
 

 

第２回八戸市新美術館運営検討委員会 会議録 

 

日 時：平成 29年７月１０日（月）15:00～17:00 

場 所：八戸ポータルミュージアム「はっち」２階 シアター２ 

発言内容： 

○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２回八戸市新美術館運営検討委員会を開会いたします。議事に入る前

に、本日の会議の出席者をご紹介いたしますが、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。また、本

日は志賀野委員、吉川委員の２名が欠席となっておりますが、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、会議の公開・非公開についてですが、八戸市附属機関の設置及び運営に関する要

綱の第５条第２項におきまして、「個人のプライバシー又は政策形成過程における情報

等に係る審議内容で、公開することにより当該附属機関の適正な議事運営に著しい支障

が生ずるおそれがある場合を除き、会議を公開すること」とされています。本日の会議

につきましては、新美術館管理運営基本計画の策定にあたり、現時点で公表することが

できない情報を提出した上で、委員の皆様から忌憚のないご意見をいただき、今後の政

策形成に活かしていくことを趣旨とする内容であることから、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、報告

案件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、日比野会長にお願いいたします。 

 

１．第１回委員会後の新美術館整備の進捗状況及び管理運営基本計画策定スケジュールについて 

 

◆会 長：皆さん、こんにちは。よろしくお願いいたします。２回目の会議ですが、今日は設計者

が決まったということで、西澤さんの方からプロポーザルの話をいただきますけれども、

新しい美術館ができるということは、行政にとって大きな出来事、市民にとっても楽し

みな出来事です。僕は今、岐阜県美術館の仕事をやらせていただいておりますけれども、

岐阜県美術館も今年で 35 周年となります。来年に休館して改修、メンテナンスに入る

んですけれども、大体全国の美術館を見ていると、みんな 30年とか 35年とか、耐震や

空調、水回りとか、中には全く新しいものを建て直すというような年回りで、1980 年

代に地方で美術館がたくさんできた時代から 30年とか 35年とか経ってきているところ

で、その頃の美術館に求められている役割と、当然、役割が建物の設計に反映されてく

るわけです。それから 30 年経ち、今の美術館が地域にとって何をすべきなのか、そし

てそれが、建物は一度建てると 30年、50年と使うことになっていきます。それを踏ま

えて、どのように社会と建物、行政、市民が関わっていくのかということを、後半には

自由に話せるところもありますので、皆さんからの意見をいただければと思っておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

     では次第に従いまして進めさせていただきます。 

はじめに、報告案件の１、「第１回委員会後の新美術館整備の進捗状況及び管理運営基

本計画策定スケジュールについて」、事務局から説明をお願いします。 

○事務局 ：それではご説明いたします。資料１をご覧ください。こちらは、前回の委員会後の新

美術館の検討状況を整理したものです。前回、１月９日の第１回運営検討委員会後の状



 

 

