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八戸市美術館運営協議会 

 

 

・日 時  平成28年1月19日(火) 午後3時～午後4時15分 

・場 所  八戸市庁本館3階 第三委員会室 

・出席委員 坂本会長、米内副会長、奥山委員、亀本委員、佐藤委員、戸来委員 

・事務局  田湯次長、山田館長、木村主幹、寺下主事兼学芸員 

      ※まちづくり文化推進室  三浦GL、下村GL、下斗米GL 

・次 第  (1)開会 

         (2)会長挨拶 

         (3)案件 ①新美術館の検討について 

             ②その他 

 

 

                                        

 

 

 

●事務局 

本日はお足元の悪い中、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、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。  

本日の案件につきましては、委員の皆様には事前にお願いしておりましたように、

新美術館整備事業検討についての案件となっておりますので、これについて、忌憚の

ないご意見を頂戴いたしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。  

 

●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（2：20） 

それでは私のほうから最初にご挨拶申し上げます。 

年を越えて今日が初仕事でございます。どうぞよろしくお願いいたします。私たち

のこのメンバーとしての任期は確か今年の 7 月と伺っておりますので、後 1 回あるの

かないのかわかりませんが、本日はこれまでにない非常に重い課題でございます。昨

年 10 月に開催されました前回の協議会におきまして委員の皆様から色々なご意見を
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いただいたところですが、本日は同じような課題になっているわけで、皆様のほうか

らまた似たようなお話があるかも知れません。それはそれでそれだけポリシーがはっ

きりしているとの表れではないかと思います。どうぞ本日は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「新美術館事業の検討」について、事務局よりご説明をお願いいたします。  

 

(説明：まちづくり文化推進室) 

 

●会長（10：40） 

  ありがとうございました。  

それでは、この件につきまして事前に連絡がありましたとおりこれまでの美術館の

運営に関するご意見、良い点悪い点を含めてですが、委員の皆様からお一人ずつご意

見を頂戴し、整理集約したいと思います。  

  それでは、お願いいたします。 

 

●委員（11：45）  

委員になって 2 年近くになりますが、以前のことは詳しくは分かりませんが、最近

の美術館の様々な企画については来客数が多い企画もありますし、大変バラエティに

富んだ企画がされていて大変良いのではないかと思っています。  

 

●委員（12：30）  

現在の美術館については、人数が少ないですが、本当によくやられているという印

象です。  

 

●副会長（12：50）  

美術館としての中身はとても濃いと思います。それは、私たちにとってはとてもう

れしいところですが、一般の方々は外側で見ます。今日、魔法の美術館を見せていた

だきましたが、建物がもっと大きければもっとものすごくボリュームがあって話題に

もなりましたが、そういうところを言えば建物が小さくて狭くてということもありま

すが、美術館全体として考えると中身は他と比べても遜色ないと思いますし、かなり

良いと思います。ただ、駐車場とかに関しての問題はあると思います。  

 

●委員（14：00）  

企画から運営まで、この環境以上のものをやっていらっしゃると感じています。逆

に言えば、この企画力、運営力がさらに発揮できる環境が八戸になければもったいな

いというのを感じます。例えば、室内の空間が天井の高さであるとか横の空間のスペ

ースであるとか、それだけではなくて野外空間であるとか、駐車場とかそういう運営

面を含めてそれ以外にも、展示スペースとしての野外であるとか、あるいは美術館が
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果たす役割の中では、作品の収蔵ということについてももっとスペースがあればしっ

かり収蔵管理が行き届くのではないかというところもありますし、力が十分に発揮す

る環境がないことが大変残念なところだと思います。  

 

