
 

 

第１回八戸市新美術館運営検討委員会 会議録 

 

日 時：平成２９年１月９日（月祝）１５時～１７時 

場 所：八戸市美術館２階講義室 

 

＜次第＞ 

 １ 開会（委嘱状交付） 

 ２ 市長挨拶 

 ３ 会長・副会長選出 

 ４ 会議 

   （１）新美術館整備の概要について 

   （２）新美術館管理運営基本計画の策定方法及び検討スケジュールについて 

   （３）新美術館管理運営基本計画骨子案の策定について 

   （４）その他 

 ５ 閉会 

 

発言内容： 

１．委嘱状交付、会長・副会長選出について 

○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。定刻になりまし

たので、只今から、第１回八戸市新美術館運営検討委員会を開会いたします。会議に

先立ちまして、市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、市長、お願いいたします。 

 

（委嘱状交付） 

 

○事務局： 次に、市長からご挨拶申し上げます。 

○市 長： それでは、一言ご挨拶を申し上げます。本日、委員の皆様には、大変お忙しい中、ご

出席を賜り、誠にありがとうございます。また、皆様には、委員就任をお願い申し上げ

ましたところ、ご快諾を賜り、厚くお礼申し上げます。 

さて、現在の八戸市美術館は、青森県内初の博物館法に基づく美術館として昭和 61

年に開館して以来、郷土にゆかりのある作家を中心に、2,800 点を超える収蔵作品の展

示や企画展の開催、市民の創作活動の発表の場としての市民ギャラリー運営など、当市

の文化芸術活動の振興に重要な役割を果たしてきました。 

また、近年、当市では、「アート」が持つ力に着目した「アートのまちづくり」事業

の推進や、「八戸ポータルミュージアム『はっち』」、「八戸ブックセンター」等の中心市

街地における賑わい拠点の整備などにより、地域資源の再発見につながるコンテンツを

数多く発信しながら、シビックプライドの醸成と地域の活性化を図って参りました。 

このような中、設備の老朽化などにより、芸術作品の鑑賞環境の維持が難しくなって

きたことなど、現美術館において施設的課題が表面化してきたことに加え、当市が推進

する「アートのまちづくり」の中核施設としてふさわしい、新しい美術館の整備を期待

する市民の声の高まりを受けて、新美術館の整備に向けた検討を進めているところであ

ります。 

昨年９月には、有識者の皆様や市民の皆様からご意見をいただきながら、新美術館の

整備にあたっての基本的な考え方を示す基本構想を策定し、現在、新美術館の設計者を



 

 