況を簡単にご報告させていただきます。 

１月から３月にかけて、設計者選定のためのプロポーザルを行っております。全国から

138 者の応募があり、八戸市としては初となる公開プレゼンテーション・ヒアリングに

よる審査を行いながら、西澤徹夫建築事務所・タカバンスタジオ設計共同体を最優秀者

として決定いたしました。その後は、基本設計に関する打合せを毎月定例で開催し、検

討を進めております。 

一方のソフト計画につきましては、１月 29 日に本日ご出席されております伊藤委員に

もパネリストを務めていただいた、新しい美術館を考えるシンポジウムを開催したほか、

６月 11 日に、設計者の西澤様や、プロポーザル審査委員会の北原委員長、佐藤副委員

長がパネリストとして参加された、新美術館の建築を考えるトークセッションを開催し、

市民の皆様としており、市民の皆様と一緒に新美術館を考える場を設けてきております。

また、６月 14 日には管理運営基本計画策定支援業務の受託者として、オフソサエティ

株式会社を選定しております。さらに、６月 28 日に、この委員会に先立ち、ワーキン

グ会議を開催し、５名の委員の皆様にご出席いただき、新美術館の運営や事業展開の考

え方について、ご意見をいただいたところです。本日までの経緯は、簡単ですが、この

ような状況になっております。 

続きまして、管理運営基本計画の策定スケジュールについてご説明いたします。管理運

営基本計画は、来年 30 年の秋頃までに策定するスケジュールで考えておりますが、今

年度は３月までに、計画の素案として取りまとめたいと考えております。６月 28 日に

開催したワーキング会議及び、今日の委員会において、計画の骨子案作成のため、新美

術館運営の大まかな方向性や、管理運営のための諸条件を整理いたしまして、委員の皆

様からご意見をいただいて参りたいと考えております。いただいたご意見を参考としな

がら、今年の９月頃までには骨子案として、冊子の形で一度取りまとめたいと考えてお

ります。骨子案をもとに、ワーキング会議及び検討委員会で議論を深めていきまして、

一次案、二次案と作成し、年度末に素案として取りまとめる方針です。 

なお、ワーキング会議と検討委員会はそれぞれ年３回程度の開催を予定しておりますが、

このほか、事務レベルでの関係団体との打合せや事務局ミーティングなどを多く行いま

して、計画策定のフォローをしていく予定です。 

簡単ではございますが、これまでの検討状況と運営計画策定のスケジュールについて、

事務局からの説明は以上となります。 

 

２．設計者選定プロポーザル最優秀案について 

 

◆会 長：ありがとうございます。何かお気づきになった点などありますか？特にないようでした

ら、続きまして、報告案件の２、「設計者選定プロポーザル最優秀案について」という

ことで、西澤さんのチームからご説明をお願いいたします。 

◆設計者：はい、西澤徹夫建築事務所の西澤です。お手元のＡ３の資料がプロポーザル時に提出し

た技術提案書です。プロポーザルの二次審査のプレゼンテーションの時に発表した資料

をもとにご説明いたします。我々は３名でチームを組んでおります。私は今は京都市美

術館の計画をしたり、美術館の会場デザインや改修の仕事をしております。それから、

浅子は、東京都内ですけれども、まち歩きを中心にして、例えば自分たちでマップを作

って参加者を募って建築を見学するツアーをしながら、批評活動や設計を行っています。

それから森は、松戸市で「PARADICE AIR」というアーティスト・イン・レジデンスの施

設運営をして、世界中からアーティストを毎年参加させて松戸市内での制作活動を支援



 

 

