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平成 26年度 第 1回 八戸市美術館運営協議会 

 

 

・日  時  平成26年7月29日(火) 午後2時～午後3時15分 

・場  所  八戸市美術館 2階 講義室  

・出席委員  奥山委員、亀本委員、坂本委員、佐藤委員、田口委員、 

西川委員、米内委員 

 

・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  2名 

・次  第  (1)開会 

          (2)委嘱状交付 

          (3)会長・副会長選任 

          (4)案件 ①平成25年度事業実績報告 

              ②平成26年度事業実施状況 

              ③その他 

 

                                            

 

●事務局 

本日はお忙しい中、お集まりいただき誠にありがとうございます。 

それでは、ただいまから、平成 26年度第 1回八戸市美術館運営協議会を開会いたします。 

会議に先立ちまして、部長から委嘱状を交付いたします。恐れ入りますが、お名前を呼ばれた

方はその場でご起立願います。それでは部長、お願いいたします。 

 

（委員へ委嘱状交付） 

 

●事務局 

  それでは、事務局職員を紹介いたします。 

 

(事務局紹介) 

 

●事務局 

協議会の運営に当たって報告させていただきます。 

本日の協議会は、委員定数 8 名中 7 名が出席しており、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 2名ですのでよろしくお願いいたします。 

続きまして、八戸市美術館運営協議会規則第 3条の規定により、会長と副会長の選出をお願い

いたします。 
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本日は第 1回目の会議ですので、会長及び副会長の選出にあたり、部長が仮議長を務めさせて

いただきたいと思います。それでは、部長、仮議長をお願いいたします。 

 

●部長 

それでは、会長と副会長が決定するまでの間、議長を務めさせていただきます。 

規則では、会長と副会長は委員の互選によって定めるとあります。最初に会長、次に副会長の

順で決めてまいります。どなたかご推薦する方は、お願いいたします。 

 

●委員 

会長は坂本委員にお願いしたいと思います。 

 

●部長 

ただいま、会長に坂本委員を推薦するご意見をいただきましたが、他にご意見はございません

でしょうか。 

 

（意見なしの声） 

 

●部長 

他にご意見がないようですので、坂本委員が会長ということで異議ございませんでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

●部長 

異議なしと認めます。それでは、坂本委員に会長をお願いいたします。 

続きまして副会長ですが、どなたかご推薦する方は、お願いいたします。 

 

●委員 

米内委員にお願いしたいと思います。 

 

●部長 

ただいま、副会長に米内委員を推薦するご意見をいただきましたが、他にご意見はございません

でしょうか。 

 

（意見なしの声） 

 

●部長 

他にご意見がないようですので、米内委員が副会長ということで異議ございませんでしょうか。 

 

（異議なしの声） 
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●部長 

異議なしと認めます。それでは、米内委員に副会長をお願いいたします。 

ここからは会長に会議の進行をお願いすることといたしまして、私の役目はここまでとさせて

いただきます。ありがとうございました。 

 

●事務局 

それでは、坂本会長は会長席へご移動お願いいたします。 

 

（会長移動） 

 

●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。よろしくお願いいたします。 

 

●会長 

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年度美術館事業実績報告」について、事務局よりご説明をお願いします。 

 

（資料 1について説明） 

 

●会長 

ありがとうございます。 

ただいまのご説明に対しまして何かご意見、ご質問等はございませんでしょうか。 

では私から、確認させていただきたいことが 1点あります。 

7 ページですが、教育週間関連事業ということで、この期間に施設の無料開放を実施したと

ありますが、当然、特別展等も無料になるのでしょうか。 

 

●事務局 

  特別展「道－そして、希望の朝」が開催中でしたので、そちらが無料となりました。 

 

●会長 

  特別展ですから全館使用していたと思いますが、もし展示室が空いていれば展示室の使用料も

無料になると考えてよろしいのでしょうか。 

 

●事務局 

  基本的には文化の日ですので美術館の特別展が入っていることが多いため、1階から 3階まで

全館使用しておりますが、もし展示室が空いていた場合でも、展示室の使用料は事前に納入する

ことになっているため有料となります。 

 

