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平成 27 年度 第２回 八戸市美術館運営協議会 

 

 

・日 時  平成28年3月24日(木) 午後2時～午後3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、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  田湯次長、山田館長、大嶋主幹、木村主幹 

※まちづくり文化推進室 三浦GL 

・傍聴者  2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 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 2 名です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（3：00） 

それでは私の方から一言ご挨拶申し上げます。 

皆さんご承知のとおり、2019 年度までに新美術館が建設されると表明されまして、

この協議会に関わっている 1 人として非常に私も嬉しく思いますし、委員の皆様方も

わくわくするような感覚をお持ちになったのではないでしょうか。  

本日は定例ということと伺っておりまして、27 年度の第 2 回ということで、27 年度

の事業実施状況ならびに、28 年度の展覧会の開催計画ということで議論いただくとい
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うことになっております。どうぞご忌憚のないご意見をお寄せ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。  

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（10：55）④ 

  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。 

 

●会長（11：20） 

  魔法の美術館の人数が、これまでの最高の人数だったとご説明いただきました。前

回同様のことをやったと思いますがが、そのときと比較してどの程度多かったかとい

うご説明できますでしょうか。 

 

●事務局（11：55）⑤ 

前回も多かったのですが、前回は約 16,000 人だったと思います。今回はそれを上回

りまして、要因は 2 つほどあると思います。まだ、前はおもしろかったとの記憶がま

だ残っている人たちが大分いらっしゃって、また行きたいという前回の記憶で楽しか

ったのを引き継いでまた楽しみにして来た方々、後は新しくそういうのに接する人た

ちが開拓になり、その分が増えていると思います。今回特に多かったのは養護施設等

の利用が非常に多かったです。大人が利用する施設もさることながら子どもが冬休み

の間に集っている施設が子どもを連れて見に来られたというのが多かったように思い

ます。後は、一部学校が始まってからも開催が重なってますので、学校が始まれば学

校の団体としてもう 1 回連れて来る、家族でも来て学校の団体でも来てと、小学生と

かは無料ですので、何度も期間中、3 回 4 回何度も来ていただいたことも多く見られ

たことも特徴だと思います。今回は、前回のおもしろかった、楽しかったというのが

まだ持っていたというのが大きいひとつの要因だと思います。  

 

●会長（14：00） 

  ありがとうございます。私も来たときに結構ひっきりなしに出入りがありましたが、

駐車場に停めるのが大変だったと思います。皆さんやはり街に置いてとかでしょうか。 

 

●事務局（14：20） 

  ここ 2、3 年冬場に、去年だと岩合さんのねこ展、その前も魔法の美術館とか、冬場

にそういうのをやっていたために、ある程度美術館は駐車場がないというのが良くも

悪くも浸透されて、今回は最初からパンフレット等には駐車場が手狭なためになるべ

く公共交通機関をご利用くださいとの文面を入れました。そういう効果もあって、近
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場に停めたりして歩いて来る方も結構ありました。それでもやはり限りがありますの

で、特に土曜・日曜日は朝から溢れる状態でしたので、こちらは満車ですと謝りなが

ら近隣の有料駐車場に入れていただきました。  

 

●会長 

  ありがとうございました。ほかに何かございますでしょうか。  

 

●委員（15：25） 

  半券がついていたと思いますが、それに伴って街の商店等の経済効果というのはあ

ったのでしょうか。 

 

●事務局（15：40） 

  半券を持って各お店に入ってサービスを受けられる方は今回も多かったと思います。

特に子供たちなんかは一度来て、その半券で入ったお店を覚えていてまた次に来たと

きもまたそこに行って同じサービスを受けていたようです。ただやはりねこのときと

違いまして、光関係ですので、ねこのときは色々なお店がそれぞれご自分の扱ってい

る商品等を対象としていましたが、今回は主にチケットサービスのような形、例えば

コーヒー1 杯サービスとか、そういったことでしか提供できないので、うまくマッチ

したところとしていないところがあったと思います。相対的にはお客様には良かった

と聞いております。 

 

●会長 

  そのほかにございますでしょうか。  

 

●会長（16：55） 

  11 ページのグラフについて、利用者とか展覧会とかそちらのほうは最近非常に増え

てきていると。今回のような光の関係のものとか、去年だったらねこ、そういったも

のとかイベントがあるときには非常に伸びがあるということで、毎年大きなイベント

というか展覧会ができるとは限らないとは思いますが、それで少し気になったのは貸

館が何十年と見ていったときに少し減少しているのかというのがありまして、先ほど

のものと合わせるとまた減りはしないかと少し心配なのですが、これ 3 月分を加算し

てもあまり伸びないという感じでしょうか。これは年間の借りた団体の数が少なかっ

たとか、そういうことなのでしょうか。  

 

