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平成 27 年度 第 1 回 八戸市美術館運営協議会 

 

 

・日 時  平成27年10月30日(金) 午前10時～午前11時30分 

・場 所  八戸市庁本館3階 第一委員会室 

・出席委員 坂本会長、奥山委員、亀本委員、佐藤委員、田口委員、西川委員、

戸来委員 

・事務局  風張部長、山田館長、大嶋主幹、木村主幹、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27年度事業実施状況 

             ②平成28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 27 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。  

それでは、部長より一言お願いいたします。  

 

●部長 

  皆様おはようございます。日頃から色々とお世話になりましてありがとうございま

す。私だけがこの会では新米ということなのですが、来年美術館もおかげ様で 30 周年

ということで、ご存知のように税務署跡地を美術館として運営して参りまして、手前

味噌ではございますが非常にその中でよく頑張ってこれまできているなということは

実感しております。それも色々皆様方に支えられてきた結果だろうと思っております。 

30 周年を迎えるということもございますし、本日はお集まりの皆様方にも、美術館

に関する色々な意見を頂きまして、美術館運営協議会をより活発なものにするために

お力添えを頂きたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。  
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●事務局 

それでは、ここからの議事進行は会長であります坂本様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 

それでは私からまず最初に一言ご挨拶申し上げます。  

私、前もお話したのですが、常々地域の文化を愛し、それを育てて、それを継承す

るということが地域のエネルギーの増進に結びついて、それが地域の活性化に結びつ

くと信じております。そういう意味で、美術館がそれを推進するひとつの役割を担っ

ているのではないかと感じております。先ほど、風張部長さんのほうからもありまし

たように、本日は税務署から移って 30 周年を迎えた現美術館の企画構想のご意見を伺

う機会ともなっているようでございます。どうぞ忌憚のないご意見をいただければと

思っておりますので、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 27 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。 

 

●委員 

  ハローキティ展は、予想通りかなり来館者数が多かったということですが、層とし

ては子どもたち、お父さん、お母さんと子ども連れが多かったのでしょうか。 

 

●事務局 

多分、恐らくはそうだろうと思って蓋を開けましたが、その層が確かに多くいらっ

しゃたのは事実です。意外だったのは、思っても見なかった層と言えば語弊があるの

かも知れませんが、20 代、30 代の男子の方々が結構いました。後はご年輩ですとご夫

婦揃ってという形でした。割と男性層の人たちも結構来て見ていたというのが目に留

まった感じでした。キティファン恐るべしというところでしょうか。 

 

●委員 

  私も行ってみましたがそう思いました。親子は当たり前なのですが、彼女に連れら

れて来ているのか、そうではなくて自分の意思で来ているのかは分かりませんが。や

はりそういうキャラクター的なものに興味がある方がいらっしゃるのだと思いました。 
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●会長 

  その中に、山口裕子さんのトークに 1 回目 2 回目合わせて 120 人、結構多いなと私

思いましたが、これもやはり同じような層の方がたくさん参加していたという感じな

のでしょうか。 

 

●事務局 

  朝、私たちが出勤したらもう並んでいたくらいの人気でした。1 番先頭の方は男性

でした。後は、結構遠方からわざわざサインが欲しくてお会いしたくてというファン

が並んでいただきました。 

 

●会長 

  中学校の方が何百人と入っているとありましたが、1 日平均 335 人というのはこれ

まで色々なイベントをやった中でも割と人数が多いと考えてよろしいわけですね。  

 

●事務局 

  今回、会期が 16 日間と非常に短く、いつも特別展ですと 30 日は引っ張りますが、

今回はその分取れなかったので 16 日で終わってしまいまして、デーリーさんはもう少

し人数をみたかったと思います。ただ、1 日平均 300 人というとこれは多いほうで、

普通に例えばこれを 30 日間続けていればねこ展とか、それに負けない人数になったの

ではないかと思います。 

 

●委員 

  駐車場が入り切らなくて、近隣の駐車場も潤ったのではないかと思いました。 

 

