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2019 年 11 月、文化審議会のもとに博物館部会が設置され、「博物館の振興に関する
事項について」の調査審議が続けられている。（https://www.bunka.go.jp/seisaku/bun
kashingikai/hakubutsukan/index.html

2021 年 5 月参照）。当初、「博物館の制度と

運営に関する幅広い課題」については、一定の期間をかけて整理・検討するという方向
性が示されていたが、計 8 回の審議を経た 2021 年 2 月には「法制度の在り方に関する
ワーキンググループ」が部会のもとに設けられた。ICOM 京都大会の開催によって日本
の博物館界の空気が変わったことに加えて、このように法改正が現実味を帯びてきたこ
とに触発され、日本博物館協会が 2021 年 4 月に「シンポジウムこれからの博物館制度
を考える」を開催するなど、博物館関連団体・学会においても博物館制度あるいは博物
館の在り方をテーマとした論議が盛んに交わされるようになっている。
ワーキンググループでの検討は、文化庁のイニシアティブによって集中的に進められ
ている。当然のことながら、そのスタイルは重要な課題について検討・整理し、法ある
いは関連制度の中に反映させる方向性を示すというもので、それぞれの課題についての
論議と合意形成に力点が置かれている。すでに中間報告「登録制度を中心とした博物館
法制度の今後の在り方について」
（3 月 24 日付）も公表されているが、最終的な検討結
果は、その後、博物館部会での審議や関係方面へのヒアリングなどを経てブラッシュア
ップされるとともに、文化庁の裁量によって法制度の改正案として具体化していくこと
が想定される。
逐条点検の必要性
博物館法については 2008 年に期待された抜本改正にまで至らなかったために、登録
制度、学芸員制度をはじめとした懸案が数多く残った。またこれらに関わるステークホ
ルダは多様であることから、論議が深まれば深まるほど論点が発散することは必然であ
り、完全な合意形成にはとてつもなく長い時間が必要であると考えられる。
一方でこのような機会を逃さずに、解決が俟たれている懸案を限られた時間の中でで
きるだけ法改正に反映させるためには、現行法のどの条項に課題があり、どのような形
で変更を加えれば解決に近づくことができるかといった視点からの検討、すなわち逐条
的な点検作業が欠かせない。
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逐条点検の試み
このような状況を背景に、筆者らは博物館法の条文に対する逐条点検を試みた。ワー
キンググループのスタイルとは逆方向からのアプローチによって、博物館法改正に必要
な論点を浮き上がらせ、論議を補完することが狙いである。表 1 にその結果を紹介する。
この表には現行の博物館法の条文を転記し、3 名の執筆者による意見・コメントの記入
欄（列）を設けて記入した。それぞれの記入内容は執筆者に固有のものであり、調整や
合意の追求は行っていない。ただし、執筆過程において相互の見解は共有されている。
また、些細な文言上の論議に陥る恐れがあることから、条文の代替案の書き込みについ
ては避け、意見・コメントにとどめるようにした。
点検結果から
各執筆者の考えは表１のとおりであるが、この作業を通じて浮かび上がってきた論点
や、今後検討を要すると考えられる課題を紹介しておきたい。博物館制度の改善策の中
には、法に盛り込むべきもの、政令や告示のレベルで具体化すべきもの、行動規範のよ
うに博物館関係者の間で共有しておくべきものなどさまざまな階層があり、そのような
仕分けが必要である。また重要な課題であっても、直ちに法改正に反映できるものとそ
うでないものとの切り分けも考慮されなければならないであろう。
法の目的（第 1 条）
現行法では「設置及び運営に関して必要な事項を定め」ることだけが目的とされ、博
物館の振興については触れられていない。また、文化芸術基本法が制定された今日、社
会教育機関としてだけでなく文化施設としての位置付けも重要になっている。このよう
なことから、そもそも法の目的とするところについての見直し、検討が必要と考えられ
る。
定義（第 2 条）
ICOM における博物館の定義の見直しが決着していないからと言って、この条文を放
置するわけにはいかない。前半については ICOM 大会での論議や、博物館の役割につ
いての現行法に盛り込まれていないさまざまな要請を踏まえた練り直しが必要であり、
後半については博物館登録制度の見直しを反映した記述が求められる。
事業（第 3 条）
抜本的な法改正を行う以上は、博物館の事業についても旧態のままで放置することは
できない。然るべき検討の場を設け、現在の博物館の実態を踏まえた各号の再検討、追
加、再編成が必要である。
公立・私立の区分（第 2 条第 2 項、第 3 章、第 4 章）
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公立の博物館の運営形態が多様化し、国や独立行政法人が設置する博物館も法の対象
に含めることが求められている中で、従来の「公立」、
「私立」という二分法はもはや意
味をなさなくなっている。法改正においてはこのような区分に基づく章建てそのものを
見直す必要がある。
学芸員制度（第 4～第 7 条）
博物館部会やワーキンググループにおいて論議が積み上げられているところであり、
十分な時間をかけて関係者の合意を形づくる必要がある。
運営状況に関する評価（第 9 条）
2008 年の法改正において新設された条であるが、全国的に実施状況が芳しくない現
状を踏まえて、「設置及び運営上の望ましい基準」の関連条項も含めた点検、見直しが
必要になっている。
博物館登録制度（第 2 章：第 10 条～第 16 条）
ワーキンググループにおいて主要な論点が整理され、中間報告に示されている。今後、
法令の条文に落とし込んでいく段階で、逐条点検の指摘も参考にしていただきたい。ま
た、審査のための専門組織の具体化、更新制度を設ける場合の運用方法、破綻法制の導
入などについての論議は今後に残されている。
公立博物館の設置と所管（第 18 条、第 19 条）
博物館登録制度の見直しによって設置者や所管による制限を撤廃することになれば、
これらの条項は必要なくなる。
博物館協議会（第 20 条～第 22 条）
廃止すべきという意見もある。市民参画の機会という意味づけは理解できるが、前項
（第１８条及び第１９条）を鑑みると、そもそも、博物館協議会を公立博物館に限って
規定することも見直すべきではないか。
入館料等（第 23 条）
第 1 章（総則）に移し、博物館の定義・理念と連動させた柔軟な表記に書き換えるこ
とが求められる。
博物館への補助（第 24 条、第 26 条、第 28 条）
公立・私立の区別なく「博物館の振興」の章を新設して一元化することが適当である。
内容については今後の博物館部会での検討結果を待ちたい。
博物館相当施設（第 29 条）
博物館登録制度の見直しによって廃止されるべきである。
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表1．博物館法改正に向けた逐条点検（１）．
意見・コメント
章