するとともに、まちづくりにも関わるという仕事をしています。この３人でプロポーザ

ルに取り組んだところです。 

私たちが八戸市についてリサーチした中で、まず、はっちが 2011 年にできています。

広く誰でもアクセスできるという、非常に高い公共性を持つ施設と考えています。ワイ

ワイガヤガヤとした雰囲気のある施設で、何でも揃っていて、それらがごったに同居し

ているというイメージです。それから、ちょうど 2016 年の末にブックセンターができ

ています。これは八戸の中に、はっちと違って日本中、世界から「本」というメディア

を通して知のインフラとなるような施設として八戸市が整備しています。それから、館

鼻朝市は我々も感銘を受けたんですけれども、毎週日曜日に市民の方が大勢集まって、

自由な市場が開催されるということで、魚の隣で木工家具が売られていたりとか、いろ

んなものが売られている、ということがありました。それから、種差海岸は名勝に指定

されていますけれども、東山魁夷の「道」のモデルになっていたり、あるいは「デコト

ラ」の発祥の地とも聞いています。例えば、こういうものと、三社大祭の山車なんかは

何かつながりがあるのかな、と思ったりもしていました。また、漁港の町ということと、

これを全国に運ぶということがデコトラと結びついたりということもあるのかな、とい

うことを、私たちは考えたりもしていました。 

それから、青森県全体で非常に版画教育というのが盛んです。美術館の最後の展覧会で

したが、養護学校の生徒や中学生が版画を制作して、それが八戸市の労働の風景とか、

自分たちの身近な生活というものを描写していくというところに、非常に素晴らしいも

のを感じています。 

そして、美術館ですけれども、周辺にブックセンターやはっちがあって、青森銀行の東

側の敷地に計画されています。ここでどういうものを作ったらいいかということなんで

すけれども、現状は旧税務署を改修したものになっています。私たちがここでテーマに

掲げたのが「ラーニングセンター」というキーワードなんですけれども、先ほどご説明

したように、地域の民俗や風俗に根ざした深い文化というものが既に八戸にはたくさん

あるんですけれども、それが八戸にとって何であって、現代の生活とかアートとどうい

う風な新しい環境をつくっていけるのかということを考えること自体が非常に重要な

のではないかと考えました。また、八戸市、青森県、あるいは県外近隣のところには既

存の施設があります。これらの施設が生み出してきた文化資源や種を結びつけていく必

要があるだろうというふうに思いました。そして私たちが提案したのが、これらを結ぶ、

八戸市に既にある文化資源を調査研究したり、つなげたり、新しく価値付けしたりとい

うことができる専門性と、それ担保する機関が美術館として必要だろうと考えました。

このプロセスを市民の方や有識者、スタッフとの間で相互に学びあう拠点という意味で

「ラーニングセンター」というようにキーワードをつけたんですけれども、これが既に

ある文化・風俗というものと既存の施設との間を取り持つものとして、今八戸に必要で

あると考えました。八戸市の文化資源をどのように活かしていくかということを考える

のが文化行政の役割ということであれば、市民の学びを共有していくということこそ、

新しい美術館が持ちうる公共性があるだろうと考えます。それで、例えばこの「ラーニ

ング」ということなんですけれども、先々月にヨーロッパの美術館に視察に行きました。

これはテートモダンの増築部分なんですが、この部分には、テートエクスチェンジとい

う、ラーニングプログラム専用の広いスペースが新たにつくられていたり、あるいは森

美術館でのシンポジウムで、森美術館でもラーニングというキーワードで新たな取組が

始まったりしています。これらの都市型の美術館では、多様な人種とか、その間にどう

いう関わりを持てるのか、というような大都市ならではの問題について美術館としても



 

 

