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24 静 監 第 1471号 

平成 25年３月 21日 

静 岡 市 長 

静岡市議会議長   様 

静岡市教育委員会 

 

静岡市監査委員  海 野   洋 

  同     杉 原 賢 一 

  同     牧 田 博 之 

  同     水 野 敏 夫 

 

 

行政監査の結果について（報告） 

 

 地方自治法第 199条第１項及び第２項の規定による監査を行ったので、その結果を同条

第９項の規定により次のとおり報告します。 

 

記 

 

第１ 監査の種別    行政監査 

 

第２ 監査のテーマ   市が所有する美術品等の管理及び活用状況について 

 

第３ 監査の目的 

  地方財政法第８条により「地方公共団体の財産は、常に良好の状態においてこれを管

理し、その所有の目的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない」と規定

されている。 

このため、ＶＦＭ監査を新たに導入した昨年度の定期監査において、３Ｅ（経済性・

効率性・有効性）の観点からの指摘事項の一つとして、静岡駅南口広場のシンボルとし

て購入、設置したルノワール彫刻２体について、積極的な情報発信がされていなかった

ことから、市民の認知度も低く、有効活用がされていない旨の指摘をしたところである。 

このような状況を踏まえて、今年度は、市が所有する美術品等（評価金額 100 万円以

上の重要物品登録がなされているもの）を監査対象として、これらが適切に管理され、

有効に活用されているかを検証することにより、今後の適正な事務執行に資することを

目的として、今回の行政監査を実施したものである。 
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第４ 監査の対象 

  平成 23年度末現在で市が所有する重要物品として登録されている美術品等（原則、評

価金額 100 万円以上の彫塑・書画・工芸品・図書プリント等）を監査対象とし、その管

理状況や活用状況について調査した。 

 

第５ 監査の期間 

  平成 24年 11月 12日から平成 25年３月１日まで 

 

第６ 監査の方法 

  監査対象の美術品等を所管する関係各課から、監査資料の提出を求めるとともに監査

対象のうち、以下の 11 課が所管する美術品等及びその財産管理に関する事務を抽出し、

実地調査及び関係職員からの説明聴取を実施した。 

 

番号 所   管   課 対象美術品等・対象事務  

１ 総務局行政管理部秘書課 真﨑からの富士（絵画） 

２ 
生活文化局文化スポーツ部 

文化振興課 

①東海道五十三次ひとめ図（工芸品） 

②日本平（絵画） 

３ 
生活文化局文化スポーツ部 

文化財課 
駿府城復元模型（工芸品） 

４ 経済局商工部地域産業課 ステンドグラス：リューミナス（工芸品） 

５ 
経済局商工部観光・シティプロモ

ーション課 
駿府城下町ジオラマ（工芸品） 

６ 経済局商工部清水港振興課 清水港開港100周年記念モニュメント（彫塑） 

７ 都市局都市計画部市街地整備課 
①家康公像（彫塑） 

②竹千代君像（彫塑） 

８ 都市局都市計画部公園整備課 噴水付モニュメントＺＥＮ（彫塑） 

９ 清水区役所総務・防災課 海の子賛歌（壁画） 

10 
教育委員会事務局教育部 

教育総務課 
いろは文六曲屏風（工芸品） 

11 財政局財政部管財課  財産管理に関する事務 
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 第７ 監査の着眼点 

 １ 所有する美術品等が適切に管理されているか。 

 ２ 備品台帳等が適正に作成されているか。 

 ３ 購入及び寄附採納の手続きは適正になされているか。 

 ４ 所有目的に沿った活用がなされているか。 

 ５ 市民の目にふれる機会が付与されているか。 

 ６ 所有している事実の周知、ＰＲがなされているか。 

 ７ 有効活用に向けた努力がなされているか。 

  

第８ 監査の結果 

  監査した結果、指摘事項はなかったが、２件の指導事項について別途指導した。 

  なお、抽出調査した 11課の監査結果を含めた調査状況については、以下に記載のとお

りである。今後の美術品等の管理及び活用にあたっては、これらに留意のうえ、改善を

図られたい。 

 

