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平成 28 年度 第 1 回 八戸市美術館運営協議会 

 

 

・日 時  平成28年7月20日(水) 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、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  田湯理事、山田館長、木村主幹、寺下主事兼学芸員、篠原主事兼学芸員 

・傍聴者  3名 

・次 第  (1)開会 

         (2)会長挨拶 

         (3)案件 ①平成28年度事業実施状況 

             ②新美術館整備基本構想（案） 

             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 28 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 3 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（4：30） 

それでは私のほうから一言ご挨拶申し上げます。  

このメンバーでこの協議会を行うのが、今日が最後ということでございます。それ

から、案件の 2 のほうにはこれまで何度かご意見をいただく機会がありました新美術

館についてということで、今日はその構想案が挙がってきております。既に委員の皆

様の何人かは色々なところでご発言なされたことだろうと思いますが、今日が最後の

意見を言える場であるということで伺っておりましたので、ということでまたどうぞ

繰り返しになるかも知れませんが、忌憚のないご意見をいただければと思いますので、
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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 28 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（14：30） 

  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（14：50） 

  1 ページ目の常設展、特別展、いずれもギャラリートークのところで庁内職員の方

にトークイベントをやったということですが、この意図とういのは何かありますか。  

 

●事務局（15：15③ 

新美術館の動きを推進しておりまして、まずは新美術館の色々なスタッフが、結局

美術館職員だけではなくて、庁内にも色々関わってくれているスタッフさんたちがい

ますので、その方との交流の場、ひとつは交流の場です。それから、ただ展覧会を観

るだけではなくてギャラリートークというものをとおしての鑑賞の仕方とか、そうい

うものを新しい美術館ではこういうものをどんどんやっていきたいということの姿勢

をまずは職員に知ってもらいたいというところで始めてました。今は職員を中心にや

ってましたが、土日とか普通の展覧会の間にも一般の鑑賞者に対して随時それらをや

っていきたいと思っておりました。  

 

●会長（16：20） 

  人数が似通っていますが、大体同じメンバーで回しているという感じですか。 

 

●事務局（14：20） 

  そうです。最初は、本当に身近なまちづくり文化の同じ部内でしたが、今度は外か

ら教育委員会とか教育指導課とか学校の関連の先生方も含めて拡大してまいりたいと

思います。 

 

●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。  

 

●副会長（16：50） 

  庁内の職員の方は人数が限られているかも知れませんが極端に少ないような気がし

ます。本当はやっぱり私たちもそうですが、役所の方々がもっとたくさんここに出て

もらわないと、と思うところですがどうでしょうか。  
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●事務局（17：20） 

  平日の例えばみんなが集まりやすいような時間帯、午後 3 時以降とか色々時間を変

えたりしますが、本来の仕事があればなかなか来れないということもあるので難しい

のですが、できるだけそこはお出でいただけるような体制と時間と設けたいと思いま

す。 

 

●委員（17：50） 

  ボランティア活動の事業の中に、学習会的な研修会が 2 回あるので、今お話されて

いる話題になっているトーク、新しくお出でになった学芸員の方の話を聞く枠の中に

必須かとの感じがします。ハビボ会が具体的な活動がどういうのかわかりませんが、

館内に来られた方に質問を受けたときに答えられるというか、自ら関心を持つ良い機

会だと思うので、入れるのがあって良いと思います。  

 

●事務局（18：40） 

  ボランティアの研修の一環としても取り組んでまいりたいと思います。  

 

●会長 

  そのほかにございますでしょうか。  

 

●会長（18：50） 

  この間是川の縄文館に行って、やっぱり説明をわかっている方がちょっとしてくだ

さるのと、全然何もわからず素人が観に行くのとでは少し違いますので、それがよろ

しいかと思います。また、市の方々例えば職員の方々の一体感というのも館長だった

りこの部署だけのことではなく、市長さんからも市のとても大きな事業であるという

ことを皆様に働きかけていただいて、一体感を持ってやっていけたらよろしいのでは

ないかと思います。 

 

●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「新美術館整備基本構想」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（30：45） 

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。 
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●委員（31：00） 

  パブリックコメントはこの基本構想に対しての、どちらかというと微調整的な意見

はあると思いますが、大きく揺るがすようなそういう意見はありましたでしょうか。  

 