●委員 

  ハローキティではないですが、ミニストップさんでよく景品で、ミッフィーシリー

ズをやっていまして、スタンプを貯めるとミッフィーの皿がもらえるとか、結構それ

にもコレクターとして若い男性が多いという話を聞いていたので、社会的現象なのか

と思いました。 

 

●事務局 

  同じような時期に青森の県立美術館でもミッフィー展をやっていました。ですから、

その間青森県内に行くと、ミッフィーは観れる、キティーは観れるという相乗効果も

あったと思います。 

 

●会長 

  そのほかに、ございますでしょうか。 
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●委員 

  写真のまち八戸という目標を立ててやっているようですが、今後この写真芸術のほ

かに次はこれやろうとか、何か今は写真だけピックアップされているような感じにな

っていますが、芸術となれば色々なのがあると思います。これは今後の計画とかある

かないか。当分、写真でいくのか。  

 

●事務局 

  実際、市長の政策公約の中に取り入れられたひとつの事業ですので、当分の間はこ

れでいく形になります。ただ、その他に美術館に限らず、まちづくり文化スポーツの

部の中では、はっちだったり南郷アートだったり色々な分野で写真に限らず様々な音

楽とかダンスとかも全部含めた芸術、文化全体を取り扱った事業を進めておりますの

で、それぞれがそれぞれで盛り上げていく形で、何でもかんでも美術館がやるわけで

はないですし、そこはバランス良くと思っております。 

 

●会長 

  後、ございますでしょうか。  

 

●部長 

  アートのまちづくりを検証しておりまして、アートというのは文化協会さんのもの

であったり色々なものも含まれますし、今また文化グループのほうでは文化ビジョン

をパブリックコメント等で間もなく正式に策定されることになっておりますが、その

中でも色々な分野で、多文化推進ということで色々な文化がそれぞれずっと皆様が支

えてきたものがありつつ、また新しい南郷アートとか工場アートみたいな現代アート

的なものを切り口に地域の資源に別な形から光を当てるみたいなことを同時に底上げ

するような形を今取っています。ブックセンターもその一環なのですが、そういう中

ではやはり館長が今申し上げましたように、市長のマニュフェストの中で写真のまち

というのは、どこかに包括してそこから、写真というのは色々な景色だったり、その

写真そのものというよりも被写体に色々なものがなりますので、そういう意味でも幅

広いひとつのツールとしての写真のまちとしてご理解をしていただいて、みんなで盛

り上げていこうというような位置付けになります。 

 

●委員 

  何年か前から文化の多様化とか言われていますが、全部挙げると大変なことになる

と思います。まず写真ということですね。 

 

●部長 

  そうですね。多文化ということでのみんなを認めつつ、今はひとつ写真のまちとい

う切り口で少し町全体を盛り上げていこうというので、本のまちというのもあります。 
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●委員 

  わかりました。 

 

●会長 

  ありがとうございます。そのほかにありますでしょうか。 

 

●委員 

  今の話を受けて、それに対しての市から文化事業に対する援助金みたいなシステム

があるのでしょうか。例えばもう既に、南郷であったり工場アートであったり目に見

えるような時間の経過で市民の目に入ってくるものなのですが、そこにいくまでの例

えば、小さなグループが何かしらその活動していく、それが自分たちの利益のためで

はなくて、町のためになるとか、そこに表出するための運営資金的な援助というのは

あるのでしょうか。 

 

●部長 

  それはやっております。公募して補助金という形で毎年多文化推進懇談会というの

が別個にありまして、その中で審査を経て毎年何団体か個人の方も含めて、そのよう

な奨励制度がありますので、委員の皆さんが知らないとなると告知の仕方が足りない

かも知れませんが、そのような制度はございます。 

 

●委員 

  知ってはいましたが、それがずっと続くものなのか、ある程度 10 年間とか、スパン

で見ていって経過が良ければさらにアップとか別なところで、別な形の何かあるのか、

もうここで打ち切りとか何かそういうものがあるのでしょうか。  

 

●部長 

  何年間とかということではとりあえず決めていたような気がしますが定かではない

です。3 年くらいで同じ方からの申請であれば、3 年だったと思いますが、そういう形

でやっていたような気がします。 

 

●委員 

  わかりました。 

 