 １ 美術品等の所有状況 

   調査の結果、本市は 23の所管課において合計 970点の美術品等を所有していた。こ

れを美術品の分類ごとに区分してみると、彫塑が 36点（3.7％）、書画（書・絵画）が

143 点（14.7％）、工芸品が 749 点（77．3％）、図書が 29 点（3.0％）、その他が 13 点

（1.3％）となっていた。また、これら 970点の美術品等の評価金額（財産台帳価額＝

取得価額）の合計は 22 億 4,065 万円となっていた。（詳細は後掲の所有状況一覧表を

参照） 

   特に多くの美術品等を所有する所管課としては、722点を所有する教育総務課（芹沢

銈介美術館・登呂博物館）、109 点を所有する文化振興課（東海道広重美術館、市美術

館等）があった。 

   なお、本市では評価金額 1,000万円以上の美術品を 33点所有しており、その評価金

額の合計は７億 5,491 万円となっていた。主なものとしては、市街地整備課所管のル

ノワール彫刻２点（勝利のヴィーナス・洗濯する女）、文化振興課所管の歌川広重作の

錦絵 36 枚揃（不二三十六景）及び石井柏亭作の油彩画（日本平）、文化財課所管の工

芸品（駿府城復元模型）などである。（詳細は後掲の評価金額 1,000万円以上の美術品

等一覧表を参照）  
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 ２ 美術品等の管理状況 

提出された監査資料（備品台帳の写し等を含む）の確認及び抽出した美術品等の現

地調査の結果、それぞれの所管課において、おおむね適切に管理されていたものの、

一部において、備品登録にあたっての備品種別・分類（彫塑・書画・工芸品等）につ

いての再検討を要する事例や登録の誤り、また、備品台帳の記載内容として、当該美

術品を特定するために必要な情報（作者名、作品名、規格、号数、大きさ、制作年な

ど）が不足している現状が見受けられた。 

なお、市として美術品としての登録にあたっての明確な指針がないこともあり、一

つの事例として、作品の形状は異なるものの、同じ壁画において、市役所清水庁舎の

壁画は美術品としての分類登録がされているが、静岡庁舎の壁画は建物と一体である

として、財産上は建物の登録となっており、美術品の扱いがされていないなどの状況

が確認されたことから、所管する財産の備品台帳の内容確認を含めた備品登録の状況

について再点検をされたい。 

さらには、市物品管理規則により義務付けられている備品票の貼付にあたって、美

術品そのものへの貼付が困難な場合には、当該美術品の写真データを備品管理システ

ムに備品台帳と併せて入力したり、ファイリング保管している備品台帳に写真を添え

る等、備品を特定できる状況とすることが財産管理上、望ましいとされていることか

ら、これらのことにも留意をされたい。 

 

３ 美術品等の活用状況 

   提出された監査資料の確認及び抽出した美術品等の現地調査の結果、一部の所管課に

おいては、おおむね適正にその活用施策に取り組んでいたが、多くの課では、積極的なＰＲ

や活用施策が講じられていない状況が見受けられた。 

   市が所有する美術品は、広く市民に鑑賞の機会が提供されるべき財産であることから、各

所管課で活用施策に取り組むことは当然であるが、作品によっては関連部局の連携を図り、

全庁的に有効活用を図られるよう努められたい。 

   また、一部の所管課では、所有する美術品の設置目的や寄附採納の経緯が明確でな

いものが見受けられたため、今一度、本来の所有目的を再確認したうえで活用施策を

検討するとともに、状況の変化などにより当該美術品を所有する目的がなくなった場

合には、充分な検討を行ったうえで、売却処分も視野に入れられたい。 

   なお、有効な活用策の事例として、芹沢銈介美術館（教育総務課）においては、他

県への美術品貸出の際に、作品展示と同時に、貸出先に対して本市物産品の紹介を依

頼しており、シティプロモーションの取組みにおける活用策として参考になる取組み
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だと思われる。 