選定するための手続きを進めておりますが、今後建物の設計と並行して、新美術館にお

ける具体的な事業展開や運営体制のあり方などを示す、管理運営基本計画の検討を進め

ていくこととなります。 

どうか皆様におかれましては、趣旨をご理解いただき、基本構想に掲げたビジョンや

ミッションを踏まえた新美術館の運営や事業展開につきまして、ご支援とご協力を賜り

ますよう、お願い申し上げます。 

結びに、本日は忌憚のないご意見とご助言を賜りますようお願い申し上げまして、私

の挨拶といたします。 

○事務局： 続きまして、八戸市新美術館運営検討委員会規則第４条の規定により、会長及び副会

長を選出いたします。本日は第１回目の会議ですので、会長、副会長選出までは、八戸

市新美術館運営検討委員会規則第５条の規定により、市長が議長を務めさせて頂きます。

それでは、市長、お願いいたします。 

○市 長： それでは、会長、副委員長を決定するまでの間、議長を務めさせて頂きます。規則で

は、「会長及び副会長は委員の中から互選によって定める」とありますが、どなたかご

意見はございませんでしょうか。 

◆委 員： いろいろな地域でアート活動をされていて、岐阜県の美術館長でもあります、日比野

委員を会長に、そして、八戸市美術館運営協議会の会長を務めてこられた坂本委員を副

会長に推薦したいと思います。 

○市 長： はい、ありがとうございます。ただいま、会長に日比野委員、副会長に坂本委員を推

薦頂きましたが、皆様、いかがでしょうか？ 

（異議なしの声あり） 

ご異議なしと認めます。それでは、会長は日比野委員、副会長は坂本委員に決定いた

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し、私の役目はここまでとさせて頂

きます。ありがとうございました。 

○事務局： それでは、日比野会長、坂本副会長は、どうぞ会長席、副会長席へご移動をお願いし

ます。只今、選出されました、日比野会長、坂本副会長より、一言、ご挨拶を頂戴した

いと思います。よろしくお願いします。 

◆会 長： このたび会長を務めさせていただくことになりました。僕も今日始めて八戸に来まし

た。今、●●委員の方から、いろいろな地域でアート活動をされてという話がありまし

たが、それなりにいろいろ動いてやっておりますし、これからの社会・地域の中でアー

トの果たす役割というのは、大変大きくなってくると思います。八戸が、今市長が言わ

れたように、アートの役割をもっと機能させていくようなことを地域一丸となってやっ

ていくということは、アートに関わる一員として大変うれしく思いますし、やりがいが

あると思っています。精一杯務めたいと思いますので、よろしくお願いします。 

◆副会長： 副会長として、市民待望の新美術館ができるということで、八戸市美術館運営協議会

の会長を務めさせていただいた経緯もありますことから、いろんな視点の市民の意見も

反映させながら、この検討委員会の一員として務めさせていただければと思います。ど

うぞよろしくお願いします。 

○事務局： 急なお願いにも関わらず、大変ありがとうございました。なお、市長は、次の公務が

ございますので、誠に申し訳ありませんが、ここで退席させて頂きます。 

 

（市長退席） 

 



 

 

○事務局： 次に、議事に入る前に、事務局出席者を紹介いたしますが、紹介はお手元にお配りし

ている出席者名簿及び席図をもってかえさせていただきますので、よろしくお願いしま

す。ここで、事務局を代表いたしまして、まちづくり文化スポーツ観光部長の風張より、

ご挨拶申し上げます。 

○事務局： みなさんこんにちは、風張でございます。今日は新年早々、お忙しい中お集まりいた

だきまして、また、委員をお引き受けいただきまして、大変ありがとうございます。ま

ちづくり文化スポーツ観光部ということで、始めての方もいらっしゃいますので少し説

明させていただきますが、文化・スポーツ・観光によるまちづくりと中心市街地活性化

ということをメインに行っている部署でございます。今日はそういったことで、美術館

建設の部署だけでなく、「はっち」やまちづくり文化推進室のスタッフも会議に参加さ

せていただいております。昨年度に「文化のまちづくりビジョン」というものを策定し

まして、これまではどちらかというと八戸は産業都市として、水産業・工業を中心に、

雇用ということで昭和 39 年に新産業都市の指定を受けて以来、それなりに頑張ってき

たまちなんですけれども、ここに来て市長がやはり心の糧ということで、文化というも

のにもっと力を入れようということで、マニフェストに掲げまして、今、全国的に注目

されております。中心市街地に「八戸ブックセンター」という本のまちの拠点を昨年の

12月にオープンいたしました。図書館でもない、本屋でもない、両方兼ね備えたと言え

ばいいんでしょうか、そういったブックセンター、全国で初の試みを行っております。

その向かいにあります、八戸ポータルミュージアム「はっち」も、中心市街地が衰退し

てきたものを、商業の力では活性化は難しいだろうと、文化・ものづくり・観光という

ことを柱に活性化していこうということでオープンしまして、今６年目を迎えていると

ころです。 

こうした中で、新美術館というのはご存知のように、ここは中心市街地に位置してい

るところで、急遽美術館の建設という話が湧きまして、委員の皆様の中にも基本構想段

階から関わっていただいている方もありますが、短い期間ではございましたけれども本

当に素晴らしい基本構想ができたものと思っております。新美術館建設にあたりまして

は、ハコということではなくて、最も重要なのは中身だと考えておりますので、委員の

皆様のお力をいただきながら、私どもも考えて参りたいと思いますので、これから長い

期間になりますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局： 続きまして、会議開催にあたりまして、報告事項がございます。本会議は、八戸市新

美術館運営検討委員会規則第５条第２項により、委員の過半数が出席しているため、成

立していることを報告します。なお、本会議は公開としておりますが、現在、新美術館

の設計者選定プロポーザルの技術提案書の提出受付期間中であり、公平性の観点から、

報道関係者のみの公開とし、一般の方の傍聴は不可としております。また、報道関係者

の皆様方の取材も、議題２の「新美術館管理運営基本計画の策定方法及び検討スケジュ

ールについて」までとさせていただきますことを、ご報告いたします。それでは、ここ

からの議事進行は、会長にお願いいたします。 

 