●事務局（31：30）12 

  今、お寄せいただいているものにつきましては、ほとんどがこれからやっていこう

とするテーマ的な方向性とかというものに関してのご意見はどちらかというとありま

せんでしたので、みなさんそれでＯＫかというところです。今いただいているのは逆

にもっと細かいところ、事業をこうしたら良いああしたら良いというようなことに絡

んでいるような意見が多かったです。私たちが目指すそうとしているようなところで

の大きな反対意見は今のところ出されておりません。  

 

●委員（32：15） 

  県立美術館なり十和田美術館とか、近隣の美術館連携協議会のエリアの範囲で意見

を求めたり、あるいは求めないにしろ向こうから色々とご意見をいただくというよう

なことはありましたでしょうか。  

 

●事務局（32：30） 

  こちらからお邪魔したときには一応意見交換みたいなことをしたことはありますが、

公的にはまだありません。今後、これを踏まえて次の具体的な段階に入るに当たって

はそちらの職員、学芸員、それぞれの県立美術館や十和田の方々のご意見も聞く場も

あると思いますので、そちらで行いたいと思っておりました。  

 

●委員（33：10） 

  基本構想を基に会議を開いてはいないということですか。 

 

●事務局 

  そうです。 

 

●委員（33：20） 

  詰めていくときにその辺が気になっていて、同じ青森県、あるいは近隣の岩手県の

美術館であるとか、それぞれ特徴を持っている、特徴を持たせることは大事ですし、

住み分けというか上手にバランスが、八戸市の新しい美術館ができたことで今まで欠

けていた部分、この周辺に欠けていた部分が新たに大きく広がっていけば良いと思っ

ているので、その辺を模索しながら構想を詰めていただければ良いと思いました。 

 

●事務局（34：20） 

  実際、岩手県立美術館にはお邪魔する予定も立てておりまして、学芸員さんと、後

はバックヤードとか色々な建ってからの問題点とかの情報をお聞きしに行く予定を立

てておりますので、そういう意見交換の場は必要だと思います。 
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●委員 

  実際運営するとなると、お互いに持っている作品を回したりすることですね。 

 

●事務局 

  はい。そういうことも含めて行ってまいりたいと思います。  

 

●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。  

 

●委員（35：05） 

  知識がないものなので教えていただきたいのですが、 3 ページのところに「新しい

美術館については、現在の美術館と同様に、博物館法における「博物館相当施設」と

しての要件を備えた整備を検討します。」とありますが、記憶では美術館法というもの

はなかったかと思うので、博物館法における博物館相当施設について詳細を知りたい

です。 

 

●事務局（35：35）⑨ 

  博物館法というのは、いわゆる美術館単独ではなくて、博物館、美術館、動植物園、

全てを含めた法律の下にそれらを束ねるものの根本がこの博物館法と言われるもので

あります。これに基づいて色々な事業を展開していっているわけですが、この要件を

満たした施設がいわゆる博物館の登録施設と呼ばれるものと、相当施設と呼ばれるも

のと、類似施設とこの三分野に分かれます。登録博物館と呼ばれるものは、八戸市美

術館も実は平成 22 年までは登録博物館でした。この博物館法に則って運営がなされて

いるとか、管理がなされているというものが評価されて教育委員会に属していれば登

録博物館と言われている存在です。一方、相当施設と 3 ページでも謳っておりますが、

同じ要件を満たしてはいますが、ただ単純に所属部署が教育委員会ではないことによ

って登録という名前がはずれてしまうという厳しい世界です。ただし、やっている内

容やものは全て登録と同じことをやっているという意味で相当と呼ばれている施設で

す。今の八戸市美術館は教育委員会から平成 23 年度に離れて、今の市長部局であるま

ちづくり文化のほうに入ったために、いわゆる相当施設という格付けがなされており

ます。これは青森県内でも青森県立美術館も教育委員会の管轄ではないので、同じく

相当施設となっております。さらにそれよりも別の類似施設と呼ばれるものは、要件

は満たしていませんが似たような事業行っているという施設がほとんどが類似施設と

呼ばれるものです。これは十和田の現代美術館がこの類似施設と呼ばれるものになっ

ております。青森県内は、登録は青森県立郷土館がまだ登録施設として教育委員会で

やっておりますが、他は相当施設と類似施設に分かれるという形の意味です。 

  なぜ、相当施設の要件の整備を検討しますと謳っているのかと言いますと、これは

持っている収蔵品がありますと、それをきちんと収蔵庫に管理して保管して将来的に

きちんとやっていきますということを謳わないと相当施設には入れません。今までは
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収蔵庫は博物館とか色々と借りていたわけですが、それらを全てここで全部新しい美

