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平成 24 年度 第１回 八戸市美術館運営協議会 

 

 

・日 時  平成24年７月13日(金) 午後４時 

・場 所  八戸市美術館 ２階 講義室  

・出席委員 坂本会長、米内副会長、寺地委員、西川委員、蛭子委員、 

藤澤委員、三浦委員 
 

・事務局  古舘部長、在家次長、山田館長、大嶋主幹、伊藤主査、 

寺下主事兼学芸員 

・傍聴者  １名 

・次 第  (1)開会 

         (2)会長挨拶 

         (3)案件 ①平成23年度事業実績報告 

             ②平成24年度事業実施状況 

             ③広報活動について 

 

 

                                        

 

 

 

●事務局 

本日はお忙しいなか、お集まりいただき誠にありがとうございます。  

ただいまから、平成 24 年度第１回八戸市美術館運営協議会を開会いたします。  

本日の協議会は、委員定数８名中７名が出席されており、八戸市美術館運営協議会

規則第４条第２項の規定により、会議が成立していることをご報告いたします。  

本日の会議は公開となっております。傍聴者は１名ですのでご報告いたします。 

  続きまして、事務局職員を紹介いたします。  

 

(事務局紹介) 

 

●事務局 

それでは、ここからの議事進行は会長にお願いしたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 

●会長 

それでは私の方から一言ご挨拶申し上げます。 

前回、２月に協議会が開催されたときも申し上げましたが、私は常々この地域の活
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性化、八戸の活性化を考えたときに、やはり地域文化の理解ということをいつも唱え

ておりまして、住むからには地域のことを十分理解して、「ああ、いいところだな」と

思いながら、今度は他の地域の方に良さを伝える役割というものを考えております。

地域の活性化には地域文化の理解が必要であるということをすごく感じております。

文化という中でも、ここは美術館運営協議会という場ですけれども、美術館・博物館、

考古館とかですね、いろんな周辺の施設も含めまして、それらが連携して密に活性化

につながるようなことをやっていければ最高だと考えております。この協議会で話し

合われた内容が地域の活性化に少しでも結びついていくような形になればと思ってお

ります。今日は忌憚のないご意見を寄せていただければと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 

それでは、次第に従いまして進めさせていただきます。 

案件１の「平成 23 年度美術館事業実績報告」につきまして、事務局よりご説明をお

願いいたします。 

 

(資料１について説明) 

 

●会長 

ありがとうございました。ただいまのご説明に対して何かご意見、ご質問等はござ

いませんでしょうか。 

  では私の方から、６ページに年度別入館者数が書いてありますが、昨年度はその前

年の赤塚不二夫展に比べて大分減ったようです。ざっと見ますと平成 18 年度以降で一

番少ないようですが、これは人口の減少とか市の他施設も全体的に減となっていると

か、何か見解はあるのでしょうか。  

 

●事務局 

市全体のこういう動きというのはなかなか把握できないんですが、美術館は人気が

ある企画物をやったときには非常に人が来ますし、ちょっとでも外れてしまえば人数

が落ち込むし、内容によって結構増減してしまうところがあります。実際、平成 22

年度の 44,868 人という数字は、これは開館当初から数えても１番か２番に入るくらい

の数字を稼いでいます。冬休みに開催したトリックアート展、これだけで２万人を数

えています。それを除くと、その他の企画物では平年並みの数字になります。ですの

で、平成 23 年度は前年に比べて３万人にならかったというところもありますが、これ

は赤塚不二夫展で人数を多少稼ぎましたが、その他の催し物では思うように伸びなか

ったという形で、今のところ捉えております。 

 

●会長 

ありがとうございます。その他に何かございませんでしょうか。  
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●委員 

関連ですが、この年度別入館者数を見ると去年までは 29,434 人ですが、市民ギャラ

リーの方はそんなに落ちていないのです。自主事業が大体 37 パーセントくらいですか

ね。あとは市民ギャラリーが６割以上を占めている。その辺のバランスとか、出し物

を今後少し考えたほうがいいのかなと思います。 

  それから次に開催している福勢喜一展も、作家１人だけだともったいないので、あ

と２人くらい混ぜるともっと人が入るのかとか、そういうことも考える必要があるの

かなと私は感じております。我々の団体も、去年は市民ギャラリーの人数が若干落ち

ていますが、大体平年並みできています。イベントの人数は上向きになってきていま

す。あとは自主事業の関係ではないかなと思っています。 

 