２．新美術館整備の概要について 

◆会 長： それでは、次第に入りたいと思います。まずは議題１の新美術館整備の概要について、

事務局より説明をお願いします。 

○事務局： それではご説明いたします。新美術館整備事業について、これまでの経緯と現状につ

いて、簡単にご説明したいと思います。資料１－１をご覧ください。 

はじめに、新美術館整備事業の経緯ですが、現美術館は旧税務署の庁舎をコンバージ



 

 

ョンし、昭和 61 年に開館して以来、当市の文化芸術活動の振興に大きな役割を果たし

てきましたが、魅力的で自由度の高い芸術作品の鑑賞空間確保や施設の老朽化など、多

くの課題が表面化しており、長年多くの市民から新美術館の整備が期待されてきたとこ

ろです。このため、新美術館整備のあり方を模索してきたところですが、国の補助制度

を活用しての整備が可能となったことから、昨年４月に新美術館建設推進室を設置し、

本格的な検討を進めてきたところです。 

次に、建設予定地ですが、現在の美術館及び、隣接する市有地のほか、青森銀行との

協議を経て、青森銀行の土地を含む協調開発区域として、こちらの図に示すエリアの中

で、新美術館と銀行の配置を検討することとしております。新美術館整備の全体スケジ

ュールについては、国の制度を活用する関係で、事業の終了年度が平成 31 年度と決ま

っていることから、平成 31 年度に建築工事を完了させ、32 年度の後半に開館する想定

で事業を進めております。事業スケジュールについては、後ほど別な資料でご説明いた

します。 

また、現在の検討状況ですが、本日委員として加わっていただいている有識者の皆様

や、市内の関係者、市民の皆様などからご意見をいただきながら、昨年９月に新美術館

整備基本構想をとりまとめ、公表しております。基本構想については、参考資料３及び

参考資料４に概要版を添付しております。 

また、ハード面につきましては、現在設計者を選定するためのプロポーザルの手続きを

進めているところです。昨年 11月に公告を行い、２月上旬に第一次審査、２月 26日に

第二次審査を行いまして、３月上旬には設計者を選定する予定です。 

次に資料１－２をご覧ください。こちらは、新美術館の整備スケジュールを表にした

ものです。28年度中に、基本構想を策定し、本日第１回会議を開催しておりますが、管

理運営基本計画の着手と、基本設計を行う設計者の選定を行うこととしております。29

年度は、ソフト部分では管理運営基本計画の検討を行うとともに、同時並行で基本設計

を行い、両者のすり合わせを行いながら、計画を策定していきます。30年度の中頃にな

りまして、管理運営基本計画を策定いたします。また、ハード面でも実施設計から建設

工事へと進めて参ります。そして、31年度中に、建築工事を完了するとともに、開館準

備を行いながら、32年度の後半にオープンするというスケジュールで進めております。 

簡単ではございますが、新美術館整備の概要について、事務局からの説明は以上とな

ります。 

◆会 長： はい、ありがとうございます。はじめに委員の皆様からご質問はありますでしょうか。

僕の方から１点だけよろしいでしょうか。「都市再構築戦略事業」として国から認定さ

れ、というのは、資金的な話でしょうか。これというのは、美術館に限らず、というこ

とでしょうか。八戸の場合は美術館で提案したということでしょうか。 

○事務局： そうです、八戸市の場合は美術館を建設するということでこの事業を認められており

ます。正式には手続き中となっておりますので、年度内には計画を変更して国に承認し

ていただけるということで進めております。 

 

３．新美術館管理運営基本計画の策定方法及び検討スケジュールについて 

 

◆会 長： それでは、続きまして議題２の、新美術館管理運営基本計画の策定方法及び検討スケ

ジュールについて、事務局よりをお願いします。 

○事務局： それでは、新美術館管理運営基本計画の策定方法及び検討スケジュールについて、ご

説明いたします。資料２をご覧ください。先ほどの整備スケジュールのところでご説明



 

 