条

項

条文
山西良平
この法律は、社会教育法（昭和24年法律第207号）の精神に基き、博物館の設置及び運営に 博物館の振興についても記述すべきではないか？
関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育、学術及び文化の発展に
寄与することを目的とする。
国及び地方公共団体の責務は？

第1章 第１条（この法
総則 律の目的）

第２条 （定義）

2

3
第3条（博物館
の事業）

2
第4条 （館長、
学芸員その他
の職員）

博物館に、館長を置く。

2
3
4
5
6

佐久間大輔

法の制定時の目的は、博物館の設置を的確なものとするためであっ
た。現在の目的は国の社会教育のために（社会教育法体系下では）博
物館をどのような学習の場とするべきか、文化財保護法のもとではどの
ような役割を担うのか、文化振興基本法のもとではどうなのか、そして
文化芸術基本法（特に第26条「美術館・博物館等の充実、支援を図る 環境や科学も文化行政・博物館法のもとで重要になっている今、どう法
こと」）に触れる必要はないか？
の体系として位置づけるのか、関係付となる文言が必要。
さらに、1条でなくてもいいが博物館の維持存続のための博物館の責
務、設置者の責務、自治体の責務、国の責務を明示したほうが良いの
ではないか。現在の法は博物館自身のことが殆どで一部認定事務を
行う行政のことが少しあるだけ。それで地方分権になり博物館政策が
なくなってしまった。
この法律において「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集 博物館事業を複合的・網羅的に捉えようとしていることはわかるが、主 目的・機能・法人要件は切り分けて整理が必要。第一条は法の目的で
し、保管（育成を含む。以下同じ。）し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、そ 要事業（資料の収集・保管、調査・研究、展示、教育普及）が雑然と記 あって、博物館全体の目的（ミッション）を述べていない。機能で定義す
の教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、あわせてこれらの資 載されている。ブラッシュアップが必要。
るのはいいが、やや時代がかかっており、網羅できないのであれば例
料に関する調査研究をすることを目的とする機関（社会教育法による公民館及び図書館法（昭
示にとどめたほうがいい。
和二十五年法律第百十八号）による図書館を除く。）のうち、地方公共団体、一般社団法人若 特に、資料の収集・保管・公開及び調査研究活動の成果を、展示、教 そこからの法人要件の引き算が論理的に不整合。機能で博物館を定
しくは一般財団法人、宗教法人又は政令で定めるその他の法人（独立行政法人（独立行政法 育普及活動を通じて社会に還元するという関係性が重要。
義するのであれば、それが実現しているのか、活動で規定するべき。
人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。第二十
登録の認定要件、審査要件が重要になる。
九条において同じ。）を除く。）が設置するもので次章の規定による登録を受けたものをいう。
次の内容を記した項を追加：
国籍、人種、障害の有無、貧富・学歴の差、ジェンダー平等に配慮さ
れ、あらゆる人々が快適に利用し交流できる公共的かつ恒久的な施設
であること。
この法律において、「公立博物館」とは、地方公共団体の設置する博物館をいい、「私立博物 「公立」、「私立」のカテゴリー区分は不要。この項を廃止。
指定管理、PPP、独立行政法人さらに言えば非営利の法人がある今
館」とは、一般社団法人若しくは一般財団法人、宗教法人又は前項の政令で定める法人の設
日、公立と私立の区別は不条理
置する博物館をいう。
この法律において「博物館資料」とは、博物館が収集し、保管し、又は展示する資料（電磁的記 この項は不要
科学館において、天体の観測記録が重要な資料というより、観測が重
録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作ら
要。現象も博物館の活動対象だし、それは演劇なども一緒。ものは二