●会長 

ありがとうございました。その他にございませんでしょうか。  

無いようですので、続きまして案件２の「平成 24 年度美術館事業実施状況」につい

て、事務局よりご説明をお願いいたします。 

 

(資料２について説明) 

 

●事務局 

「魔法の美術館」がどのような展示かイメージ映像がありますので、他施設で開催

したときのＤＶＤ映像を今から流したいと思います。  

 

●会長 

そうですね、ではお願いいたします。  

 

(「魔法の美術館」ＤＶＤ再生) 

 

●事務局 

大体こういう内容の展示になりますので、いつものような絵の展示とは全く違うも

のになります。 

 

●会長 

今の映像に出てきた作品そのものではなく、これに類する作品が展示されるのでし

ょうか。 

 

●事務局 

このようなパターンで随時新しい作品が来たり、あとは同じ作品が来る可能性もあ

ります。あとはチラシに載っているような作品が展示されるかもしれませんが、仕掛

けとしてはこういったものを体感型で展示する、ということになります。  
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●会長 

非常に興味深くおもしろい内容ですね。作品が動画と共にイメージとして伝わって

いけばたくさん人が集まる気もするんですが、この映像を勝手に使うことはできない

でしょうし･･･。このイメージを紙媒体だけではなく動画でも伝えることができれば、

すごくいいと思うのですが。  

 

●副会長 

動画をホームページに載せることはできないんですか。 

 

●事務局 

そのためには展覧会の出品作が決まって、それと同じ作品の映像が流れないと、見

た人は「映像で見たのと展示されているものが違う」ということになりますので、こ

れから内容を詰めていけば可能ではあると思います。  

 

●会長 

他に、何かご意見ご質問等はございますか。  

 

●委員 

資料について要望を一つ申し上げておきたいと思います。実施済の事業についてで

すが、できれば各展覧会の開館日数や１日当たりの入館者数等を書いていただければ

見やすいと思いますので、よろしくお願いたします。  

 

●会長 

他に、皆様の方からご質問等ございませんでしょうか。  

では私の方から、次の案件３に関連してくることだと思いますが、資料５ページに

絵本原画展期間中のまちなかでの連携事業があり、非常に多くの企画がこれに付随し

てあるわけですけれども、このチラシによる効果というか、行事への人の入りがどの

程度だったか知りたいのですが。 

 

●事務局 

美術館とまちづくり文化推進室との連携事業ということで実施したのですが、平成

23 年４月に美術館が教育委員会の博物館から独立し、まちづくり文化観光部の所属に

なりました。そのことを鑑みて、中心街活性化に美術館も一役買おうということを考

えまして、美術館とまちなかの人を回遊させる目的で連携事業を行っております。去

年の赤塚不二夫展から始めまして、今年は絵本原画展です。絵本原画展に関しまして

は、はっちで絵本の読み聞かせを２回やっております。参加人数は１回目が 30 人、２

回目が 43 人とはっちから報告されております。 

それから絵本の朗読と演劇と音楽をコラボレーションさせた「絵本ミニミニ劇場」

を５月５日の子どもの日に午前・午後と２回開催いたしました。はっちのシアター２

を使いまして、参加者数は 281 人でした。期間中、はっち館内・こどもはっち・美術
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館を回るスタンプラリーを実施しまして、スタンプが全部集まったら飴をプレゼント