●会長（16：00）⑧  

恐らく新美術館の要望というかこうあるべきというのは、これまでの美術館がどう

あったのかという中で生まれてきたご意見ということにもなろうかと思います。これ

までの美術館で何か足りなかったことはなかったのだろうか、それをカバーするため

に新しい美術館が必要なのだというストーリーが絶対必要だと思いますが、先ほど委

員のほうからもありましたように、器や環境がない中で懸命にやられてきた数十年間

といったところは認めつつも、もっともっと箱物やきちんとした環境が整っていれば

もっと良い運営ができたのではないかという意見になっていったのではないかと思い

ます。  

美術館の役割として、やはり地域に特化した特性というものを非常に大事にしなけ

ればならないということを常々考えておりまして、その中では地域の方の作家の収蔵

品をたくさん持っていることと、そういうコレクションを方向性としてやってきてい

るという点は非常によくやられているのではないかということ。それから今日は小学

校の校長先生、中学校の校長先生も見えておりますが、教育というか人材育成という

視点から、教育の関係の方々と上手く連携を取って色々な事業を展開きてしていたの

ではないかと考えているところです。  

私も協議会の委員を 4 年くらいやっておりますが、今まで色々な話の中で広報とい

う点を考えて見たときに、これは充実していたのだろうかと考えると、これはマイナ

スの評価になります。ソーシャルネットワークシステムとか、ウェブの上手い活用方

法はもっとできなかったのかと考えているところです。  

これは細かいところを調べてみなければわからないところもありますが、はっちや

是川縄文館、博物館と連携の取れたイベントがもう少しあったほうが良かったのでは

ないか、そういう連携は調べればやっているのかも知れません。それから、やはり八

戸だけではなく十和田とかや色々なところとの連携とか、他の自治体との連携といっ

たところがもっと盛んになり、そういう事業やイベントがもっと開かれても良かった

のではないかと考えておりました。  

それから、皆さんここにお集まりの委員の方は、アートとか美術という点から言う

と、色々な美術、アートというのは物をつなげる力をすごく持っているということで、

私はよく学生に話をしているという点で、アートセラピーやホスピタルアートについ

て話をすることがあります。アートの世界は病院や福祉とかそういったところにも密

接につながっている、そういった環境とか色々なところもある。そういった中で、そ

のような方々と協同のイベントを立ち上げることができなかったのかというのも頭の

中で考えることがよくあります。  

美術館に今まで足を運ばなかった方も、そちらの方面から美術館、アートとこうい

うふうに結びついてこれから生活が豊かになっていくのだと感じることによって、多

くの市民、あるいは近隣の市町村からもビジターとして訪問するという形が非常に多
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く出てくるのではないかと感じておりました。そういったイベントがやりやすい環境

にあったかどうかも含めて、色々なイベントを立ち上げられるように並行していくこ

とが、現在やりにくかったところもあったのかと感じておりました。  

 

●会長（22：30） 

  他に何かございますでしょうか。  

 

●会長 

それでは次の、「その他」ということで、新美術館の具体的なご意見等をお伺いでき

ればと思いますので事務局よりご説明をお願いいたします。  

 

●事務局（23：25） 

  今、会長が仰ったとおり、お話いただきましたご意見を踏まえて今後、新美術館に

向けてどのようなものをもっと充実させたり、取り組んでいったら良いのかというこ

とも含めて自由なご意見をいただきたいと思います。前回も皆様から色々な方面から

ご意見を頂戴しましたが、それらもまた同じことの繰り返しでも構いませんし、やは

り八戸にとって今後美術館はこうあって欲しいというご要望も含めてご意見いただけ

ればと思いますのでよろしくお願いいたします。  

 

●会長 

それでは、新しい美術館に関する要望とかフリートーキングに近い形で構いません

のでお話いただければと思います。  

  それでは、お願いいたします。 

 

●委員（24：35）  

前回も出ましたが、戸来先生のほうから新美術館コンクールという、子供たちが描

く新しい美術館について様々な造形物でのコンクールということで、私も職員が休ん

だりしたときに代わりに子どもたちに話をしたときに、あまり子どもたちが美術館に

ピンときていませんでした。美術館と言ったときに、小学校の子どもだと「なんだろ

う？」という感じになり、イメージが湧かないのです。クラスの中で何人かは十和田

の美術館だと言うと、「あー」という感じでイメージが付く。青森県立美術館を見たこ

とないかと話すと、何人か連れて行ってもらった子どもがいたりして、そういったこ

とがあって、やはりそういう意味で言うと八戸の美術館は子どもたちにとっては少し

遠い存在なのかと、近しいとは言えない存在なのではないかと思います。是非、新美

術館建設に伴って、子どもたちも身近に感じることができる、あそこはすごく楽しい

と思える空間や施設であって欲しいと、小学校の教育に携わっている者として是非そ

こははずさないでコンセプトの中に入れてもらえればありがたいなと思います。また、

そういうところから様々な可能性がたくさん出るのではないかと思います。そこのと

ろを一番要望したいと思います。  
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●委員（27：00）  