れた記録をいう。）を含む。）をいう。
次的な存在という場合がある。デジタルな活動を考えても、博物館資料
はもう少し検討が必要。
博物館は、前条第１項に規定する目的を達成するため、おおむね左に掲げる事業を行う。
カテゴリー別に整理しなおし、記述を刷新する必要あり：
事業定義が20世紀のままになっている。
一 実物、標本、模写、模型、文献、図表、写真、フィルム、レコード等の博物館資料を豊富に １）資料の収集・保管・公開（一、六）
収集し、保管し、及び展示すること。
・資料の収集、保管、公開及びアーカイブの整備
中途半端に具体的な業務を書くより基本的な資料の保存管理、研究、
二 分館を設置し、又は博物館資料を当該博物館外で展示すること。
２）調査研究（四、五、八）
教育と展示室の維持運営といった基本と、発展的な要素とを書いておく
三 一般公衆に対して、博物館資料の利用に関し必要な説明、助言、指導等を行い、又は研究 ・資料に関わる調査及び学術研究
ほうが良いのではないか。
室、実験室、工作室、図書室等を設置してこれを利用させること。
・資料の保存および展示等に関する技術的研究
四 博物館資料に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。
・地域の文化遺産、自然に関わる調査研究とそれに基づく保全活動及 現在、博物館法に書いてないのに国が求めていること
五 博物館資料の保管及び展示等に関する技術的研究を行うこと。
び関係機関への助言
・文化集客
六 博物館資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書等を作成し、 ３）展示、教育普及（一、三、七）（二は不要）
・博物館に入っていない文化財の保全への専門家としての助言
及び頒布すること。
・資料の収集及び調査研究の成果に基づく展示、教育普及事業の実 ・インクルーシブ（社会包摂）
七 博物館資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等を主催し、及びその開催を援助す 施
・生涯学習機能も微妙
ること。
４）学習支援・交流（九）
八 当該博物館の所在地又はその周辺にある文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四 ・アウトリーチを含むさまざまな手法による市民への学習支援
ICOMで提示された新しい機能
号）の適用を受ける文化財について、解説書又は目録を作成する等一般公衆の当該文化財の ・学校教育への支援
・Sustainableな社会づくりのための拠点
利用の便を図ること。
・市民、利用者との対話・協働を通じた学習、研究、創造活動の推進
・Well-being
九 社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動その ・交流の場と機会の提供
・対話の場
他の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること。
５）連携（十、一一）
十 他の博物館、博物館と同一の目的を有する国の施設等と緊密に連絡し、協力し、刊行物及 ・地域との連携による生涯学習の推進
書いてあるけど十分な条件付がない
び情報の交換、博物館資料の相互貸借等を行うこと。
・他の博物館との連携及びネットワークによる博物館機能の強化
・資料を研究する、地域研究の拠点
十一 学校、図書館、研究所、公民館等の教育、学術又は文化に関する諸施設と協力し、その ・他の博物館あるいは他機関との連携による展覧会の開催
・社会のアーカイブ機関としての役割
活動を援助すること。
・関係する社会教育機関、大学、研究機関、文化施設、観光施設との ・個人や地域が失った資料維持機能の受け皿
協力、連携による多面的な事業実施と地域への貢献
６）利用者サービス（新規）
・あらゆる人々が快適に利用できる施設の整備と運営、サービスの充
実
広報・情報発信（新規）
・博物館の事業と役割を周知するための広報と情報発信
博物館は、その事業を行うに当つては、土地の事情を考慮し、国民の実生活の向上に資し、更 この項廃止（地域連携や学校支援は他の条項で）
に学校教育を援助し得るようにも留意しなければならない。

