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いきいきかがやく元気なまち 

継承と刷新を極めた区立美術館がリニューアルオープン 
 

 

事業概要  時代を紡ぎ、そして先取る 究極の美術館  

  1979年(昭和54年)に開館した区立美術館の大規模改

修を実施し、国宝・重要文化財の公開許可が受けられ

る展示環境を整備します。また、来館者の休息の場及

びアトリエ等の貸出利用の充実によって、より魅力的

で地域に親しまれる美術館としてリニューアルしま

す。東京 23区で初めて開館した区立美術館として、こ

れまで好評を博してきた企画展の継承に加え、新たな

展示の可能性を追求した美術館をめざしていきます。 

 

    

事業の内容  2018 年 4 月より大規模改修のため休館していた区立

美術館は、6 月 28 日(金)にリニューアルオープンしま

す。リニューアルオープンの記念展は、同館を代表す

る展覧会の 1 つで 1981 年から毎年好評を得ている

「イタリア・ボローニャ国際絵本原画展」。さらに同館

の設計者「村田
む ら た

 政
まさ

真
ちか

」氏と、今回の大規模改修設計者

「柳
やなぎ

 学
がく

」氏の特別展示を同時開催し、リニューアル

記念グッズの販売も行います。そして、オープン初日

には関係各機関をご招待し、記念式典を開催します。 

今回の改修によって、国宝・重要文化財の公開許可を

受けられる展示環境や展示自由度の高いパネルを整

え、今まで以上に魅力的な企画展を開催可能とします。

また、セキュリティの強化によって展覧会会期外でも

館内施設の利用を可能とし、館入口付近に来館者が自

由に休息・交流ができるラウンジを設けるほか、トイ

レをリニューアルし、スロープを改善するなど、ユニ

バーサルデザインを推進します。 

 

   

 

PR ポイント 

★展示環境 

・国宝・重要文化財の公開許可が受け

られるよう、展示ケースのエアタイ

ト化(気密性・水密性を有すること)、

空調システムを整備 

・展示可能な壁面の増設など、展示空

間の拡張 

 

★地域に開かれた美術館 

・人の交流を生む“ラウンジ”や“赤ち

ゃんの駅”の設置 

・展覧会会期外のアトリエ等の貸出 

エントランスホール 

外観 
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 今回の大規模改修では、建物の長寿命化とともに、自

然と歴史と文化の里・赤塚における美術館の魅力をさ

らに高め、観光のスポットとしても充実を図ります。

そして、企画展に関連した講座の実施やアトリエの貸

出等により、区民の文化・芸術を振興します。 

同館は、江戸狩野派を中心とした江戸時代の古美術、

大正から昭和前期まで池袋モンパルナスと呼ばれた地

域に暮らした画家や、区内ゆかりの作家などの近現代

美術資料を収蔵しています。また、区とイタリア・ボ

ローニャ市との交流のきっかけになった「イタリア・

ボローニャ国際絵本原画展」をはじめ、長年にわたり

絵本に関連した展覧会を数多く開催し、全国から来館

者が訪れるほど高い評価を受けています。 

 実施の背景・目的 

   

    

 2019 年 5 月末      竣工 

2019 年 6 月 28 日(金)  リニューアルオープン 

 今後のスケジュール 

   

    

  

 

 予算  主管課・問い合わせ先 

 525,160 千円 

(内容) 改修工事、収蔵品管理等 

 区民文化部 文化・国際交流課 

  課 長 吉田 有   ℡3579-2016 

  担当者 池田 雄史  ℡3979-3251 

ラウンジ 

赤ちゃんの駅 

講義室 

アトリエ 

搬出入口 事務室 

1F 

ホール 

サイン 

WC WC 

研究室 

区立美術館 施設概要 

住所：板橋区赤塚 5‐34‐27 

敷地面積：2,333 ㎡ 

延床面積：2,086 ㎡ 

構造：鉄筋コンクリート造(一部鉄骨) 

地上 2 階建 

２階…第 1，2，3，4 展示室 

１階…講義室、アトリエ、研究室、 

ロビー、収蔵庫、事務室、ラウンジ 

展示室 

第 2 展示室 第 4 展示室 第 3 展示室 

受付 第 1 展示室 

エントランス付近 

●新規庇とアイストップになるサイン壁 

●エントランスホールの内装を一新 
●ラウンジ・赤ちゃんの駅の設置 

 

一階平面図 

 

展示ケース・展示パネル 

●エアタイト仕様の展示ケース 

の新設 

●展示パネルの性能、使い勝手、
意匠性を向上した 

外観 

●北面、東面の印象的な新規外壁デザイン 

●外断熱による施設全体の温熱環境の改善 

 
展示室 

●受付を別区画とし、自動ドアを 

設置 

●展示空間を拡張 

 

搬出入動線 

●人荷用エレベーターを新設し、 

レベル差を解消 

●外部、内部ともにスロープ 

勾配を改善 

二階平面図 

狩野典信(栄川院) 《大黒図》 

板橋区立美術館所蔵 
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いきいきかがやく元気なまち 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック機運醸成事業を実施  
 

 

事業概要  東京 2020 大会に向け、まちを歓迎ムードに  

  東京 2020 大会を来年に控え、JOC と連携したオリン

ピアンによるスポーツ事業等の実施や、まちに東京

2020 大会をイメージした装飾の展開をするととも

に、東京 2020 オリンピック期間前・期間中に小豆沢

体育館でトレーニングを行うイタリアバレーボールチ

ームの PR や受け入れ準備を行います。区全体で、年

間を通して絶え間なく、東京 2020 大会に向けた機運

醸成を図っていきます。 

 