今の美術館と今度新築されるであろうと思われる美術館を考えたときに、今の美術

館は少しスペースが狭いというのが第一印象です。今の美術館は企画展を 1 階で占め

ています。2 階 3 階をみなさんに使わせているという感じですが、新しい美術館に対

する希望は企画展は企画展で常に展示するスペースを持って、またみなさんで使える

ところは使えるところでそれなりのスペースを取っていただくと。美術は感動を与え

るというものでありますので、中央展に携わっているとこういのを八戸に持って行っ

てでも見せたいというのが結構あります。そういうのを展示できるスペースが欲しい

というところが第一印象です。まずはそれが第一です。  

 

●副会長（28：25）  

私たちのほうからすると現代美術的なものが良いと思いますが、なかなかそればか

りは言えないと。ただ、色々なところで言われていると思いますが、何でもかんでも

ではなく、やはりどこかに特化していかないと、作ってもあまり面白味がないという

か人も来なくなるので、非常に尖った部分のものがなければ駄目かということと、も

うひとつは先ほど委員が仰っていたみたいに、子供たちは建物が良いとか大人の私た

ちが考える環境がよく緑がたくさんあってということで子供たちの印象に残るのでは

ないと思います。前に何かでお話したことがあったかも知れませんが、小学校のとき

に見た映画で「地下鉄のザジ」という映画がありまして、とても印象的でずっと思っ

ていました。年を取ってからパリの下町に行ったとき、その雰囲気が一瞬にして甦っ

たというか思い出したことがありました。そういったものからすると、子どもたちは

建物とか環境もですが、やっている中のもので非常に感動するところがあるのでそれ

につけても周りの環境を良くしなければならないのかも知れません。  

もうひとつは貸館と美術館を一緒に考えないほうが良いのかという気がします。建

物の中に一般の方が借りて展示するスペースがあればあったで良いと思いますが、美

術館として考えることは貸館ではなくて美術館の中身のことが上手くできて、しかも

場所が良いところにということだけです。色々なものが賄えるものではなく、少し尖

ったものにして欲しいと切実にそう思います。  

 

●委員（31：25）  

  ひとつ質問ですが、場所のところで面積を仰ったのですが、役所側から見て左側に

交番がありますが、交番は入るのですか。  

 

●次長  

  あの交番は青森県の土地で市のものではありませんので入っておりません。  

 

●委員  

  どの位の大きさの角になるのですか。  

 

●次長  
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  道路側のほうで間口が約 17ｍ、奥行きは出ておりません。  

 

●委員  

  大体、正方形に近いということですか。  

 

●次長  

  長方形になります。奥行きが 3 倍くらいあります。  

 

●委員  

  旧消防庁舎は八戸市のものですよね。  

 

●次長  

  そうです。  

 

●委員  

  青銀のところは青銀さんのものですよね。  

 

●次長  

  そうです。青銀さんが建っているところは青銀さんの土地です。  

 

●委員  

  つまり、市役所側から見て両端は欠けるわけですね。  

 

●次長  

  そうです。  

 

●委員  

  その裏側はグランドホテルまでが役所の土地ですか。  

 

●次長  

  グランドホテルまでではなくて、今、市の公用車を停めている駐車場がありますが、

そこまでが市の土地になります。グランドホテルとの間には昔からお住まいになって

いる方がおります。  

 

●委員  

  形としては変形ですね。  

 

●次長  

  そうですね。変形と言えば変形になります。  
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●委員（33：40）  