●会長 

  ありがとうございます。他に何かございませんでしょうか。 
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 それでは続きまして、案件 2「平成 26 年度美術館事業実施状況」について、事務局よりご説明を

お願いします。 

 

（資料 2について説明） 

 

●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。 

ねこ展は大々的に今年の目玉にすると前の協議会の時に伺っていましたが、具体的な PR 等は

何か考えているのでしょうか。 

 

●事務局 

  本日の資料として皆様にお配りしましたチラシですが、いつもですといわゆるリーフレットと

呼ばれるものを本番に向けて一度作るだけですが、今回は事前の配布用として作成しました。 

三戸、五戸を含めまして近在の小中学校全部の生徒さんに届くようにお配りしております。 

  また、タウン誌のアミューズさんにご協力いただきまして、猫マップを美術館で作成中です。

正確には猫がいるマップではなく、猫グッズを取扱っているお店を紹介したいと思っております。

たくさんでなくても、例えば猫柄のレインコートが 1 つあったら、そこにこちらでバナー等を   

1つ立てさせていただきたいと思います。 

そうした情報を集めたり、あるいは、こういう情報を求めていますということを、アミューズ

さんを通しまして呼びかけているところです。 

また、猫の写真を募集しまして、お持ちいただいた猫の写真は掲示したいと思っております。  

既にチラシは配り始めておりますが、例えばカネイリさんや各店舗さんではもうチラシを置いて

いただいたり、写真の募集をかけていただいたり、あるいは各動物病院等でも、宣伝に努めて  

いただいておりまして、いつもよりも一般の方々と関わりながら宣伝が出来るのではないかと 

思っております。 

 

●会長 

  ありがとうございます。他にございませんでしょうか。 

 

●会長 

  平成 24年度の魔法の美術館のように、何か目玉になるようなものがあると、非常に多くの方を

迎えることが出来るので、今回はこのねこ展でたくさんの人が来ていただければと思います。 

  やはり、年間を通じて通常の展示に対しても多くの方に来館いただければと思っていますが、 

市民の方や周辺の地域の方に、今はどういう企画が行われているかということが広く知られる 

必要があると常に感じています。私も改めて資料をいただいた時にエネルギーが満ち溢れてくる

というか、よし、行こうという気になりますが、恐らく他の方々もみんな一緒だろうと思います。 

今後、どういう風に PR していけば良いかということをいつも考えていますが、恐らくこういう

チラシ類を作ると予算的にも相当厳しく、非常に苦しい中にやり繰りされていると思いますが、

予算的なことはどうなのでしょうか。 
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●事務局 

  どの展覧会も美術館としては公平に宣伝をしたいところですが、やはり皆さんがメインに  

なって目を付けてくれるものに集中的にお金をつぎ込んでいくことになりまして、ほとんどが 

年 1回の特別展と冠を付けたものに一番予算をつぎ込んでいくことになります。 

ねこ展のチラシにも入っていますが、今回は青森放送さんにも主催として入っていただき、 

一緒になって宣伝をしながらやるということで、これから冬に向けて、テレビ CMとラジオ CMの

両方が流れていくことになります。後援は、デーリー東北さんや東奥日報さんの各新聞社等にも

入っていただいておりますので、そちらにもご協力をいただきながらということになります。 

テレビ CM も限りなくお金をつぎ込めば皆さんの目に入る時間帯に流れるのですが、いわゆる

ゴールデンタイムと呼ばれる 19時から 22時の間は単価が非常に高くなりますので、予算的には

夜の 23時過ぎとか早朝の 6時頃とかがギリギリ放送していただける時間帯になります。 

今回、青森放送さんが主催で入っていただいたことによって、夕方の 18 時 15 分から 19 時の  

地元のニュース（RAB ニュースレーダー）の時間帯に集中的に入れてくれることが多いので、  

ニュースを観る時間帯に観れるのがひとつと、早朝ですと日本テレビ系列の ZIPを放送している

6 時から 7 時の間とかに優先的に入れていただくことが多いので、美術館としても出来るだけ 

そういう形で協力を仰ぎながらマスコミを使った宣伝をして行きたいと思います。 

 

