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平成 25 年度 八戸市美術館運営協議会 

 

 

・日 時  平成26年2月13日(木) 午前10時～午前11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、 

戸来委員 
 

・事務局  高島部長、松橋次長、山田館長、大嶋主幹、木村主査、 

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25年度事業実施状況 

             ②平成26年度展覧会開催計画 

             ③その他 

 

 

                                        

 

 

 

●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 25 年度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 6 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。傍聴者はおりません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。 

まず、美術館の役割と言うことを考えておりますと、色々な言い方があろうかと  
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思いますが、私がいつも考えているのは、美術館というのは人々の精神性を高めて  

暮らしを豊かにするという役割を持っていることではないかと思っております。  

いつも申し上げておりますが、私がひとつ課題として捕らえていることは、美術館に

目を向けている方がいる反面、あまり興味がない方々をどうやって引き入れることが

出来るかということであります。美術やアートに関する造詣がなかった方も、実は  

人間はクリエイティブなものを持っているわけでありまして、私は苦手だという方に

手を差し伸べて色々なことをやらせることにより、こんなに楽しいとは思わなかった

という場面が多々あります。精神性を高めて地域の文化に価値を見出して誇りに思う

方々が増えれば、この街や地域が活性化すると感じております。  

美術館の協議会ですが、新しい美術館を作ろうという市民の動きもありますが、  

おかれた場所でまずアートに関する理解をする方の裾を広げるという意味でも、この

協議会での活動が非常に大事になってくるかと感じております。 

今日も忌憚のない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「平成 25 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 

  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、私の方からひとつ確認させていただきたいのですが、入館者数の件について

9 ページに表が載っておりますが、24 年度と比較して約 12,000 人減少しており、1 月

だけを見ると約 10,000 人減少となっておりますが、24 年度は何でしたでしょうか。 

 

●事務局 

  24 年度は、特別展「魔法の美術館」が開催されました。 

 

●会長 

24 年度は爆発的に人数が増えて、25 年度は戻ったと考えてよろしいでしょうか。 

 

●事務局 

  そうなります。 

 

●会長 

  分かりました。ありがとうございました。 

  入館者数について、先ほどご説明にありましたように、生徒たちの訪問という形で、
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例えば 7 月、8 月に課題等が増えていることをお伺いしました。訪問者の数が入ると

通常の入館者数の月ごとの流れが少しわかりにくいので、入館者の傾向を探って次の

戦略を立てるとすれば生徒の訪問については別の数字もあったほうがわかりやすいと

感じました。 

 

●副会長 

  特別展の「ジパング展」ですが、私たちからするともう少し入っても良かったと   

思いましたがこんなところで予定していたのでしょうか。すごく良かったのでもっと

たくさん入っているかと思っていましたので、少し少なかったと思いました。 

 

●会長 

  何かコメントがございますでしょうか。  

 

●事務局 

  「ジパング展」は元々八戸に限らず、地方都市に回ると入館者が少し落ちる傾向に

あります。特に現代アートとなりますと二の足を踏む方も結構おりますので、今回は

比較的分かりやすいもの、あまり難しくなく楽しめるというものを選びましたが、  

1 つには直前に森美術館で開催されました会田誠の展覧会で、エログロのほうばかり 

マスコミで騒がれまして学校に二の足を踏まれたところも若干あったかと思います。

ただ、実際にはあの方の作品自体は非常に日本の伝統をきちんと学んだものであり、

今回来ている作品もそういうものでは全くないのですが、若干学校の特別展に対して、

例えば宿題や課題を出していただける学校が非常に少なかったことと、秋の「道」の

特別展にどうしても主力がおかれてしまったというのも若干あったかと思います。 

ただ、「ジパング展」を通しまして、最前線の作家の方々に八戸に来ていただきまして、

色々なつながりも出来ましたので、今度は個別の方々と新しく色々なことが出来るの

ではないかと思っております。会田誠や上田順平、あるいは「道」の時もそうですが、

今回多くの最前線に立っていらっしゃる若い方々、才能のある方々がお見えになられ、

美術館だけではなく八戸についても色々とご覧になられて行かれましたので、また

色々とお話をさせていただいているところですので、次につなげられればと思って  

おります。 

 