例えばその中で、これから進めるに当たって青銀さんとそこを交渉してとか、県と

交渉してとかということで、立ち退きではなくて中に機能を集合することを含めて考

えると、かなり柔軟なスペースデザインが考えられると思います。シンクタンクのと

ころで、旧消防署をアートデザインの拠点として活用するとありますが、次の段階か

も知れませんが。これのデザインがどの程度青写真があるのか分かりませんが、新国

立競技場ではありませんが、構想案的なものが我々のこの会議の中で具体的にイメー

ジとしてあったほうが話も膨らんでいくのではないかと、そうでなければ恐らく言葉

で思いがただ動いていくということが気になっていました。  

 

●次長  

  昨年の 6 月議会である議員さんから今と同じ話が出ました。いわゆる民間の土地、

それは青森銀行さんを指しています。交番のほうは直接的な言葉ではなかったのです

が、市の土地だけではなくて周辺の古い建物があるのだから、そういったところと一

緒にやるようなことも考えたほうが良いのではないかという意見は議会の中ではいた

だきました。今のお話のとおり、民間、具体的には青銀になると思いますが、そちら

とも具体的なお話し合いをする必要がありますし、もし何か一緒のタイミングで、今

後、新美術館ということに大きく舵を切った際には自分たちもという話になるかも知

れませんので、その辺はお互い情報交換しながらという部分は今後、当然必要になっ

てくるだろうと思っております。  

 

●委員（36：50）  

囲碁ではないですが、角というのは活かすか活かさないかで随分構想が違ってくる

と思います。逆に今話のあったとおり、青銀さんとのすり合わせが上手くいき、お互

いが良い思いをする、青銀さんにとっても良い話になれば一番良いと思います。  

 

●次長  

  昨年度から状況が変わってきているという部分が、現在の美術館の耐震診断の結果

というものがあります。耐震診断の結果を発表する前に、学官連携地域シンクタンク

の都市研究検討会の皆様のほうから、今の旧消防庁舎と現在の美術館をリノベーショ

ンして機能的に今足りない部分を新しくしようという提案をされましたが、条件の中

として耐震診断の部分が考慮はしたと思いますが補強すれば良いというところだと思

いますが、実際非常に貴重なご提案をいただいておりますが、状況が少し違ってきて

いるのかと、耐震診断をやってもかなり投資して直さなければならない、旧消防庁舎

に至っては危険だということで田向に移転した経緯もありますので、それを補強して

まで使うのかと、何に使えるのだろうかということが冷静に考えていかなければなら

ない部分なのかと、それらも建築のそれぞれのご専門の先生方がご検討した部分です

ので、それなりの根拠があってのことだと思っておりますが、ただ、全体的な有効的

な土地利用ですとか、中心街の一角にある、ましてや市役所の真ん前にあるといった

ところを考えて、さらには今後本八戸駅から本八戸駅通りということで、さくら野ま
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で道路が整備される、それに伴って周辺の民間の地元の方々のところも少し直してい

こうという事業が並行して進んでいる中ですので、全体的なまちづくりということも

睨みながらピンポイントではなくて全体的な流れも考慮していかなければならないの

かと、少しとりとめのない話になってしましましたが、仰るとおりなかなか頭の中で

描いているのがそれぞれの中では少し違ったりすると、色々な考えが出てくるだろう

と、正しくそのとおりだとは思いますが、それはまた次の段階にでもある程度またお

示ししながら今後もまた考えていかなければならないと思っておりました。今日はそ

ういったのが準備ができておりませんでしたので申し訳ございませんでした。  

 