●会長 

  分かりました。ありがとうございます。 

  他に何かございませんでしょうか。 

 

●委員 

  前回の協議会の時も、人数が増えれば良いというものではないが、でも人数は入って欲しいと

いうのが委員の皆さんの考えだったと思います。今回のねこ展が普段、美術館に来ない方達にも  

アピールできて、なおかつテレビですと、八戸市内だけではなくて市外からも呼べるかと思うと、

テレビの強力なバックアップはとても心強いのですごい楽しみです。 

このチラシも冬の開催なのに随分と早くからあるなと正直思いましたが、力の入り具合が感じ

られて良いことだと思います。 

 

●会長 

  前回の協議会の時も、SNS を使用したとの話が出ていたと思いますが、たまたま私も八戸市  

美術館フェイスブック等で検索しても出てきませんでしたが、はっちが出てきます。そうすると

はっちに入っていくわけですから、はっちはとても多くの方がフェイスブック登録を見ていると

思います。 

私達の学生さんもそれで話をしていましたので、あの中に美術館の企画の内容が投稿という 

形でも良いので入っていくと、どんどん広がっていく可能性があるのかなと思いました。 

1回慣れてしまうと、それを少しアレンジして色々な視点で定期的にあげていくと、美術館に

対する関心や視点が向いてくれるのではないかという感じがしますので、もしかしたら、今まで

思いもしなかった人達が、こちらに来る可能性があるのかなと感じました。 
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●委員 

  私達の中ではいつも、入館者が多い時は駐車場が狭いという話を良く聞くので、入館者が多く

なると予想される時は少し広めに開放するというのがあれば良いと思います。 

 

●事務局 

  今の美術館の敷地内ですと、駐車台数はせいぜい 15、6台ですので、行事が立て込めばすぐに

満杯になって溢れてしまいます。先ほどの開放するというのは隣の駐車場のことだと思いますが、

あそこも紆余曲折で、昨年度までは半分がはっちの駐車場で、半分が市の公用車の駐車場という

管理でしたが、今年度からはっちの駐車場が 10 台程度になり、残りは全て公用車の駐車場に  

なってしまいました。 

市が管理している部分も、市の会議等で来た人達で市の駐車場に停められなかった場合に限り

許可証を発行して停めさせる駐車場になってしまい、美術館が勝手にどうぞと言えない状態に 

なっております。 

土日は確かに空いており、何で停められないのかと言われても、事情を話して謝るしかないの

ですが、今後は市の駐車場を管理している部署と協議してみたいと思いますが、美術館が直接 

管理している土地ではないので、そこはご容赦願いたいと思います。 

後は、非常に申し訳ないのですが、1 時間ぐらいですと皆さん美術館の近隣とかさくら野の  

駐車場を使って観に来て、どこかで買い物をして駐車料金を無料にして帰っていただくという 

形になっていることが多いようです。中心街の活性化のためには少しご協力いただきたいとは 

思いますが、駐車場の件については今後検討させていただきます。 

 

●会長 

  駐車場の問題はいつも聞きますが、周辺地域の方もそうですが、街に突入するより周辺に車を

停めていて、街に入るのが一番良いのでしょうけれども、そのまま帰りたいという方もやっぱり 

いたりとか話を聞いていますので、出来るだけ駐車場はウェルカムにしておいて、それで後は 

自由に街に行く方とか、もちろん美術館に関係ない方は停めてはいけないわけですが、ここに 

来られてここに停めた方もゆったりとした気持ちで作品やアートを楽しんでいただけるような

形になるのが一番良いのかなと思いますので、今後とも協議をよろしくお願いします。 

 

●会長 

  その他に、ございませんでしょうか。 

 