 

４ 抽出した美術品等及び財産管理事務の概要 

  ⑴ 絵画「真﨑からの富士」評価金額 1,500万円（秘書課） 

    「真﨑からの富士」は、画家の和田英作氏による油彩画で、昭和 28年に制作され 

た後に旧清水市において寄附

採納されたものである。 

    現在は、市役所静岡庁舎新

館８階にある秘書課ロビーの

壁面に展示され、入口付近の

来客の動線上にあることから、

訪れる市民の目に触れやすい

環境にある。また、絵画の脇

には説明プレートを設置し、

作品紹介を行っていた。 

    管理状況については、直射   （秘書課ロビーに展示されている真﨑からの富士） 

日光等が当たることのない場所に展示し、適切な管理状態と認められた。 

    なお、当該作品は、平成 24年１月～３月に市美術館で開催された企画展「竹久夢

二と静岡ゆかりの美術」に貸出のうえ、展示されていた実績があり、今後も広く市

民に鑑賞機会を提供するために、積極的な活用が期待されるところである。 

  ⑵①工芸品「東海道五十三次ひとめ図」評価金額 2,835万円（文化振興課） 

    「東海道五十三次ひと

め図」は、本市の伝統

工芸である漆芸及び蒔

絵の技術をアピールす

るための作品として、

静岡漆器工業協同組合

及び静岡県蒔絵工業協

同組合に対して制作を

委託し、平成 24年に取 

 （市美術館ロビーに展示されている東海道五十三次ひとめ図）   得したものである。 

  設置場所は、市美術館の入口近くの来場者の動線上にあるエントランスロビーに

常設展示され、付近には専用の作品説明用のパンフレットが置かれていた。 
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  制作費には基本的なメンテナンス費用が含まれており、適切に管理されていた。

また、作品は構造的に６分割となっており、その一つずつに固定金具が据えつけら

れ、落下防止策がとられていた。 

  当該作品は、漆芸及び蒔絵の最高水準の技術を施したものであり、本市の地場産

業を伝承していくための各種ワークショップでの活用や社会教育の場所としての活

用などが図られていた。 

   ②絵画「日本平」評価金額 3,600万円（文化振興課） 

  「日本平」は画家の石井柏亭氏による油彩画であり、昭和 58年に旧清水市におい

て寄附採納され、平成 18年まで市議会議長室に展示された後、旧清水文化センター

での展示を経たうえで、現在は市美術館収蔵庫に保管されている。 

  文化振興課の所管する美術品等のうち、価値の高い上質な作品は、厳重なセキュ

リティ機能を有し、作品にとって最適な環境を保つことが出来る市美術館収蔵庫で

適切に管理されているが、「日本平」もこれらの作品の一つである。 

  これらの作品についても、作品の保護管理のための展示期間の制限の必要性はあ

るものの、今後、市民に広く鑑賞の機会を提供するための展示等が期待される。 

⑶ 工芸品「駿府城復元模型」評価金額 4,989万円（文化財課） 

   駿府城公園東御門の公開にあわせて、外部専門業者に制作を委託し、平成９年に取

得したものである。図面作成費用に調査費用を含めた製作費用が評価金額となって 

いる。 

設置場所は、駿 

府城公園東御門内

展示施設の入口近

くの動線上、一番

目につく場所に展

示され、模型の周

辺には図面の展示

や説明プレートが

設置されていた。                                 

作品は毎年、業

者委託により清 

   掃・点検が実施され（平成 23年度委託料実績：241,500円）、適切に管理されていた。

なお、模型の周辺をある程度の高さまで強化ガラスで囲み、作品の破損被害防止策

に努めていた。 

 
 

（東御門内での駿府城復元模型の現地調査） 
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  当該作品は、非常に精巧な作りで駿府城全体がイメージできる唯一の模型である

