
 

 

第３回八戸市新美術館運営検討委員会 会議録 

 

日 時：平成 30年２月７日（水）14:00～16:30 

場 所：八戸市公民館 ２階会議室 

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３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、事務局を代表して、まちづくり文化スポーツ観光部長の原田から御挨拶を申し上げ

ます。 

○事務局：お疲れ様でございます。委員の皆様にはお忙しい中、ご出席をいただき、大変ありがと

うございます。本日は、第３回の委員会でございますが、委員会の他にも、ワーキング会

議も２回開催してきておりまして、委員の皆様から、大変貴重なご意見をいただいて参り

ました。「アート・エデュケーション・ファーム」を基本理念とする、新しいタイプの美

術館を作ろうとして、この管理運営基本計画の骨子案も、何度も手直しをしてきたところ

ですが、ようやく本日、委員の皆様にご審議いただける内容として、お示しすることがで

きるまでに至りました。後半の施設の管理部門のところなど、書ききれていない部分もあ

りますが、この計画は今年の秋頃を目途に策定するスケジュールでございますので、まず

は、前半の、新美術館のコンセプトや事業展開、組織のあり方の部分を中心にご議論いた

だきまして、その方向性を確認させていただきたいと考えております。それから、実は先

週、市議会議員に基本設計の現段階の案を、設計者である西澤さんから、こちらにありま

す模型を使って説明いただきました。概ね好評をいただいておりますし、いろいろ質疑や

ご意見もありましたけれども、市民参加型の施設運営をしていくということで、非常に評

価していただいております。非常に理解されているという風に受け止めました。引き続き、

委員の皆様から、いろいろご意見をいただきながら進めて参りたいと考えておりますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局：次に、本日の会議の出席者をご紹介でございますが、恐れ入りますが、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、本日は松山委員、三澤委員の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」

とされていますので、本日は公開での会議進行となりますことを、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。 

 

１．八戸市新美術館基本設計案について 

 

◆会 長：それでは、次第に従いまして進めさせて頂きます。はじめに、議題の１、「新美術館基

本設計案について」、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。現在進めております基本設計の内容についてのご説明の

前に、私の方から、前回委員会後の検討状況と今後の予定について、簡単にご説明させて

いただきたいと思います。資料１をご覧ください。前回は昨年の７月 10 日に委員会を開

催しております。その後、10月に基本設計に関するアドバイザー会議と、管理運営基本計



 

 

画策定にかかるワーキング会議を開催しております。11月には、基本設計案の内容に関し

て、市民や関係団体との意見交換会を行っております。４日間にわたって開催し、43名の

方にご出席いただいております。12月には、美術館周辺の住民を対象とした工事説明会を

開催したほか、昨年 12 月から今年１月にかけて、基本設計案に対するパブリックコメン

トを実施しております。さらに、今年の１月 29 日に、市議会の全議員を対象とした基本

設計案についての説明会（勉強会的な内容ですが）を開催しております。このように、基

本設計に関しては、幅広く市民の皆様からご意見をいただいて、進めてきているところで

す。そして、本日の委員会開催に至っておりますが、今後の予定といたしましては、２月

末までに基本設計を完了するほか、管理運営基本計画については、３月下旬までに素案と

して取りまとめるスケジュールで考えております。前回、７月の委員会では、設計案につ

いてはプロポーザル案をベースとしてご説明しておりましたが、現時点での最新案、これ

は、市民意見交換会やパブリックコメントで使用した設計案ですが、こちらを元に、設計

者を代表して、西澤様からご説明をいただきたいと思います。 

◆設計者：はい、西澤徹夫建築事務所の西澤です。まず今、基本設計がどうなっているかと言いま

すと、基本設計報告書を作っている段階で、この建物でどう言う建築を目指し、気をつけ、

考えていくか、ということをまとめていく作業をしております。お配りしている資料に関

しては 10 月に行われたワーキング会議開催時のものなので、この後少しマイナーチェン

ジがありますけれども、概ね現在の方向で動いております。プロジェクトルームやホワイ

トキューブの中とか、引き続き検討を行っていますけれども、今日はこの資料に沿って、

第２回委員会以降の変更点を説明したいと思っております。 

まず一番大きく変わったことは、設計建築アドバイザー会議の際に、諸室の名称をもう

少し工夫したほうが良いのではないかと言う意見があり、例えばここに書いてある常設

１・２は、展示ケースギャラリーと変えようと思っています。ここは展示ケースがある、

主に収蔵作品を常設展示する場所で、ワークショップルームと隣接するように置いていま

す。これは常設展示室の中でコレクションを見ながら、隣の部屋で写生をするとか、その

作品をテーマとしたワークショップを開催するなどの連動を想定して、ここに配置してい

ます。 

それから、プロジェクトルームに関しては、どのくらいのサイズがいいか、この位置で

いいかということや、ジャイアントルームの備品工事になると思いますけれども、いろい

ろな備品や家具などとの位置関係も現在スタディしているところです。カーテンを使う点

は変わっていませんが、大空間ですので、家具で基本的には仕切っていきたいと思ってい

ます。先般の音の問題が結構気になると会長から頂きまして、カーテンを使って緩やかに

空間を分節できる仕掛けがあると、昼間、家具だけでヒューマンスケールのレベルで部屋

を緩く分けるだけではなく、カーテンを使いますと、後ろにパースがありますが、極端に

言うとカーテンを仕切ったこちら側ではアーカイブコーナーがあって、その向こう側は通

路スペースになっているとか、少し光を遮るようなレイアウトでレクチャー等を行いつつ、

一方こちらではプロジェクトルームでの活動がジャイアントルームへはみ出していると

いうようなことを柔軟にやっていく仕掛けとして、カーテンを使うことを基本的に考えて

います。 

それとホワイトキューブの中ですけれども、これも設計建築アドバイザー会議の時に出

た話題として、500 ㎡の大空間というよりは、上に収蔵庫があったりすることもあるんで

すけれども、もう少し部屋の中を分節出来たほうが、展覧会の会場構成をするとっかかり

にもなったりするのではないかということで、むしろ、壁や柱のようなものを配置してい

くことを考えています。ただ、この図面の中では真ん中に一直線になっているんですけれ



 