高井健司
「もって」以下に、教育や学術文化に加え、「地域社会の発展」も入れ
てはどうか
「国民」・「地域」に加えて、「博物館」そのものの成長・発展を図ることも
目的ではないか

法は、動物園・水族館・植物園など、生物を対象とした施設を含める
が、それを前段の「（育成を含む）」という一言で表現することには無理
がある。
上記は、次条の具体的な事業についても当てはまるため、工夫が求め
られる
登録要件との関係から、後段の設置主体の限定は削除すべきでは
設置主体を絞る場合でも、国や地方の独立行政法人とNPOは追加す
る必要がある
博物館を、設置主体の違いで区分することに、今日的な有用性がある
のか疑問
「博物館資料」は、次条の第１号で定義することで足るのではないか

第１号の実物は、「実物（現象に関する資料を含む）」としないと、科学
系博物館の「資料」がカバーできない
第２号の分館に関する規定は、博物館一般に必要な事業として定める
必要が無いのでは
第３号の「又は」以下の施設・設備の具体例の列挙は、今日的表現で
はなく、「大綱化・弾力化」にもそぐわない
第６号の「案内書」以下の刊行物も、ネット社会を考えると、今日的表
現もしくは、一般的表現に改める必要がある
第７号も前号に同じで、具体例は今日的表現もしくは、一般的表現に改
める必要がある
第８号は文化財保護法で規定すべき内容なので、この法律では不要
か
第９号は、平成２０年の法改正で追加された条項だが、難解で意図が
伝わらないので、具体的かつ平易な表現にするなど、改める必要があ
る
第１０号には「施設等と密接に連絡し、協力し」とあるが、第１１号の「諸
施設と協力し」との使い分けの意図がわからない
その他、今日的な事業（役割）として、「種」や「（生息地・繁殖地等の）
環境の保全」に言及する必要はないか
「実生活」は単に「生活」でよいのでは

館長は、館務を掌理し、所属職員を監督して、博物館の任務の達成に努める。

［項を追加］館長が学芸員資格を保有しない場合は所定の館長研修を 館長という呼称を使えるのは運営上の権限を持っている人だけにすべ 館長の資質や資格は問わなくてよいのか
受講しなければならない。
きか。
記述はこれで良いが、実態との乖離が深刻
実質的な権限はあるか？持てない場合にはどうするか。
博物館の「任務」ではなく、「目的」ではないか

博物館に、専門的職員として学芸員を置く。

基本的にはこのままで良い。

学芸員は、博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これと関連する事業について
の専門的事項をつかさどる。
博物館に、館長及び学芸員のほか、学芸員補その他の職員を置くことができる。
「学芸員補」が必要なら定義を見直す必要がある。
学芸員補は、学芸員の職務を助ける。

「学芸員の職務を助ける」という意味での学芸員補は不要。
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専門職員は全部「学芸員」となっている。博物館はすでに様々なプロが 「専門的」は次項で規定することで、本項では削除
必要になっている。その他のプロフェッショナルが配置できるよう。
「学芸員は、前条第１項に定める事業について、その専門的事項をつ
かさどる」ではどうか
資格としては学芸員で統一でいいのではないか。短大卒、学部卒、修
士卒、博士卒の学芸員がいるというだけでよいのではないか。
不要

表1．博物館法改正に向けた逐条点検（２）．
第５条（学芸員
の資格）

2
第６条（学芸員
補の資格）
第7条（学芸員
及び学芸員補
の研修）
第8条（設置及
び運営上望ま
しい基準）
第9条（運営の
状況に関する
評価等）
第9条の２（運
営の状況に関
する情報の提
供）