こともあり、展示施設入場者から駿府城の説明を求められた場合には、必ず説明場

所として使用されている。また、城郭紹介の専門誌に掲載された実績が確認できた。 

⑷ 工芸品：ステンドグラス「リューミナス」評価金額 478万円（地域産業課） 

  旧静岡市における市産業振興基金の創設を契機として、民間企業からの申し出に

より平成８年に寄附採納されたステンドグラスであり、ツインメッセ静岡のエスカ

レーターホールにて建物壁面の一部として展示されている。 

展示場所は、イ

ベント等で多く

の市民が来場す

る施設の比較的

目立つ場所であ

り、付近には作品

名や制作コンセ

プトを紹介する

案内板が設置さ

れていた。 

  ステンドグラス    （ツインメッセ静岡に設置されているリューミナス） 

は、建物と一体となって維持管理されており、独自のメンテナンスは特に実施され

ていなかったが、建物自体の耐震化が図られており、安全性についての問題は認め

られなかった。 

  なお、当該作品が展示されているツインメッセ静岡の建物は、（財）静岡産業振興

協会の所有であるため、市が当該作品を無償で貸し付ける形となっていた。 

⑸ 工芸品「駿府城下町ジオラマ」評価金額 750 万円（観光・シティプロモーション

課） 

  平成元年、旧静岡市の市制 100 周年を記念して開催された駿府博を契機に、静岡

100年委員会からの申し出により寄附採納され、駿府博での展示を経た後に市役所静

岡庁舎新館 17階の展望喫茶コーナーに設置されていた。その後、駿府城公園東御門

の完成に伴い、現在は同東御門展示施設内に設置されている。 

  ジオラマは、比較的低い位置で支柱台によりしっかりと固定され、安全性の問題

はなかったものの、特に定期的な点検・維持管理等は実施されておらず、一部に破

損が見受けられた。 

  展示施設内における他の展示物をイメージするうえで必要なものであると思われ 
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るが、前記の「駿府城復 

元模型」と比較すると作 

品自体の精巧さのレベル 

は高くなく、美術品とし 

ての備品登録については、 

再検討を要すると考えら 

れる。 

                            活用状況としては、現 

                           在の常設展示の他、小学 

                           生等の社会見学の際に説 

明場所として使用したり、平成 19年に開催された大御所家康公駿府城入城四百年祭

を記念して刊行された図録に掲載されていたことを確認した。 

  ⑹ 彫塑「清水港開港 100周年記念モニュメント」評価金額 2,943万円（清水港振興 

課） 

   当該モニュメントは、平成 11 年に清水港が開港 100 周年を迎えるのを契機に、港

を象徴するシンボル建設への期待が高まり、多くの市民からの寄附が募られた結果、

平成 12年に旧清水市において設置されたものである。 

  多くの人が入場する大型商業施設等も隣接する日の出マリンパーク内に設置され、

高さ約 20メートルと巨大なモニュメントであり、人の目にふれる存在感の大きな作

品である。 

  管理状況としては、

約５年に１度程度、

柱脚部の変形・溶接

部亀裂・ボルトの緩

み等の観点から点検

が実施され、強度確

認がなされていた。 

  モニュメント設置

場所に設置経緯や作

品を紹介する案内表 

示があったものの、   （日の出マリンパーク内に設置されている記念モニュメント） 

ホームページやパンフレット等での紹介等もなく、市民の認知度は決して高いとは

思えないことから、当該作品の存在や設置目的についての積極的なＰＲが必要と考

 
 

（東御門に展示されている駿府城下町ジオラマ） 
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えられる。 