 

ども、これだと同じ部屋が二つできるだけですので、もう少し大・中・小くらいに分割で

きるような形に、壁か柱、これをきっかけに仮設壁を立てられるようにして、ホワイトキ

ューブを分節出来るように作る方向で考えていきます。 

この図面の段階ではまだ反映はできていないんですが、後ほどＡ４のペーパーで説明が

あるかと思いますが、市民意見交換会の時に、トイレの数が少ないと言うご意見を頂きま

したので、全体としては配置を大きく変えずに、倉庫やスタジオの位置を少し動かしたり

しながら、トイレの数を拡充していくことを考えております。 

図面の最後に、３階の図面のところに面積表があります。これがプロポーザル案に対し

て赤が増加した部屋、青が減少した部屋になります。増加した部分が結構ありまして、プ

ロポーザル時には 3,900㎡と提案していたのですけれども、現在は 4,300㎡程になってお

ります。年末に概算を積み上げる作業を始めまして、今はその作業中ですけれども、それ

を睨んで今後多少、部屋のレイアウトが変わることもあり得るかもしれません。この設計

の資料については以上です。 

○事務局：ここで、資料３をご覧いただきたいと思います。こちらは、表面が、市民・関係団体等

との意見交換会で出された意見をまとめたもの、裏面は、パブリックコメントで寄せられ

た主なご意見をまとめております。意見交換会では、概ね、設計案については受け入れら

れておりましたが、展示室をもっと広く取って欲しいというご意見や、トイレ、駐車場の

数が足りないといったご意見が目立っておりました。 

ジャイアントルームがある事に関しては、ここでいろんなことができそうだと期待する

意見がある一方で、具体的にどんな使われ方がされるのかイメージがわかりにくいといっ

たご意見もありましたので、今後は使われ方のイメージを市民の皆様にいかにわかりやす

く伝えるか、というところに課題があるかと考えております。 

また、パブリックコメントに関しては、６名の方からご意見をいただきましたが、皆さ

ん図面を読み込まれていて、具体的な部屋の配置や、面積のとり方などでご意見をいただ

いております。さらに、ここには書いてありませんが、先月の、市議会議員を対象とした

説明会では、収蔵庫に関して、余裕を持った広さを確保して欲しいという意見が何件か出

されておりました。現在の基本設計案についてのご説明は以上です。 

◆会 長：はい。事務局と西澤さんの方から説明がありましたが、まずは議題１について、基本設

計、今日は図面と、一部変更があるところの説明と、模型もありますので、委員の方々か

ら直接設計者なり事務局なり何かご意見ありましたら。 

◆委 員：改めて図面を拝見しまして、これはちょっとどうかなと感じたところが２、３点ありま

すので、すみませんが申し上げておきたいと思います。 

一つは色んな施設で、搬入動線というのがいつも問題になるんですね。私はホールをや

っておりますから、特に搬入動線が、ホール等の場合は評判を決める一番と言うところが

ありまして。でも、これも 11 トン車がちゃんと入るように考えられていると言うところ

は分かるのですけれども、問題は荷捌きからホワイトキューブまでの動線がドックレッグ

といいますか、Ｌ・Ｌになりまして、左側のところから入れると言うことになっている。

ですから、二回角を曲がらなければいけない。そうしますと幅は 4.5メートルとれていま

すけれども、どうしても長尺の物も、今後色々な物であり得るのではないかと思った時に、

この展示室の前室というものがありますけれども、そこから真っ直ぐホワイトキューブに

抜けられないものかというのが第一点でございます。 

それから二点目は、その同じ隣の倉庫ですけれども、これも色々仕様の事があってこの

ようになっているのだと理解出来ますけれども、倉庫から直接ホワイトキューブに開く扉

という物があると、運営上はとても便利なのにと思いました。 



 

 