次の各号の一に該当する者は、学芸員となる資格を有する。
要検討
一 学士の学位（学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第百四条第二項に規定する文
部科学大臣の定める学位（専門職大学を卒業した者に対して授与されるものに限る。）を含
む。）を有する者で、大学において文部科学省令で定める博物館に関する科目の単位を修得し
たもの
二 大学に二年以上在学し、前号の博物館に関する科目の単位を含めて六十二単位以上を修
得した者で、三年以上学芸員補の職にあつたもの
三 文部科学大臣が、文部科学省令で定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の学
力及び経験を有する者と認めた者
前項第二号の学芸員補の職には、官公署、学校又は社会教育施設（博物館の事業に類する
事業を行う施設を含む。）における職で、社会教育主事、司書その他の学芸員補の職と同等以
上の職として文部科学大臣が指定するものを含むものとする。

新人学芸員養成制度をいじるより、重要なのは
大学院進学者に資格取得を促す仕組みづくり==>法でなくても良い
学芸員資格を取得後のアップデート（定期的な研修の充実）
質的な維持のためには教員免許型にしたほうが良くない？

学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者は、学芸員補となる
資格を有する。
文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、学芸員及び学芸員補に対し、その資質の向上 「学芸員及び学芸員補」⇒「館長、学芸員及びその他の職員」
のために必要な研修を行うよう努めるものとする。
「必要な研修を行う」⇒「必要な研修及び研修に対する支援を行う」
文部科学大臣は、博物館の健全な発達を図るために、博物館の設置及び運営上望ましい基準
を定め、これを公表するものとする。

この規定を現在、実際に使っている実例はどの程度あるのだろうか。

博物館は、当該博物館の運営の状況について評価を行うとともに、その結果に基づき博物館
の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第２章 第10条 （登録）
登録

第11条（登緑の
申請）

2

第13条（登録事
項等の変更）

具体的な資格要件を「法」で定める必要があるか、要検討ではないか
次項の学芸員補の資格要件とともに、政省令で定めることが適当では

同上

前述の通り、アップデートのための研修は必要。現状、大阪府市ではこ 第１０条の「登録」事務を政令市に委ねながら、研修を都道府県の、し
うした研修を実施していないと思われる。
かも教育委員会に限定することは整合性を欠く

望ましい基準を達成させるためのインセンティブは何か？望ましい基準
とともに５年毎に振興計画を策定してはどうか。国は策定と予算化、自
治体は実施、設置者と現場はそれらに応じることを推奨。
望ましい基準の第4条（運営の状況に関する点検及び評価等）をここに インセンティブの対価としての評価だと考える。インセンティブや改善が
格上げする。
ないところに『評価疲れ』は生まれる。