⑺ 彫塑①「家康公像」評価金額 2,043万円、②「竹千代君像」評価金額 526万円（市

街地整備課） 

当該彫塑の２体は、平成 19年度に開催された大御所家康公駿府城入城四百年祭の

記念事業として、平成 21年に購入のうえ設置されたものである。 

                              家康公像について 

は、静岡駅北口広場 

（タクシー乗り場 

方面）の国道１号側 

歩道の一角に、竹千 

代君像については、 

静岡駅北口から地 

下広場へのエスカ 

レーターまでの動 

線上に設置され、既存の駿府城公園内にある家康公像（大御所時代）と当地の家康

公像（五カ国時代）、竹千代君像（少年時代）の合計３体でストーリー性を持たせて

設置しているとのことであった。 

  この２体の彫塑は、市民や本市を訪れた方に対して、本市が徳川家康公ゆかりの

まちであることを認識してもらうために設置されたものと思えるが、静岡駅北口を

利用する市民、観光客の主要な動線上にはないことから、現在の設置場所では、こ

れら彫塑の活用に関して有効性が発揮されているとは言えない状況にある。 

  市街地整備課に

おいて、この彫塑

を紹介する案内マ

ップを作成し、周

辺の各観光案内所

や市美術館等に配

架するとともに市

ホームページに掲

載していた事実は

確認することがで

きたものの、市の      （静岡駅北口広場の家康公像前での現地調査） 

観光資源として、今後、戦略的に有効活用されることを期待したい。 
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なお、管理面においては、全国市有物件災害共済会の動産保険に加入しているほ

か、特段の予算措置を講じているものはないが、破損や汚れ等はなく適切に管理さ

れていた。 

⑻ 彫塑「噴水付モニュメントＺＥＮ」評価金額 449万円（公園整備課） 

  当該モニュメントは、青葉シンボルロード整備事業の一環として、平成２年、青

葉緑地に設置されたものが経年劣化及び損傷したことで、新たに平成 17 年に購入、

設置されたものである。市民の憩いの場、うるおいの場の創出を目的に設置され、

主として大道芸ワ

ールドカップ開催

時期や冬期のイル

ミネーション点灯

時期の拠点場所と

して活用している

が、特に今年度は

「Ⅰ LOVE しずお

か協議会」のイルミ 

（青葉緑地に設置されている噴水付きモニュメントＺＥＮ）    ネーション企画とし

て飾り付けが施され、集客力を高める取組みがなされていた。  

  また、モニュメントの周囲には柵が設置され、噴水内への転落防止等の安全対策

が確保され、適切に管理されていた。 

  なお、備品台帳登録上の備品種別登録について、指導事項として別途指導した。 

⑼ 壁画「海の子賛歌」評価金額 2,400万円（清水区役所総務・防災課） 

  当該壁画は、旧清水市において昭和 58年の市役所新庁舎（現市役所清水庁舎・清

水区役所）建設を契機

に、本市出身である画

家の村松秀太郎氏に制

作を依頼し、設置され

たものである。 

  設置場所は清水庁舎

１階の中央コンコース

壁であり、多くの市民

の目にふれる場所とな

っている。                 （清水庁舎１階に展示されている壁画海の子賛歌） 
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壁画の前には、作品名と作者による作品説明の案内板が設置されていた。 

  特段の定期的なメンテナスは実施されていなかったが、直接、壁画に触れて作品

を傷められることのないよう、作品の前にはポールが設置され、適切に管理されて

いた。 

⑽ 工芸品「いろは文六曲屏風」評価金額 357万円（教育総務課） 

  当該屏風は、芹沢銈介美術館にて平成 23年に購入されたものであるが、当美術館

の作品購入は次の５つの基準に基づいて実施されている。 

  ①芹沢銈介氏の代表作又は希少作であること。②優良なコンディションであるこ

と。③作品集などに掲載され、本物であることが確認できること。④作品の少ない

昭和 20年以前の作品は特に重点的に収集する。⑤広く国内外の展示会に対応できる

よう、代表作については同じ主題の作品を複数収集する。 

  当該屏風は、この上

記基準の④以外の 4 項

目に合致していること

から、購入され、別館

収蔵庫に適正に管理さ

れていた。この収蔵庫

は、温度 21～22度、湿

度は 50～60％の良好

な環境下に維持され、

機 械 警 備 に よ り 防       

犯対策が施されていた。  

  また、当該美術館では非常に多くの美術品を所蔵していることから、データベー

ス化によりすぐに検索可能な仕組みを作るとともに、作品の梱包外側部分に写真を

貼付し、容易に作品を探せるようにしていた。 

  作品の活用状況としては、北海道・東北等との巡回展を通して、他県での展示を

実施していたが、当美術館では他施設（他県）への貸出の際に、作品の展示のみに

止まらず、併せて本市の物産品を紹介してもらうよう依頼するなど、戦略的に積極

的な活用策を実施していた。 

⑾ 財産管理に関する事務の実施状況（管財課） 

     本市の財産管理事務のとりまとめ課として、美術品等の備品管理に関する各種の

事務の取扱状況について下記のとおり調査した。 

    ① 財産登録（種別・分類）の判断基準について 

 
 