●委員（40：35）  

国の予算を使うとなったときに、建物についての補助ということなので、これはま

ちづくりのものと並行しながら先に建物のほうをしっかりやっていかなければならな

いことになったと感じていました。恐らくまちづくりのほうは、本八からさくら野ま

でのルートを緑地も含めて、31 年度以降もかなり長い時間をかけて進めていかなけれ

ばならないと思いますので、その青写真があって今の条件のところの場所に美術館と

いうものを先に作っておくという意識で進めていくことだと感じております。そうな

ったときに、先ほど米内委員のほうからも尖った感覚の美術館という言葉がありまし

たが、私も市民のシンボルとして誰が見てもここが八戸市の拠点だと言えるような、

市役所とツインになった建物として存在したほうが良いと思います。片や行政の建物

なので固いですが、それと相反するような大変ユニークでシンボル的なデザインが面

白いし、市民にとっても印象付けられる。八戸市民はそれしか見ていないので、子ど

もたちも美術館というと中に展示する物でしかイメージできないような感覚があると

思います。美術館そのものがアートを感じる、そういうものも大事だと思います。た

だし、ごちゃごちゃやるのではなく、大変シンプルな構造であって、シンプルだけど

大変印象的なそういうものがあそこの空間には相応しいのではないかと思います。  

それから、市民全体が新しい美術館を活用してみんなのための美術館にならなけれ

ばならないので、一部のアーティストのための美術館ではなくて、子どもたちの教育

普及プログラムについては、次の世代を育てていくためにさらに充実させなければな

らないし、市民のほうに開く意味でも、もちろん活動されているアーティストたちの

活動拠点という空間も保証するようなものであって欲しいし、市民がアートという感

覚ではなくても、そこにいるだけで居心地が良い空間も美術館のひとつの役割だと思

っております。ただ、コーヒーを飲みに日曜日に来る、そこで大変豊かな気持ちにな

れる、それだけも美術館の役割は果たしていると思っているので、そういう様々な角

度から市民に愛される美術館を目指していければ良いと考えています。  

 

●会長（45：10）  

委員からも出てきた話に近くなりますが、私が考えているのは 3 つくらいの柱があ

って、やはりまず市民という観点から本当に多くの人に利用してもらわなければいけ

ない。ビジターというものも次にありますが、市民の税金を使って作るということに

なりますので、そういった色々な方々の啓蒙活動も含めた啓蒙がまずひとつ。それか
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ら人材育成の教育という点が 2 つ目。3 つ目はアーティストや諸活動をやられている

方が、そこで逆に市民に対する啓蒙につながっていくような、そういったスクラムを

組んだようなことができる美術館であれば良いということを常に思っています。自分

が海外も含めて色々なところに出掛けて行って、ほとほとと疲れたときにどこに行く

か、そのときに美術館に足を運んで黙って風景を見ているだけでも良いと思う、要す

るにインスピレーションを得られる空間であるというのが望ましいと考えております。

さらに追加して言えば、多分これは箱物の話になるので次元が違うのかも知れません

が、色々な新しい美術館が作られているところも、実はユニバーサルデザインやバリ

アフリーというのをどこの施設でも考えて作っていると思いますが、本当に万人が使

いやすいデザインになっているかと言えば、実は少し凝っていて、トイレでどこに手

を出せば開くのだろうかという場面が結構あちこちにありまして、そうなると色々な

方が利用するうえでそういうところまで特化したものになってしまうと利用がまずく

なるのがあります。最終的にはもし新しく作るところにはバリアフリー、ユニバーサ

ルデザイン（UD）といったものをきちんと備えた施設にしていけば良いと思ってい

ます。最終的に行き着くところは老若男女誰でも利用できるというのが理想かと思っ

ています。  

委員のほうからも話がありましたように、まちづくりと絡めてどこに立地するのか

ということが見えてこないと、意見も場所によって変わってくると思います。マチニ

ワや更上閣の跡地とか、色々なものとの連携やそれぞれの場所の役割をもう一回整理

していかなければ上手く結びついていかないのではないかと思っています。実は、前

回の協議会のときに話した中で記憶しているのが、ミニチュアの色々な部署がひとつ

なり、そこに行けば年輩の方も全ての色々な諸手続ができるような、郵便局があった

り銀行があったり、複合的にあれば良いと言ったことがありましたが、マチニワとか

色々なものがあれば、役割をそっちに持って行ったりするということもあろうかと思

いますし、現在のはっちも非常に良い形で重ねていき、市民にも少しずつ理解を得て、

「あそこおもしろいよね」と言ってもらえる場面が増えてきたように思いますが、今

後新しい美術館ができたことによって役割が少しシフトしていく可能性がないのか。

現在の 5 階のレジデンスに来ていただいている方の利用状況はどうなのか把握してお

りませんが、使い方によっては色々とスクランブル状態で場所替えとかあるのかとか、

それも含めてを考えるとだんだん発散してどうにもならなくなりますが、そういうの

が上手く整理されて将来像が見えてくるように今後の市の委員会を含めてまとめてい

っていただければと思います。この協議会で言ったことがどのようにそこに入ってい

けるのか、恐らく皆さんそれが疑問というかどうなのだろうと思っているところでは

ないかと思います。恐らくここでまとめるというよりも、それぞれが色々な立場の中

で来られていますので、それぞれの意見を協議会全体として出た意見ということで評

価いただければと感じております。  

 