●副会長 

  前にもお聞きしたかも知れませんが、資料 1の 8ページの年度別入館者数の展覧会自主事業に

ついて、例えば平成 7 年度は前年度の入館者数が 5,000 人ぐらいだったのが 27,000 人ぐらいに

なったり、その他の年でも時々増えているのはどのような展示が開催されたのでしょうか。 

美術館ではお分かりだと思いますが、それが分かるとその時々でどのようなものが受け入れ 

られたかが分かりますし、全体で見ればどのような方々がどのようなものをやると良いのかと 

いうものについて、私達にももう少し見えて来るのかと思いました。 

今、平成 7年度の内容は分かりますか。 
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●事務局 

  平成 7年度は、デーリー東北さんと美術館との主催で開催した山種美術展という日本画の展示

だったのですが、これは完全にマスコミ主導型の展覧会で、デーリー東北さんに宣伝を頑張って

もらいまして 27,000人を稼ぎました。 

平成 22年度の 26,000人という数字は、トリックアート展という視覚の不思議を訴えた展示を

冬場に開催し、20,000人を超える入館者を稼ぎました。 

平成 24年度の 20,000人超も、これもやはり冬場に開催したもので、魔法の美術館という光と

映像のものです。 

最近、入館者が増えている時期は冬休みにかけて開催されたものが割りと当たっています。 

夏休みに開催される展覧会の時期は、色々と出かけて歩く機会が多く、どちらかというと皆さん

外向きという指向です。逆に冬というのは、やはり北国のせいもあってなかなか遠出がしづらい

時期で、近場でおもしろいのがあると割りと家族で来てくださったりと、感覚的にそのような 

傾向にあるということを、ここ 2、3年感じているところです。 

ですから、中身にもよりますが娯楽的なもの、親子で楽しめるようなものを開催する時は、  

夏休みよりも、もしかしたら冬のほうが来てもらえるというところがあって、ここ数年は冬に 

開催している状態です。 

 

●会長 

  何点かご説明いただいた中で、特に後半のほうは 12 月に開催したということですが、前半に

説明いただいた平成 7年についてはどうでしょうか。 

 

●事務局 

  平成 7年は夏休みではなく、5月から 6月に開催しています。 

 

●会長 

  だとすると、今回のねこ展は 1年以上前から話があったわけですが、例えば平成 27年の春先に   

開催するとしたら、今の時点で何か新たな方策とか目玉というのはあるのでしょうか。 

 

●事務局 

  このような企画というのは、手を早く挙げないと私達が好んだ時期に持って来るのが非常に 

難しい状況となります。皆さん取り合いになりますので、なるべく早い時期に色々な企画ものを

見て回り、私達がこの時期に呼びたいということで接触を始めなければいけないので、大体 2年

ぐらいのスパンを考えています。ただ、いいなと思っても、その時期はもう呼べない状況とか、

そういうこともあります。 

 

●会長 

  分かりました。ありがとうございます。 

  その他に何かご意見、ご質問等ございませんでしょうか。 
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●副会長 

  今、テレビでも岩合さんのネコ歩きをやっていますが、その時期にタイミング良く呼べたことは

私達からすると驚くことだと思います。今の話からしますと、何年か前から交渉していたという

ことなので、随分と先を読んでいただいたと思います。すごく当たると思います。写真を撮る  

私達にするとすごく面白いし楽しみなところがあります。 

 

●委員 

  先ほど猫の写真を募集しているということでしたが、募集したものはどうするのでしょうか。 

 

●事務局 

  我が家の猫なので、コンテストをすると火が付いてしまうのでコンテストはなしで、お寄せ 

いただいたものは全て掲示して、招待券を差し上げます。基本的には美術館の中にコーナーを 

設けて展示したいと思っていますが、溢れるようでしたら各店舗やその他のところにもご協力を

いただいて貼り出したいと思っております。 

 

●会長 

  展示会が終わったら、はっちに持って行くというようなことはしないのでしょうか。 

 

●事務局 

  その辺りのところは、はっちとも相談してみたいと思います。 

 

●会長 

  せっかくの良いアイディアなのでもったいないと思いました。 

  その他にはございませんでしょうか。 

 

●委員 

  博物館とか縄文館は、駅の周辺から 100円ぐらいで巡るバスがあったと思いますがどうでした

でしょうか。 

 