（芹沢銈介美術館収蔵のいろは文六曲屏風） 
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      庶務事務（備品管理）マニュアルでの説明やＱ＆Ａでの例示により、一定の目

安を示し、各所管課の判断により登録している。 

      平成 24年度から、備品検査の現物検査を実施するなかで、財産区分等の誤りが

あった場合にはその是正について指導を行っている。 

    ② 備品検査について 

      過去に発生した市職員による備品管理に関する不祥事を契機に平成 18年度～平

成 22年度の５ヵ年間で市が所有する全ての備品（台帳登録のあるもの）について

の現物確認検査を実施していた。平成 23年度以降は、毎年、書類検査と抽出した

備品の現物確認を行っており、検査対象には美術品等も含まれていた。 

    ③ 評価金額について 

      美術品（備品）の評価金額については、購入の場合は取得金額、寄附採納の場

合は寄附者に評価金額を確認のうえで算出しており、取得時の評価金額からの変

更はない。 

      鑑定評価となるとどのような美術品でも鑑定依頼を受けてもらえるわけではな

く、鑑定経費も必要となるため、現状では美術品等の評価替については検討して

いない状況である。 

    ④ 動産保険の加入について 

      主に市の所有する建物施設の火災保険として加入している「全国市有物件災害

共済会」において動産保険の取扱いがあり、管財課予算において、一部の美術品

等について加入している。 

      加入するか否かの判断としては、危害を加えられるリスク等を考慮し、ルノワ

ール彫刻等の屋外展示物を中心に加入している。 

    ⑤ 財産有効活用の考え方について 

      平成 24 年度に初めて不用物品（備品）のインターネット売却を実施し、約 110

万円の売却収入を得ていた。今回の売却対象物品には美術品等は含まれていなか

ったが、各所管課からの申し込みを募ったうえで実施しているため、今後、所管

課からの不用美術品の申し込みがあれば売却対象となり得る。 

      また、備品管理システムに全ての備品データが入力され、市の所有する備品が

検索可能なため、各課において、他課所管の美術品データの検索が可能な状態と

なっている。 

    ⑥ その他について 

      市役所静岡庁舎新館低層棟１階天井から、本市の名誉市民である芹沢銈介氏の

図案意匠を用いたタペストリー４枚（管財課所管備品）が展示されている。 
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しかしながら、

戸籍関係の届出

などで多くの市

民が訪れる場所

に展示されてい

るにも関わらず、

これらについて

の説明案内等の

表示が全くされ

ていなかった。 

（新館２階連絡通路から見えるタペストリー）         新館低層棟は

２階連絡通路からガラス張りの構造で階下のロビー全体を見渡せる状況となって

おり、当該タペストリーを間近に鑑賞できる環境にある。 

タペストリーの展示場所自体がこのような構造を意識してのものとも思われる

ことから、作品の活用施策について検討をされたい。 

なお、当該タペストリーにおける備品種別の登録について、指導事項として別

途指導した。 

 