●事務局（18：20） 

  これは、今の建物の仕組み上、私たちが展覧会を使ってやると貸しギャラリーをス

トップしなければいけなくなりますので、貸しギャラリーにお貸しできる日が少なく

なればその分ギャラリーを借りる団体さんも減ってきますので、減ったということは

それに伴って訪れて来る方も減るという形になります。美術館の事業が少なければギ

ャラリーとして使えますが、美術館の事業でガンガン回すとなるとギャラリーに貸し
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出せなくなるというような、今の状態だと反比例することになりますので、特にギャ

ラリーの入りが悪くなるということではなくて、お貸しできる日数が少なくなって団

体数が少なくなっての減という形、ただ実際、中心街にはっちができたり、デーリー

東北さんのホールができたり、様々貸しホールみたいなものが増えてきておりますの

で、ここに一極集中というよりはある程度少しばらけてきているところもあります。 

 

●会長（19：40） 

  そのほかにございますでしょうか。 

 

●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（25：40）24 

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（26：00） 

  これまでも学校連携を強化してきたわけですが、各展覧会の紹介についてはポスタ

ー等を通して学校に案内をいただいております。子供たちにそれを夏休みや冬休みの

課題等におろす際に、美術教師があるいは小学校の図工の担当が例えば展覧会を自由

に見て来なさいというおろし方もあるだろうし、あるいは狙いを明確にしてこことい

う教師のこだわりを持って課題を出してというようなおろし方もあります。中には、

中学校でも実はありますが、専門ではない教員がでも美術館と連携しながらやってい

きたいという思いで時々私のところにも相談があるのが、どういう視点で見せたら良

いのかと。そのときに思うのは、事前に展覧会を教師向けにと言いますか、少し濃い

紹介をしていただければありがたいと、できればほかの美術館では時々やっていると

ころがありますが、観賞用のワークシートの提案であるとか、そういうものも自由に

使っていただけるようなそういうところまで連携を強化していけば、学校側としても

もう一歩連携が強まっていくのではないかと思っています。押し付けではなくて、こ

ういう入り方もあるというようなものもあっても良いかと思っておりますので、今回

大変興味深い特別展、教育版画展が予定されておりますので、事前にどういう作品が

展示されてどういう視点でこの作品の成り立ちであるとか、そういうところの情報を

いただければありがたいと思っています。 

 

●事務局（29：15）12 

  今、仰っていただいたことは常々やはりこれは必要だと思っております。28 年度に

限らず、今後新たにオープンするであろう美術館の活動の中では、今までやってこれ

なかった部分という、学校との連携をさらに深めたものを、いわゆる教育プログラム
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的なものを学校向けのものと一般向けのものと様々組み立てていく必要があると思っ

ておりますので、新年度から徐々にですが提案と何なりを、またさらに協議しながら

構築していければと思っておりますので、学芸員とやっていきたいと思っております

のでよろしくお願いします。  

 

●会長（30：20）28 

  是非、よろしくお願いします。私も委員のほうから学校との連携という観点でお話

をされましたが、私の今回の資料を前のほうから 4 月分から追って見ていったときに、

一番最後の特別展Ⅳ「教育版画展」、この委員会の中でも何度か話題に出ていましたの

で、非常に私も興味を持っておりまして、いよいよ見ることができるのだというのが

ありましたが、キーワードの中に教育版画展、美術教育は何を為せるかとなったとき

に、もしかしてこれはターゲットはどこにあるのかと、一般市民の方にもっと見て欲

しい、ここで例えば美術教育は何を為せるかといったときの、問いかけておいて一般

の方がそれに対して見た上で色々と感じて欲しいということなのか、それともやはり

ある程度こういう視点というか、先ほど委員からも視点とお話がありましたが、どう

その版画を見ていくのかというところを、何かキーワードでもあれば多くの方がこれ

行って見たい、行ってみようかという気になるのかと思いました。私も教育の立場と

してはこういうタイトルというのは美術教育は何を為せるか、そそられるほうですが、

そうでない方々の場合はどうなのかとあって、もし何か良いのがあればタイトルを少

しいじるとかそういうことが必要なのかと思ったりもしました。子供たちはなんとか

したものとか、何か違う副題があっても良いのかという感じです。 

 