取り組んで行こうという姿勢が伺えます。これらの先駆的な美術館にも触発されながら、

しかし八戸ではどういうことができるのかということを考えて行くのがいいのかなと

思っています。 

ラーニングセンターで行われる諸活動のサイクルを農場に例えて、まず種を蒔く。それ

から、これは展覧会と言う形式を通して様々な形でアートに誰もが触れられる場を作っ

ていくのがいいのではないかと。そしてその次に実らせる。様々な専用の機能に特化し

た制作の場、あるいは議論の場で作品の制作を行ったりする、そのプロセス自体が相互

に学びあうと言うことのきっかけになれば良いかなと。その次の段階で成長を促す。こ

れは作家による市内の学校へのアウトリーチ活動等によって学びの場を八戸市、青森県

に繋げていければ良いかなと思っています。そしてその次にそれらを収穫すると言うふ

うになりますけれども、それを展示の形でもう一度発表して、そのプロセス全体を記録

したり、情報発信をしていく、その上でもう一度新たな種を蒔くというサイクルが必要

かと思っています。 

ラーニングと言うことのキーワードは、ざっくり言うと学びのシェアと言うことになる

かと思うんですけれども、上意下達的なエデュケーションと言うよりは、答えの無いも

のについてお互いに学びあうプログラムと言うものを提供出来れば良いのかなと思っ

ています。教える人と学ぶ人が同じ場を共有すると言う事と、専門的に深く学び更に違

う専門性に偶然出会うと言う事が、このラーニングと言うプログラムを駆動させていく

のに必要なことかと思っています。この二つのことに対して特徴的な空間に対応させま

す。一つ目がジャイアントルームで、二つ目が専門性の高い個室群です。まず教える人

と学ぶ人が同じ場を共有する事に必要な空間は、何でも飲み込める大きさを持ったジャ

イアントルームと言う名前をつけました。これは 18ｍ×51ｍの巨大な空間で、ここには

オフィスとかライブラリーと言うものを含んでおり、調査研究室として使ったり、ライ

ブラリーに必要な資料の保管場所であったり、イベントや簡単なミーティング、アーテ

ィストの交流の場としても使える巨大な空間です。もう一つが専門的に深く学び、更に

違う専門性に偶然出会う為に必要な空間として、個室群と言うものを設けています。こ

れは例えば企画展はホワイトキューブとか、映像インスタレーション向きのブラックキ

ューブとか、展示物や会場の制作を担うアトリエとか、それぞれの活動に必要な最適な

しつらえの個室群と言うものが箱の形であって、ここで行われる活動が別の活動と隣り

合っていることによって、それらが出会って、触発されていくと言う様な連鎖を期待し

ています。複数を同時に使用したりとか、企画と展示の連携が出来たりとか、イベント

の控室として利用したり、時間外に特別な演目を準備して上映したり、アーティストや

展覧会の準備に纏わる制作を行うという様なことが出来たり、あるいは単体での会議、

ワークショップとしての使い方が出来るというふうに考えています。 

これらの各室は寄り添うように敷地に配置されます。これが１階平面図で、２階が収蔵

庫と学芸員室、３階が機械室です。青森銀行との間のスペースは奥に吸い込まれるよう

な三角の広場になっています。大扉を開ければジャイアントルームと西側の広場が連動

する様な形になっています。ここでは例えば朝市の屋台を出したりとか、デコトラの展

示をすると言った、広場と言うよりも道路の延長線上の様な活動の場となるようなこと

を想定しています。三社大祭の時には桟敷席を設けて立体的な使い方が出来ることを考

えています。大屋根は街の新たなシンボルとして機能するだけではなくて、青森銀行の

眺望と西側を確保して三角広場にも光を届けます。南東側では小さなボリュームの連な

りが町のスケールに溶け込む形で、通りから見える中の活動が町の賑わいを作れるだろ

うと考えています。これらの多様な個室群は特出した入口を持っていて、更に建物内に



 

 

