全国各地の名宝を一挙大公開！
４ 名だたる武将ゆかりの武具を出品！

国宝・太刀 銘 光世作【名物 大典太】

天下五剣の一つ。福岡（三池）で作られた最高傑作！

国宝・刀 金象嵌銘 正宗本阿花押／本多中務所持【名物 中務正宗】

国宝・太刀 銘 筑州住左【名物 江雪左文字】ほか名物刀剣多数

戦場に花開いた日本美術の精華～刀剣・甲冑～一挙大公開！
2019年はラグビーワールドカップ開催の年

―世界から強者が日本に集う、福岡にSAMURAIの優品が集う
―



７月６日(土)～８月25日(日)

主催 福岡市博物館・ＲＫＢ毎日放送・
読売新聞社・東映

１．特別展 共催・企画

日本・スウェーデン外交関係樹立150周年を
記念して、スウェーデン王立図書館所蔵、ユネ
スコ世界の記憶に登録された「長くつ下のピッ
ピ」等の貴重な原画をはじめ、作者であるアス
トリッド・リンドグレーン関連の資料約200点
を展示。
またスウェーデンの生活文化・自然との共

生・子育てといったテーマにも焦点をあてた構
成となっている。
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11月16日(土)～12月22日(日)

主催：福岡市博物館・西日本新聞社・
ＴＶＱ九州放送

１．特別展 共催・企画

「奇想の絵師」として人気のあった幕末の

浮世絵師歌川国芳と、その弟子で「最後の

浮世絵師」と称される月岡芳年を中心に、

国芳が切り開いたさまざまな新生面を弟子

たちがいかに継承、変化させていったのか

をたどってみる展覧会で、名古屋市美術館

の所蔵品から構成されるものです。
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１．特別展 貸館

ジブリ大博覧会
2019年３月15日(金)～６月23日（日）

主催：ＦＢＳ福岡放送・西日本新聞社

スタジオジブリ

ＰＩＸＡＲ（予定）

2020年３月20日(金・祝)～６月14日（日）
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２．企画展示
展示室１ -（1）

31年度も企画展示室４室で24回の
企画展を実施

主な展示
「戦争と私たちのくらし28」
「福岡城下で暮らす」
「死絵ー明るく笑ってさようなら」
「筑紫でうたを詠んだ人」
「市制施行１３０周年記念

福岡市これまでとこれから」
「ふくおか発掘図鑑10」
「古代と暦」
「博多祇園山笠展19」
「チベットのマンダラ」
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3.教育普及プログラム
31年度も引き続き各種プログラムを実施

博物館体験学習事業（小中学校）・出前学習事業（小学校）

こども博物館

博物館出前講座・各種講座依頼派遣 の実施

（31年４月より公募による新しい教育普及員）

4.地域連携 ５.ユニバーサルミュージアム

31年度も、30年度事業の継続（協議中）
6.その他
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Ⅲ
新しい博物館を目指して
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福岡市博物館
Fukuoka City Museum



博物館は、昭和63年11月竣工から３０年を経過

博物館内の様々な設備の交換時期

平成32年度末・・・受配電設備の交換

さらに給排水設備・空調・電気系統などなど

福岡市美術館と同様、
数年間の休館を伴う大規模改修の可能性が大

新しい博物館を目指して

25



新しい博物館を目指して

市美術館（参考）

平成23年度 リニューアルの検討開始

平成25年度 官民協働事業（ＰＰＰ）に関する検討の結果ＰＦＩ事業が最適との結論

平成26年度 ＰＦＩ事業実施の決定

平成27年度 入札公告→事業者の決定

平成28年９月～平成31年３月まで改修工事に伴う休館

指定管理制度とは（wikipediaより）

地方公共団体や外郭団体に限定していた公の施設の管理・運営を、株式会社を
はじめとした営利企業・財団法人・NPO法人・市民グループなど法人その他の団体
に包括的に代行させることができる制度。

ＰＦＩ事業とは（wikipediaより）

公共施設等の設計、建設、維持管理及び運営に、民間の資金とノウハウを活用し、
公共サービスの提供を民間主導で行うことで、効率的かつ効果的な公共サービス
の提供を図るという考え方。

今後、大規模改修事業を実施していく中で、

ＰＰＰ（官民連携事業）も含めて検討
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１ コンセプト・ミッション

新しい博物館を目指して

30年度下半期
○ 他館の状況調査
○ 博物館内での全職員を対象にした共有化作業

各地の博物館のコンセプト等を調査

２ 施設の改修

３ ボランティアの導入

当館のコンセプトについての簡単な論議

レストラン・ショップ・講堂などのあり方についての検討

各地の博物館のボランティア等を調査
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（一部）



ボランティア一覧（一部）



（参考：美術館）

新しい博物館を目指して ４ ＰＰＰを導入した場合の官民の業務分担
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新しい博物館を目指して
今後のスケジュール

2019（平成31）年度・・・施設の長期保全計画の作成
↓

大規模改修案の検討
↓

博物館におけるＰＰＰ可能性の検討
（コンセプト等の検討）

2020年度・・・・・・・・・・受配電設備の交換（短期休館）・・予定
↓

Ｘ年度 大規模改修
↓

リニューアル開館

評価の実施検討・・・まずは自主評価の実施計画作成
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新しい博物館を目指して
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○ 福岡らしさ
○ 博物館の基本的業務
○ 地域・ＵＤ・学校・・・
○ にぎわい
○ アジア

31年度にすべきこと

○ 収蔵庫
○ ミュージアムショップ
○ レストラン・カフェ
○ こども・・・
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