三点目は、これは運営とも関わりがあるので意見だけ申し上げておきますが、いろいろ

運営計画の中で今回新しい美術館像が見えてきたと思いますけれども、その中で事務室が

２階にあると、こういうことなものですから、総務系の人は良いかなと思いますけれども、

学芸系とかプロジェクトを色々と持っている人たちは、どうしてもジャイアントルームと

の結びつきが頻繁になるであろうと思った時に、２階と１階を往復しなければならないこ

とにもなりかねないので、それがプロジェクトルームというところで、何かプロジェクト

をやっている時は下に降りてきてやっているのかなとも思いますけれども、そう言ったサ

ブの事務所的な機能と言うか、そういったものが持たせてあるのであればいいかと思うん

ですけれども、それがどうしても気になったものですから、この三点を意見として申し上

げておきたいと思います。以上です。 

◆会 長：はい、ありがとうございます。荷捌き、動線、搬入搬出の動線と、倉庫からギャラリー

への直接の搬入搬出。あとジャイアントルームでの事務的機能の事務所のサテライト的な

ものがあればいいのではと言うご意見で。私もそう思います。他にご意見は。 

◆副会長：では私の方から。少し気になったのが先ほどのトイレの話です。あまり基本的な配置を

変えずに全体として拡張をするという話でしたが、車椅子マークがついていますように、

図面では開口部を 120cmくらい取っていて、現時点でこの図面がまた変わるというお話で

はあるものの、車椅子の方がトイレに入ることを考えると、これは恐らく、すれ違うこと

が出来ないのではないかと。それから回転ということを考えても、図面からはどちらが男

性用でどちらが女性用かわからないのですが、例えば上が男子トイレで下が女子トイレと

した場合、男子トイレの方は、入ってから左に曲がって、それからまた左に曲がって、次

に右に曲がってようやく便器のところにたどり着く。そういう形になると、多分車椅子で

利用される方は非常に大変なのかと思います。こういった視点でも、配置を考えて頂きた

いという意見です。そう言ったところも踏まえて考えて頂ければと思います。 

それからロッカーのスペース。増やせばいいとか、色々なことが考えられますが、ジャ

イアントルーム内に「ロッカー＆展示ケース」と書いてありますけれども、この後に色々

話されるプロジェクトや色々な事業の展開を考えた時に、参加する市民の方々が荷物を安

全に保管しておける場所。当然、展示を見に来られた方や、出張の方々なども想定されま

すが、このスペースでどうなのかということ。それから、「子どもの版画作品などを展示」

とも書いてありますが、ここでの展示は、やはり大人よりも子どもに見てもらえる方が教

育的効果が高いと考えますと、どうしてもロッカーの背が低くなります。そうすると、自

ずとロッカースペースが少なくなるということがありまして、どこかに通常よりも小さめ

でもいいので、貴重品を入れるようなスペースがずらりと並んでいるとか、そういったこ

ともあっていいと感じました。以上です。 

◆会 長：はい、ありがとうございます。その他、何かご意見ありますでしょうか。はい、●●委

員。 

◆委 員：質問なんですけれども、ギャラリーやスタジオへの色々な物とか作品の搬入は、どこか

らどういう形で入るのでしょうか。図面に「ギャラリースタジオ搬入口」とありますが、

ここへは、どこに車を停めて、どこから入れるのですか。 

◆設計者：今の時点では、車椅子マークがあるところに車を停めて、黒い三角印のところから「ギ

ャラリースタジオ搬入口」という廊下状のところを通って入れます。 

◆委 員：基本的には一般の人が普通に入ってくるところですね。一般のお客さんと同じ感じで持

ってくると。ではここに、例えばトラックを停めたり、大型のものを停めたりと言うこと

は想定していないと。大きいものが入ってくる場合は、搬出入口はここだけになってしま

うのですかね。ギャラリーやスタジオに、わりと大き目の物を持ってくる場合もあるので



 

 

はないかと思いますけれども。 

◆設計者：そうですね。そう言う場合も、今はここのスペースしかないですね。 

◆委 員：ここを具体的に使うためには、こちらのほうにも割と大きい物が入って来られるような、

何か動線をどこかに作ったほうがいいのではないかと思います。特にスタジオであれば、

舞台装置や客席を作ったりする人もいると思うので。 

◆会 長：はい、他にご意見は。●●委員、どうぞ。 

◆委 員：すみません、先程の●●委員のコメントと少し似ているんですけれども、ジャイアント

ルームで活動すると、多分ここでの活動をするための倉庫が結構、大きく必要になってく

ると思います。僕が今やっている授業でも、あっという間に倉庫が一杯になってしまって、

外部に中間倉庫を借りて、使わないものを別に移して、必要な時には郵送で運んでもらう

ようにしないと、間に合わなくなってきています。ジャイアントルームに直結した備品な

どを貯めておける、広めの倉庫があると使い勝手が良いと思います。 

◆会 長：はい、ありがとうございます。その他、何かご意見ございますでしょうか。はい、●●

委員。 

◆委 員：建物そのものの話ではないかもしれませんが、収蔵庫が２階にあって、持っている収蔵

作品はそこに入る計画だと思うんですけれども、アートプロジェクト的なことをやった時

に、そこで出来たものを保管するのかどうか、というような話が以前ありました。そうし

たスペースを美術館内に作ることは多分難しいと思うので、そういう作品はどこか別の場

所に場所を借りて、そう言うことを確保するようなことも運営上考えていかなくてはと思

うんですけれども。 

◆会 長：はい。●●委員。 

◆委 員：このジャイアントルームで市民の皆さんが活動する時に、それぞれ荷物を持って来ます

よね。それがどこに収納されるのか。他のお客さんがいらっしゃっても、荷物が見えてい

ても汚くないというか、そのこと自体が、皆さんの持ってくる荷物さえも賑やかしになる

ような、そういう一時的な保管場所をファニチャーで作るとか、その活動のための荷物置

き場のような物も、どこかにあればいいと思います。皆さんのお話を聞いても、やはり物

はすぐに増えるので。「はっち」でも結局、色々なプロジェクトで出た貴重な物を処分せ

ざるを得なくて、勿体無いことになっているので、プロジェクトに関する物の置き場とい

うのは、中になるのか外になるのか、いずれにしても必要だろうと感じました。 

◆会 長：はい、ありがとうございます。●●委員。 

◆委 員：後でご説明があると思いますけれども、ソフトのほうのプランで、色々なサポーターと

かファーマーとか出てきていますけれども、その人たちが活動するのはどこなのかが見え

なくて。折角謳っているのなら、ここで活動すると言うのが見えるといいと思うのが一つ

です。 

あとはジャイアントルーム、これもまだ先のことかと思いますけれども、レイアウトは

様々に組み替えが出来たらいいということで、色々な形になる家具があります。そういう

もので色々なことが出来るようになっていると活動しやすいのかなと思いました。 

◆会 長：はい、ありがとうございます。委員の先生方から一通りご意見を頂きましたけれども、

物の出し入れ、あとは人が動くと当然荷物を持って来て、活動しようと思うとその荷物の

置き場所や、それをフォローするスタッフの居場所というところのお話しかと思いますが。

西澤さん、今の皆さんのご意見を聞いて何か一言頂ければと思います。 

◆設計者：はい、ありがとうございます。まず荷捌きのところですね。これは散々検討したんです

けれども、敷地に奥行きがなくて、トラックを直行すると、エレベーターの位置が収蔵庫

の上のところに配置が直結してしまうものですから、横から東西方向に搬入をする計画で



 