第９ 総括意見 

本市は、前記の美術品等の所有状況にも記載したとおり、970 点にものぼる多数の美

術品等を所有し、その評価金額の合計は 22億円を上回っている。一部に寄附採納された

ものはあるが、多くの美術品は市民からの税金等を原資とした公費によって購入され、

言わば市民の共有財産でもあるため、なるべく多くの市民に鑑賞の機会を広く提供する

ことが望まれる。 

特に、寄附採納した美術品については、寄附者の意思が託されており、市はそれを尊

重したうえで、有効に活用されていなければならないと考える。 

今回の監査の結果、所有している美術品の活用施策を少なからず実施していたことは

確認できたものの、その多くは特定施設、特定場所での活用のみであり、更には、所管

課によっては、ほとんど積極的な活用やＰＲがされていない状況も見受けられた。 

これは、美術品に関して、最新の所有状況などの全体像を把握し、その有効活用に関

する方針・施策などを全庁的に企画立案する部署がないことから、市として所管の枠を

超えた総合的かつ戦略的な有効活用までには至りにくい状況となっており、そのことが

原因の一つとも思われる。 
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また、本市が所有する美術品のなかには、ルノワール彫刻を始めとして、情報発信力

が高く、世界的にも価値のある芸術作品も存在していることから、これらを戦略的観光

資源として捉え、市民だけでなく市外からも多くの観光客も訪れている大道芸ワールド

カップ、静岡まつり、清水みなとまつり、静岡ホビーショー、シズカン等のシティプロ

モーションとして数多く開催されている重要なイベントの開催時などを絶好の機会とし

て、美術品を活用した事業等の企画について検討されるよう努められたい。 

なお、市の実施する事業のなかで、文化の啓蒙・市民に対する芸術鑑賞機会の提供と

いう観点において、音楽の分野では、市庁舎ロビー等で開催される「Ｈｏｔひといきコ

ンサート」があり、無料で気軽に質の高い生演奏を鑑賞することができるため、多くの

市民から好評を得ている。 

この事業に類して、美術の分野においても、例えば既存の市民ギャラリー等を利用し、

各所管課で管理する美術品等をピックアップして、市民が気軽に質の高い美術品を鑑賞

できる機会を広く提供する事業などの実施も期待されるところである。 

これらの事業実施などのためにも、各所管課が所有する美術品に関する情報の共有化

を図り、市として、全庁的に有効活用の観点からの協議を行うための庁内組織のネット

ワーク構築について検討されるよう要望する。 

また、所有している美術品等について、市ホームページへの掲載や案内パンフレット

を作成したり、設置場所付近への作品説明表示などを実施している事例が少なかったこ

とから、これらの点に留意して積極的に美術品等のＰＲを心掛けられたい。 

最後に、美術品は適切な管理が求められることはもとより、取得目的が充分に発揮さ

れているかの検証を行い、文化振興や観光戦略における美術品の付加価値を見出すこと

が非常に重要であると考える。 

本市では、地域の魅力を国内外に発信するために策定した「まちみがき戦略推進プラ

ン」において、都市ビジョンの一つとして、「求心力が強く、世界中から人が集まるま

ち」を掲げており、この実現のためにも、「ないものねだりからあるもの探し」の観点

が必要とされているところである。 

磨き上げれば光る存在となる「財産」は、本市のなかに、まだまだ埋もれているもの

があるのではないかとも思われ、今回の監査対象となった市の所有する美術品等もあく

までその一例であると考える。 

今後も、文化部局や観光部局を中心に全庁的に連携を取り、市が所有する美術品等に

ついて、その価値を磨き上げて情報発信するなど、貴重な観光資源として更なる活用を

図られるよう努められたい。 

 



