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平成 24 年度 第２回 八戸市美術館運営協議会 

 

 

・日 時  平成25年２月20日(水) 午後２時～午後３時10分 

・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、戸来委員、三浦委員 
 

・事務局  古舘部長、在家次長、山田館長、伊藤主査、寺下主事兼学芸員 

・傍聴者  ０名 

・次 第  (1)開会 

         (2)会長挨拶 

         (3)案件 ①平成24年度事業実施状況 

             ②平成25年度展覧会開催計画 

 

 

                                        

 

 

 

●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２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８名全員が出席されており、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。傍聴者はおりませんのでご報告いたします。 

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。 

先日、美術館で行われました特別展「魔法の美術館」を見に来ました。駐車場が車

でいっぱいで非常に盛況で、次から次へと来場者が来る状況でした。非常に嬉しく思

いましたし、こういった活動が続くことによって、美術館の来場者がさらに増えるの

ではないかと感じていたところです。つい１週間前に八戸市内で工業大学感性デザイ

ンフェスタとして１年生から４年生までの行事を開催させていただきました。その一

部を美術館でも開催しました。場所は、美術館、はっち２・３階、チーノ、ＮＨＫと

計５会場でした。３日間の来場者を見ますと、はっちは２階が約 400 名、３階が約 300

名、美術館は約 200 名、チーノは約 350 名、ＮＨＫは約 130 名でした。この数字は、
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開催する前からある程度頭の中で比率は分かっておりました。予想どおりになるのは

どういうことかと言いますと、それは場所の問題です。美術館そのものの空間の問題

など、街の中を巡回していていろいろ考えながら活動していました。限られた条件の

中で、市の活動も含めて美術館の運営や活性化をさせるためには何が必要かを一生懸

命考えた時間だったと感じております。 

本日も委員の皆様方からいろいろなご意見をいただければと思いますので、どうぞ

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 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１説明) 

 

●会長 

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、「魔法の美術館」で開館時間延長を実施したようですが、すごく素

晴らしい取組だと思います。これは広報等で、あらかじめ周知されたのでしょうか。 

 

●事務局 

  開館時間延長はあらかじめ決めておりましたので、リーフレットや広報等に掲載し

て周知しました。 

 

●会長 

それから「魔法の美術館」案内補助としてボランティアの方がたくさん入っている

ようですが、私の学校の生徒も見に行って、すごく良かったと言っていました。そこ

でボランティアの話題になったんですが、このボランティア活動はどのような形で仕

掛けたのでしょうか。 

 

●事務局 

  もともと美術館ボランティアは１年間の登録制で在籍しております。毎年 40 名近く

登録していますが、この方々に午前・午後の交代制で２～３人でシフトを組んでもら

い、特別展期間中に展示案内補助として活動していただきました。 

 

●会長 

  分かりました。それから美術鑑賞の課題学習について、中学生が 1,493 名来館され

たようですが、これは、例えば数百名が一度に入って見学していたという感じなんで

しょうか。 

 

●事務局 

  団体行動ではなく、冬休み期間中に各自見に行ってくださいと中学校の先生方が生
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徒さんにお話していたようです。親御さんと一緒に来る子どもさんもいましたし、近

い学校の生徒さんだと友達同士で来たり、という感じでした。 

 

●会長 

  分かりました。ありがとうございました。 

  委員の皆様から、何かご意見やご質問ありますでしょうか。  

 

●委員 

  資料１ページですが、自主事業の人数が約 59％、貸館が 41％となっています。この

資料を見ると、１日平均入場者数が 14 人とか 19 人とかなっていますね。これは今後

の課題だと思いますが、この１展覧会につき 40～50 日間という開館日数ですが、この

日数でやらなきゃダメなのか、例えば１か月単位で開催することはできないのでしょ

うか。というのも、最近はっちで貸館を申し込んでもなかなか会場が取れないんです。

もちろん美術館も取れないです。ですので、１階の展示室も空けば少し貸館が拡大で

きるのかなと思っておりますので、ご意見としてお話しておきます。 

 