 

す。ただ、直接ホワイトキューブに扉があると展示がしにくくなってしまうので、今は、

展示前室と荷捌室とをもう少し一体化した空間にしようとはしております。 

収納に関しては、どんどん物で埋まっていくもので、それに対応しようとすると面積も

どんどん増えてしまうので、どう抑えていくかの戦いになるかと思います。今お話頂いた

ように、少し方向を変えて、ジャイアントルームの中で使う椅子や折りたたみテーブルを

ワゴンに収納して、ジャイアントルームの中に綺麗に配置して置いておくということがで

きないかと考えております。そうすると、そこから少しずつ椅子を取り出す様子や、置い

てあるものが実は部屋の中の空間を分けることにも使えるというような、完全に部屋を作

って物を入れるとその部屋のサイズのプロポーションに左右されてしまうので、そうした

見せ方が出来ないものかということを今検討しているところです。この前、キュレーター

の方に話を聞いた時に、例えば床に白線やドットとか、体育館の床のように、何かきっか

けのような目印があったりすると、そこに合わせて置くことも出来るので、そのような工

夫も一緒に考えたら良いのではないかとアドバイスを頂いたこともありましたので、検討

しているところです。 

ロッカーと展示ケースに関しても、これはかなり初期の案なので、ロッカーはさすがに

もう少しエントランスに近いところでないと、この奥に置くのは無理なので、その辺でま

とめてというように、ジャイアントルームも当初はこのように家具がバラバラになってい

るイメージをしていましたが、もう少しこのゾーンは静かに本を読むスペースだとか、こ

の辺ははみ出してきて使う余地を持ったスペースといったゾーニングをもう少ししよう

かなと、現在検討しているところです。 

最後にギャラリーの搬入口。これもなかなかスペースを取りづらいということもあって、

苦労しているところです。建物を全体的にずらすと言った工夫もしたいんですけれども、

ここは何とか形状を工夫するとかして、出来るだけ対処していきたいなと思っております。 

あと、ファーマーやサポーターの部屋は、そういった名前で呼ばれる方々のスペースは

これまで割り当ててこなくて、ざっくりとプロジェクトルームや企画展示準備室でまとめ

て一緒にと考えていたので、今日の議論も踏まえて、２階と１階の部屋の使い分けも、ご

意見を頂きながら考えていければと思います。以上です。 

◆会 長：ジャイアントルーム等で活動する際に、それをフォローするスタッフの居場所や、出来

た物の備品の倉庫のようなものは、どんな対応になるのでしょうか。 

◆設計者：備品も、プロジェクトルームの前に大きなテーブルと、そのテーブルの下に収納できる

ようにとセットで考えるとか、倉庫を作ってその中に全部押し込めばいいというものも、

必要だとは思いますが、割と流動的に、例えばジャイアントルームの中で使っているもの

はスタジオの中でも使うことがあるというようなものは、上手にジャイアントルームの中

にレイアウトして置けるような方法はないかと考えているところです。ただそれも、椅子

とかテーブルというレベルと、スタッフの荷物というレベルと、プロジェクターとか工具

とか、色々な大きさとか使い方のレベルがあるので、それはやはり一般のお客さんが手に

触れられないような場所に入れておいたほうがいいとか、これは触れてもいいんじゃない

かという振り分けは必要になってくるかとは思います。 

◆委 員：多分ジャイアントルームの特性として、この中で半分半分くらいの使い方が出来る倉庫

があるといいと思います。一般のお客さんは触れないけれど、ここで言うファーマーやス

タッフは触れる。完全に中のスタッフでなければ入れない領域にある倉庫ではなくて、中

間的な倉庫のようなところがないと。今すぐぱっと出てこないですけど、ダンボールとか、

外に出しておくことは出来ないけれど、アートファーマーの人たちは結構使う、というよ

うな物を置ける場所が、何かあったほうがいいのではないかと思います。 



 

 