●会長 

  はい。分かりました。よろしいでしょうか。  

 

●委員 

  私も、「ジパング展」はもう少し入っているかと思っていました。前年比を見ても 7

月部分はマイナスになっているので、私は見に来た時に子供たちの様子を見ていたら

結構楽しんでいる子供たちもいたので、少ないというのが意外でした。子供たちには

わからない作品もたくさんあったとは思いますが、結構それなりに楽しめる作品が 

あったので、来た子供たちには良かったかと思って、非常に期待して見ていました。 
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●事務局 

  今回、「ジパング展」で 1 階にボードを置きまして、来た方々にコメントを貼って   

いただきましたが、結構思いがけないものに人気があったり、あるいは子供たちも  

自由な発想の感想がありまして、そのコメントを見るだけでも、もうひとつ作品を  

見ているような楽しさがありましたので、是非またそういう試みをしてみたいとは 

思っております。どう見ていいのか分からない方がそのコメントを見て、それでもう

1 回見に行った方もおりましたので、色々な使い方をしてみたいと思っております。 

 

●会長 

 そういう意味でも新しい発見等もあると思いますので、本当に多くの方々に見て 

いただきたかったなという感じがします。私の学校の学生でも会田誠は有名ですので、

みんな行きたいと言っていたので、この数字は意外でしたし、ギャラリートークに  

しても「えっ」という感じがしました。私は個人的な都合で見ることが出来ずとても

残念でしたが、私個人的にももう少し仕掛けられたかなという思いがいたします。  

 

  それでは続きまして、案件 2 の「平成 26 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 

  「ジパング展」の時に、街中への繰り出し等で中心街と連携したと思いますが、   

26 年度の企画の中にはそのようなスペースを展開するような企画は考えております

でしょうか。 

 

●事務局 

  今までの半券サービスのような連携は 26 年度はないと聞いておりますが、特別展

「ねこ」に関しては非常に人気の高いものですし、よそのところでは商業施設等との

コラボが多いようなので、美術館のほうで個別にお話をさせていただいておりますが、

まだ、方向というところまでは出ておりません。  

 

●委員 

  半券チケットというような形に限らず、ここで終結するのではなくて、空間を色々

なところに広げていく、そういう工夫が必要だろうと思います。 
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●事務局 

  できればあまり各店舗に無理のかからないような形でコラボ企画なり、あるいは 

それぞれがそれぞれのお店で美術館の企画を独自に利用していただくところまで、 

最終的にはできれば良いと思っておりますが、まず手始めとして特別展「ねこ」が、

非常に有効かと思って選んだというところもあります。例えば、カネイリさんでも  

少し歩いてもすぐ雑貨を含めた猫関係のものを置いております。猫を飼っているから

犬は駄目という方はおりますが、犬を飼っている方は猫もＯＫな方が多いので、その

あたりも含めて色々とお話をさせていただいているところです。 

 

●委員 

  市民を巻き込むなんていうのがあるといいですね。 

 

●事務局 

  会期少し前ぐらいから、市民の方々からそれぞれの猫の写真を募集しようと思って

おります。「ジパング展」の時に掲示板を活用しましたが、掲示の仕方も色々と考えて   

おります。例えば、事前に寄せていただいた方には招待券 1 枚交換に差し上げても   

よろしいですし、あるいはそれを街中のほうに展開してもよろしいですが、これから

どのように仕掛けをしていこうかと思っております。みなさんそれぞれお好きな猫の

写真、ご自分の写真、それからそうではない思い入れのある写真をお持ちだと思い  

ますので、それを掲示出来るようなところ、またそれを見ていただけるようなところ、

そういうスペースを作りたいと思っております。  

 

●委員 

  貸館についてですが、ふれあい作品展という特別支援教育の展覧会を美術館で開催

しましたが、同じ時期にはっちで八戸市中学校美術展を開催しました。全く主催は  

違いますが、子供の美術展ということで両方に行けるというような効果がすごく感じ

られたので、是非、市民を巻き込む時のはっちの利用や、またはっちに限らず色々と

考えていただければ良いかと思っております。 

 