●事務局 

  コレクション展を１階展示室で開催していますが、コレクション展は美術館活動の

基本で、収集してきたものを市民の皆さんに広く紹介するということで開催しないわ

けにはいきません。ひとつの作品の展示・移動を短期間で行うというのは、かえって

作品を傷めることになってしまいます。持ち運びに対する衝撃など、作品の移動に伴

う負担がけっこうかかってしまいます。１年間を４期に分けるとだいたい３か月にな

り、作品の状態を勘案しながら展示を行っています。 

また、特別展や企画展開催時は１階から３階まで全館を使いますので、その間、コ

レクション展が無くなってしまいます。本来であれば、常設展があり、そのほかに特

別展や企画展があるというのが理想ですが、当館は展示室が狭いため、特別展等を開

催するときは１階展示室も全て片付けて行います。コレクション展とうまく分けて開

催することを考えますと、どうしてもこのような展示期間となります。 

 

●委員 

  分かりました。 

 

●副会長 

  「魔法の美術館」は、私も見に来てすごく感動しました。入館者数が多かったとい

うことをよく分析して、どのような企画をやれば皆さんに来ていただけるか勉強して

いただくと、市民も今後来やすくなるのではないでしょうか。今回の展示が楽しかっ

たからというのも要因だと思いますが、よく分析して、他の企画をやるときも、こう

いったものをやっていただけるといいのかなと思うんですが。  

今回、なぜこんなに好評だったか、こういう理由で良かったとか、何か分析したも

のはあるんでしょうか。 
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●事務局 

  ２年前にも同じような入場者数となった「トリック・アート展」がありました。実

はトリック・アートの時の方が人数が多く、約 18,000 人でした。資料の後ろに展覧会

別の人数が記載されており、大人の人数や子どもの人数が書いてありますが、「魔法の

美術館」を見てみますと、圧倒的に市内の小中学生、それから招待扱いに入っている

小学生未満、いわゆる入館料がかからない幼稚園・保育園の子どもたちですね、低年

齢の子ども達に非常に人気があったんです。トリック・アートは逆に大人の方が多か

ったため、入館料も今回より多かったです。今回は乳幼児を含めた無料の子ども達が

たくさん来たので、入館者数の割には入館料が少なかったんです。そういう目で見ま

すと、今回の展覧会は大人も子どもも一緒に楽しめた企画だと思います。絵を見るの

ではなく、純粋に触って体感して、難しく考えずに楽しめたと。実は、開催当初は出

足が鈍かったんです。その後、冬休みに入ってから正月明けまでがピークになりまし

て、そして最終日にかけてさらに伸びたという現象がありましたので、口コミが大き

かったと思います。 

魔法の美術館を見に行った子どもたちが、冬休み明けの始業式で休み中に楽しかっ

たことを述べ合う機会があり、美術館に行って楽しかったと発言したそうなんです。

それを聞いて口コミで広がっていくというのが非常に多かったようです。 

 

●会長 

  参加型の展覧会を定期的に取り入れていくというのもひとつの手ですよね。 

 

●委員 

  今の話の関連ですが、私は魔法の美術館スタートのあたりに見させていただいて、

これから中学生がたくさん来るだろうと予想していて大変心配でした。特に、暗い部

屋の中を走る列車の作品がありましたが、あそこでいたずらとか被害が出なきゃいい

なと思っていたんですが、実際は被害等ありましたでしょうか。 

 

●事務局 

  今回の展示は全国を巡回しているものなんですが、準備のため事前に八戸に来た業

者の方が言っていましたが、各会場で作品を壊されているらしく、心配してカバーを

かけたりとか、スイッチを入れるものは隠した方がいいとか、いろいろ心配して帰ら

れたんです。そして期間中、何度かその方が八戸にお見えになった時、「八戸はとても

マナーがいいですね」と感心して帰られました。実際、中学生の子たちはきちんとマ

ナーをわきまえて見ていましたので、褒められました。美術館に何回か足を運んでい

るうちに、だんだんマナーが身についているのではないかと思います。  

 

●委員 

  ボランティアの方もとても良かったですよ。私はこの展覧会に３回入りましたけど、

よくやっていました。 
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●委員 

  それを聞いて安心しました。 

  新国立美術館で似たような体験型の催し物をやっていた時に、作品へのいたずらが

少し心配だったので学芸員の方に聞いてみたんですね。そしたら、すごい大変だとお

っしゃっていました。大変なのは、子どもよりも海外から来ている方だと。特に東南

アジア系の方は鑑賞の仕方を知らなくて、作品を持っていけるおもちゃだと思ってい

るようだと。作品がすぐ無くなるという話も聞きまして、たくさん人が入るというこ

とはそういうリスクもあるんだと、それを乗り越えて開催しなければならないんだな

と感じました。 

 