●次長（51：20）  

  運営協議会ということで、現在の美術館については一番美術館を近くで見られてい

る方々の協議会ですので、その協議会の皆様から現状の美術館の意見を聞くというの
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が重いお話だと受け止めております。さらには自由な意見の中で、新美術館を考えた

ときに、こうあって欲しいというのがつながってくる話と思っておりましたので、前

回も今日のようなお話をしていただいた経緯があったようですが、正式に議題として

今回お願いした経緯というのがそこにありますので、ご理解いただきたいと思います。

会長からお話のありましたはっちとの連携ですが、これはやはり美術館とはっちとい

うことになりますと役割分担が当然されるものだろうと考えております。そもそも違

うものであるということ、事業の性格から言って同じようなことを中にはやるという

場面もあるのかも知れませんが、スタートの時点ではきちんと役割分担をしていかな

ければ何か同じようなものということは美術館に関してははっちと同じようなものと

いうことはあってはいけないだろうということは思っております。明らかに違うとい

うことですが、ただし、レジデンスにつきましては様々な市全体での活用ということ

が十分に考えられると思っております。その辺はまだ具体的なものということはこれ

からということになってくるのですが、2 つほど気になった部分については、現時点

では我々の考えていることはお伝えしていきたいと思っておりました。  

 

●委員（54：40）  

はっちとの違いというところはとても気になっていまして、私としては構想の希望

があれば、景観の中のひとつとして出っ張りすぎず機能性としても作品の収蔵量の把

握というのが分かりませんが、作品の収蔵量との兼ね合いも、市民の人が景観のひと

つとして使えるもの、それからなるべくシンプルであって、例えば高校の作品展のと

きに搬入搬出の手際の良さとか、シンプルであれば使い手が色々対応性が得られると

いうことがあるので、展示がきちんとできるようなものという感じでしょうか。  

 

●会長（56：15） 

  他に何かございますでしょうか。  

 