●会長 

  何か色々な種類の募集がこう、インタネット上で探せるのですね。 

 

●部長 

  色々な支援という意味では、はっちのほうでも市民企画公募みたいなもので、通常

であれば場所代がかかりますが、それについては頂かなくて広報もするのでやってみ

ませんかということでの事業もあります。ここの分野ではないかも知れませんが、1
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回そこは整理してどういう文化活動している人たちに対しての支援事業があるかとい

うのは整理する必要があるかも知れません。ありがとうございます。 

 

●会長 

  よろしくお願いいたします。後、よろしいでしょうか。  

 

●会長 

それでは続きまして、案件 2 の「平成 28 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 

  美術館をお借りするとき、文化協会では今回、書道部門を前期後期に分けているの

ですが、それを調整して公会堂文化ホールと 2 か所でやるのですが、それだと時期が

まちまちになるので、一気にやりたいのですがそれができないということです。そう

いう調整は無理なことなのでしょうか。  

 

●事務局 

  それらは事前にご相談を頂いて一応調整してますが、どうしても公会堂は公会堂の

全国大会が入ったりだとか、そうなると近いところでやれるところで落ち着きます。

できれば一緒の期間にしてあげたいのですが、それぞれのホールの空きの状況等によ

ってどうしてもばらけてというところはあります。ただ、相談の上、やっております。  

 

●委員 

  これは一斉に集めて最初協議して皆さんで抽選やる人たちが集っていいでしょうと

なったらぱっといけるのではないかと思いますが、個々にやるとバラバラになる。  

 

●事務局 

  多分、公会堂も美術館も文化協会さんの市の美術展に関しては最優先で取っている

はずです。抽選ではなくて、ある程度のスケジュールの都合が良いところで押さえて

ます。 

 

●委員 

  わかりました。ありがとうございます。  
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●会長 

  それでは続きまして、資料 2 の「八戸市美術館 30 周年企画」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 

  ただいまの美術館 30 周年記念企画に関して、何かご意見、ご提案等はございますで

しょうか。 

 

●委員 

  その企画展を催すにあたってのリストアップ的なものというのは、一応何月くらい

までに実施の予定なのでしょうか。 

 

●事務局 

  作家活動をしている皆さんもリタイヤされている方も実はいらっしゃったり、ある

いは亡くなられている方も実はいっらっしゃいますので、受賞者の皆様の現況を整理

して、その上で出品が可能かどうかというコンタクトをしなければいけませんので、

これは年度中にはある程度の名簿とリストアップとご協力いただけるかどうかという

のを整理して、新年度早々にはお願いをしないと間に合わないと思います。ただ、新

作を出すというわけではないです。 

 

●委員 

  過去の受賞歴をお持ちの方々を対象にしたレイアウト作りということでしょうか。 

 

●事務局 

  そうです。後は、美術報奨を受賞した人たちがこれまでの間にどういう活動を続け

てきたのかです。今後頑張ってくださいという意味でおあげした賞でしたので、この

くらい頑張りましたということです。 

 

●会長 

  そういう方々に対象を絞るということですね。 

 

●事務局 

  美術館のほうではとりあえずそこからスタートしようかと思います。ただ、皆さん

のご意見の中で、今現在の若手ももっと入れたらというご要望がもしかしたら出たら

出たで、それらも含めてご自由にご提案していただけたらと思います。  
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●会長 

  何かここに若手の作家がなかなか育たずという文章があったので、もしかしたら目

的のひとつに、そういった方々への啓蒙というか促進をするようなイベントになるの

かというのを思いました。その時に、この方々は表に挙げられている方々は素晴らし

い方々ですので、それなりのものというのは集められるとは思いますが、その中に本

当に若い方の、東京で活躍している方でも良いですし、地元で活躍していればなお良

いのですが、そういった方々も入れて一緒に対談などできたらもしかしたらおもしろ

いのかと思いました。私個人的に、まだ案の状態でまだこれからどんどん叩いていく

ところなのかと思いますが、市民と語るときたときに、文章を読んでいて段々市民の

目線から自分が遠くなっていくような感じがしました。行政の視点にだんだん変って

いったかという形で、ではこの対談をやったときにどういう方々を対象にしているの

だろうとか、そういったところも少し考えてしまいましたが、大方は良いのですが私

の意見としては、もう 1 回目的と対象を明確にした上で、ストーリーを作っていけば

さらに具体的になるのかと感じました。 

 

