
八戸市新美術館基本設計（案）に関するパブリックコメント実施状況

No. 意見内容（概要） 市の考え方

1

◆全体的な配置について
建物の向き（平面図の下側が旧美術館の面していた通
りでしょうか？）や周辺の整備計画が分からないので
すが、人が多く通るところから自然に美術館に入るよ
うな計画になっていますでしょうか。建築家や美術
館・行政が決めた導入経路を「通す」のではなく、人
間（日本人）が心理的・物理的に入りやすい導入経路
と入口の設定が検討されているでしょうか。

建物の向きは、ロータリー側を正面と考えており、県
によって事業が進められている都市計画道路３・５・
１号沼館三日町線の整備と相まって、本八戸駅方面と
中心街方面の双方からアクセスしやすい動線となるよ
う、検討しております。

2

◆館内の諸室配置について
２階のテラス部分は、風が強く、寒冷地である当市の
気候と、街中であり煩く、排ガスのため空気が良いと
は言えないという地理的要因、安全性の確保などによ
り、あまり活用されないことが予想されます。
（「はっち」もテラス部分がありますが普段はあまり
活用されていません。）その為思い切って２階のテラ
スを廃止（３階にカフェと共に規模を縮小して移設）
し、壁を設け、展示室とし、現状１階部分にあるギャ
ラリー１、ギャラリー２、可能であれば会議室などを
移設する方が良いと思います。同時に学芸員室と職員
事務室を90度回転させ、給湯室、倉庫などを看視員室
の図面下側に移動させ、エレベーター脇に出口を作り
ます。そうすることで図面左側から右側にかけてギャ
ラリーを一周できるような構造になり、使い勝手が向
上すると思います。

テラス部分に関しては、現在検討中です。
また、テラスを廃止して展示室を設ける場合、全体の
延床面積が増大し、事業費にも大きく影響することか
ら、現案より大幅な増床となる整備は難しいものと考
えております。

◆館内の諸室配置について
３階の機械室２の隣、学芸員室などの上部にカフェを
移動し、設置します。また一部をテラス構造とし、カ
フェからの出入りが出来るようにします。またジャイ
アントルーム吹き抜け側にもガラス張りとして席を設
けます。（「ガーデンテラス」のサードプレイスと屋
上テラスのようなイメージ。）美術館のカフェは必ず
しも１階に設置する必要はないと思います。（青森県
立美術館、岩手県立美術館もカフェは最上階にありま
す。）

特にこの美術館は全体的に展示室が不足していること
から、１階、２階は展示室などとして整理し、３階部
分にカフェを移設した方が良いと考えます。３階に設
置することで、外界との距離が生まれ、ゆっくりとく
つろぐことができ、景色も良くなります。当然階段と
エレベーターは３階まで延長する必要があり、構造が
変わりますが、その価値は十分にあると考えます。も
しそこまでの拡張が不可能であるならば、展示室面積
の拡張を優先し、カフェは廃止してしまっても良いと
思います。

4

◆館内の動線について
常設展示室、ホワイトキューブなど展示（有料）エリ
アへの／エリア間・エリア内の動線、およびチケット
の確認や監視の配置などの検討はなされていますで
しょうか。平面図を見る限り常設展示室の形がやや複
雑でホワイトキューブと連続性はないようなので、気
になります。（作品のセキュリティと人件費の問題）

諸室の配置については、展覧会の規模や日常の利用形
態など、様々なパターンを想定し、模型を使ったシ
ミュレーションを行って検討しております。

5

◆館内の動線について
平面図のy3/Ｘ4-Ｘ5にある出入口は一般の来客者用で
しょうか？だとするとカフェを通らないとジャイアン
トルームやホワイトキューブなどの諸室に行けない
（あるいは遠回りをする）構造となっている（動線に
無理がある？）ように見受けられます。

１階のカフェ部分は、現時点ではドリンクを提供する
程度のものを想定しており、市道番町線側からジャイ
アントルームへつながる通路としての役割がメインと
なります。

3

館内の諸室配置については、利用者の利便性やバリア
フリー、事業費等を考慮し、展示室やカフェなど一般
の方にご利用いただく機能を全て１階に集約する方向
で検討しております。
展示室は、現案でホワイトキューブ、ギャラリー１・
２、常設１・２、ブラックキューブ合わせて約870㎡を
確保し、旧美術館全館の展示室の約２倍の広さである
こと、また、展示内容によってはスタジオやジャイア
ントルームで展示することも検討しており、他の市立
美術館と比較しても極端に展示室が狭いということは
なく、現案でも十分な広さを確保できているものと考
えております。
また、１階のカフェ部分は、現時点ではドリンクを提
供する程度のものを想定しており、市道番町線側から
ジャイアントルームへつながる通路としての役割がメ
インとなります。
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6