いたしましたが、今後ソフト部分の管理運営基本計画と、ハード部分の基本計画・基本

設計を同時並行で策定していくことになりますが、その実施体制について、まとめてお

ります。まず、管理運営基本計画の策定体制ですが、この運営検討委員会での検討が中

心となって参ります。ただ、管理運営基本計画は、基本構想と違い、詳細な内容を検討・

記載することになることから、検討委員会の下に、ワーキング会議を設置し、ワーキン

グ会議において策定した素案を本委員会にお諮りして検討する、という形をとりたいと

思っております。ワーキング会議の構成については、参考資料１をご覧ください。委員

の名簿が掲載されておりますが、このうち、一番右端の「ワ」と書かれた欄に「○」の

あります、５名の委員の方々に、ワーキング会議のメンバーとしてお願いし、検討した

いと考えております。また資料２にお戻りください。管理運営基本計画の策定には、高

度な専門知識が必要であることから、本委員会は市内外の有識者の皆様で構成し、公募

等による市民委員の方はメンバーに入っておりません。このため、市民の皆様のご意見

を計画に反映させるよう、別途、「市民意見交換会」という、市民の皆様や関係団体の

皆様方からの意見をお伺いする場を設け、そこで出されたご意見を、本委員会やワーキ

ング会議の場でも検討材料として出していきたいと考えております。市民意見交換会の

イメージといたしましては、資料の下の方に書いてありますが、市内の文化芸術関係者

やまちづくり関係者等のヒアリングや、市民を対象としたワークショップ、公聴会、説

明会などを考えており、特定のメンバーで構成するというのではなく、テーマ毎や分野

毎に集まっていただいて、ご意見をお伺いする形を考えております。 

さらに、昨年の基本構想につきましては、有識者の皆様と事務局とで策定いたしまし

たが、管理運営基本計画につきましては、次の議題の際に詳しくご説明いたしますが、

具体の事業内容や運営体制のほか、収支計画や広報計画、施設の管理計画等、専門的な

知識が要求されることから、コンサルタント会社に計画策定支援業務を委託して、作業

を進めて参りたいと考えております。コンサルタント会社の選定については、コンペに

より選定したいと考えておりますが、来年度予算に関わるもので、３月の市議会におい

て予算案が承認されて決定されるため、現時点では、まだコンサルタント会社に委託で

きるかどうかは未確定です。 

一方、ハード部門の基本計画・基本設計につきましては、事務局と設計者、及び別途

設置する設計アドバイザー会議と協議しながら進めたいと考えております。この設計ア

ドバイザー会議のメンバーにつきまいては、現時点では未定ですが、現在設置している

プロポーザル審査委員会の審査委員のメンバーの中から、４名程度の方にお願いしたい

と考えております。ソフトとハードそれぞれの計画をすり合わせるため、運営検討委員

会の委員と設計アドバイザー会議の委員を一部同じ方に兼ねていただいたり、ワーキン

グ会議と設計アドバイザー会議を同じ日に開催して、同じ場で議論する機会を設ける、

等の方法を考えております。 

また、検討の過程を広く公開するため、年１、２回、シンポジウムを開催し、事業の

進捗状況についての報告や、新しい美術館のあり方を市民の皆様と共有していく場を設

けたいと考えております。 

資料２の裏面をご覧ください。管理運営基本計画の策定スケジュール案となります。

28年度は本日が初の委員会開催となりますが、本日いただいたご意見をもとに、計画の

骨子案を策定して参ります。29年度は、検討委員会を３回程度開催、同じくワーキング

会議も３回程度、開催する予定です。そして、29年度末には、中間報告として、基本計

画の素案を公表したいと考えております。30年度に入りまして、基本計画素案に対する

パブリックコメントの実施や、この頃にはハード面では実施設計段階にありますので、



 

 