●委員 

  私も同じ様な考えです。これまでを振り返ると同時に、これからどうこれをつない

で行くかというところに焦点はあると思います。あくまでもこれからのために 30 周年

を振り返るというスタンスが大事ではないかと思います。そのためには、もちろん今、

活躍されている若手の作家、あるいは卵は必ず参加対象になって欲しいと思いますし、

さらに言えば、近い将来というところまでいくと、高校生、工大二高で美術をやって

いる方もそうですし、あるいは中学生の美術部であるとか、それから小学生あたりま

での層としては巻き込んで、そうなってくると市民という感覚が強くなってくるのか

と思います。ただ、対談の人選であるとか、規模、あまりにも広くなりすぎても収拾

がつかなくなると思いますので、その辺りの調整はやはり必要かと思います。感覚と

しては、そういう方向で企画したほうが良いのではないかと思います。  

 

●委員 

  今の意見に全く賛成です。このイベントをやって、なるほどずっと頑張っているな

というのもあると思います。それを踏まえて、もし良かったら復活させて若い人に賞

をあげて頑張ってもらうようにしたらいかがでしょうか。  

 

●委員 

  賞の復活については私も賛成ですが、ただこれまでは個人を中心にした賞を、これ

からは団体というか活動そのものを対象に賞を設定することもありかと思います。団

体名ではなく活動名に対しての賞です。 

 

●会長 

  素晴らしいアイディアです。  

そのほか、ございますでしょうか。  
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●委員 

  今、伺っていますと小学校、中学校の展覧会が毎年行われています。そこには私は

必ず 50 年間出席して来ましたが、父兄もかなり来ています。ところが、私は方々歩く

のですが、その中で大事にされているのは美術館の館長賞とか、例えば今、芸術何と

かというのができたと思いますが、まずはそのような賞ひとつでもやることによって、

父兄も啓発されるし、教師も、児童も、ですからそういうものの工夫もあって良いの

ではないかと思っています。  

 

●会長 

  ありがとうございます。 

ほかにございますでしょうか。  

 

●委員 

  ついでになりますが、若い人で書をやっている方で現在、中央展に出して良い賞を

何回か貰っているのですが、年齢が若いために八戸市の文化奨励賞に推薦できないと

いう人にはこういうものは良いのではないでしょうか。結構活躍されているのに年齢

が若いために惜しいと思います。若い人はあげられない感じになっていますね。  

 

●会長 

  そういう文化に対する一般市民の理解度がさらに拡大していくという感じですね。  

  そのほかにございますでしょうか。  

 

●部長 

  実際に文化賞の要項みたいなのがありまして、これから活躍する人というのには、

１年間だけのどういう賞を取ったかということと、後は 60 歳以上みたいな縛りがある

ことは確かです。そういう意味では、その時頂いた方々が色々な形で活躍されている

のが目に見えるような感じなので、そういう見直しは必要なのかも知れないです。  

 

●委員 

  中央では頑張っているのはみんなわかっているのですが、地元では何にもアピール

する場がないのです。 

 

●部長 

  これは美術館とは違う委員会がありますので、そちらでも少し検討するように話し

てみます。 

 

●会長 

  今出たような意見をこの企画に反映させられるものは反映させて実現していただけ

ればと思います。 

  場所とか未定なのですが、これはやはり基本的には美術館なのでしょうか。  
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●事務局 

  結局、対象者を広げていくとどうしても人数が多くなる可能性があったりすると、

美術館の中では納まり切れない可能性がありますので、この件に関しては今後少し詰

めたいと思います。ただ、本当は作品がある中でトーク形式でもやったほうが良いと

は思いますので、その際は何回かに分ける形等のやり方に工夫が必要かと思います。 

 

●会長 

  ありがとうございます。 

もしよろしければ、本日はこれで終了とさせていただきたいと思います。  

それでは事務局にお返しいたします。  

 

●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。  