●委員 

  先ほど、猫の写真というお話がありましたが、私は三浦委員とフェイスブックを  

やっておりまして、フェイスブックにも猫のこととかよく載ってきておりますが、  

写真を見せたい方は見せたいで、そうではなく猫は飼ってないけどそれにおもしろい

吹き出しを付けてとか、そういうことでまた別な方の作家ということも考えられると

思いました。 

 

●会長 

  最近はそういうソーシャルネットワークを利用されていますので、将来的に新しい

美術館のことを考えると、今のうちからそういうことを始めたり、ホームページ上で

何かＰＲすれば、より多くの良い写真を集められれば良いのではないかと思います。  
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特にフェイスブックは、どんどん画像が集まるのではないかと思っておりますが、  

写真を展示する時に住所とか確認事項があると少しネックになるのかなと感じます。

目的に応じてうまいやり方があると思っておりますので、是非そういうのを利用して

ＰＲにつなげていただければと思います。 

 

●副会長 

  26 年度の私たちイカノフの「矢野静明」は少し地味なのです。派手なものや人が  

多く入るのが全部良いということではないにしても、25 年度はずいぶんバランスが  

取れていたので、それに比べ少し地味という感じがしました。岩合さんの「ねこ」は、

たくさん来てくれるだろうと思いますが、知らない方もいるので猫の写真募集の件を

是非言おうかと思います。ＮＨＫの番組を見てくれている方がたくさんいれば来て 

くださると思いますが、知らない人も結構いるので、これに関連したものを色々と  

やっていただければ良いと思います。もうひとつはコレクション展Ⅱの工芸品でも、

もう少し普通の人が来やすい何か仕掛けがあれば良いと思いますがどうでしょうか。  

 

●事務局 

  25 年度は非常にバランスが確かに良かったと思いますが、すごいエネルギーを必要

とする年でありまして、特に「道」に関して、ここで国等の機関から大型の作品、   

特に日本画を借りての展示を独自企画で行うということはしばらくありませんでした。

ただ、この建物でまだそれが可能ということと、それからきちんと美術館としての  

本分をもう一度行うには良い機会と思ったことも事実ですが、同時に非常にエネルギーが

必要でした。26 年度に関して工芸が少し増えておりますが、工芸で 1 部と 2 部で入れ

替えるつもりでコレクション展ⅡとⅢが入っております。鈴木コレクション展がほぼ

油彩、洋画です。企画展Ⅱの「雪蕉・英鳳」こちらは 3 階までかけますが、こちらは

日本画、そして岩合さんの「ねこ」が写真となっておりますので、そのバランスと、

どの季節に日本画をかけられるかということ、あるいはこうした工芸を出せる時期を

鑑みまして、少しここに集中させていただきました。冷暖房がかかっている時には  

工芸品は出せませんので、あと日本画もです。まだ「雪蕉・英鳳」は比較的安定して

いるので良いのですが、岩絵具等を使っているものは冷暖房がかかっている時期には

置けないということがありまして、こういう配置になっております。それと 27 年度の

話になってしまいますが、そちらの準備期間、助走期間ということも含めて工芸等が

増えております。そのかわり 26 年度は「ねこ」に一点集中でいかせていただきたいと

思っておりまして、その旨商業施設等と相談していく予定です。入館者数の問題とは

別に、今年度はあまりにもパーフェクトにバランスの取れた年でしたので、その分  

来年度は「ねこ」でまた新しい仕掛けを試してみたいと思っております。それから、

今回は工芸が入っておりますが、本来当館が工芸部門を持っていた意義について、  

先日デーリー東北に八戸の指物師の方、細工師の方が今度パリでコラボされると出て

おりましたが、本来そうした作家の方々、あるいは職人の方々に資料として提供する

ために優品を収集したわけですので、また絵画だけではなく美術館の持っているもう

ひとつの面についても 26 年度は改めて原点に戻ってみてみたいと思っております。 
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●会長 

  どうもありがとうございました。  

予定より早いですが、本日の案件は予定どおりすべて終了いたしました。 

他に、その他として事務局から何かございますでしょうか。 

 