術館は引き継いでやっていきますというところを謳いたいがために、後は将来的に

色々なソフトとかをやっていくときの国の補助を相当施設までは受けられますので、

補助を使った活動はできますというところで謳っているところです。 

 

●会長（39：25） 

  ありがとうございます。 

  そのほかにございますでしょうか。  

 

●副会長⑩ 

  今、基本構想ができてしまったとすると、例えばこういった案はというので後で書

いたもので出そうとしていましたが、ビッグネームのプロデューサーに頼んでしまう

と、そうすると建物を建てることからソフトの部分まで全部のものをできると思いま

す。そうすると地元の私たちとかアドバイザリーボードとかでできた方々はディレク

ターとしてその下にということになるのでしょうか。良い意味での階層、ヒエラルキ

ーと言いますか、階層を作ってしまわないとみんなで話して民主的なことということ

でいくとなかなかインパクトがないというかどこにでもあるというようなものになる

かという気がします。そうすると例えばビッグネームで有名な方がプロデューサーだ

としますと、地元の商工会の発言力のある方々とか議員の方々とか、まして国のお金

に関連するとなるとその省庁の方々に対してでもプロデューサーの発言、力のある方

ですと強引に自分のほうに持っていく、強引にと言うと言い方が少しおかしいですが、

構想のほうに持っていくのに早いのではないかと思います。基本的には良いものを作

るのには必ず批判も出てくると思いますが、その批判に対して細かな配慮をしていき

過ぎるとなかなか良いものができないという気がします。私たちだけのことを考えま

すとアートとか芸術性のことに関してだとあまりに民主的なことにおもねないという

ことに我々はなっています。それは、ものを作るのには誰かやっぱり引っ張っていく

人が強い力で引っ張っていく人がないとなかなか時間がかかって結果的になかなかで

きなかったということもある気がするので、お金のことは私はわかりませんがそうい

う方々に私はまずプロデュースができるという人は建物からそれから全てのものまで

考えると思います。そこに全部委ねるわけではなくて、もう基本的な構想ができてい

るわけですからそれを伝えてというのが時間的に短い時間に新しい美術館を作るとす

るとそういう案もあるという気がしますがいかがでしょうか。  

 

●事務局（42：50） 

  同じようなご意見をやはりいただいております。いわゆる将来的に組織的にここは

どうするのかといったときに、それを束ねる人を早めに選定してそこを今の会議のと

ころから入れていくべきという同じような意見です。やはりその人の色が見えてくる

ほうが良いのではないかというご意見もやはりいただいております。それらにつきま

しても、こちらのほうもどういう体制を組んでいったら良いかというのは今、検討中

でございます。 
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●理事（43：40） 

  予算的なものですが、これはしっかりとした国の枠組みがございますので、その中

で頑張っていくしかないという実情ですので、そこは人によって左右されるものでは

ないと言いますか、プロデューサーの方の力とかではなくて限られた枠の中でしか動

けないと言いますか、後は今後どのような展開になるかわかりませんが、市民の方か

らの側面からの支援ですとか、そういったものということが今後出てくれば、それは

またそこにプラスアルファという形は取れるのかも知れませんが、そういったことも

今後しっかりと枠組みについて具体的に早いうちにお示しできれば良いのかとは思っ

ております。 

 

●委員（44：55） 

  今の話で思い出しましたが、7 月中に青銀さんのほうから回答がくるということで

したよね。 

 

●理事⑪ 

  実際に相談しているのは事実でございます。ただ、これの意思決定というのは、当

然どのようにするにかという意思決定ですが、これは当然青森銀行さんのほうから出

ることなので、私のほうからは色々と打合せをさせていただいているという事実はご

ざいますがフライングはできないので、もうしばらくお待ちいただければ何かしらの

形で発表はしていただけるのではないかと、それが市民のみなさんが期待している形

になるのかならないのかというのは非常に難しい話になってくるのですが、市のほう

からは今、相談していることは明らかな事実ですがそれ以上は言えないです。大変申

し訳ありません。 

 