本条に第２項を設け、望ましい基準の策定に当たっては、地域住民や
利用者、博物館関係者の意見を聴する規定を追加する

「左に掲げる」を「別に文部科学省令で定める」に変更

現在の「審査」を各地の教育委員会に委ねることには、共通の基準を
同一視点で維持する観点からも無理があり、地教行法の縛りもなくなっ
たので、改めるべき

本条第１項で、博物館の健全な運営を図ることを目的に、評価の前提
となる「基本的運営方針」や（年度に限らず、中長期を含めた）「事業計
画」の策定を規定する
博物館は、当該博物館の事業に関する地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、こ 廃止
法で評価はやることにはなっているが、二項に相当する活動はほとん 本条第２項で、方針や計画の達成状況を測るために「評価」を行う規定
れらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該博物館の運営の状況に関する情報を積 ・地域との連携は第3条（事業）に含める
ど聞いたことない。大阪市立自然史博物館は毎年４月末に「活動報告 を定める
極的に提供するよう努めなければならない。
・結果の公表は第9条に含める
会」を実施。
第３項で、評価結果に対して、現行の「９条の２」前半を目的として、評
価結果に基づき必要な措置を講ずるとともに、これらに関する「情報を
公開」する規定を設ける
博物館を設置しようとする者は、当該博物館について、当該博物館の所在する都道府県の教 設置者や所管にかかわらず、登録に関する責任の所在は都道府県教 しかし教育委員会の必置義務は撤廃してしまった。設置者を問わず、 登録に関しては、「審査」（＝第三者機関）と、原簿への「登録」（＝行
育委員会（当該博物館（都道府県が設置するものを除く。）が指定都市（地方自治法（昭和二十 育委員会としておくことが、社会教育法との結節点として重要。
教育委員会と博物館が地域の教育ニーズについて議論するチャンネル 政）を分離すべきではないか
二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下この条及び第
は必要だろう。
二十九条において同じ。）の区域内に所在する場合にあつては、当該指定都市の教育委員
国立および国立機関や国立大学に附属する博物館は文化庁による審
会。同条を除き、以下同じ。）に備える博物館登録原簿に登録を受けるものとする。
査、登録を受けるものととする項を新設する。
前条の規定による登録を受けようとする者は、設置しようとする博物館について、左に掲げる事 ・申請書の様式は「別に定める」で良いのでは？
１．都道府県が申請受理 ２．博物館に出している予算や条件付けとと
項を記載した登録申請書を都道府県の教育委員会に提出しなければならない。
・「私立博物館にあっては」を削除
もに地域が博物館に要請している内容とともに自治体の意見を出す ３
一 設置者の名称及び私立博物館にあつては設置者の住所
専門家によるヒアリング ４専門家による委員会で意見を集約し判断、
二 名称
都道府県に通知 ５認可 という流れ？
三 所在地
前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法で定めておく必要があるか
サンプルで良いのではないか？全数出されても検証のしようがない。 「公立・私立」の別は廃止して、第２項の各号は一本化すべき
一 公立博物館にあつては、設置条例の写し、館則の写し、直接博物館の用に供する建物及
び土地の面積を記載した書面及びその図面、当該年度における事業計画書及び予算の歳出
本項の申請書類の種類は政省令で定めることで良いのではないか
の見積りに関する書類、博物館資料の目録並びに館長及び学芸員の氏名を記載した書面
二 私立博物館にあつては、当該法人の定款の写し又は当該宗教法人の規則の写し、館則の
写し、直接博物館の用に供する建物及び土地の面積を記載した書面及びその図面、当該年度
における事業計画書及び収支の見積りに関する書類、博物館資料の目録並びに館長及び学
芸員の氏名を記載した書面
都道府県の教育委員会は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、当該申
請に係る博物館が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、備えていると認めたときは、
同条第一項各号に掲げる事項及び登録の年月日を博物館登録原簿に登録するとともに登録し
た旨を当該登録申請者に通知し、備えていないと認めたときは、登録しない旨をその理由を附
記した書面で当該登録申請者に通知しなければならない。
一 第二条第一項に規定する目的を達成するために必要な博物館資料があること。
二 第二条第一項に規定する目的を達成するために必要な学芸員その他の職員を有するこ
と。
三 第二条第一項に規定する目的を達成するために必要な建物及び土地があること。
四 一年を通じて百五十日以上開館すること。
博物館の設置者は、第十一条第一項各号に掲げる事項について変更があつたとき、又は同条
第二項に規定する添付書類の記載事項について重要な変更があつたときは、その旨を都道府
県の教育委員会に届け出なければならない。

第12条（登録要
件の審査）

学芸員の資格については、別途、再考する必要がある

一～四号を削除
第２項を追加：
都道府県の教育委員会は文部科学省が指定する博物館評価機関に、
登録審査に関する業務の一部を行わせることができる。
※専門的な評価機関を想定

極めて形式的内容。一度登録すれば再審査なし、でいいのか？手順
は１１条のところに記述
教育や研究に関する活動の内容を審査する項目がない、予算には現
れるかもしれないが、それをどうこうする基準なし。

「審査」は別機関で行い、原簿への「登載」は行政が行う。
具体的な登録や審査の要件は政省令で定めることとし、その際に開館
日数を定量的に定めることは、「大綱化・弾力化」の方向に逆行するた
め再考する

第１４条（登録の更新）を追加：
破綻法制を定めておく必要がある。特に資料や情報の継承義務を書く 「審査」と「登録」を分けた場合には、重要事項の変更は「再審査」とな
登録を受けた博物館は、登録後10年を超えない期間において、都道府 べき。
る規定を整備する必要がある
県教育委員会に登録の継続を申請し、審査を通過することによって更
新することができるようにする。

都道府県の教育委員会は、第11条第１項各号に掲げる事項に変更があつたことを知つたとき

2 は、当該博物館に係る登録事項の変更登録をしなければならない。
都道府県の教育委員会は、博物館が第12条各号に掲げる要件を欠くに至つたものと認めたと 登録後10年以上を経過しながら更新の申請が無い場合も含める。
き、又は虚偽の申請に基いて登録した事実を発見したときは、当該博物館に係る登録を取り消
さなければならない。但し、博物館が天災その他やむを得ない事由により要件を欠くに至つた
場合においては、その要件を欠くに至つた日から２年間はこの限りでない。