するという内容でした。５月５日のミニミニ劇場を見た人たちが終わった後に美術館

に来てくれて、その日の入館者数が１番多かったです。ですので、連携事業としては

一応完了させた形になるかと思っております。  

  それから美術館に来た人にはチケットをお渡しします。そのチケットを持ってまち

に出ていただくと、連携を組んでいただいたお店でサービスが受けられるという事業

も行いました。連携いただいたお店は 14 店舗で、アンケートを実施し利用者数を確認

しました。大まかにしか数えていないか、カウントしていないお店も結構あったよう

ですが、おおよそ 110 人という結果を残しているようです。ただ、このチケットサー

ビスはお店側の負担となるため「当日限り有効」という規制をかけたところ、時間が

なくて行けなかった等のお声もいただいていたそうです。あくまでもお店側のサービ

スに関わることですので、そういうお声をいただいたということをご報告して、今年

の冬に行う「魔法の美術館」でも引き続き同様のサービスを実施したいと考えており

ます。 

 

●会長 

ありがとうございました。こういう企画は今まで無かったような気がします。今ご

報告いただいたように、それなりに評価できるような人の回遊があったのであれば、

非常にこれは今回の広報も含めて良かったのではないかと思っております。比較する

ものがないので何とも言えないですが、やはり仕掛けとして当初予定したものがどの

ような状況であったか、そういったアンケートも少しやられたということですので、

それもまた今後に活かしていければいいのかなと思いました。 

  その他、皆さんの方から何かございますか。 

無ければ、続きまして案件３の「広報活動について」に入りたいと思います。事務

局よりご説明お願いいたします。 

 

(資料３について説明) 

 

●会長 

ありがとうございました。 

  それでは皆さんの方から、もっとこういう広報をしたらいいのではないかとか、今

後どのようにしたらいいかとか、いろんな観点があると思いますのでご発言いただけ

ればと思います。特にこれから冬のイベントとして光と映像の展覧会を開催するとい

うことですしね。 

  資料には広報の現状が掲載されておりますが、コメント等があればお願いいたしま

す。全体にわたってやり尽くしているだろうというところもありますが、伝わり方と

いうのは、個人個人が興味を持つか持たないかでただ過ぎ去っていくものと、やはり

普段から何気なく聞いていて「あ、聞いたことがある」とパッと見てしまう、それで

広告効果が倍増するという形もあると思います。いかに周りの人々の心を動かすか、

が大事だと感じます。小中学生の若い人が対象であれば、教育機関の役割も大きく関
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わってくるだろうと思います。  

何か、ご意見をお持ちの方はございませんでしょうか。 

 

●委員 

先日、絵本原画展を見に来ました。その後、本校の子どもたちに美術館で展覧会を

やっていると話をしたとき、やはり子どもたちが今まで目にしたり耳にしたりしたも

の、例えば「三びきのやぎのがらがらどん」とかは、小さいときに絵本で聞いている

子供たちもいますよね。それから国語の教科書に載っていたような題材とかだと子供

たちも「あぁ」と反応するんです。先ほどの視覚に訴えるような広報であれば別でし

ょうけれども、ただ印刷されたチラシだけではやはり分からないというか、興味が湧

かない。小学生の場合ですけれども、どうしても美術館に足が向かないということも

あるのではと思ったのです。自分が小さいときに聞いた絵本であれば、やはり反応は

ありますね。 

 

●会長 

やはりそうですね。他に皆さんの方から何かご意見ございますか。 

 

●副会長 

「魔法の美術館」は、はっちとの連携事業はやらないのですか。 

 

●事務局 

これについては計画があります。会期が１か月くらいありますので常時それをやっ

ているわけにはいきませんが、ある程度の期間を対象にやりたいと思っています。 

 

●副会長 

分かりました。 

 

●事務局 

出品作家とワークショップでコラボレーションして作ったものを展示するとか、そ

ういう形では考えています。その他、12 月１日から「まちなかイルミネーション」が

始まりますので、「光」ということで関連して事業を進めたいと思います。関連事業と

して対応できるところは一応話し合いを進めております。まだ具体的に決まっておら

ず、美術館の出品作品が決まらないとスタートできないという事情もありますので。 

 

●会長 

その他にございませんか。 

 

●事務局 

現在、はっちと美術館、そしてまちなかの商店との連携を担当しているのがまちづ

くり文化推進室になりまして、できるだけ各方面に連絡を取るようにしていますし、
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特別展に向けた準備等もスケジュールに入れた上で動いています。そういった館外で