●委員（32：15） 

  去年、一昨年という感じで見ていくと、小学生が魔法の美術館とかハローキティー

とかねことかというような飛びつきそうなものが今までありましたが、来年度の予定

を見ると、少し飛びつくにはちょっとハードルが高そうな感じかと、会長からもあり

ましたが、何か小学生でもこう見てみたいというなそういうふうな切り口とか、そう

いうふうなものを何か提供してもらえれば行って見るかと、やはり親が多少興味があ

っても子供が行きたいと言わないと中々足が向かないのではないのかというのがある

ので、せっかく 26 年・27 年とかなりの入館者を誇っていて、それは多分ねこだとか

魔法の美術館だとかというところで、しかも先ほどの話を聞くと何回も来ているのが

伸びにつながっているということなので、何かそういうものを提供していただけると

子供たちも休みを利用して、それこそ何回でも行きたいということになるのではない

かというふうに思ってお話を聞いておりました。  

 

●委員（34：15） 

  この版画展ですが、現在えんぶりとか国際的に活動した方々もこの作家の中におり

ます。だから彼らをどう呼び込むかということがひとつの手ではないかと思います。

それから巨大版画という名前がついていますが、私も関係したから言いますが、そう

いうことを予想しないで八戸からこういう版画が出てきたということでびっくりされ
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た経過があります。また、それがある意味では版画教育を盛んにしたかというと、問

題も内在するものもあります。これひとつそのときに参加した人たちというのは、今、

小中野のえんぶりのリーダーをやっている人もいますので、その辺をもう少し根回し

してみて、せっかくの機会ですからもう 1 回みんなに紹介したいと思うわけですが、

全部いるのですか、坂本さんから。 

   

●事務局（36：10）13 

  ほとんど入っております。「うみねこのうた」に関しては、前回にも少し出しまして、

そのときに今、公民館の館長をしております柾谷さんですとか、そこを通しまして関

わった方々からも二次資料も集めたいと思っておりました。それから、実は文字しか

ないので少し伝わりにくいかも知れませんが、この「虹の上をとぶ船」、多分、今回は

美術館としてやるべきものを優先した特別展が多いです。その中で、この教育版画展

に関してはやはりやっておくべきものということがあるのと、後、画像として見たと

きには恐らく大人の方々はどうかわかりませんが、お子さんの方々は、これを前面に

出すとあまり誤解を受けるのであまり出したくはないのですが、どこかで見たものだ

ということにすぐ気が付くと思います。それで来ていただけると、皆さんご存知かと

思いますが、魔女の宅急便で使われた原画になっております。こちらのほう取っ付き

やすい切り口としてはまずここ、それから最近例えば教育を受けていないものアール

ブリュットですとか、そうしたものについての話が出てますが、それとは別に学校現

場だけではなく、家庭ですとか一般社会においても美術は何をできるのかということ

をもう 1 回この作品ですとか、それを作ったときの方々、それから坂本先生もお元気

なうちにもう 1 回話を聞きたいと、そういうことも含めてこの最後のこの時期に入れ

たいと思っております。この時期もう 1 つにはえんぶりがございます。以前、えんぶ

りの時期にこの教育版画を出したことがございました。そのときにえんぶりにいらっ

しゃったよその方々がふらっとお入りになって、その方が結構ブログ等にここにこの

原画があったということで、アップしてくださったりして、結構評判も手応えも感じ

てますので、そこをひとつの切り口として、ただ、それを前面にというとやはり作品

ですとか持っている何を伝えたいかということが違ってしまうので、興味を引き立て

る切り口としては使いつつもきちんと作品を捉えていきたいと思っている展示です。  

 

●会長（39：10） 

  話を伺うと行きたくなるようなそういう感じになります。 

  そのほかにございますでしょうか。 

 

●副会長 

  写真に関連している私たちからすると特別展Ⅱはとてもありがたいなと思います。

この写真は、写真を少しやっている私たちはわかりますが、一般の人に今回の特別展

は特別な写真展だということをどうやって知らせていくのかと思います。中々こうい

った写真展は今までなかったと思います。それをどうやって知らせていけば良いのか

と思います。写真の好きな方々はもうわかって来ると思いますが、一般の方にどうや
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って知らせていくのかと、せっかく「写真のまち」ということもいただいているのだ

から、まずはこれを成功させていただきたいと思っております。  

  もうひとつは、30 周年記念の企画展のところ、中はもう少し何か具体的なものまで

決まっているものもあるのでしょうか。 

 