第14条（登録の
取消）

2

都道府県の教育委員会は、前項の規定により登録の取消しをしたときは、当該博物館の設置
者に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。
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１２条でいいのか？博物館倫理委員会などの勧告もできたほうがいい 同上
んじゃないか。
「天災その他やむを得ない事由」は、想定外のこと（ex:東日本大震災）
も考慮する必要がある中で、「２年間」と定量的に定めることは疑問

表1．博物館法改正に向けた逐条点検（３）．
第15条 （博物
館の廃止）
2

博物館の破綻はこれからたくさん出てくる。「資料の保全」義務は設置 「廃止したとき」とあるが、廃止は設置者の「一存で決定」できる仕組み
者と管轄の教育委員会にあるのではないか？
で良いのか
博物館の破綻法制、資料保全規定が必要（職員の雇用も？）
やむなく廃止する場合に、資料の扱い（行く末）について言及する必要
はないのか
不要。登録審査は全国一律、公平でなければならない。登録制度に地
都道府県ごとに異なる基準ができる恐れがあるため、登録「審査」は一
方分権は馴染まない。
元的に行うべき

この章に定めるものを除くほか、博物館の登録に関し必要な事項は、都道府県の教育委員会
の規則で定める。
削除
公立博物館の設置に関する事項は、当該博物館を設置する地方公共団体の条例で定めなけ 不要
ればならない。

第16条 （規則
への委任）
第17条
第３章 第18条（設置）

公立博
物館
第19条（所管）

第20条 （博物
館協議会）

博物館の設置者は、博物館を廃止したときは、すみやかにその旨を都道府県の教育委員会に
届け出なければならない。
都道府県の教育委員会は、博物館の設置者が当該博物館を廃止したときは、当該博物館に係
る登録をまつ消しなければならない。

2

第21条

公立博物館は、当該博物館を設置する地方公共団体の教育委員会（地方教育行政の組織及
び運営に関する法律（昭和三十一年法律第百六十二号）第二十三条第一項の条例の定めると
ころにより地方公共団体の長がその設置、管理及び廃止に関する事務を管理し、及び執行す
ることとされた博物館にあつては、当該地方公共団体の長。第二十一条において同じ。）の所
管に属する。
公立博物館に、博物館協議会を置くことができる。
博物館協議会は、博物館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べ
る機関とする。
博物館協議会の委員は、当該博物館を設置する地方公共団体の教育委員会が任命する。

廃止
登録申請資格に対する設置者や所管による制限は撤廃する

次の理由により博物館協議会の制度は廃止すべきである
・設置者にとって博物館協議会のための負担が大きく、その割に運営
の改善に対する寄与が少ない実態があること
・第9条（運営の状況に関する評価）による運営の改善に注力すること
が重要

博物館協議会の設置、その委員の任命の基準、定数及び任期その他博物館協議会に関し必
要な事項は、当該博物館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。この場合
において、委員の任命の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。
公立博物館は、入館科その他持物館資料の利用に対する対価を徴収してはならない。
公立・私立の区別なく、博物館は非営利の公共的施設であることを明
但し、博物館の維持運営のためにやむを得ない事情のある場合は、必要な対価を徴収すること 示した上で、入館者による費用負担は必要最小限に留めるとともに、あ
ができる。
らゆる人々の利用機会を担保しなければならないことを示すべきであ
る。

第22条
第23条 （入館
料等）

本条は第１章（総則）に移す。
国は、博物館を設置する地方公共団体に対し、予算の範囲内において、博物館の施設、設備
に要する経費その他必要な経費の一部を補助することができる。

第24条（博物館
の補助）

第3章として「博物館の振興」に関する章を新設すべきである。

この章は自治体の博物館行政上の義務にしたらどうか。館内の博物館
を地方の教育行政（社会教育・生涯学習う・学校教育）の中で位置づけ
ること、文化財保全活用計画にしっかり位置づけること、文化観光の中
での役割を定めること、それらと合わせて必要な支援や機能強化を行
うこと。
多くの博物館が教育委員会所管でない状況を（）の中で無理矢理に合
わせた。結果何を言ってるのかよくわからない条文に。

公の施設や指定管理の観点から、地方自治法に則った規定だろうが、
重複して（あえて）記述する必要があるのだろうか

地教行法の改正で、教育委員会所管の根拠（必然性）は失われたの
で、この際、改定してはどうか

妙に大げさ。アメリカ式の学校協議会に準ずる「民主的な運営のため」
の組織とされるが、その目的が明確でないため、運用も形式化してい
る。むしろ、博物館が、地域や関連機関などと対話の仕組みを持つべき
だという規定でいいのでは。