のイベント等も合わせて楽しんでいただけるようにしたいと思っています。 

 

●会長 

期待したいところですね。 

 

●事務局 

イルミネーション担当もまちづくり文化推進室ですので、それぞれの施設が効果的

に絡み合えるような状態を作っていけるよう考えているところです。 

 

●会長 

ありがとうございました。  

それではここでフリートーキングにしまして、皆様が最近得た情報とか、こういう

ことを考えているとかお話をしていただければと思います。それでは○○委員からお

願いします。 

 

●委員 

広報についてですが、新聞媒体ですと文字だけの掲載になるんでしょうか。 

 

●事務局 

新聞社が来て取材していく場合、文字のほかに展示室の写真も載ります。その他に

広告を出していただくということで美術館からお願いするときは、なるべく内容が分

かるように写真等を必ず入れて、予算の関係もありますが、できるだけカラーページ

に載せるようにはしています。 

 

●委員 

自分が一番目にするのは、やはり「広報はちのへ」なんですよね。一番見やすいと

いうか、美術館の情報はここにある、という感じで。新聞だとどうしても見逃してし

まうんです。いつ記事が載っているかも分からないので、もう少し有用に新聞社に働

きかけたらいいのかなと。私もこれから注意深く気を付けて見るようにします。記事

は展覧会が始まる少し前に載るんでしょうか。 

 

●事務局 

会期中に１回の掲載というと、そこを見逃してしまうともう目にできないんですよ

ね。ですので、新聞社さんの広告の中身にもよりますが、４週間にわたって連続で載

せるというパターンを持っているところもありますので、なるべくそういうところに

お願いしようかと。記事は少し小さくなりますが、回数を増やす、あるいは広告みた

いな特集ページに載せるものと、別チラシになってコンビニエンスストアや量販店に

これが置かれるという広告の方法もありますので、なるべく多くの期間に載るような

形を選んで載せてはいます。 
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●委員 

そうですね。そのほうが複数の方が目にすると思います。 

 

●会長 

  確かにそうですね。○○委員はいかがですか。 

 

●委員 

最近、本校の生徒や卒業生が展覧会をやる機会が多く、今年ははっちで６回、それ

から美術館も利用していますが、自分たちで自発的に小さいグループ展をやるとか、

そういう機会が増えてきました。はっちは大分使いやすい印象があり、イラストの展

示が多いものですからイメージを付けやすいのかと思います。  

  今お聞きしたように、両施設が連携していることはすごくいいと思います。全然連

携を取り合わなくてバラバラに動いたりする場合が多いので、こういうことはすごく

大事だと思います。是非続けてほしいと思います。  

 

●会長 

ありがとうございます。それでは○○委員、いかがですか。 

 

●委員 

先ほどの○○委員のお話と同じで、美術館の情報はここを見れば必ずある、という

決まりの窓口というものが、それこそ広報はちのへしかなかった印象があり、すごく

もったいないと思います。常に情報発信しているはっちを使うような形で載せて、リ

ンクさせる感じで使ったらどうなのかなと思ったりもしていました。 

 

●会長 

そうですね。 

 

●事務局 

はっちで「はちみつ」という広報誌を作っていまして、毎月ではないですが、裏の

最後のスペースに美術館や博物館、是川縄文館等の今後のイベント情報を載せてもら

っております。はっちで随時出しているチラシ類にも一応載せていただくような形で

はお願いしています。そういう意味では、今始めたばかりですが、市民の方にも少し

は目にしていただけるかと思います。  

 

●会長 

大学にも送られてきていますので、学生にどんどん配布していますけれど、自宅に

は入ってきていないようですね。そこはちょっと課題かもしれないと思いました。  

  今、皆様にご発言いただきましたが、その他に何かご意見やご発言はありますか。 
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●副会長 