●事務局 

  委員の皆様、本当にありがとうございました。貴重なご意見などいただきまして  

今後の参考にさせていただきたいと思います。 

  さて、本日の会議をもちまして今の委員の皆様にお願いしておりました任期最後の

会議となります。改めまして 2 年間本当にありがとうございました。そこで、最後に

この案件とは別に、委員の皆様から一言ずつ何かご発言をいただければと思いますが、

会長いかがでしょうか。 

 

●会長 

はい。わかりました。 

それでは、本日の会議がこのメンバーでの最後の会議ということですので、   

あらためてお一人ずつ、これまでの感想やご意見、今後の要望などありましたら  

1 人ずつご発言いただきたいと思います。  

それでは、寺地委員のほうからどうぞお願いします。  

 

●委員 

  2 年間どうもありがとうございました。  

  たいした意見も言えませんでしたが、いつも考えていたのは公の美術館というのは、

人を集めるだけなのかどうか、何が本当の目的なのかということをいつも気にして  

いました。採算が合わなければいけないのか、それよりもっと別なものがあるのかと

いうようなことです。私は美術館というのは気軽に寄れる癒しのある空間、そういう

場所であれば良いといつも思っております。私は小学校に勤めているので、子供たち

でも気軽に寄れて楽しめる場所であれば良いなと思いながら、この会議にいつも参加

していました。 

 本当にどうもありがとうございました。  

 

●委員 

 2 年間どうもありがとうございました。  

 私は、委員になる前は、見た感じも八戸市の美術館としては税務署の跡だしと思って、

そういうことも懺悔に思っておりまたけども、参加して色々接していくうち、それが

前に出ることではないのだということを思いました。ですから、最近、市民団体で  

美術館を新しくという動きもありますが、それはさておいて、ここで今出来ることを

きちんとやっていく方向で、まずは物事を考えていこうと私の考えも変わりました。  

 2 年間本当にどうもありがとうございました。  
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●委員 

  2 年間大変どうもありがとうございました。 

  たいして私も、委員の皆さんは発言していますけども、 2 年間やってみてどの程度

影響したのかどうかよくわかりませんが、いずれにしても 2 年間こういう中に入って

みましたが、企画ものについて事前にある程度もめるような時間もあれば良いと思い

ました。実績を見ると、市民を巻き込むようなイベント等があると 1 万人以上の差が

出ております。先生方からも意見が出ていますが、市民がどういう形で参加出来るか、

また呼び込めるかということを主観にして、イベントを組み立ててもらえば良いと 

感じております。その他になりますが、文化協会の会員たちはいったい美術館は将来

どこにどうなるのかと、私もここにバッジ付けていますが、それも含めてこれから   

公共の方々も考えているとは思います。中にはやっぱり税務署の跡だからもう少し  

玄関のあたりイメージを変えたらどうだとか色々な意見を聞きます。そういうのも 

含め新しい美術館が出来るまでどういった形で市民を巻き込んでいくかということを

我々もそうですが、一緒に考えていきたいと思います。 

 本当に 2 年間ありがとうございました。  

 

●副会長 

  2 年間たいした意見も出せないでおりましたが、協議会の委員に選ばれて私自身も

とても良い勉強をさせていただくことがたくさんありました。先ほど、委員の方から

意見が出ておりましたが、人がたくさん来るばかりが美術館の本位ということではない

ことや、様々なことを勉強させていただきましたが課題も少し残りました。他と比較

できないので分からなかったのですが、商工会の方々がなかなか美術館に足を向けて

くださるとか、関心を持ってくださることが少なかったように感じました。色々と  

お勧めしたのですが、商工会議所の上の方々が目を向けてくださらないと、会社の方や

家族の方もなかなか目を向けないので、私たちももう少しアピールしていかなければ

ならないと思いました。それと、この運営協議会に参加するまでわからなかったの  

ですが、美術館の方々がかなり色々な努力をしていただいて中身は素晴らしいという  

ことがわかりました。 

 ありがとうございます。 

 