●事務局 

  南部バスが運行している市内循環バスの「るるっぷ八戸」だと思います。博物館や是川縄文館は  

コースに入っているだけでメインではないようです。美術館は中心街なので入っていません。 

 

●委員 

  バスだけに、猫を撮った写真をバスの中に貼ったりするような、いわゆる「猫バス」を運行  

させれば、バスに乗るだけでも動く美術館みたいになりますし、また、駐車場問題の解消にも  

繋がって良いと思いました。 

美術館で駐車場を借りたとしても、冬なので雪かき等の問題があって難しいと思いますので、

「猫バス」という表現が良いかどうかは分かりませんが、バスを使うことは有効だと思いました。 
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●委員 

  当然無理だとは思いますが、岩合光昭さんは何かコメントを寄せてきたりするのでしょうか。 

 

●事務局 

  岩合さんですが、会期中にお越しいただく予定で話を進めております。予定と言いますのは、

お願いして、ほぼ来ていただける予定なのですが、以前に面白い撮影のスケジュールが入ると 

突然いなくなることがあったそうなので、絶対とは申し上げられないのですが、期間中に来て 

いただいて、お出でになった方々と色々と意見を交換したりサイン会をしたり、あるいは色々な

苦労話を聞かせていただいたり等の時間を作りたいと思っております。 

 

●委員 

  個人的ですが、何かの雑誌で猿が雪のボールを抱いて歩いている写真、確かそれが岩合さんの

始まりだったと思いますが、その辺のことも聞いてみたいなと思いました。 

 

●事務局 

  期間中来ていただいて、ギャラリートーク＋サイン会という形で各地でやってらっしゃるので、

来ていただければ出来ると思います。 

 

●会長 

  来ていただければ最高ですね。 

  その他にございませんでしようか。 

 

●会長 

  それでは、資料 2の件につきましては終了したいと思いますが、まだ時間があるようですので、

今もフリーディスカッション的でしたが、さらに何か色んなことを含めてご意見、コメント等が

あればご発言いただければと思いますが、いかがでしょうか。 

 

●会長 

  では、私から少し質問がありますが、美術館のホームページを見ますと、意見や感想を出せる

画面がありますが、大体どのぐらいの件数が寄せられているのでしょうか。 

 

●事務局 

  ホームページからのアクセスは年に数件で、圧倒的に直接電話によるものが多いです。 

今年度中に美術館のホームページをリニューアルする予定となっておりますので、その時に 

先ほどお話のありましたフェイスブック等のコーナーについても検討してみたいと思います。 

 

●会長 

  分かりました。ありがとうございます。 

  後、ございませんでしょうか。 
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●委員 

資料 2の 4ページに予算というのがありますが、その中には今年はどこか直しても良いという

ようなお金が含まれているのでしょうか。特にそういうのは、設けけられないのでしょうか。 

 

●事務局 

  美術館では、これまでの間にあちこち壊れて直さなければいけない予算は入っておりますが、

それ以外の改修事業とか、そういうものに関してはこの中には入っておりません。 

 

●委員 

  分かりました。 

 

●会長 

  この予算の中で、PR 費やホームページを作ったりというような広告の費用というのはどこに

分類されるのでしょうか。 

 

●事務局 

  展覧会の宣伝広告費に関しましては展覧会の事業になりますので、展覧会経費に含まれます。

その他の美術館全体の運営に関わるようなところ、例えば、先ほどの修繕の問題やホームページ

リニューアル等につきましては施設維持管理に含まれます。 

展示活動に関するものは展示活動経費、それ以外の部分は全て運営経費の施設維持管理に入る

ことになります。 

 

●会長 

  分かりました。ありがとうございます。 

それでは、まだ時間が早いですが、この辺で、終わりにしたいと思います。 

本日の案件は、予定どおりすべて終了いたしました。委員の皆様、ありがとうございました。

事務局にお返しします。 

 

●事務局 

  委員の皆様、大変お疲れ様でございました。貴重なご意見をいただきまして、今後の参考と  

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。 