例えば○○展はあまり人が来なかったとか、△△展は非常に入館者数が多かったと

いうことがあると思いますが、展覧会の内容を決めるとき、専門的なことも必要だと

思いますが、皮膚感覚のようなものも非常に大事なのかなと思います。入館者数を多

くしたい、そういう面から見ると、今年の冬にやる「魔法の美術館」はすごくいいと

思います。企画する方々がその感覚を大事にしないと、いい作家だけではなかなか入

館者は多くならない気がします。難しいことかもしれませんが、どういうものが好ま

れているか、たくさん人が来てくれるか、若い方々にもいろいろ聞くとか、さまざま

調べてみるということで、そういった理屈とか理論的なものではなく、皮膚感覚にし

てしまうようなものでもって、それも選ぶときに大事なところだという気がします。

そうでないと、ある特定の人にはとてもおもしろいというものだけでは、なかなか人

が集まらないのではないかと思ったところです。 

 

●会長 

テーマの選定についてですね。  

 

●委員 

やはりそうでしょうね。この間の絵本原画展も、先ほど発言があったように子ども

時代に読んだものとか、何か馴染みのあるものであれば親子で来るとかね。 

それからはっちと連携・リンクするのはいいけれど、絵本の読み聞かせは美術館で

もやった方がいいと思います。美術館でやった方がもっと人が来たかもしれないし、

絵も展示してあるし、その辺も考慮していただければもっといいのかなと思っていま

す。 

 

●会長 

美術館に学生があまり来ないと聞きますが、本校の学生は２千人位、市の人口にす

ると大体１パーセント位でしょうか、それと高校生も少ないということで先日学生と

話をしたんですが、今の若い子たちはコミックやイラストに非常に興味があるようで

す。考えてみますと、コミックを活用した町興しなどが各地で開かれていたりしてい

ます。デーリー東北にも高校生がイラストを投稿して、自分のものが載ったと仲間で

賑わっているところを見ると、有名なイラストを描かれている方の作品の展示など、

何かイベントみたいなものが立ち上がったらおもしろいのかなと感じました。 

他に皆さんの方から、何かご意見ございますか。 

 

●委員 

先日の絵本原画展で、はっちとコラボして連携事業を実施したわけですが、美術館

がはっちの事業と連携するという逆の場合はあるんですか。 

 

●事務局 

現段階ではありません。美術館の事業にはっちが連携事業をかぶせるという形にな
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ります。 

 

●委員 

はっちと美術館の在り方にも関係すると思いますが、連携事業をすると、 1 つの空

間ができるわけですよね。だから今聞いていて、はっちからの働きかけが多いのかな

と、ふと思いまして。 

 

●会長 

はっちと美術館がこれだけ連携しているのであれば、入館者数についても、美術館

とはっちの空間を１つとして捉えて、両方合わせて○○○人だとか、そういう評価も

できるのかなと思いました。せっかく一緒にやっていますので、そういう評価方法も

あるのではと思いました。 

  今日、実は学生に更に問いかけてみて、「美術館によく行きますか？行きたいです

か？」という話をしたんですが、市内に住んでいる子が「美術館は場所が分かりにく

い」と言っていて、「市のイメージ＝メインストリート」なわけです。そこからちょっ

と外れただけでイメージが掴めなくなってしまっている。美術館は街の外れだと多く

の学生が考えているようです。せっかく今、はっちと美術館とで連携を組んでいます

ので、この道筋がきちんと出来ていけばいいのでしょうけれども。先ほどお話があり

ましたが、読み聞かせを美術館で実施したり、ということを繰り返すことによって美

術館のイメージが高まってくるだろうと思います。はっちと美術館が、1 つの活動体

だと捉えてもいいのかなと。 

 