実施設計ともすり合わせを図りながら、検討委員会を２回程度、ワーキング会議２回程

度を開催し、30 年の 10 月頃に計画を策定・公表するスケジュールで進めて参りたいと

考えております。 

管理運営基本計画につきましては、このように約１年半かけて策定して参りたいと考

えておりますが、計画の検討内容等につきましては、この次の議題３においてご説明し

たいと思います。ここで、本日ご欠席の●●委員より、ご意見をいただいておりました

ので、ご紹介いたします。ちょっと読み上げさせていただきます。「計画策定支援業務

受託者」とは、どのような人（企業）をイメージされてるのでしょうか？「ワーキング

会議」および「設計アドバイザー会議」は、どのようなメンバーで構成される予定でし

ょうか？この間のすり合わせが非常に重要と思います。実際はメンバー構成にもよるの

ですが、「運営検討委員会」と「設計アドバイザー会議」も、実際には点線くらいで結

ばれている必要があるように思います。重複しているメンバーがいれば必要ないかもし

れません。 

一方で、「設計者」が、「設計アドバイザー会議」のみとの接触でよいのか、ちょっと

気になります。管理運営基本計画を策定する側と擦り合わせる場面が、あってもよいか

もしれません。これについても、メンバーの重複で解決するのかもしれません。上記２

点については、ソフトとハードが一体で計画されるべき、との考え方の上での意見であ

り、実質的にメンバーの重複などで実現可能であれば、それでも構いません。日程につ

いて、第３回の「素案の決定」が H29.11〜12月となっていますが、基本設計完了が H30.1

〜2 月だとすると、ちょっと遅いように思います。素案を基本設計に反映させなければ

ならないと考えると、本来であれば９月頃に決定できるとベターだと思います。「骨子

案」と「素案」の位置付けにもよると思いますが、ハードに例えると、「骨子案」が基

本設計、「素案」が実施設計であれば、このままのスケジュールで、以下の割り振りも

あると思います。 

▼第２回（骨子案の検討） 

▼第３回（骨子修正案の検討）（できれば９〜10月に開催） 

▼第４回（素案の検討） 

▼第５回（素案修正案の検討） 

▼第６回（最終案の検討）。 

今回の計画では、ソフトとハードを一体で考えることが必須です。そのためには、ソ

フトのアイデアをハードに反映させること、また、ハードのアイデアがソフトに反映さ

れることが重要と思います。それが可能な環境を整えることが重要と思います。 

以上でございますが、●●委員からいただいたご意見のうち、「計画策定支援業務受

託者」のイメージにつきましては、先ほどご説明いたしましたように、コンペにて決定

いたしますので、現在未定ですが、美術館運営に関する計画づくりにノウハウのある会

社を想定しております。また、設計アドバイザー会議のメンバーについては、現在プロ

ポーザル審査委員会の委員を務めていただいている方々の中から構成したいと考えて

おりますが、こちらにつきましても、さきほどご説明しましたように、ワーキング会議

とアドバイザー会議を一緒に行うなどにより、すり合わせを行いたいと考えております。

本委員会の検討スケジュールについてもご意見をいただきましたが、本日御出席の委員

の皆様からもご意見をいただきながら、事務局の方で再検討したいと考えております。

事務局からのご説明は以上です。 

◆会 長： はい、ありがとうございます。何か委員の方々からご質問、ご意見はございますでし

ょうか。 



 

 