も複数の入口があるので、誰でも建物を通り抜けられる様な環境になっています。駐車

場もそれぞれ部屋の近くに設けております。 

この「八戸ラーニングセンター」と仮に呼んでいるものが、地域の核となる様な施設に

なることを考えていまして、既存の「はっち」、「ブックセンター」、今建設中の「マチ

ニワ」、「公会堂」を繋げて、これらの近隣施設と深く関係を繋ぎながら、調査研究や展

示教育、制作を通した学びの拠点に出来たという風に考えました。 

もう一つ、「まちなかギャラリー」というものを街中に設けて、一時的な美術館の閉鎖

中の代替施設として担うだけではなく、ここで行われるワークショップとか、いわゆる

普通の設計の打ち合わせの会議なども市民の皆さんに可視化される形で、街の施設と繋

がった施設になることを目指しています。 

次に各部屋の中の様子を見ていきたいと思うんですけれども、ここでは展覧会やワーク

ショップ、エデュケーションプログラム、作品制作を行うことを、種差海岸と言う非常

に美しい景観、観光資源がありますので、それを題材にして展覧会やワークショップを

行うという想定でシミュレーションしていました。時系列はばらばらなんですけれども、

各部屋はどの様に使われて、隣の部屋とどう関係していくかという事がお分かりいただ

けるかと思います。 

まず、ジャイアントルームなんですけれども、西の端では種差海岸の写生大会の講評会

が行われています。鑑賞するだけではなくて、自ら作りそれぞれの意見や見方を交換し

合える場所があります。それからカフェやショップがあったり、その隣のオフィスでは

キュレーターとか編集者、アートディレクター等が柔軟にチームを編成して、調査や展

覧会の企画編集をしている様子が周りから見られる関係になっています。そのプロセス

が可視化されて受け取るだけではない、能動的なアートや八戸の観光資源へのアクセス

を促す事を考えています。例えばミュージアムツアーが行われる時には、八戸を鳥瞰で

描いた吉田初三郎について解説が行われていたり、ライブラリーには毎年発行する年鑑

とか他の美術館のカタログが収蔵されていたりします。あるいはスタッフと市民による

小さな打ち合わせが行われていたりします。 

それからホワイトキューブ。これは展示の準備をしている風景なんですけれども、稼動

展示ケースを動かすことで、ホワイトキューブのレイアウトを簡単に変えられる様な仕

組みを考えたいなと思っています。２階には収蔵庫がありますけれども、ホワイトキュ

ーブと収蔵庫を縦に集約することで、空調の取り回しとか動線を効率よくすることを考

えています。それから搬出入口とアトリエなんですけれども、搬出入口は作品のみなら

ず、展示作業に必要な材料や道具なども搬出入されます。今、このアトリエでは、「は

っち」にレジデンスアーティストや市民の作品の制作を行う場として考えていますけれ

ども、例えば展覧会の什器を制作したりとか、簡単な造作をここでするということも考

えられます。 

オーディトリウムでは、種差海岸を題材にした演劇の観客席の準備が進められていると

言う場面で、ここは吸音/遮音性能を持った空間で、演劇のほかにレクチャーとかパフ

ォーマンスアートにも使うことも出来ると想定しています。その隣のスタジオは、演劇

の舞台美術を製作しているところで、普段例えばアーティストの制作スペースという使

い方も出来ますし、イベントとして使うことも勿論可能です。ここも吸音/遮音性能を

持った空間として考えています。オーディトリウムのホワイエ、一番右端ですけれども、

作品や物品の荷捌きに使用して、アーティスト間の交流の場としても利用することを考

えています。 

それからブラックキューブは映像表現に特化した展示室なんですけれども、最近の展覧



 

 