◆搬出入経路について
搬出入口に対して作品用のＥＶの位置が理想的とは言
えないように思います。想定される最大級の作品の180
度の取り回しが無理なくできるか（場合により荷解室
の奥行を増すなど）十分検討した方が良いと思いま
す。

搬出入口からの経路について、現在検討しておりま
す。

7

◆ジャイアントルームについて
移動式のカーテンウォールと本棚、ロッカーとのこと
ですが、くれぐれも地震対策での考慮もお願い致しま
す。

ジャイアントルーム内の調度品の選定については、地
震のみならず、安全対策を考慮しながら、今後予定し
ている実施設計において検討してまいります。

8

◆ジャイアントルームについて
ジャイアントルームをより活用する為、２階のキャッ
トウォークのようになっている廊下を拡幅し、ジャイ
アントルームの吹き抜けを一周できるよう、図面上側
と左側にも延長します。そしてそこにテーブルと椅子
を設けることで、ジャイアントルームを見下ろせる良
質なくつろぎ空間をつくることができます。廊下を広
くし、一周廻すだけで、可能性を大きく広げることが
でき、施設のメンテナンス上も足場がきるため有利に
なると考えます。（吹き抜けを全周から見下ろせる
「JPタワー・KITTE」のようなイメージ）また、ジャイ
アントルームの吹き抜け部分について、３階まではY８
～Y９までの６ｍしかないことから、吹き抜けがあって
も息苦しさを感じるのではないでしょうか。可能であ
ればY８～Y10まで、あと６ｍ増やし12ｍとした方が良
いと思います。

キャットウォークの拡幅は、全体の延床面積が増大
し、事業費にも大きく影響することから、現案より大
幅な増床となる整備は難しいものと考えております。
また、ジャイアントルームの高さについて、現在検討
しております。

9

◆ジャイアントルームについて
今後の拡張性を考え、ジャイアントルームに三社大祭
の山車やデコトラクラスのものを特殊な機械・工具等
を用いずに搬入できるよう、入り口を大きく開閉でき
るようにしておいた方が良いと思います「はっち」に
は建設後に簡単には山車を出し入れできない問題が生
じました。折角の巨大空間であり、今後大型の展示物
を出し入れする可能性を考慮しておく方が良いと思い
ます。

ジャイアントルームのロータリー側に、大きく開口部
を設けることを計画しております。

◆ジャイアントルームについて
天井の高い広い空間をカーテンで穏やかに仕切る、と
いうのは面白いアイディアだとは思いますが、面白い
アイディアが浮かんだ時こそ要注意。面白さに引っ張
られて現実的な検討が甘くなることがあると思いま
す。
カーテンは壁以上に気安く人が触れるものであり、ま
た高さがあることから、カーテン自体の傷み（交換）
や可動部（カーテンレール？）のメンテナンスについ
ては、長期的で現実的な検討が必要と思います。

天井が高いため、可動部に不具合が合った場合など、
確認や修理などがすぐにできないことが想定されま
す。電動式にする場合は手動も可能にするなど、対処
をあらかじめ考えておく方が良いように思います。

また入口から各室へ視認性についても、運用時だけで
なく、レールの配置などの段階から配慮した方が良い
と思います。

プランでは「カーテンのすぐ後ろでは次の企画展の準
備がされているなど」とありますが、企画展の準備な
どでは高いセキュリティ・機密性が求められる局面も
多々あると思います。本当に企画展などの準備スペー
スがカーテンで仕切られるなら、カーテン以外のしっ
かりした仕切り方も用意するべきではないかと思いま
す。

10

ジャイアントルームのカーテンについては、安全性や
維持管理のしやすさ等を考慮し、今後予定している実
施設計において検討してまいります。
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11

◆常設展示室について
ギャラリー１とギャラリー２、ギャラリースタジオ搬
入口前の会議室、カフェを廃止し、常設展示室とし、
現状の常設１と繋げます。こうすることで常設展示を
大幅に拡充させることが可能になり、ようやく利用者
を満足させられる規模の美術館になると思います。残
念ながら現状ではジャイアントルームをいかに活用し
たとしても、常設展示室があまりに小さいことから、
来館してくれた方が、がっかりして帰ることになるの
は確実と思われます。増床が必要と思いますが、それ
が無理な場合、他を犠牲にしてでも、常設展示室の大
幅拡張だけは絶対に必要であると考えます。

現案の常設１・２は、収蔵品を活用したワークショッ
プなどを常時実施できるような、展示と活動が結びつ
いた使い方を想定しており、そのための最適な空間と
して、約100㎡を確保しております。
収蔵作品については、常設１・２のみならず、ホワイ
トキューブ等を活用するなど、定期的に展覧会を開催
してご覧いただくことを検討しております。
展示室の拡張は、全体の延床面積が増大し、事業費に
も大きく影響することから、現案より大幅な増床とな
る整備は難しいものと考えております。