◆会 長：きっと今の西澤さんの頭の中は、隠すのではなく、あると。そこにあって許される見え

方と言うか、先程の白線という話がありましたけれども、そうした考え方の一方で、私物

はきちんとしまえる場所がないと、盗難と言うこともあるので。この大空間、天井が高く

て、先程カーテンというのもありましたけれども、いわゆる倉庫は、どうしても壁があっ

てドアがあって施錠が出来て、見えないようにしまっておく。そうではなくて、出してお

いてもそこにいる人たちがきちんと揃えておくみたいなこともできれば。見えない所に放

り込んでおけというのではなくて。運営の仕方にも関わってくるかと思いますけど。魔法

の布みたいな物があるといいのかもしれませんね。掛けておくと触れないような。これは

触ってはいけないんだということがわかる、絶対触っちゃいけない赤い布みたいな。逆に、

自由に開けていい、青い布とか。 

西澤さん、あとトイレの質問も出ていましたが、このあたりは。 

◆設計者：トイレは、個室のボリュームを見るために入れているので、現在チェックしていないと

ころもありまして、ただ例えば単純に考えて、ＤＳよりＥＰＳの方が少し前にあったほう

が良いよねとか、そういうのは当然あるんですけれども、トイレも、ギャラリーをどれ位

のスペースで確保したいかとか、全体が流動的に関係してくるのですが、今は、倉庫をこ

の半分くらいにしてトイレを大きくするか、もう少しスタジオ全体を東側に寄せてという

ところで考えています。ただ、このジャイアントルームに必ず接していないといけないの

で、奥の方、道路側の方に持ってくれば、もっとスペースが出来るかもしれないんですが、

中々ちょっと。女子トイレについては、例えば、あと二つ個室を増やすとか、男子トイレ

も出来れば小便器をもう少し増やせるようにとは考えています。 

◆委 員：身障者のトイレは。多目的のところですか？ 

◆設計者：多目的です。 

◆会 長：あと、ホワイトキューブに接した倉庫。直接ギャラリーやホワイトキューブに出し入れ

出来るようにという意見もありましたけれども。西澤さん、これもやはり展示の壁が少し

狭くなると言うことですか。 

◆設計者：使い方としては、それが抜群にいいことはわかってはいるんですけれども、美術館で展

示構成の仕事も結構していて、そこだけ壁の釘打ちの仕方が少し変わったりだとか、目地

が出てきたりだとか、そこからまた絵を離さなければいけないとか、かなり制約があるこ

とが多いんですね。経験的に言うと、東京国立近代美術館なんですけれども、あそこはか

なり展示室の出入りが多いところになっていまして、監視の人の出入口や倉庫も二箇所あ

ったり、その度にそこを外して欲しいと学芸員の方に言われることが多いので、今はそう

いう風にしております。それがもし、それよりも使い方を優先すると言うことであれば、

ここを開けることは全然やぶさかではないです。 

◆会 長：はい、ありがとうございました。●●委員。 

◆委 員：今、ここで喋っていたのですけれども、ギャラリーは、ギャラリー１・２をバラバラに

貸すと言うこともあり得ますよね。その時に倉庫スペース、例えば一度箱に入れてきた物

の空箱を置いておくような場所は、スペース的にスタジオの横の倉庫なのかと思いますけ

れども、ここには出入口が無いし、こちらの下の会議室のところは、これは独立した会議

室ですよね。例えばこの辺をそのためのバックヤードというか、何か一室使えるようにし

ておかないと、借りた人も空箱をどうすればいいのかというようなことになりかねないと、

今ここで話をしていました。会議室のスペースが本当にこれだけ必要なのかどうか、こう

いうことこそジャイアントルームで出来ないものかなと思ったりしますけれども。 

◆設計者：はい。この会議室という名前問題がずっとあって、会議室と書いているので会議室なん

ですけれども、どちらかと言うとギャラリーやスタジオを使った時の控室や更衣室、バッ



 

 

クヤードとしてむしろ考えているところです。それからジャイアントルームで打合せ等を

することはあるんですけれども、そうは言っても割とコンフィデンシャルな話をしなけれ

ばならない時もあるのかなという時に、三つ同時に使うということは考えにくいので、そ

うした目的でいつでも使える会議室と考えています。ギャラリー１・２については、おっ

しゃる通り、搬入してきた物のダンボール等の撤収、市民の皆さんが持ってきたものの置

き場所とかもあるので、それについての対応は考えてなければいけないと思います。これ

は例えばルール上、搬入した後に、この搬入のために使ったダンボールなどは、一旦持っ

て帰って下さいと言うのはありなんでしょうか。 

◆委 員：今日みたいな天気の時は、かわいそうですよ。 

◆委 員：無いことは無いと思うけど、大体は、どこかに置かせてあげていると思いますけれども。 

◆設計者：では、それはまた考えたいと思います。 

◆委 員：そう言う意味では、今の西澤さんの説明にもありましたが、この会議室という名前が多

分よくなくて、控室という言い方をしたほうがいいと思うんですが、その時にギャラリー

１の人も、もちろんここに置くことが出来ると思いますけれども、そういう使い方でいい

のか、やっぱりギャラリー１に附帯設備として設けた方がいいのか。いずれにしても何か

物を置けたり、控室になったり、スタジオで何かやる時の楽屋になったり、さっきの名前

通りに表で出来ないような会議もここで出来るとか、どちらかというと裏方の人が使える、

このくらいの小さい部屋がたくさんあるというのは、計画上はいいのではないかと思いま

す。 

◆委 員：西澤さんというよりは、多分八戸市のほうにお願いという感じになると思いますけれど

も、ここのジャイアントルームを設計するときに、前もお話したと思いますけれども、納

品して終了ではなくて、恐らく建築家が作り続ける建築物みたいなイメージで。例えば、

布と言っていても使い始めたら、布じゃないなとなって、とは言っても何か囲わなくては

という話が出てきたりだとか、やっていく中で、建築物に手を加え続けなければいけない

という時期が出てくると思うので、出来ることなら、それを設計と言うか、建築の設計の

スキームの中に落とし込んでおいて頂いた方がいいのではないかと思っています。コンピ

ューターのプログラミングの納品は、設計して納品したら終わりではなくて、運用しなが

ら作り変えていくじゃないですか。新しい物を作る時に、納品して終わりというやり方だ

と、上手くいかない部分はずっと上手くいかないまま残って、何か変更して作り変えたい

と思っても、新築だから改修費は出せないという、また違う問題になってきてしまいます。

そうではなくて、ここの部分はまだ途中ですというような、その後まだ２、３年は予算が

最初から設定されていて、改修とかではなく、そこの部分は建築家と一緒に作り続ける建

築のプロジェクトという形で動いていくというような。例えば倉庫も、今はないけれども、

運用しながら、こんな倉庫がこういう状況で欲しいからと、ここの部分は少し話し合いな

がらやっていくという前提を先に作る。動くというか、作り続ける建築物的なコンセプト

でジャイアントルームを運営できると、いい空間になるのではないかと思っています。そ

ういうのは可能ですか。 

○事務局：この後、骨子案の説明でお話ししようと思っていたんですけれども、これまでご意見を

いただいておりました、完成した時点で、美術館がオープンした時点で全ての物が完成し

て揃っているのではなくて、開館した後も、ソフト・ハード両面で、拡張性、柔軟性を持

たせたいという考えは持っております。本日の骨子案には書いていないですけれども、あ

る意味、ちょっと語弊はありますが、未完成の美術館みたいなものをイメージした方がい

いのかなとは思っております。今、●●委員のおっしゃったことは、ハードだけではなく

て、ソフトも含めて考えたいと思っております。 



 