なんのために徴収してはならないのか、目的が明確でない。このため、 公立館であるが故に「原則無料」には、もはや無理がある
空文化している。
社会教育法の趣旨に則り、社会包摂のために図書館同様無料である
必要がある、という解釈も当然ある。法の目的と連動していない。より
多くの人に来場してもらうため、価格を下げる方が費用対効果が良い、
という場合もある。原則を書いて、目的を達成するための努力を要請し
たら良いのでは。
運営経費の補助でなく「施設、設備に要する経費」となってしまってい 公立館への補助対象である「博物館の施設、設備に要する経費その
る。施設再整備などは政令などで要検討。公立に限らない？
他必要な経費の一部」と、私立博物館への「必要な物資の確保」の相
違は、解消すべきではないか

2 前項の補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。
第25条
第26条（補助金
の交付中止及
び補助金の返
還）

第4章 第27条（都道府
私立博 県の教育委員
会との関係）
物館
2
第28条（国及び
地方公共団体
との関係）
第5章 第29条（博物館
雑則 に相当する施
設）

追加す
べき内
容

削除
国は、博物館を設置する地方公共団体に対し第二十四条の規定による補助金の交付をした場 同上
合において、左の各号の一に該当するときは、当該年度におけるその後の補助金の交付をや
めるとともに、第一号の場合の取消が虚偽の申請に基いて登録した事実の発見に因るもので
ある場合には、既に交付した補助金を、第三号及び第四号に該当する場合には、既に交付した
当該年度の補助金を返還させなければならない。
一 当該博物館について、第十四条の規定による登録の取消があつたとき。
二 地方公共団体が当該博物館を廃止したとき。
三 地方公共団体が補助金の交付の条件に違反したとき。
四 地方公共団体が虚偽の方法で補助金の交付を受けたとき。
都道府県の教育委員会は、博物館に関する指導資料の作成及び調査研究のために、私立博 実態がないのではないか？
物館に対し必要な報告を求めることができる。
都道府県の教育委員会は、私立博物館に対し、その求めに応じて、私立博物館の設置及び運
営に関して、専門的、技術的の指導又は助言を与えることができる。

こうした規定は、２４条第２項にいう「政令で定める」ではいけないのか
一般的な補助金の要項で規定されていること（再掲不要）ではないの
か

援助と相対する責務はなにか？私立ではあっても公共的機関であるこ 「公私」の別を無くせば、こうした規定も一括でき、本条は削除できるの
とを積極的に認める手法としての登録制度が必要。
ではないか

国及び地方公共団体は、私立博物館に対し、その求めに応じて、必要な物資の確保につき援 第3章として「博物館の振興」に関する章を新設すべきである。
助を与えることができる。
博物館の事業に類する事業を行う施設で、国又は独立行政法人が設置する施設にあつては 削除。相当施設はの制度は廃止し登録制度に一元化
文部科学大臣が、その他の施設にあつては当該施設の所在する都道府県の教育委員会（当
該施設（都道府県が設置するものを除く。）が指定都市の区域内に所在する場合にあつては、
当該指定都市の教育委員会）が、文部科学省令で定めるところにより、博物館に相当する施設
として指定したものについては、第二十七条第二項の規定を準用する。
登録博物館としての名称独占（要検討）

登録博物館のハードルをきちんと調整することで、相当施設と一体化し 「相当施設」という分類は廃止し、「登録」に一本化すべき
た登録博物館として運用したほうがよっぽどスッキリする

博物館法に書かれていないこと
・「国立」の博物館施設との関係、大学博物館との関係、研究機関との
関係
学術的拠点形成に課題
・博物館同士の連携
防災上の課題、地域連携の課題
・質の維持に関すること
評価だけでなく、登録や学芸員、職員の質向上にむけて

（追加というよりも、全体を通じて）
博物館の設置目的（使命）は、もはや社会教育施設というだけではな
く、観光さらには地域づくりへの貢献など、多様になってきている。こうし
た実態を、定義をはじめとした関連条項の記載にあたって配慮する必
要がある
法律制定時の、時代の産物とも言える表現・単語はこの際、修正して
おく必要があるのではないか
改めて、法律・政省令・望ましい基準で扱うべき事項が何か、基本を確
認しておく必要があるのではないか

-6-