◆展示室について
ホワイトキューブの可動壁は、薄すぎるものや、上下
の空間に空きが目立つものだと「ちゃちい」感じに
なって展示の美観を著しく損ねますが、しっかりしす
ぎると動かすのが大変になりがちです。壁の幅やレー
ルの向き・配置、収納スペースなどと合わせ十分に検
討検討するべきと思います。

平面の展示方法は（貸出を主とするギャラリーを除
き）ピクチャーレール＋ワイヤーではなく、釘や金具
などの直打ちのほうが、無額装・軽額装の作品（版画
など小型の作品や、今後増えるであろう現代的な平
面）を美しく展示できると思います。そのため壁の仕
上げはクロス系ではなく、補修の容易な寒冷紗の上に
パテ仕上げを強くお勧めします。

壁の色（ペンキ）も、安価で容易に手に入る市販色を
調色材無添加で使用し、素人による部分補修でも汚く
ならないようにするべきと思います。

（塗装業者はよく「調色材を使っても、残ったペンキ
を置いていくから大丈夫」などと言いますが、そのよ
うな手をつけたペンキは、大抵数ヶ月から１年程度で
変色や硬化で使えなくなります。）

◆ワークショップルームについて
ワークショップルームはジャイアントルームや人のよ
く通る外部などに面し、かつその面はガラス張りにし
て、多くの人に中の様子が見えるようにした方が良い
と思います。（一時的に暗くする必要は生じると思う
のでカーテンやブラインドを設置）

鑑賞だけはない美術館のアクティブな利用法を多くの
人にアピールするのに、ワークショップの様子が見え
るのは効果的な方法と思われます。

現案でも一部外に面していますが、あまり人の通る場
所、行きやすい場所とは思えず、また駐車場に車が止
まってしまえば見えにくくなります。

14

◆アトリエについて
アトリエについては、現在想定されている使い方では
外から見えるようにする必要はないように思います。
（騒音のほか、裏口を見せられたように感じ、そのこ
とを快く思わない人も一定数いると思われます。）

アトリエは、アーティストや市民作家の作品制作のほ
か、展覧会のための什器や仮設壁の制作も行える場所
という想定をしております。展示の準備やプロセスを
見ることができることは、新しい美術館にとって大き
なメリットがあると考えています。防音等を考慮し、
さらに検討を進めてまいります。

15

◆キッズルームについて
キッズルーム的なものは、ジャイアントルーム内の授
乳室に近い位置などに（テンポラリーに）設けられる
という理解でよろしいですか。（既に「はっち」で実
績があるため、十分検討されていると思いますが、念
のため）

現時点で、キッズルームという専用室を設けることは
想定しておりませんが、ジャイアントルーム内での活
動の一つとして、今後検討を進めてまいります。

13

12

ホワイトキューブ内の仕切り壁については、現在検討
中です。
ギャラリーなど展示室の壁面については、利用が想定
される市民の皆様からも、展示や補修のしやすさに配
慮して欲しいとのご意見をいただいていることから、
今後予定している実施設計において、さらに検討を進
めてまいります。

ワークショップルームは、常設１・２の展示と関連し
たワークショップ等を行える部屋として、この場所に
配置しておりますが、ワークショップの様子が見える
ことは様々なメリットがあることから、部屋の配置や
設え等について、さらに検討を進めてまいります。
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16

◆外構・広場について
当美術館に無くてはならないシンボリックな屋外展示
物の有無とその場所は。

外構・広場の整備については、屋外展示物の必要性を
含めて、今後検討してまいります。

17

◆バリアフリーについて
世界に無数にある大中小美術館の中で、八戸の美術館
のテーマの一つにヒューマンな美術館にする。視覚障
がい者でも楽しめる、触れる、音声、体験コーナーも
充実させる。「八戸の美術館は、多面的に配慮されて
魅力がある」と話題性も伴うものに。八戸市美術館を
バリアフリー、ユニバーサルデザイン化することは、
当然計画に組み入れられていることと思いますが、目
の見えない人でも楽しめる、触れる、体感型の美術館
にしてほしい。「触る、体験型」は子どもに限らず大
人にとっても同様に楽しめるものと思います。当市の
美術館は、「目の見えない人でも楽しめる」ヒューマ
ンな美術館として広く世界にＰＲされることも願って
います。それにより、「一体どんな美術館なの？」と
一般の方も一度入ってみようと関心を抱くのではない
でしょうか。杖を必要とする人は介添え者も同行し、
時には盲導犬も同行することも考えられます。その事
への対応も含めて「人にやさしい美術館」として、特
色ある美術館になることを心から願っています。