 

◆委 員：細かいことですが、スタジオで先程楽屋という話が出たんですが、ダンスとか、簡単な

パフォーミングアーツをやるのであれば、会議室ではなくて、ちゃんと楽屋・控室みたい

な感じの、名前だけではなくて、楽屋の設備がある部屋が２部屋ないと。できれば簡単で

いいのでシャワーくらいはつけて欲しい。ないから、寒かろうが何だろうがシャワーがあ

る「はっち」まで走るのか？と。いつも楽屋として使うわけではないので、色々な使い方

をするのは構わないと思うんですが、ここは後で考えればいいことだけれども、せめて楽

屋用の鏡、ライティング、ちょっとした洗面台みたいな物があると便利だなと思います。 

◆委 員：さっきの、●●委員の話にも繋がると思いますが、多分、今ついている名前は設計時の

名前であって、使い始めると、こうした方がいいというようなことで、部屋の名前が変わ

るみたいなこともあると思います。そうした時にサインみたいなものでどう変えていける

かということはありますが、今の時点での部屋の名前というよりも、こういう使われ方が

される可能性があるということで、仕上げや設備をどう考えるかということが大事かと思

います。後で改修することが出来るにしても、結構お金がかかると思いますし、最初にバ

リエーションを考えておいて、あまり名前にとらわれないで、今は最初の使い方を上に置

いて名前を含めて考えるくらいの、名前の変わりみたいなことが出来るといいのではない

かと思います。 

◆委 員：スタジオの話が出たものですから、私からも。ギャラリー２とスタジオの扉があります

ね、Ｙ５－Ｙ４の間。これはいらなくて、逆にＸ３の脇に欲しい。上手・下手から後ろ側

に出たいわけですよ、パフォーミングアーツの場合は。だからそこに開く扉が必要です。

あと、倉庫のスタジオとの扉がＹ６－Ｙ５ですけれども、これは両扉にして欲しい。なぜ

かと言うと、割と大きい物が入ります。ということで改善して頂けたらいいかと思います。

それからギャラリー１と倉庫の間の半扉はあってもいいのではないかという気がします。 

◆会 長：はい。今、スタジオの使い方について具体的な意見がありましたけれども、他にありま

せんか。色々出てくることかと思いますけれども。 

先程●●委員から、とはいえ、行政としては、施工業者から引渡しの時期があるかと思

うんですけれども、最初の杮落としのプロジェクトが、インストールしていくプロジェク

トで、建築家も皆でやっていくという。オープン後にいきなり綺麗に何か始まるというよ

りは、そこからまた作り始めるのだというメッセージ、作り続けていくのだというメッセ

ージを込めた最初のプロジェクトが、インストールとかフィッティングだとかいうキーワ

ードで、使いながら使いやすいものに作っていく、収めていくというところを動かしなが

ら、例えばロッカーはこっちのほうがいいのでは？とか、動かしながらやっていくという

最初のプロジェクトがあると、市民に対しても、出来たからすぐ物を入れて完成、ではな

くて、そういうところなんだというメッセージにもなるかと思いますので。運用というか、

最初どういうプログラムをやっていくのかというところでもまた違ってくるのかと思い

ます。 

では引き続き、次の議題の運用のところに関わることも出てくるかと思いますので、議

題の２に移らせて頂きます。 

 

２．八戸市新美術館管理運営基本計画骨子案について 

 

◆会 長：続きまして、議題の２、「新美術館管理運営基本計画骨子案について」、事務局から説明

をお願いします。 

○事務局：それでは、管理運営基本計画骨子案について、ご説明いたします。資料４をご覧くださ

い。新美術館のソフト計画である、管理運営基本計画につきましては、昨年７月に開催し



 

 