●事務局 

やはり、施設として目立たないという部分もある程度大きいのかなと思います。そ

れから年度別入館者数を見てお気付きかもしれませんが、平成 14 年度からの自主事業

参加者は毎年１万人を超えています。全体的に長いスパンで見ますと、利用者数は少

しずつ増えていると思いますが、更に増やすための工夫が必要だろうということにな

ります。美術館に行きにくいというよりも、目立たないということのほうが一般的な

のかもしれません。 

美術館がまちづくり文化観光部に移管した理由の一つは、やはり、もう少し外部と

の関係性を作りたいということと、もう一つは公会堂も含めて同じまちなかにあると

いうことを皆さんにＰＲしたいということです。やはり「街」というのは文化が一番

蓄積されている場所ですので、文化施設があって当然だと、そういう考え方をしてい

きたいというのもあります。ですから、美術館の目立たない部分をできるだけいろん

な形で工夫してみたいと思っています。展示の中身としても、いわゆる美術という絵

画や彫刻というイメージよりは、若い人たちの感覚を受け止めるということも大事だ

と思いますので、そこにどう入り込むか。一昨年のトリックアート展や今年度予定し

ている光を取り入れた展示は体感型的な展示ですので、そういった部分を強調しなが

ら来館してもらえるようにしなければと感じています。おそらく若い人達は絵画や彫

刻だけでは物足りないだろうという気がします。これから美術館で工夫しながら、ま
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た市としてもまちなかでの活用の仕方も含め、はっちとの連携等も含めながら工夫し

ていきたいと思います。 

 

●会長 

ありがとうございます。そのほか、何かご意見はございませんか。 

それでは私の方から、広報活動は先ほどご説明いただいたように一通り実施されて

いるようですが、広報誌が届いてまちなかに来るといった場合、美術館を主目的に来

るのか、それとも買い物のついでに美術館に寄るのか、ということを考えます。街に

買い物に行ったときに実は駐車場が非常にネックになっているようで、面倒くさいか

らもういいや、となるようなんです。せっかく美術館に何気なく行ってみたいと思い

つつも、行かないまま過ごしている人がたくさんいるのが少し残念な気がしています。

まちづくりの中でいつも駐車場の話を聞くので、何とかならないのかというのがあり

ました。それから、あるお店で何千円分の買い物をしても駐車代が全然無料にならな

かったとかですね。 

２月上旬にはっちで講演があり私も聞きに行ったんですが、そのとき、お客さんに

「八戸の悪いところはどんなところだろう」と講演者が質問したんです。そしたら数

人が手を挙げて、五戸から来た方が駐車場の件をずばり言っていて、私もそうだろう

なと思いながら聞いていました。そのぐらい、いろんな方が八戸のまちなかの駐車場

はネックだと思っている。まちで買い物をしても、時計を見ながらあと 10 分以内にこ

こを出なければ料金が上がるのでもう帰ります、というような場面が数々挙がってき

まして、せっかく美術館に行きたいと思っていても、ちょっと駐車場に車を入れるの

が面倒くさくてネックになっていることもあるかと感じておりました。ついでにはっ

ち、美術館、そして歩行者天国とか回遊という話があるわけですが、歩行者天国をや

る日だけでも、まちなかの全駐車場を無料にするとかしたら、すごく賑やかになるの

ではないでしょうか。たくさん人が来るのではないかと思います。 

 

●委員 

十和田の官庁街の桜を仕事帰りに見に行ったことがありますが、その時は駐車料金

は無料でした。これだったらまた来てもいいな、と思いました。 

 

●委員 

よく言われている問題ですね。はっちも結局は駐車場がなくて、裏側の番町スクエ

アですか、あそこは少しスペースがありますが、少ししか置けないようです。 

美術館の駐車場も 14～15 台分しかスペースがありませんから、我々も利用するとき

は受付スタッフの問題だとかいろいろあるんです。ですから、そういう問題は常につ

きまとっているわけですよ。はっちに入っている会員もいるんですが、ユニバースの

駐車場を月契約で自分で借りています。そういう状況です。やはり中心街の高価な土

地ですからなかなか難しいとは思いますが、それが一番ネックだと思います。時間制

限で帰りますからね。 
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●会長 

そうすると民業圧迫というか、ちょっと問題があるかもしれませんね。 

 

●委員 

はっちオープンのときには中心街の全駐車場を無料にしたらどうかという声もあっ

たんですが、やはり民営圧迫ということでできなかったようです。ですから、そうい

う考え方もあるんです。 

 

●会長 

せっかくまちなかに来る要素を持っていながらも、来ることができないような状況

ですね。 

 