●委員 

  中学校の美術の視点で美術館と関わらせていただきまして、どうしても教育の立場

ですからアーティストを育てるということよりも、美術をとおして感性とか豊かな 

人間性を育てるというところに教育の目的があるので、そこを踏まえながら美術館と

どう教育が連携するべきなのかということを、いつも考えて参加させていただいて 

おりました。八戸市中学校美術展がやっと 50 回目になりまして、子供たちの作品を 

見て思ったのは、この郷土である八戸に対しての愛着というものが作品にほのぼのと

浮き出ていることや、デジタルの分野も含めた新しい表現にも目を向け始めていると

いうことを感じます。子供たちが、アートの分野でも明日の八戸市を担っていく、  

豊かなまちづくりに参加したいという思いや、市民として将来暮らしたいと感じる 
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環境を、美術館と一緒に教育界も作っていきたいと思っております。我々はこれで  

運営協議会の任期は終わりですが、今後もこのような主旨で連なっていくようにして

いただければありがたいと思っております。  

 本当に 2 年間お世話になりました。ありがとうございました。 

 

●会長 

  それでは私のほうから最後にお話をさせていただきます。  

  本当に 2 年間、様々な方面の方々とこういった会議をご一緒させていただいて、  

ご意見をいただくことによって私も勉強させていただきました。どちらかというと  

美術館は使う立場でしたが、その後ろでは色々な思いで企画をされたり、運営されて

いたことを勉強させていただける最高の機会だったと思っております。また、新しい

美術館等で色々なことが立ち上がって、またお集まりの方々とご一緒して話を出来る

機会があれば本当にうれしいなと思っております。ただ、 2 年間と言っても回数を  

数えるとほんのわずかな回数の中で、普段から色々考えていることはありますが、  

実を結ぶような活動になったかどうかというと甚だ自分としても悔しいのではなく、

何か無力感というのがありまして、こういう税務署跡の美術館、前部長の古舘さんが

お話された、ここを使い倒してしまおうというようなのが記憶に残っておりますが、

それもないまま静かに同じ年を繰り返しているようなそんな感じが少しありまして、

これでもしこの場を離れても、また大学のほうから、学生の人口というのは八戸   

23 万数千人の 1％を若者として占めているわけですので、そういった方面からまた  

サポートしていきたいと感じております。 

 本当にどうもありがとうございました。  

 それでは事務局のほうにお返ししたいと思います。  

 

●事務局 

  委員の皆様、本当に貴重なご発言ありがとうございました。  

  最後になりますが、部長から一言いただければと思います。  

 

●部長 

  委員の皆様には 2 年間にわたりまして、貴重なご意見をたくさんいただきまして 

ありがとうございました。 3 年前にこの美術館の担当が教育委員会から市長部局に 

移ってきたわけであります。運営ということに関しましても従来、教育委員会の中で

考えられていた美術館の役割、それと中心市街地にあってまちづくりの中で果たして

いく美術館の役割というのが格段の差があると感じております。従来の考え方では  

これに対応できない、それで運営についても非常に困難な場面もあったと思いますが、

委員の皆様に助けていただきながら何とか 3 年間やってきたなと思います。先ほどの

中心街との連携ということにつきまして、2、3 市長部局に来た年度から色々行って 

きたわけですが、特に予算もかからない内容も多いものですから来年度に関しまして

もこれから色々と考えていきたいと思っております。また、新聞情報等でお聞きに  

なっているかと思いますが、屋内スケートリンクの県に対する要望、これが一段落   
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いたしまして決着が着いたということで市長がこの前、直接市民の方にご説明して 

おりましたが、今度は芸術パークだという話も出ておりまして、平成 13 年に青森県の

芸術ネットワーク構想というのがあり、それと八戸市においても八戸芸術パークと  

いうことの実現に向け色々と議論を重ねてきた経緯が過去にあるわけでございまして、

過去の内容をひきずりながら、これからどのような展開になっていくのかまだ全然  

見えない状況ではございますが、まだまだ八戸の文化状況というのはこれから変化 

していくだろうと思っております。それにつけても、委員の皆様にはこれから様々な

場面で、この委員という、この協議会というだけではなく、様々な場面でご意見を  

いただいたり、ご支援をいただいたり、お力添えをいただいたりと、そういうことで

色々助けていただかなくてはならないと思っておりますので今後ともどうぞよろしく

お願いいたします。 

 

●事務局 

  ありがとうございました。  

  それではただいまをもちまして会議のほうは終了させていただきます。  

 