●委員（56：45）  

先ほどアートセラピーの話がありましたが、福祉大学ではアートセラピーの研究も

行われていて、そこから発信して秋田市では美術館とは別に研究機関と医療機関と連

携しながらアートセラピーが結構盛んになっていまして、新しい美術館が秋田にでき

たときに、少しアートセラピーとか市民にもっと活きる美術館を目指そうという話も

あったと聞いています。現状はどうなっているかはわかりませんが、例えばアートそ

のものは大学とか市民病院とか色々な機関と連携する。もちろん学校教育とも連携が

必要ですが、そういう組織でこれからは協議を詰めていく必要があるのではないかと

思っております。構造的なものはもちろんそうですが、機能として多機能になればな

るほど複雑化して、それもまた整理が必要ですが、まだ話し合いの場ですので様々な

美術と連携できる機関と、可能性がある機関の方々が集って協議を少し膨らましてい

くことを提案したいです。  
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●事務局（59：05）  

  アートセラピーについてですが、アートを活用した障害者とか福祉の人たちとの関

わりということは、ここ何年かやはり美術館でも積極的に取り組んでいるところも増

えてきています。横浜の美術館では、そういう方々向けのプログラムを完全に作って

受け入れております。現在、魔法の美術館を開催していますが、冬休みということも

ありますが、施設の利用者、いわゆる福祉施設、それからのぞみ園とか、そういった

方々の利用が非常に多いです。ほとんど毎日のように団体予約で来ていてだいており

ます。壁面に飾られたオーソドックスな絵を見るのとはまた違って、五体、五感で感

じて楽しめるという展示が非常に障害がある子にも楽しめる、楽しんでもらいたいと

いう施設の人のご意見もありまして、今はそういう場になっております。美術館にエ

レベーターはありますが、障がい者にはあまり優しくない施設です。その中でも積極

的に利用していただくということは、今後の可能性としてはこれを大いに膨らまして

いくべきだと思います。この方々が身近にもっと楽しめる場として八戸の美術館は存

在するべきだろうと思います。魔法の美術館は、津軽方面からも雪をどっさり積んで

車で来ていただいたり、秋田ナンバーとか宮城ナンバーとか県外からも来ています。

そうなると、青森県内で県立美術館や十和田とか賑わっているとこはありますが、何

を八戸として活かしていくべきかというと、青森の県立美術館や十和田ではこういう

企画はやりません。そうなると、そういう人たちの受け入れ場所として八戸が少しは

そういうところを残しても良いのではないのかというところを思っております。子供

たちから大人まで、障がい者から福祉の人まで受け入れられる施設で、先ほどのユニ

バーサルデザインも含めてそういうものを受け入れるところだという前提で少しは考

えていくべきというのも残していかなれければいけないと思います。その他に、今求

められている色々なアーティスト活動や、それは今はっちでやっているものとは別に、

美術館ならではのクオリティーをもった活動というものを展開する場、そういうもの

を含めて今色々な企画をやりながら常々感じているところでしたので、委員や会長か

らのご意見、ユニバーサルデザインや、アートセラピー等の色々なところとの連携を

考えて参考にさせていただきたいご意見だと思います。  

 

●委員（1：02：56）  

お話を伺っていますと、新美術館が可能性があるという方向性に感じられますので、

後は具体的にどうするかということで、現実的には予算要求から始まって、スケジュ

ールが必要だと思います。そうすると、建物がどういう建物を建てて、具体的にいく

らかかってスケジュールがいつまでにこれやってこれやってというのが分かってくれ

ば具体的になってきますので、そうすると具体的にこの部屋をどうしようああしよう

とかの話になってくると思います。そういうところは早めに手を打つことが必要では

ないかと思います。  

 

●会長（1：03：35）  

恐らく、施設はこうあるべきというのはそれからになると思うので、今日の話はど

ちらかというと、コンセプトというか最低限このようなものが必要なものなのではな
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いかと思います。結構、色々とご意見をいただきましたが、まだ初期段階でのご意見

ということですよね。  

 

●次長  

  そうなります。やはり、現在の美術館をすぐそばで見ていらっしゃるということか

ら、市民の利用と言いますか、市民の人が使うということを第一に考えていくという

基本的な部分もしっかりご意見としていただきましたし、当然の話と言えば当然の話

かも知れませんが、ただその中においても尖がった要素というのも柔軟に考えてみれ

ばということも、非常にこういう意見というのが揶揄もすると固く考えてしまいがち

ですが、その辺も色々と我々自身も今年度基本構想を作ります。今年度と言っても残

り 2 か月半しかない中で、その中でどうするかという結論を出していかなければなり

ません。今、その中で色々とご意見をいただいてそれを整理して相対的にはこういう

意見だというところの位置付けということは我々がその意見を踏まえて取りまとめし

ていくことにはなります。もう少し検討させていただき、そのうえで方向性をきちん

と出していきたいと思っておりました。  

 

●会長（1：06：05）  

  今日のご説明の資料の中で、「費用のうち、概ね 1/2 が国から補助」とありまして、

その次に「（ただし、諸条件を満たす必要あり）」とありますが、この諸条件というの

は一体どのようなものなのか、これから我々が考えるにも非常に関係しそうな気がし

ていますが、もし差し支えなければ簡単にお願いします。  

 

●事務局（1：06：40）  

  これは簡単に言いますと、国の条件としては美術館という指定が出ていますので、

美術館となると博物館法の定めで学芸員を置かなければならないとか、そういうもの

があります。ここではないとは思いますが、色々な意見を集約していく段階で仮に美

術館ではなくてもっとアートに特化した尖りきったような施設で、例えば市民だけで

はなく国内外から人を呼べるようなすごいものを作ろうとなると、もしかすればそれ

は美術館というものに限定しなくても良い場合もありますので、これはあくまでも国

の条件を満たせばそのお金が出ますというものなので、ここでは諸条件という言い方

をしています。  

 