●委員 

  私はやっぱり子どもたちの口コミで、美術館に人がたくさん来ていると聞きました。

私の友達の子も行きたいと言っていました。別の知人の小学生のお子さんが、小さい

子が騒いでいたから騒ぐんじゃないよと言って泣かせちゃった、というのを聞いたん

ですが、それも広い意味では社会勉強の場でもあるのかなと思います。今回のような、

子どもたちが行けるような企画、美術館に行ったという習慣・思い出が、この先、何

かあったら「美術館にでも行かない？」というように子どもたちを育てることに繋が

るのかなと思っています。魔法の美術館は子どもたちから「楽しかった、楽しかった」

と聞こえてきましたので、とても良い展覧会だったと思いました。 

 

●会長 

  それでは続きまして、案件２の「平成 25 年度美術館展覧会開催計画」について事務

局よりご説明をお願いいたします。  

 

(資料２説明) 

 

●会長 

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すでしょうか。 

 

●委員 

  コレクション展Ⅰの教育版画作品について、所蔵された経緯を教えてください。 

 

●事務局 

  昭和 30～40 年にかけて、坂本小九郎さんという先生が南浜中学校、鮫中学校、湊中

学校それぞれの赴任先で子どもたちに版画を使った教育を実践しまして、その過程で

生まれた版画となります。有名なのは去年展示した、アニメ「魔女の宅急便」に使わ

れた版画です。赴任先が南浜中学校や湊中学校などで、日常の暮らしが海と非常に密

接に関わっているところですので、主題として描かれている絵もほとんどが海をテー

マとしたものです。来年度は種差の国立公園指定というひとつの区切りですので、子

どもたちが海をどう捉えてきたか、海に対するメッセージというものがすごく伝わっ
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てきますので、それらを紹介していきたいと思っております。  

 

●会長 

  今の説明のような、展覧会に誘うためのフレーズってすごく大事だと思いました。

先ほどご説明いただいたときと今の説明だと、全然イメージが違いますね。  

 

●委員 

  ジパング展ですが、これは前衛的な作家さんたちの作品ですよね？ 

 

●事務局 

  そうです。現代的な日本画の技法を用いながら現代の表現に挑戦している作家さん

たちです。お手元の展覧会スケジュールの主な出品アーティストに書いてありますが、

非常に有名な会田誠さんなど、さまざまな若手の作家さんたちが中心となった展覧会

ですので、従来の絵画とは違うものが見れると思います。  

 

●委員 

  ある方が、会田誠さんに八戸に来てもらって、美術館の壁に絵を描いてもらったら

いいんじゃないかと言っていました。 

 

●事務局 

  会田誠さんにはギャラリートークの依頼を出しているのですが、とても有名な作家

さんで多忙なため、まだ決まっておりません。 

 

●委員 

  この間、十和田の美術館で奈良美智さんが外に絵を描いたりしていましたよね。で

すので、そういうのもいいのではないかと思いました。 

 

●委員 

  来年度は、今年度実施した絵本原画展や光のアートなど、低年齢の子どもたちを対

象とした展示はないんでしょうか。  

 

●事務局 

  残念ながら、来年度は種差関連の展覧会を予定しております。国立公園指定という

大きな区切りですので、関連行事を中心に開催いたします。 

 

●委員 

  小学生と話す機会があるので、子どもたちに適当だなと思う展覧会があると教えて

いるんです。美術館でこんなのやっているよと。光のアートのときも、子どもたちだ

けではなく、小さい子どもを持つ職員に聞いてみたんです。そしたら冬休み中に一緒

に行ったという話がけっこう聞こえてきました。来年度の開催計画を見ると、大人向
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けですね。 

 

●事務局 

  本当は子ども向けの展覧会も取り入れたいんですが、どうしてもできない年も出て

きます。ただし、来年が無理であれば次の年にやるという形で、できるだけ予定を組

むようにはしています。しかし、１年間の展覧会数をこれ以上増やすと、今度は貸館

が減ってしまいます。特に、来年度は全館使用する展覧会が夏から秋までスケジュー

ルに組み込まれておりますので、その期間は市民ギャラリーが使えないんです。 

 

●委員 

  今は、はっちも借りられないという声が聞こえてきていますね。個展とかやりたく

ても会場がないと。 

 

●会長 

  では、最後に皆さんから情報提供やご提案があればご発言いただきたいのですが、

いかがでしょうか。 

 