◆委 員： 質問なのですが、青森銀行さんの設計と連動する必要があると思いますが、その辺の

進捗とどうすり合わせするんでしょうか。 

○事務局： プロポーザルの条件にも入っておりますが、選定された設計者の方は、事務局や当委

員会の議論の場に入っていただくほかに、青森銀行さんの設計者の方との相談というか、

お話しをする場を設けて、一緒に歩調を合わせて進めていくということを想定しており

ます。 

○事務局： プロポーザルの進行状況をみながら、青森銀行さんの方にも具体的な考え方をまとめ

ていきたいということで、打合せはしております。今の状況で青森銀行さんの方がこう

いうプランというのは、まだそこまでは行っていなくて、現時点でお互いの情報を交換

し合っている、という状況でございます。 

◆委 員： 質問及び意見でございます。進め方について基本的にソフトとハードで分かれている

わけでございますけれども、もう一つ重要な点として、ヒューマンウェアという人の部

分が非常に重要なわけでございますけれども、ソフトの中に含まれているという考え方

なのか。いずれにしましても、そのヒューマンウェアという部分を、いつ、どのぐらい

のタイミングで、どのように決めていくかということが、スケジュールくらいは入って

いないといけないかなと思います。その辺を意見として申し上げたいと思います。特に

今回いろいろキュレーターとかエデュケーターとかいろんな意味で美術館のアクティ

ビティみたいなことを考えますと、そういった点も含めて構想の中に入ってくると思い

ますが、そうしたものをまとめたり、推進役となる人々というか、それがどういう時期

に決まっていくのかという目安があった方がよろしいのかなと思います。 

◆会 長： 今、●●委員がおっしゃったヒューマンウェアというのは、具体的な技能を持った人

材ということですね。ハードの中でソフトの運営をしていく人材ということで、とかく、

とはいえ誰がいるだろうという話になりがちなので、やはりきちんと人材をイメージし

ていくということは大事だろうなと思います。他にございますでしょうか。 

◆委 員： ソフトの部分についてなんですけれども、今ヒューマンウェアの話が出たように、基

本構想の中でエデュケーションセンター機能というのが３つの機能の１つとして考え

られているんですけれども、おそらくこの基本的な管理運営の部分をつくっていく時に、

その対象となる、例えば学校とか、あるいは教育委員会とか、そういった所と、美術館

の進捗状況や基本構想が成り立っていくステップを、どこかで学校の現場の先生ですと

か、教育委員会のある種の意見がまとまっているところと中間で少し情報交換するよう

な、そういった機会というものが何回かあると大分違うんじゃないかと思いますけれど

も、そういったところとの連携はどういう形で現在提供されているでしょうか。 

○事務局： 例えば小学校や中学校には校長会というものがありまして、そこでご説明をするとい

うこともありますけれども、今回の計画を策定するにあたって市民・関係団体意見交換

会を行うという話をいたしましたが、その中で、学校との連携というテーマの時に、学

校関係者をお招きして議論するとか、そういう場を設けながら進めたいと考えておりま

す。 

◆委 員： ざっくり市民の声を聞くという、これはアクションプランが詰まってきた段階で出て

くる問題だと思いますが、具体的にエデュケーションと言った時に、市民のいわゆる家

族単位で美術館を活用してもらうというような個々でのエデュケーションのあり方と、

エデュケーションは必ずしも子どもどは限らないんですけれども、市の中での美術館の

機能性として、八戸市に学校がいくつあるのかちょっと把握しておりませんが、小・中・

高校や大学と対学校でのやり取りをする時に、学校の中で授業計画とかそういったもの

があると思うので、個別の市民の対応と別の活用方法とは少し違って、学校や教育委員



 

 

会の方々と、進める過程のどこかで意見をすり合わせていくとか、学校組織としても活

用しやすいような方向性を検討する場がどこかに入るといいのかなと思います。 

◆会 長： これは資料２の表でいくと、計画づくりの中でワーキング会議というのがハブになっ

ていくところで、今言われているのは、このワーキング会議の中で、具体的にどういう

市民意見交換会を仕切って、声をかけて進めていったらいいのか、ということを、この

ワーキング会議の中でメンバーとか意見の吸い上げ方とかを考えていくということで

しょうか。 

○事務局： そうですね。必要に応じていろいろな関係者から意見を聞くことができる会議となっ

ておりますので、具体の作業を行っていくワーキング会議の委員の皆様とお話ししなが

ら、必要に応じて学校関係者や教育委員会の方々と協議をする場を作っていきたいと思

っております。 

◆会 長： ワーキング会議について参考資料１の名簿の中で「ワ」の列で○がついている方々、

池田委員、伊藤委員、松山委員、三澤委員、吉川委員の５名が委員ということですね。 

◆委 員： 美術館の運営のことを考えるための学校との連携だけじゃなくて、出来上がった時に

学校としてどういう風に美術館と組んでいく体制が準備されているかということがす

ごく大事なので、意見を聞くというよりももっと積極的な、図工部会の先生方とかいら

っしゃるのかわかりませんが、そういう先生方とのワーキングみたいなものも必要です。

美術館でやっていることと学校がどう組めるかという体制自体が新しい美術館そのも

のじゃないかと思います。 

◆会 長： 内容に関してはまた議題３の方でご意見をいただく時間を設けておりますので、まず

は計画策定の進め方について、資料２にあるような委員会、意見交換会、設計アドバイ

ザー会議等のフレームでよろしいですかという確認をしたいと思いますが、よろしいで

しょうか。 

     （異議なしの声あり） 

はい、では計画策定の進め方はこのようにしていきたいと思います。 

 

４．新美術館管理運営基本計画骨子案の策定について 

 

◆会 長： それでは、続きまして議題３の、新美術館管理運営基本計画骨子案の策定について、

事務局よりをお願いします。 

○事務局： ここで報道関係者の皆様にお知らせいたします。誠に申し訳ありませんが、会議冒頭

に申し上げましたように、ここでご退席いただけますよう、お願いいたします。皆様、

ありがとうございました。 

 

（報道関係者退席） 

（以下、非公開で会議を進行） 

 