た当委員会でお示しした案から、内容を大幅に変更・修正しております。前回委員会の案

では、新美術館の事業について、総合的・組織横断的に展開したいという思いはありまし

たが、それが表現しきれていない内容となっておりました。また、昨年 10月に開催した、

ワーキング会議でお示しした案では、７月の案と比べて組織横断的な事業内容となってお

りましたが、委員の皆様からのご意見を踏まえて検討を進めまして、ワーキング会議時点

での案からも、大きく修正して、本日ご提示した骨子案に至っております。骨子案の内容

についてご説明する前に、骨子案の作成の考え方について、ご説明したいと思います。新

美術館の事業については、従来のように縦割り型の事業展開ではなく、外部も含めて組織

横断的な事業展開を図ることを考えておりました。また、当委員会で、これまで委員の皆

様から、ソフト・ハードの両面において、美術館がオープンした時点で全てが完成されて

揃っているのではなく、開館後も運営しながら、時代や社会の変化に合わせてどんどん内

容を変えていけるという、拡張性・柔軟性を持たせた美術館であるといいのではないか、

といったご意見をいただいておりました。これらのことから、ある意味で「未完成の美術

館」と言いますか、オープン前から美術館のスタッフや関係者だけでなく、市民の方々も

巻き込んで、一緒に美術館の運営のことを考え、実行する仕組みを作っていって、オープ

ン後も、いろいろ試行錯誤しながら実験的な取り組みを行って、美術館の事業内容や実施

体制を見直したり、ハードの使い方を変えることができたり、そうした拡張性・柔軟性を

持たせられるような、運営計画としております。 

また、事業内容も、現場で走りながら考えていくという柔軟性を持たせるため、事業計

画では「○○プログラムを行う」、「○○に関する研究調査を行う」といった、具体的な項

目は入れておらず、新美術館における事業フレーム、事業の組み立て方を示しており、そ

の中身については、現場で状況に合う形で様々な取組を考えられるような、余白を残した

内容となっております。ただし、現場で走りながら考えるといっても、新美術館のビジョ

ンやミッションから外れるような事業とならないためにも、計画書の序盤は新美術館のア

イデンティティ、新美術館の事業に外せない要素について、前半部分でかなりのページを

割いて記述しております。本日お示ししている骨子案に至るまで、何度も加筆修正しまし

て、なんとか委員の皆様にご議論いただける内容に仕上がっていると考えておりますが、

まだまだ、表現しきれていない部分も多々ございます。この骨子案の内容について、本日

委員の皆様からご意見をいただきまして、さらに加筆修正を加えまして、３月末には素案

としてとりまとめたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それで

は、この骨子案についてご説明させていただきます。はじめに、骨子案の構成について、

オフソサエティの長田様からご説明いただきたいと思います。 

◆支援業務受託者：よろしくお願い致します。私からは、簡単に構成をご説明いたします。骨子案

を開いて頂いて、左側に目次があり、第一章から第六章までございます。第一・二章につ

いては、管理運営基本計画、新美術館のビジョン・ミッションなど基本的な方向性、基本

構想からついているもの。それから新たに加わったものを含めて、美術館の方向性を提示

しています。今日、最もご議論いただきたい点、内容で重要になってくるのが、第三章の

部分になるかと思います。ここに美術館の運営のあり方だとか、何を大事にして美術館を

運営していくのか等、諸々をここに記載しております。それから第四・五・六章まではか

なり事務的な内容です。内容を考えて記載していますけれども、第四～六章までの内容は、

第三章がどうあるべきかによって変わってくると思いますし、お金や運営費、収支、スケ

ジュールの流れ等、細かく検証していくことが必要ですので、第三章の内容を踏まえて、

今後随時修正していきます。それから先程、事務局からご説明いただきましたけれども、

未完成の美術館と言いますか、白いキャンバスのような美術館。市民や美術館のスタッフ



 

 

も含めて、市民の方々を巻き込みながらこの美術館を作っていくという、良い意味での自

由度や柔軟性のようなもの、フワッとした感じを何とか表現したいと思っているのですが、

あまり表現しきれていない部分がありまして、今日の協議を踏まえて、その辺をどう資料

として表現していくことが一番いいのか、検討しながら進めていきたいと思っております。 

○事務局：それでは、骨子案の内容について、ポイントをかいつまんでご説明いたします。最初に

２ページ目をお開きください。左側は第一章で、ここは本基本計画策定の経緯や主旨を取

りまとめたものです。右側から第二章として、ビジョン・ミッションを整理した内容とな

ります。この章で、新美術館はどういう美術館なのかという、アイデンティティを示す内

容としております。ビジョンにつきましては、基本構想に掲げているとおり、「アート・

エデュケーション・ファーム」としております。ここではあえて「エデュケーション」と

いう言葉を使っています。これは、美術館における教育普及事業という小さい枠組みにと

どまらず、美術館の社会教育と学校教育、家庭教育とも連携を図り、もっと大きな視点で

教育、「エデュケーション」という概念を捉えて、大げさかもしれませんが、日本の教育

システムを考えた際に、そこに何か一石を投じられるような美術館でありたい、という意

志の現れとして、このような表現をしております。また、基本構想を策定する際に、「エ

デュケーション」という言葉を使ったのも、「エデュケーション」という言葉の語源をた

どると、個性を引き出す、導くといった意味合いがあるという説を採用して、決して、答

えのあるものを一方的に上から教えるという意味での「教育」ではなく、双方向での学び

という概念がある、ということで、この言葉を使った経緯があります。「エデュケーショ

ン」は、日本では「教育」と訳されたために、誤解されている部分もあるかと思いますが、

新美術館での事業を通して、「エデュケーション」という言葉の再評価や、新しい価値付

けを図り、外に向けて発信していくということは、新美術館の使命を考えると、非常に意

味のあることではないかと考えております。さらに、「ファーム」という言葉には、ここ

に循環モデル図を掲載しているように、再生産の概念が含まれています。これらのことか

ら、「アート・エデュケーション・ファーム」とは、アートが中心にある環境で、人々に

様々な出会いや気付きをもたらし、そこから学びや交流を深めて新しい価値を創造し、さ

らに新たな創造活動へとつなげていくファームとしての活動を重視した、新しいタイプの

美術館であると定義しております。 

次に、３ページをお開きください。左側は、基本構想にも掲げているミッションを整理・

補足した内容を掲載しております。基本構想では、「美術館機能」、「エデュケーションセ

ンター機能」、「アートセンター機能」について、それぞれどういう役割を担う機能なのか、

ということが定義づけられていなかったため、それぞれの機能をイメージしやすくするた

め、３ページ左の下にありますように、それぞれの機能について補足説明を加えておりま

す。３ページの右側は、「２－３」として、基本構想にはない項目ですが、新たに「新美

術館の運営方針」という項目を設けました。これは、新美術館の運営や企画検討にあたり、

アートが中心にある環境で、実験的・挑戦的な精神を持つことを前提に、ここに掲げた５

つの視点を踏まえることで、新美術館のアイデンティティを確立し、軸がぶれない施設運

営を図ろうとするものです。 

新美術館に欠かせない視点として、５つの項目を掲げました。１つ目は「人が主役であ

ること」。人々が容易に文化芸術にアクセスでき、育みの場があるとともに、様々な世代

や属性の人々との交流の場をつくること、としております。２つ目は「価値共創の仕組み

があること」。こちらは、様々な人々と一緒に新しい価値を生み出すとともに、上意下達

的な既存の価値の提供ではなく、フラットな関係性で共に価値をつくり、共有するという

視点となります。３つ目は「自由度が高く開かれていること」あらゆる人々に社会参加の



 

 