●事務局（40：40）14 

  これから皆さんにお声がけをしなければ始まらないものがいくつか入ってまして、

実は美術館が平成元年から平成 10 年間において、市内在住の作家さんたちにこれから

もどうぞ頑張ってくださいというような意味を込めて美術報奨というのをあげていた

時期がございます。これは若手の育成と人材発掘というようなことを思っておりまし

て、その方々が今現在も活躍されている方もたくさんおられます。その方々にまずお

声をかけまして、第 1 回目の会議のときにも皆様からご意見をいただいたと思います。

過去を振り返るだけでは始まらないので、次につながるものを持っていくべきだとの

ご提案を受けましたので、もっともということで、現在 2、30 代の若手として市内で

頑張っておられる方々にもお声をかけて、両方の作品を何点かずつ集めたものを展示

しつつ、代表作家さんにも何人かお声をかけて、これから八戸において創作活動をど

うやっていったら良いのか、どう行政側に支援してもらったら良いのか等をざっくば

らんに語ってもらうようなトークセッションみたいなものを開催しようと思っており

ます。 

もう一方では、30 周年を迎えつつ、次の年にはもしかしたら解体が始まるので、現

美術館がやる最後の活動に実は 28 年度はなりますので、これまで開館のときから歩ん

できた歴史を写真資料なりポスター展、記録なりを含めたアーカーブ的なものを皆さ

んにお伝えするとともに、昭和 61 年に美術館ができたときに市民がいかに喜んでもら

えたかというのと、そういうものをもう 1 回辿りながら次の美術館に向けて何が必要

なのかというなステップにも少し入れたいと思っていましたので、節目と過去を振り

返りつつ、次にあるものの引き金になっていけばと思った位置付けの展覧会です。 

 

●会長（43：25） 

  ありがとうございます。そのほかに何かございますでしょうか。 

 

●会長 

  特になければ本日の案件は全て終了ということになります。  

  事務局のほうからその他として何かございますでしょうか。  

 

●事務局 17 

  前回、皆様からご検討いただきました、新美術館のことについてのお礼と経過報告

を次長から報告させていただきます。 

 

●次長（44：20） 

  3 月議会におきまして、市長から新美術館の整備についてということで、平成 31 年
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度までにかけて整備するということで市長から話をさせていただきました。今後、基

本構想の策定を現在取り組んでおります。基本構想の中には、将来に向けての美術館

がどうあるべきかということ基本的な方針をそこに組み込みまして、それに基づいて

整備計画を立てていくと、非常に短い期間なのですが、これは市民の皆様にとって 1

日も早くできるように我々も頑張っていきたいと思っております。建設場所につきま

しては、現在の美術館を含め、後ろ側に市役所の公用車の駐車場、それから旧消防庁

舎、それから交番を除いた部分も今、駐車場になっておりますが、この場所での建設

を考えております。更には青森銀行さんとも今、色々相談をしているところでござい

まして、そこが今後どのような形になるかというのは時期が来てから発表するという

ことになるかと思いますが、一体的な整備ができないだろうかということでの相談を

させていただいておりました。それについては、また繰り返しですがきちんと決まっ

てからご報告したいと思っております。  

現在、駐車場として番町駐車場と市役所の臨時駐車場ということで 2 か所駐車場と

して使っておりますが、これは市役所の別館の後ろに中央駐車場がございまして、そ

れが新年度から解体に入ります。それが出来るのが、30 年度まで少しかかるかも知れ

ませんが、向こう 2 年の間で解体して建設するという予定になっております。その間、

29 年度からはここの美術館の解体に入りたいと思っておりまして、詳しくは今後、基

本構想、それから基本設計・実施設計というようなことを踏まえていかなければなり

ませんので、その状況を見ながら進めることにはなりますが、31 年度中まで終わらせ

るということを目標にしておりますので、先ほど館長のほうからもご説明がございま

したが、28 年度の事業については今、ご説明したとおりでございます。29 年度につい

ては、少しできるのかできないのかというのが現時点でははっきりいたしませんが、

29 年度からは現在の建物も解体して順次整備に向けて準備に入っていこうというこ

とで今、考えておりましたので、また機会がございましたら詳しいスケジュール等に

つきましてはスケジュール表等をもって説明したいと思っておりましたので、今後と

もどうぞよろしくお願いいたします。  

 

●会長（48：25） 

  ありがとうございます。 

それではこのまま事務局にお返しいたします。 

 

●事務局 

  今のことに絡んでですが、恐らく美術館としての活動は 28 年度をもって一旦終了し、

29 年度は全てのものを閉館をして解体準備に向ける作業になると思います。4 月にな

りましたら、貸しギャラリーで皆さん使っていただいている方々には 4 月に一斉にお

知らせを、通知をしたいと思っておりますので、出来上がるまでの期間、美術館以外

のところでの活動場所を皆さんそれぞれ確保して活動を何とか続けていただければと

思っております。 

それでは、27 年度第 2 回美術館運営委員会を終了させていただきます。  

皆様どうもありがとうございました。 