会では普通になってきたんですけれども、展覧会に入る前に紹介映像とかメイキング映

像とか予告編映像と言うものを流しているところもあります。あるいは、実験的な映像

を使った展示室と言うものをホワイトキューブの中を囲って黒くするっていうのでは

ない部屋を一つ用意しておくと非常に使い勝手が良いのかなと思っています。ワークシ

ョップでは種差海岸を題材にした、演劇のワークショップを週毎に行っていると言う想

定です。 

会議室は学芸員の方と市民が一体となってアートによる街づくりの調査研究とか、次回

展示の企画会議などが行われるという想定です。市民ギャラリーは、市民が撮影した種

差海岸の写真展が行われていると言う想定でいます。その隣のラウンジは市民ギャラリ

ーの利用者のための控室とか、ジャイアントルームに隣接している会議室とか、スタジ

オの両者の交流の場としても機能します。 

このピンクの線は部屋と部屋の繋がりを表しているんですけれども、扉を開けるたびに

めくるめく空間が現れていくという様な経験が、ここではすることが出来る。このよう

にして展示だけではなく、設営中のプロセスが市民に開かれたり、いつもどこかで何か

製作途中であったり、使われているという活動的な施設になることを目指したいなと考

えています。 

八戸市には、本当にたくさんの地域資源があることを知りまして、生活に根付いた豊か

な市民文化もあるという事なんですけれども、これらの間にある隠れた物語を可視化し

て共に学び合えるという、あるいはこの規模だからこそ出来るという美術館を作れたら

良いなという風に考えています。 

最後になるんですけれども、この基本設計が始まってからの進捗と今後の方針を簡単に

説明したいと思います。これは今一番新しい模型ではあるんですけれども、美術館オー

プンに際してプレイベントとかオープニング展が行われるわけなんですが、行く行くそ

の準備を推進室の方で行っていくんですけれども、どうせだったら今から展覧会のシミ

ュレーションを、模型を使いながら始めてしまって、当然その中には展示だけではなく

て、例えば小学生をたくさん呼んでレクチャーする時にはどこに誘導して、どこでどう

いうことが出来るかというようなことを関連企画と組み合わせたりするはずなので、そ

のシミュレーションを行いながら学芸員の方やコーディネーターや、例えばカタログを

制作する編集者だとか、アートディレクターといった人たちと一緒に、仮想的にオープ

ニング展のシミュレーションをして検討することを通じて、我々スタッフの中でもお互

いの領域を学び、且つ、その建物の大きさ、どんなしつらえが必要かだとか建物にフィ

ードバックされるような、そういう設計打ち合わせの仕方を始めています。このプロセ

スも行く行く、ドキュメンテーションの形で公開しながら展覧会制作と合わせて設計を

進めていくということ自体を一つのプロジェクトとして捉えて進めていければいいか

なという風に思っています。以上です。 

◆会 長：はい、ありがとうございました。大変、色々な機能がぎゅっと集約された美術館が 

出来ると西澤さんからご説明いただきましたけれども、ここからはご意見、質問をいた

だきまして話を進めたいと思います。 

審査をしていただいた●●さん、その辺の話も踏まえてご意見をいただければと思いま

す。 

◆委 員：はい、私は審査にも関わっていたんですけれども、審査については、青森県内は青森県

立美術館があったり、十和田市現代美術館があったり、国際芸術センター青森があった

り、今度、吉野町煉瓦倉庫を改修した美術館ができる中で、そういうものと異なった美

術館をどういう風に選べるのかということが、ポイントになっていました。その中で、



 

 