●事務局 

中心市街地の方も私の部署が担当ですので、ご指摘の部分は課題として聞いており

ます。「おんでカード」と言う共同駐車券があるんですが、なかなか普及が進まないん

です。去年の歩行者天国のときにこのカードを皆様に差し上げますと言ったんですが、

何百枚と用意したのに貰っていく人は 30 人しかいなかった。まだ制度そのものが普及

していないというところがあります。ただ、実は中心市街地では駐車場は飽和状態な

んです。それが結局、使用料が利用者のほうに返っていく形になっているので誰も来

ない。便利だとは思っていても･･･という状態です。郊外店の場合は、駐車代はテナン

トが負担しているんです。どうしてもそういう形が中心街ではつくれないと、利用者

にとっては負担が大きいという形になります。そのため、おんでカードというものを

作ったんですが、皆さんにまだ十分に知れ渡っていないので、商工会議所さんとかと

相談しながら、便利さも含めてもう少し利用者が使いやすい形、何らかの形で無料に

なるようなシステムをつくらなければいけないと感じています。 

 

●会長 

ありがとうございます。 

他に、皆さんからご意見等ありましたらお願いします。  

 

●委員 

１階に洋式トイレがありますが、２階・３階も何とか努力して洋式に変えてもらう

ように要望していました。何とか対応していただきたいということでお願いをしてお

きたいと思います。 

 

●会長 

そのほかにございませんか。  

私も一つ質問があるんですが、来館者の数や各イベントの参加者数等、これは人数

だけの把握なんでしょうか。年齢構成なども調べているのでしょうか。 
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●事務局 

入館料徴収の際に、一般の方なのか大学生、小中学生なのか、ということで料金が

変わってきますので、そこで把握しています。 

 

●会長 

どういうイベントにどういう層の方が来ているかということが分かれば、今後の運

営上、新たな提案が生まれそうな気がします。また、アンケートをよくやられると思

いますが、このイベントを何で知りましたか、とかですね。今、美術館がこういう状

況ですので、この施設を守りながら運営するという意味でも、アンケートをやれる方

にはお願いして、その状況を探るのもいいのかなと思いました。ちょっとした提案で

す。 

 

●事務局 

入館者数については、次回から一般の方が何人とか分かるように作成したいと思い

ます。アンケートについては、何年か前に実施したことがあります。その後は実施し

ておりませんので、今後、考えさせていただきたいと思います。 

 

●会長 

先ほど広報の資料が出ていましたが、何を見て美術館に来ました、というのがある

程度分かれば、効率のいい広報の仕方というものが探れるのかなと思いますので、是

非お願いしたいと思います。  

 

●事務局 

アンケートについてですが、教育普及講座の際に、申込者に「この講座を何でお知

りになりましたか」と確認しています。ただ、展覧会に関しては来館者一人ひとりに

聞くわけにもいかないので、そこの部分は実施できておりません。講座に関しては、

そういった方法で把握するようにしております。 

 

●会長 

文章をいっぱい書くアンケートよりは、丸をつけてすぐ出せるような簡単なもので

もいいかと思います。 

  他に皆さんから何かございますか。  

 

●副会長 

ちょうど今日ＮＨＫの教室があり、モデルさんの撮影会に行った方が、背景がすご

く変わったところで写していました。どこで撮影したのか聞いたら、十和田の現代美

術館前の草間彌生の作品の前で撮影したそうです。ケバケバしいといえばそうですが、

あの感覚というのは、先ほど部長さんもおっしゃった「目立たせる」「若い人を引き付

ける」というのはすごくいいと思います。例えばあそこに、舟越保武のすごくいい作

品がいっぱいあったと考えたとき、なかなか今言ったようにはならない。好きな人は
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行くけれども。今言った草間彌生も、ああいう感覚は一般の人を引っ張るのかなと感

じています。あの作品を撮影しに行くわけではなく、撮影の背景に使うために行くと

いうことで、結構皆さんそうやっています。しかも、彼女の作品だと知らずに行って

いる人もたくさんいるわけです。とにかく、きれいだとか派手派手しいとか、そんな

感覚で行くんです。何となく行きたくなるような、また、行ってみたいと感じるのか

もしれません。そういった感覚や、何かを目立たせることはいいのかもしれないとい

う気がします。 

 