●委員（46：55）⑫ 

  先般、新幹線に乗るときにホームで議員の方に会ったら、今日は京都の美術館を新

美術館のために見に行くということでした。どこなのかは自分の知識ではわかりませ

んでしたが、先ほど館長が仰られたように色々なところの建ってからのやっぱり不具

合な点の情報収集がとても大事だと思いますので、色々なところに議員の方も多分、

最低限の人数でお二人にでしか出向いていらっしゃらなかったので最低限の人数で動

かれているのかと思いますが、よそのまずかったところは八戸でまた良く生かせるよ

うにして作っていけたら良いと思っております。  

 

●理事（47：45） 

  今回の視察につきましても議員さんのほうからご相談をいただいて、直接今の場所

のご提案はしなかったのですが、先に京都の美術館に行くとのお話をいただいており

まして、議員さんたちも議員さんの立場でそういう視点での美術館に行っての様々な

ヒアリングをしてくると伺っておりましたので、十分に後で議会のほうでもそういう

お話を伺っていきたいと思っております。  
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●委員（48：30）⑬ 

  こまい話ですが、使わせてもらっている側の意見として、いつも会場で感じるとい

うか展示するときに県立美術館は釘みたいなのを打ちますが穴が空きます。穴が空い

たところにパテか何かで埋めていきます。それを何回もやっているということは塗り

直さなければならない。東京都とかの美術館はパネルに穴がいっぱい空いています。

それにフックを引っ掛けて展示するのでどこの場所でも引っ掛けられるので便利です。

そこら辺はこまいことですがどうしたら良いのか、穴を空けてパテをやるとやっぱり

跡が盛り上がってきます。忘れないうちに、今はそのような話ではないですが。  

 

●委員（49：50） 

  ここは来年の 4 月から使えなくなりますよね。そのときに、どこかで美術展をやり

たいとかといったときに来ればどこか紹介してもらえるとか、少し安くなるとかはな

いでしょうか。 

 

●事務局（50：10） 

  安くなるのはできませんが、それでも美術館を使っている人たちの中では同じよう

な平米数を確保するのは多分無理かと、近くははっちのギャラリーとかシアターを全

部押さえても足りるか足りないかくらいだと思いますので、はっちとかデーリーさん

のホールとか、公会堂、公民館の地下室とか、広いところですとそういうところしか

なくなってくるので、後は最近ですと学校関係者だと、ふれあい作品展さんなんかは

ラピアを確保したみたいですが、工大二高さんもこの間までラピアを使ったりとかし

ておりましたが、後は料金的には多少やっぱりどこか高くはなると思いますが、そこ

は行政としても何とかしたいとは思いますが厳しいです。  

 

●委員 

  わかりました。 

 

●会長 

  他になければ本日の案件 2 を終了いたします。 

  先ほどアンケートが配布されたようですので、その説明をお願いします。  

 

(アンケート説明) 

 

●会長（55：15） 

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。 

 

●副会長 

  次にまた今年もやるとしますと、入場者の入った時間が何時ごろ入っているのかと

いうのが結構大事なのかという気がします。そうすると、何でその時間帯なのかと言
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うと学生が少ないのはどうすれば良いかとか、何かそこから少し見えてくるのも出て

くるのかと思いますので、そのアンケートの中に時間帯ももし入れていただければと

いう気がします。 

 

●委員（56：20） 

  付け足しで先ほどの新美術館の要望のところで、製作をするとそこの時点で著作権

が発生するわけですが、是非、障がい者アートのためのボックスも特殊扱いではなく

てひとつ確実に入れて欲しいなと考えています。教育であっても良いですし、地域資

源でも良いです。 

 

●会長（48：25） 

  他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。  

それではこのまま事務局にお返しいたします。 

 

●事務局 

  冒頭でも言いましたが、今のメンバーの皆様には 2 年間にわたりまして運営協議会

として色々とご意見をいただきまして大変ありがとうございました。今月で任期が最

後でしたので最後の会議を開催させていただきまして、新美術館について一応ご報告

が少しではありますが方向性等々をご報告ができたということは大変私どもにとって

も良かったと思っております。一旦これでメンバーとしては解散といたしますが、美

術館の活動はまだ続きますので、また何らかの形で皆様方にご協力をいただきたい場

面が出てくると思いますので、その際はまたよろしくお願いしたいと思います。  

それでは、28 年度第 1 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。 