磯崎新さんと言う建築家が、色々美術館のこれまでの歴史みたいなものを世代で語って

いるものがあります。第一世代と言われるのがルーブル美術館を代表とするような、額

縁があって、具象的な絵画を展示しているような美術館。第二世代と言うのが、モダニ

ズム以降の抽象絵画を展示するような、いわゆるホワイトキューブと呼ばれるようなタ

イプ。第三世代が 70 年代以降のサイトスペシフィックなものに対応するような、割と

場所みたいなものが作品に含まれているようなものを扱うと。そこで、この八戸ではも

う既にアートプロジェクトみたいなものが行われていたり、その他の県内の美術館との

違いみたいなものを考えていった時に、どちらかというとアートプロジェクトにあるよ

うな、最近の美術作品というのが、人が含まれているような、人の活動みたいなものが

その作品の中にも大きく含まれているとなって、そういうものを展示できる、そういう

ものを見せる場としての美術館が考えられないかと言っておりました。その中でこの提

案がジャイアントルームと言う大きな部屋、勿論どの美術館にもこういう、いわゆるエ

ントランスホール的なものがあると思うんですけれども、他の案と大きく違ったのは、

そこ自体がエントランスホールというよりも、そこで非常に日常的な活動が行えるよう

な場として計画されているという事と、学校に例えると分かり易いと思うんですけれど

も、そのジャイアントルームが普通教室のような、色々なことが行える場所なのに対し

て、いわゆる理科室とか美術室とかそういう特別教室と呼ばれるような、非常にそれぞ

れの専門の使い方に特化した部屋みたいなもの、それがホワイトキューブだったり、そ

の下にある諸室だったりするんですけれども、そういったことの中で、明快に整理され

ていた提案であることが評価されて、この案を選んでいます。 

とは言えこれはプロポーザルの段階なので、これがそのまま作られるというよりも、こ

れをベースに色々話をしながら、実際に、特にこの下の専門の諸室というのが、どうい

う部屋が必要で、どういう部屋が必要ないかみたいなことが、この運営検討委員会でも

関連しながら検討していく必要があると思いますし、ジャイアントルームという考え方

も、実際この美術館の、特に「アートセンター機能」と基本構想の中でも呼んでいると

ころにあてはまってくると思うんですけれども、そうした活動が、どのように行われて

行くのか、それによってどういう建築を必要としているのか、その辺りを考えて行く必

要があるのではないかと考えております。それについて色々と議論していける設計者で

あると考えていますし、運営検討委員会での意見を上手くハードに反映させることで、

他にはないような新しいタイプの美術館がつくれるのではないかという期待を持って

この案を選んだ、ということになります。 

◆会 長：はい、他の委員の皆様、いかがでしょうか。 

◆委 員：前回ワーキングの時にも出た、少し細かい話になってしまうんですけれども、ワークシ

ョップの部屋とアトリエの部屋が連続的な大きなスペースになるような、柔軟な使い方

が出来たらいいなと思います。小さな部屋を沢山作ることはある意味、その目的に特化

した部屋を作ってしまうことになるので、多様性に欠ける言う面も出てくると思うので

すが、特化した部屋は必要なんですけれども、それを相互に交流しながら、多様に展開

しながら活動が広がるような部屋があったら良いと思います。 

◆委 員：私も前回ワーキングに出まして、建築については色々な話が出ていました。あまり使い

方を固定しているのではなくて、使い方に合わせて結構変容していくような、建築家と

一緒に考えながら色々と作っていくという方向が良いのではないかという話も出てい

ました。そういう意味で今出されたものを、時間もあまり無い中で、最後に模擬展と言

う形で、実際に具体的な運営と言うのを考えながら実践的に構造とか建物のこと考えて

いく形をとろうとしていると思いますので、そういう方向がすごく良いのではないかと



 

 

思います。まだまだ実際動き始めると色々問題点は出てくるので、かなり柔軟な形で作

りながら、完成して開館してからも色々と変えていけるような、そういう発想で臨むよ

うな作り方と言うか、運営と建築が一緒に動いてくるような形で進めて行くのが良いの

ではないかと思います。 

◆委 員：今、●●委員に仰っていただいた事と重なるんですけれども、建築自体がすごくメッセ

ージ性の強い建築なので、これは建物ができてからも、建築家の人たちとやり取りをし

ながら、運営する側と建物からのメッセージとをきちんと兼ね合い、足並みを揃えてい

くと、より建物に込められたメッセージを、利用する側も受け取りながら、良い活動に

なっていくのでないかという話が、この間のワーキング会議でも出ておりました。そう

いった形で進められれば、なお良いかと思っております。 

◆会 長：これは事務局の方に確認ですけれども、西澤さんから最終案が出てきたら、今の●●さ

んの言葉の中にもありましたけれども、これが実施設計になっていく時には、これを基

にしてまた、このスケジュール表の所にもありましたけれども、どのような使い方をし

ていくかと言う事でまたここに反映されていくという事になるんですよね。 

○事務局：はい。今、お見せしている資料等々にあるものは、まだまだ最終案ではなくて、今 

やっている最中のものを示させて頂いております。案はプロポーザルの時のものをもと

にしておりまして、ワーキング会議等、先ほどお見せした色々な学芸チームとのやり取

りを経て、間取り等はどんどん変わって行くことになります。今、お願いしている基本

設計も、基本設計自体は来年の２月までに完成していただいて、その後すぐに実施設計

の方に入りますので、その間に皆様からいただいたご意見等も含めて設計の方に反映さ

れていく事が多々あると思います。委員の皆様には、よろしくお願いいたします。 

◆会 長：その辺の意見と言うのは、この場で色々お聞きしておいた方がよろしいでしょうか。 

今日の進め方の中で確認ですけれども、報告事項などありましたらどうぞ。 

○事務局：今は報告と言うことですので、この段階では結構です。次の議題で、詳しくご意見等い

ただけたらと思います。 

◆会 長：了解いたしました。また詳しくは次の議題の方で話を進めて行くということで。西澤さ

んからのプロポーザルの時点での、パワポとかこの模型の説明等ありましたけれども委

員の先生方から確認、ご質問等大丈夫でしょうか。 

では、報告事項は以上となりますので、ここからは議題の方へ移らせていただきたいと

思います。議題の１、「管理運営基本計画骨子案の検討について」、事務局から説明を

お願いします。 

○事務局：誠に申し訳ございませんが、会議冒頭に申し上げましたように、報道関係者の皆様には

ここでご退席いただきますよう、お願いいたします。 

 

（以降、非公開） 