●会長 

そういうことが実現できればいいですね。やはり予算の問題もあるので難しい面も

あるかと思いますが。 

 

●委員 

美術館の外壁に、思い切って何かを描いてもいいんじゃないでしょうか。ぐるっと

色をつけてキューブみたいにするとか。 

 

●事務局 

そういう方向もあるでしょうし、屋根からロッククライミングをやっているような

人形を取り付けたらどうだろうか、と昔考えていましたけれどもね。 

 

●委員 

いいんじゃないでしょうか。 

 

●委員 

何か考えたほうがいいですよ。長年経っていますから、何かやらなければだめです

よ。 

 

●事務局 

今年は光を取り入れた展覧会もあるので、その辺も含めながらもう少し考えていき

たいと思います。 

 

●委員 

東京にある小さな美術館で、人がいろんな表情をして手や足を動かしている小さい

彫刻を塀沿いに展示しているところがありました。 

 

●会長 

一体一体ですか？ 

 

●委員 

そうです。考えれば、いろんなアイディアがありますよね。 
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●事務局 

私どもに対する期待はあると思いますが、警察や消防の跡地もあり、敷地的には市

が持っている分よりも広いんですよ。そうなると、骨格を固めるまでにもそれだけ時

間がかかりますので、少なくてもあと 10 年くらいは必要かと思います。 

今、新しい施設を建てるといった場合、例えば美術館専用だとか○○専用だとかと

いう単体の建物よりは、様々な使い勝手を踏まえて複合形の公共施設をつくるケース

が増えています。ですから、そういった部分の大枠を決めることを考えると、やはり

どうしても時間はかかってしまいます。この建物そのものはもう 40 年を経過している

ので、引き算すると 10 何年後かには限界ということになるかもしれません。いずれに

しても早急に形が固まるということはないと思いますので、そういう意味では腰を据

えて施設を使い倒すということになると思います。  

 

●委員 

高校などの団体だと、まず一番に「広いところがない」というのが問題なんです。

実習をしたい時に、まちなかにそういった場所がないんですよ。はっちオープン時に

期待していたんですが、なかなか使える場所がなく、大変残念だと思っています。ワ

ンフロアだけでも広いところがあればどうにかなるのに･･･と。 

今のお話ですと、新設は 10 数年後ということになると思うんですが、いろいろな都

市のお話を聞いている中で、市で美術館を持っているところは少ないですし、八戸市

はそれだけでもすごいことだと思います。卒業生や小さな絵画教室の団体が美術館で

展覧会をやれるというのは、割と敷居が低いです。県立美術館とかになってしまうと、

なかなか入っていけないですし、そういう意味では幸せだと思います。本当に面積が

ないというのが一番困っていて、例えばラピアホールでやったり、あそこも狭いです

けれども。あとは公会堂や公民館の地下ですかね。あそこでは高文展をやるんですが、

大体にして人が来ませんし、本当に何をやるにもそういう場所がないんですよね。 

 

●事務局 

中心街を見てみると空き店舗が目に付きますけれどもね。 

 

●委員 

そうなんですよね。ヴィアノヴァの３階以上は何も入っていないんです。ここを使 

ってもいいですよと言われたことがあるんですが、狭くて使いにくく、展示しように 

も壁がなく照明もないので、ちょっと無理でした。 

 

●委員 

私も１万円で貸す、とかいろいろ聞いていました。 

 

●委員 

空いているところはいっぱいあるみたいなんですが、使えるような形でないと･･･。 
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●委員 

本当ははっちにワンフロア作れば良かったんですよね。私も何回も言いました。私

は「こどもはっち」ではなく「老人はっち」を作ったらと言ったんですよ。そうすれ

ばいろいろ使い勝手があったんです。これはもう言ってもしょうがないですけれども。

旧長崎屋も、あと２～３年はかかるでしょうからね。 

 

●会長 

ありがとうございました。他に、何かございませんか。  

無いようですので、これで終了したいと思います。事務局にお返しします。  

 

●事務局 

  委員の皆様から貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。今後の参考に

させていただきます。 

  それでは、以上で本日の協議会を終わらせていただきます。お疲れ様でした。  

 

 

 