●委員 

  これからの展覧会開催に当たっての提案です。予算の面で難しいとは思いますが、

例えば奈良美智展を見ていると、テレビ広告をかなり利用していましたよね。メディ

アを通して訴えるというのは大きいです。先ほど会長さんからもありましたように、

ひとつの展覧会をどのように宣伝するか、同じものを宣伝するにしても言葉を変える

とものすごく魅力的なものに見えるし、そういう工夫が必要だと思います。小・中学

生も興味を引くような宣伝の仕方や、あるいは年配の方が「おっ」と思うような宣伝

の仕方など、いろいろな角度からひとつのものを宣伝する工夫が必要だと感じます。

メディアの使い方と表現の仕方ですね。その辺を考えていければいいのかなと。 

  もうひとつは、この協議会の目的ですね。運営のための協議をしているわけですが、

例えば、近隣の十和田の美術館や県の美術館とか、事務局の方は交流があって情報交

換してると思うんですが、協議会として、そういう方を招いて運営について研修する

とか、そういう方向には行かないのかなと感じました。事業計画と実績報告という括

りから、もう少し発展的にこの協議会が進められないか考えてみたいなと思いました。 

 

●会長 

  貴重なご提案ありがとうございます。  

 

●委員 

  先日、はっちでボランティアをしている方と話をしましたが、美術館が分からない

という人がいるんです。外壁だけでも美術館らしくできないものかと。先ほどペイン

ティングの話もありましたが、どうなんでしょうか。 
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●事務局 

  まちづくり文化観光部の中に、まちづくり中心市街地活性化を担当している部署が

あります。そこで５年間の中心市街地活性化基本計画がありまして、３月で終わりに

なります。それに合わせて、次の計画を国に認定してもらうための作業を現在やって

おりまして、順調にいけば新年度から第二期の計画に入ります。第二期計画の目標の

ひとつに、できるだけ中心街で回遊性を高めるということがあります。はっちは人が

集まるような形にはなっているんですが、もう少し人を動かしたいということで、旧

図書館、更上閣、美術館周辺を少し手を加えて、人が寄ってくるような形にするとい

う計画です。具体的には、ここの敷地と隣の敷地を使って、例えば公園のような感じ

のところにしようかと。隣の敷地全部ではなく、美術館側を中心にですね。そういう

流れの中で、もう少し美術館的な外観に修正できないかとか、そういう部分は検討可

能かと思います。 

 

●委員 

  計画だけで終わるということはないですか。  

 

●事務局 

  ５年かけて市が実施する計画ですし、国の制度も活用しますので、予算がないので

中止ということにはならないです。 

  ２年前に、美術館が教育委員会からまちづくり文化観光部に所管換えとなりました

が、やはり文化施設としてもう少し高めたいというのがあります。同じ部の中に公会

堂や南郷文化ホールがありますし、そういった施設との連携ですね。 

それからもうひとつは、中心市街地にある施設なので、その活用度をもう少し高め

られないかということです。先ほど説明のありました半券提示サービスなど、中心市

街地の施設として力を発揮する。「文化的なことは中心市街地に行けばある」という形

に進めていきたいと思いますので、ＰＲの部分も含めて、これから考えていかなけれ

ばならないと思います。 

 

●委員 

  去年、青森で奈良美智展を見に行ったら、十和田でもやっているということで、そ

ちらも見に行きました。他施設のイベントに便乗するといいますか、もしそこに八戸

が入っていたら集客できたんじゃないかとか、予算のこともあると思いますけど、そ

ういうことも考えられると思います。 

 

●委員 

  先ほどの美術館周辺に手を加えるという話がありましたが、この辺は土地が広いの

で、先ほどの５年計画でパッと作って、10 年後に何かやるときには残った土地しかな

く、その中で作らざるを得ないということにならないよう、長期的に想定してほしい

です。いま目の前にあることだけをやっていたら、だんだんつぎはぎになって、よく

分からない建物になってしまうということが結構あるので、最終的なことを考えて作
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ってほしいと思います。 

 