    

事業の内容  (1)「オリンピックデーラン」の実施 

JOC と連携したイベント「オリンピックデーラン」の

東京都内自治体が主体となる初めての開催をめざして

います。スポーツの楽しさやオリンピックの価値を共

有する、世代を超えて楽しめるイベントで、2018 年

度は全国 8 会場で開催しています。 

(2)東京 2020 大会に向けた本庁舎、商店街等の装飾 

区内 3 商店街への街路灯フラッグ、小豆沢体育館及び

ナショナルトレーニングセンター周辺道路のガードパ

イプを装飾するとともに、本庁舎も含めて全体を統一

的なデザインで装飾し、区から東京 2020 大会を盛り

上げます。 

(3)イタリアバレーボールチーム誘致決定関連事業 

受け入れ準備を本格化し、チームのサポートや応援を

行うイタリアバレーボールチーム応援ボランティアを

創設・育成します。また、区内を巡回する誘致 PR 展

示やバレーボール教室の実施などにより、イタリアバ

レーボールチーム歓迎ムードを創出していきます。 

 

   

 

オリンピックデーラン北九州大会 提供：JOC  

本庁舎装飾イメージ 

小豆沢体育館 
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区民文化部 スポーツ振興課 課長 金子 和也 ℡3579-2650 
 

区民文化部 オリンピック･パラリンピック推進担当課  

課長 渡辺 五樹 ℡3579-2546 
 

産業経済部 産業振興課   課長 雨谷 周治 ℡3579-2170 

 

 

 区は、東京 2020 大会を来年に控え、東京 2020 大会

に向けて、既存の事業を含め様々な機運醸成事業や、

商店街をはじめとしたまちの装飾を展開し、東京

2020 大会を盛り上げ、レガシーにつなげていきます。 

 実施の背景・目的 

   

    

 2019 年 7 月 イタリアバレーボールチーム応援ボランティア募集  

9 月 オリンピックデーラン(開催予定) 

   本庁舎、商店街等の装飾 

2020 年 1 月 イタリアバレーボールチーム誘致 PR 

区内巡回展示 

 今後のスケジュール 

   

    

  

 

 予算  主管課・問い合わせ先 

  

 

  58,620 千円 
(1) 「オリンピックデーラン」の実施 

(2) 東京 2020 大会に向けた本庁舎、商店街等の装飾 

(3) イタリアバレーボールチーム誘致関連事業 

(4) その他機運醸成事業等 

オリンピックデーラン 

本庁舎、商店街等の装飾 

誘致 PR 区内巡回展示 

バレーボール教室 

イタリアバレーボールチーム 

応援ボランティア募集 

オリンピックデーラン北九州大会 提供：JOC 

イタリアオリンピック委員会と協定締結 
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いきいきかがやく元気なまち 

区独自のプレミアム商品券で区民のくらしを支援 
 

 

事業概要  区内商業活性化の起爆剤  

  2019 年 10 月の消費税率の引上げを見据え、区内の消

費喚起をすることで商業活性化を図るため、幅広い区

民が購入できる 10％のプレミアムが付いた「板橋区内

共通プレミアム商品券」を発行します。 

 

    

事業の内容  2019 年秋に、国で消費税増税に伴う景気下支え策と

して、低所得者・子育て世帯を対象としたプレミアム

商品券が発行される予定です。 

区では国の実施事業とは別に、区単独で対象者を絞ら

ず、幅広い区民が購入できる「プレミアム付き商品券」

を発行します。国のプレミアム商品券との混乱を避け

るため、最も効果的な時期を検証し発行する予定です。 

板橋区商店街振興組合連合会が実施する商品券事業に

対し補助金を交付することで、区内の消費喚起を図り、

商業の活性化を図ります。 

 

板橋区内共通プレミアム商品券 

(1)発行総額 11 億円 

※プレミアム分 1 億円含む プレミアム率 10％ 

(2)取扱店舗 区内共通商品券取扱店 

※板橋区商店街振興組合連合会に取扱店として登

録している店舗。ココミセ MAP(右図参照)を使

用すれば、地区ごとに取扱店舗が地図上に表示さ

れ、業種別検索も可能。 

(3)対象者 区内在住・在勤・在学 

 

   

 

2016 年発行 区内共通プレミアム付お買物券 
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 2019 年 10 月に消費税率は、8％から 10％への引上

げが予定されています。消費税増税を見据えた区内の

景気下支え策であるとともに、東京 2020 大会の機運

醸成、また、夏場の家電商戦やレジャーにも対応した

消費喚起を行うことにより、区内における消費拡大及

び商業活性化を図ることを目的として「板橋区内共通

プレミアム商品券」事業を実施します。 

 実施の背景・目的 

   

    

 発行時期未定  今後のスケジュール 

   

    

  

 

 予算  主管課・問い合わせ先 

 118,000 千円  産業経済部 産業振興課 

  課 長 雨谷 周治   ℡3579-2170 

  担当者 椎谷 真知子  ℡3579-2171 

板橋区 

商店街振興 

組合連合会 

区民 

商品券の 

販売 

購入 

取扱店舗

お 

サービス 

商品等 

商品券で

支払い 

金融機関 

商品券 

持ち込み 

換金 

報告 

補助金 

地域経済の

活性化 

板橋区プレミアム商品券の仕組み 区内共通商品券取扱店地図表示サービス 

ココミセMAP 

 

『商店街／団体』 

『業種』の選択で 

より絞り込んだ 

検索が可能！ 

ココミセ MAP 

二次元コード 

ハッピーロード大山商店街 
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