バリアフリー、ユニバーサルデザインに配慮し、1階に
ほとんどの利用者スペースを集約しております。今後
もどなたでもお楽しみいただける美術館整備を検討し
てまいります。

◆地震対策について
新美術館は、耐震構造とお聞きしております。昨今の
震災にて、システムダウンや美術品の破損等の話を耳
にします。新美術館では、今後起こり得る地震に対し
ての対策はどのようにお考えでしょうか？
１：システムサーバー
２：国及び県等指定の重要文化財及び高価美術品

美術品展示の際、展示ケースについては、免震機能付
きのケースが主流となっているようです。博物館、美
術館同士の貸し借り（特別展示）については、免震必
須での条件が記されている場合が増えております。収
蔵庫についても、棚の免震や室内全体又は重要品収蔵
用として部屋の一部の床の免震など、地震対策を検討
してはと思います。予算が厳しい中とは思いますが、
後世へ伝え残すべき作品については、今後の教育にも
大きく貢献していくのではないかと思います。

19

◆多言語対応について
今現在、中心市街地には、はっち・ブックセンター・
仮称マチニワ・改修が待たれる公会堂・公民館・更に
は屋内スケート場、そして20年には当新美術館が完成
するとして、どの施設も集客を以って良しとする都市
機能の大事な公共物でありますので、その施設の独自
性と各々の集客の棲み分けが喫緊の課題かと思慮しま
す。つきましては、当美術館に海外アーティストの招
聘とその講習会や各種の国際会議が可能となる、ワー
ルドワイドな会議場のエリアスペースとその同時通訳
の機能を設けては如何でしょうか。

館内の案内表示など多言語対応については、今後検討
してまいります。また、海外アーティストの招聘な
ど、いただいたご意見は今後の検討において参考とい
たします。

20

◆観光面への配慮について
豪華クルーズ客船の寄港と三社大祭の観覧を屋上ス
ペースに用意できる設えも欲しいものです。

いただいたご意見は、今後の検討において参考といた
します。

21

◆観光面への配慮について
中枢中核都市圏からのJR使用客及びインバウンド旅行
者も頷くアートな案内看板表示と道路整備もご配慮を
お願い申し上げます。

いただいたご意見は、今後の検討において参考といた
します。

18

展示や収蔵における地震対策について、今後予定して
いる実施設計において検討を進めてまいります。いた
だいたご意見は、今後の検討において参考といたしま
す。



八戸市新美術館基本設計（案）に関するパブリックコメント実施状況

No. 意見内容（概要） 市の考え方

22

◆周辺整備について
青森銀行との一体化の促進が必要と思います。可能で
あれば３階や屋上などをペデストリアンデッキなどで
繋げることが出来れば、更なる可能性が広がります。
現状ではＰ４の断面図を見る限りですが、高さが合っ
ていないのではないでしょうか。「マチニワ」と
「ガーデンテラス」、「はっち」のように、お互いの
高さ調整を行った方が良いのではないでしょうか。

敷地内で一体感のある整備となるよう、青森銀行様と
は協調開発を前提に、現在協議を進めているところで
す。
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◆その他
グッズ販売、軽喫茶、体験、音声ガイド導入。八戸圏
域の郷土色充実。過去、現在、未来に継ぐ。

いただいたご意見は、今後の検討において参考といた
します。

◆その他
僕は案に関しては良いとみて思いました。それよりも
この美術館が今後50年、100年残り続けていくために大
切なことを考える必要性があると思います。僕が考え
るに答えはシンプル。美術館は唯一様々な世代の人々
が集まり、一緒に学ぶことができる教育の場だと思い
ます。普段の勉強とは違い、使う脳も違います。年齢
も違う、経験も違う人達が知恵をだしあい、生むもの
はなんでしょうか。新たな創造です。美術館は人生の
最高の学校だと思います。美術館は人材育成には必要
不可欠な存在です。良い美術館を創りたい、最高で
す。でもそれを残していくのは地域の人々です。人々
への投資、地域コミュニティ形成に力を入れること
で、自ずと八戸の宝は残っていくと思います。建物づ
くりではなく、人づくりを徹底してほしい。八戸を心
から「好き」といえる人をつくりだしていくことが今
後、八戸への重要な課題だと思います。

自動運転、AIなどこれから色々なテクノロジー分野で
世界は進化していきます。地方ではそれがやりやす
い。八戸からそれを導入し始めたら、皆が注目し、八
戸の認知度はさらにあがります。その傍らに八戸南部
せんべいがあったら廃業も免れるのかな。

まだまだ、書きたいことはありますが、八戸再興への
キーワードは三つ、若者の人材育成強化・テクノロ
ジー文化の加速・アーティスティックな人材の育成。
三つ目に関しては新美術館によって達成されると思い
ます。

24

いただいたご意見は、今後の検討において参考といた
します。