●事務局 

  教育委員会からまちづくり文化観光部に移ってくる２年前、やはり新しい美術館は

どうなんだと聞かれました。もう築 40 年以上経過していますから、このままずっと使

っていくわけにはいかないので、そろそろ次を考えなければならないでしょうと。た

だ、今すぐ考えられるかと言われれば、それはできないんです。実は、ハードの部分

で考えますといろいろな要素があります。ひとつは、いま本八戸駅から来る通りに新

しい都市計画道路が入ってきます。この近辺が大きく変わる動きがあります。それか

ら中心街の方では民間ビルが動いてくる計画が出ています。そういった流れの中で、

美術館周辺の環境が変わります。それから美術館、隣の駐車場、旧消防署、警察跡地、

いずれも八戸市の所有となっています。この近辺にまとまっている市有地をどう使う

のか、本八戸駅から来る新しい道路のことやの市民広場との関連はどうするかとか、

いろいろ考えなければいけないんです。この広い市有地にどのような施設が必要なの

か、そういった議論をしていかなければならないんです。美術館単体で考えるのはス

ピードは早いですが、他の分野が入ってくると、どうしても時間がかかってしまうと

いうことは理解していただきたいと思います。それから今の入館者数で、新しい施設

になれば人が増えるのか？ということも考えていかなければならないです。もしそれ

だけで人が増えるのであれば、１年２年経てば、当然減ります。新しい美術館として

何が必要なのか、どういう方向性で行くのか。来年度の企画にもある現代美術に取り

組む、それから今日お話しのありました体験型の特別展など、そういったソフトの部

分も含めての美術館像というものを委員の皆様にも考えていただき、様々な考えを出

していただくことが必要だと思います。 

やはり今でも「美術館が欲しい」「あんな貧弱な建物」という意見は聞きます。ただ

「こういう美術館になればいいな」という意見は聞いたことがないです。美術館とし

てこういうことが必要だ、新しい美術館ができる前にこういうことをしておこうとか、

そういう部分を実践して、先ほどお話のありましたＰＲも含めて、今の利用者数をど

うやって増やしていくかということも考えていかなければならないと思います。利用

者が増えて、その先に新しい施設ができる、というのが理想なんです。これは１～２

年で解決する話ではないので、そういった実績を今から積み上げて、現美術館の実績

を高めて新しい美術館へつなぐという形を作ることが一番いいと思います。 

 

●委員 

  先ほど言った街の構造とか、そういうものが全部付随してきますので、大金を出し

て作ったがいびつなものになってしまうということが他都市でも起きていますので、

長期的に目指していく必要があるのかなと思います。 

 

●委員 

  全国各地のまちづくりの一端に位置付けられた美術館もリサーチされていると思い

ますので、そういう例を参考までに提示していただければと思いますので、よろしく
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お願いします。 

 

●委員 

  一番最初の会議でも申し上げましたが、ネットを上手に利用した方がいいと思いま

す。やはり口コミが一番力があるので、例えばフェイスブックを使うなどして頑張っ

た方がいいのかなと思っています。  

 

●委員 

  昨日、ある研修会に出席したんですが、そのときの講師の方も、写真を撮ってＯＫ

です、フェイスブックに載せてどんどん僕のことを宣伝してくださいって言っていま

した。 

 

●事務局 

  魔法の美術館の作家さんたちも、ストロボはダメだけど写真はＯＫですとおっしゃ

っていました。光を扱った作品のため、光の反射はご遠慮いただきたいということで

した。実際は、来館者が写真を撮って、さっそく帰って自分のブログにアップする、

という感じでした。作家たちは、逆に自分たちのことを宣伝してくれるんだというこ

とで撮影ＯＫにしたそうです。ただし、そういう人たちはまだ一部です。フェイスブ

ックについては、美術館では単独のサーバーを持っていないためできません。現在は

本庁サーバーのツイッターや、はっちのつぶやきなど、そういうところで連動して載

せてはいただいていますが、もし美術館でやるにしても、監視、管理体制が不足して

います。それらも踏まえて、やれることがあればやっていきたいと思います。 

 

●委員 

  大学の方で、フェイスブックをひとつの教材にするというのが進んでいますよね。 

 

●会長 

不慣れな点もありますし、その辺も含めて説明したり議論したり、まだそういった

段階ですね。コンピューターも今度はウィンドウズ８になって、どう扱っていくか、

これから大きく変わるときですよね。扱い方や効果の度合いも変わってくるだろうと

思いますね。以前とは違う状況になっています。 

 

●事務局 

  いま中心街の方でも、若い人をどうやって集めるかというのが課題になっておりま

すので、美術館と一緒にやれるような事業があれば、ぜひ先生方にもご協力いただき

たいと思います。 

 

●会長 

  そうですね。先ほどの魔法の美術館でも、学生にボランティアをさせたらいろいろ

勉強できたのではないかと思っていたところです。機会がありましたらよろしくお願
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いします。 

  それでは、他にご意見等がないようですので、これで終了したいと思います。本日

の案件は全て終了いたしました。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。  

 

 

 