所管課 ①彫塑 評価額 ②書画 評価額 ③工芸品 評価額 ④図書 評価額 ⑤その他 評価額 各課点数計（点） 各課評価額計（円）

1 秘書課 3 19,550,000 3 19,550,000

2 市民生活課 1 17,756,479 1 17,756,479

3 区政課 1 4,060,000 1 4,060,000

4 文化振興課 8 24,600,000 99 571,746,398 1 28,350,000 1 15,000,000 109 639,696,398

5 生涯学習推進課 7 13,300,000 8 26,300,000 2 4,300,000 1 3,600,000 18 47,500,000

6 文化財課 4 6,200,000 8 70,593,200 8 21,370,000 20 98,163,200

7 廃棄物処理課 1 1,000,000 1 1,000,000

8 高齢者福祉課 5 3,690,000 5 3,690,000

9 こころの健康センター 1 1,140,675 1 1,140,675

10 保健所保健予防課 1 5,000,000 1 5,000,000

11 清水看護専門学校 1 10,000,000 1 10,000,000

12 商業労政課 1 2,000,000 1 2,000,000

13 地域産業課 1 1,000,000 13 36,801,450 14 37,801,450

14 観光・シティプロモーション課 2 18,790,000 1 7,500,000 1 9,010,000 4 35,300,000

15 清水港振興課 4 31,353,600 3 5,800,000 1 270,000 8 37,423,600

16 中山間地振興課 1 4,500,000 1 4,500,000

17 市街地整備課 6 168,436,850 6 168,436,850

18 公園整備課 3 13,926,750 3 13,926,750

19 清水区総務防災課 1 20,000,000 8 32,530,000 9 52,530,000

教育総務課（登呂博物館） 1 1,650,000 4 5,282,232 5 6,932,232

教育総務課（芹沢銈介美術館） 1 2,100,000 716 963,718,670 717 965,818,670

21 教育施設課 1 3,210,000 3 22,800,000 4 26,010,000

22 中央図書館 2 3,500,000 4 7,000,000 20 22,624,739 26 33,124,739

23 市立高校 2 3,500,000 2 4,350,000 1 1,250,000 6 198,839 11 9,298,839

36 311,096,929 143 718,826,398 749 1,123,595,552 29 39,234,253 13 47,906,750 970 2,240,659,882点数・評価額　合計

20

２４年度行政監査        美術品等の所有状況一覧表



課    名 分　　　類 品    名 金額　(円)

1 秘書課 書画 真﨑からの富士 15,000,000

2 市民生活課 彫塑 とこしえの像 17,756,479

3 文化振興課 書画 群れ 15,000,000

4 文化振興課 書画 裾野富士山 10,000,000

5 文化振興課 書画 日本平 36,000,000

6 文化振興課 書画 日記帳 15,000,000

7 文化振興課 書画 草に憩う女 15,000,000

8 文化振興課 書画 木に寄る女 15,000,000

9 文化振興課 書画 時雨の炬燵・小春 30,000,000

10 文化振興課 書画 たそがれ 11,000,000

11 文化振興課 書画 荒野の楽人 11,000,000

12 文化振興課 書画 紫色の春の夜 20,000,000

13 文化振興課 書画 富士三十六 景 10,000,000

14 文化振興課 書画 東都名所 10,000,000

15 文化振興課 書画 画帖 11,130,000

16 文化振興課 書画 隷書東海道 13,390,000

17 文化振興課 書画 木曾海道六拾九次之内 23,100,000

18 文化振興課 書画 保永堂版東海道五十三次之内 31,500,000

19 文化振興課 書画 不二三十六 景 70,000,000

20 文化振興課 工芸品 東海道五十三次ひとめ図 28,350,000

21 生涯学習推進課 彫塑 青銅造り子供５人立像 10,000,000

22 文化財課 工芸品 駿府城復元模型 49,893,200

23 清水看護専門学校 書画 はごろも 10,000,000

24
観光・シティプロモーショ
ン課 彫塑 赤い靴の女の子母子像 17,790,000

25 清水港振興課 彫塑 清水港開港100周年記念モニュメント 29,433,600

26 市街地整備課 彫塑 勝利のヴィーナス　台座共 77,353,000

27 市街地整備課 彫塑 洗濯する女　台座共 57,783,000

28 市街地整備課 彫塑 家康公像 20,432,000

29 清水区総務・防災課 彫塑 菩薩像 20,000,000

30 清水区総務・防災課 書画 海の子讃歌 24,000,000

31 教育総務課 工芸品 赤絵角瓶伊万里 10,000,000

32 教育施設課 書画 愛鱗の池 10,000,000

33 教育施設課 書画 一陽の搭 10,000,000

　 評価金額1,000万円以上の美術品等一覧表

                            合計金額   754,911,279円