●会長（1：07：55）  

  わかりました。  

 

●事務局  

  追加ですが、ここは庁内での検討のポイントですので、そもそも市の土地ではあり

ますが、それぞれ担当部署が元々持っている土地が分割されております。なぜ所有し

ているかと言えば土地を持つ目的があるわけで、それぞれの役所の関係部署がこの土

地をどのように使いたいとか、どのような規制がかかっているとか、単純に言います
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と内丸地区ですと埋蔵文化財の規制とかも出てきていますし、そのような意味でも庁

内で検討するときには基本的な条件をスケジュール的なものを含めて、整理しておか

なければいけないという意味での諸条件と、国の制度としての条件ということで、大

きく言うと 2 つの側面があります。  

 

●会長（1：08：55）  

  特に今やろうとしていることに障害はないということで捕らえて良いですね。  

 

●事務局  

  はい。後は②にあるとおり、現在美術館の建物がとか補強が、ないしは建て替えま

で必要なのかどうかを含めた緊急性がどうなのかということ、そういう基本的なデー

タと言いますか、そういったものが必要になるということです。  

 

●委員（1：09：35 ⇒ 1：12：12）  

平成 31 年度までに事業を完結させるためには逆算をしなければならないですが、こ

の逆算を、今お話のあったように今年度中に基本設計を作成するということですが、

この後どう展開されていくのかというところの見通しはどうなのでしょうか。 

 

●次長 

  具体的に展開するとなると美術館を建てるということになるので、そこはコメント

できませんが、既に今年度 5 年のうちの 1 年が経過しています。残り 4 年間で建てる

となれば、4 年間でのスケジュールを組まなければならないということになります。

国の補助が 5 年間で完結しなさいということになっていますので、当然そこも検討材

料には入ってきているものです。現状を見ますと、現在の美術館もあります。それか

ら市役所の後ろの中央駐車場をこれから解体するために公用車を移動させなければな

らない。それから、市民の皆様に臨時の駐車場を提供しなければならない。それは今

の中央駐車場をこれから解体いたします。それが出来上がるのが 29 年の夏にならない

と今の中央駐車場、立体駐車場ができない。そうなると、そこまでは手を付けたくて

も手を付けられないのですが、当然建てるとなるとやらなければならない設計業務と

いうのがあり、そういったこともここの今日お示しした資料の中での庁内での検討ポ

イントの中で各課が今の色々な土地を使いながら動いている部分も実際どうなのかな

というところを具体的に我々も庁内のほうのスケジュールを把握して、総合的にやっ

ている部分です。 

 

●委員（1：12：10） 

実際、4 年間というのはすごい厳しいのではないかと思っています。かなり急がな

いと間に合わないということで終わるのではないかということが心配です。  

 

●委員  

  私も国の予算要求をしたことがありますが、必ずくるような感じですが、駄目だと
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言われる場合もあります。そうすると次の年度にまた同じことを要求しなければなら

ない。そこでＯＫになるかどうか分からない。これは補助をもらえるということは決

まっていることなのでしょうか。  

 

●次長  

  今日は、皆さんから意見を聞く場ですので、どうだというのは先ほども申しました

が 3 月中ではきちんとした、するのかしないのかという部分も含めて当然お出ししな

ければならないと思います。  

 

●委員  

  やはり急ぐのではないかと思います。決まれば逆算すれば良いと思いますが。  

 

●次長  

  当然、ご指摘のとおりです。  

 

●会長  

  この次に、また我々もしかしたら意見を言う場面というのがあるかも知れません。  

 

●委員  

  是非それをやるという方向になって、もう一度集ってもっと具体的に話ができれば

と思います。  

 

●次長  

  今年度開けるかどうかわかりませんが、任期中までの間にきちんとこういう考えで

すとか、こういうように出ましたというのはご報告いたします。その前に新聞報道の

ほうが先行するかも知れませんが、協議会としての関わりという部分は他にないもの

がございますので、そういう意味で貴重なご意見をいただければと思います。  

 

●会長 

  それでは、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。このご意見を

基に私たちのほうで庁内の検討で進め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。  