機会をつくるとともに、多様な活用や様々な表現を認め合えることとしております。４つ

目は「批判的思考を持つこと」これは、物事の本質を見抜く力を持って、自己を客観的な

視点で見つめ、よりよい社会を築くための提案をしていくという、前向きな批判という意

味合いで掲載しております。５つ目は「場所性があること」。これも、地域に根ざしたも

のを取り上げ、新らな価値付けを図って対外的に発信していくとともに、地域アイデンテ

ィティの形成に美術館も寄与していく、という視点です。こうした視点を踏まえながら、

新美術館の事業展開を図るという考えです。 

４ページをお開きください。ここからは第三章として、新美術館の事業と運営について

の記述となります。美術館の事業展開に触れる前に、「３－１」として、新美術館の事業

展開における特徴を抜き出して、詳細に説明しております。ここから７ページ目まで、全

部で８項目ございます。１つ目は、「アートを介した学びが誘発される空間設計」です。

どんな活動も飲み込める、大きな空間である「ジャイアントルーム」と、それを囲む個性

的な諸室群という関係性に触れ、市民一人一人の感性や創造力を育むための空間設計がな

されているという、ハード面での特徴を掲げております。２つ目は、「多様な主体との共

創を前提とした運営」です。ここでは、地域の方々やアーティスト、教育機関、企業など、

美術館の事業を一緒に行っていくパートナーを「共創相手」と位置付け、美術館のスタッ

フだけが美術館のことを考えたり、企画運営するのではなくて、共創相手と一緒に企画を

作り、新しい価値を創造する仕組みがある、ということを記述しております。 

次に、５ページをお開きください。左側の「③横断的な事業展開」は、前ページと似た

内容となっておりますが、ここで言いたいのは、この美術館の顔となる事業については、

プロジェクトベースで動くということです。後ほどのページに出てきますが、それぞれの

グループが決められた仕事をこなすというのではなく、外部の共創相手と一緒に１テーマ

ごとにプロジェクトチームを結成して、事業を展開する、というイメージです。このこと

により、縦割りではなく、横断的な事業展開が可能になると考えております。４つ目は、

「市民が多様な形で関われる仕組み」です。ここでは、市民と一緒につくる美術館として、

市民の皆様が、自身の興味関心や、関われる度合いに応じて、美術館との様々な関わりの

仕組みを用意する、ということを記述しております。美術館ファン、モニターといったと

ころから、美術館サポーターという、従来の美術館で言うところのボランティア的な関わ

り方もある一方で、ここで「アートファーマー」と書いておりますが、外の人だけど限り

なく中の人に近い存在、美術館のキャストというような関わり方を用意しております。従

来、「アートコミュニケーター」という言い方をしていましたが、「アート・エデュケーシ

ョン・ファーム」をビジョンに掲げておりましたので、アートで畑を耕す人という意味も

込めて、「アートファーマー」という呼び名をつけてみました。６ページをご覧ください。

５つ目は、「教育機関との連携」です。この中で大きく二つ、小中学校や高校の学校教育

現場と密接に関わる事業を展開する、スクールプロジェクトと、市内で特徴的な取組を展

開している大学・高専と連携して、アートの力を文化芸術以外の様々な分野に波及させる、

大学・高専プロジェクトという軸を打ち出しております。美術館に、学生の活動拠点を設

けて、中心街に学生を呼び込み、様々な形でまちの活性化に結びつける視点がある一方で、

館内にとどまらず、外に飛び出して学校の現場に積極的に入り込む取組を展開するとして

おります。６つ目は、「収蔵作品の実験的活用」です。新美術館には、先ほどの基本設計

の説明にもありましたように、収蔵作品を常設展示できるスペースがあります。ただし、

いわゆる従来型の「常設展」、「コレクション展」というイメージを覆すような、収蔵品を

活用した実験的な取組とセットとなった、「攻めの展示」をしたいと考えております。「ア

ート」を介した学びや育みのプログラムがいつでも行える環境を用意するのが、この美術



 

 

館の特徴になると考え、いつ来ても、そのような体験ができる空間として「常設展示スペ

ース」を設けておりますが、実験的な性格が強い、コレクションの新たな活用を図る展示

空間や取組として、「コレクションラボ」という名前で運営したいと考えております。次

に、７ページをご覧ください。７つ目は、「フレキシブルな運営計画」です。骨子案説明

の冒頭で、「ある意味、未完成の美術館」という説明をさせていただきましたが、開館時

点で、市民ギャラリーやコレクションラボなど、当初は固定的な使い方をしてそれぞれの

部屋の特性を掴みながら、館の運営が安定してきた段階で、年に一度、全館シャッフルし

て使ってみたり、一部を交換して使ってみたり、諸室の活動がジャイアントルームの方へ

もはみ出していくような使い方をしたり、ハード面では自由度の高い使い方を可能とする

としております。一方のソフト面でも、現場で作りこみをして、試行錯誤を繰り返しなが

ら、内容を修正していける仕組みを設け、時代の変化にも対応した、フレキシブルな運営

を可能としています。次の８つ目は、「中心街・地域との連携」です。中心街に立地する

美術館としての特性を活かして、何でも新美術館の中に機能を整備するのではなく、周辺

の公共施設や民間の施設を美術館の拡張機能を見立てて、様々な連携を図ることで、新美

術館の開館効果をまちへ波及させるとしております。 

８ページをお開きください。ここからが、新美術館の事業展開について、記述したペー

ジとなります。最初に、事業フレームについてということで、新美術館における事業の組

み立て方を整理しております。８ページ左側の中ほどですが、事業テーマとして、年度ご

とに「ラーニングテーマ」と「ミッションテーマ」を設けることとしました。「ラーニン

グテーマ」は、市民と美術館とが一緒に探求する地域資源のことで、美術館での学びを共

有するための毎年の題材と位置づけます。この「ラーニングテーマ」を公開することで、

前もって市民主体の企画展もテーマを合わせていただくなど、館全体として統一感のある

事業展開を可能とします。また、「ミッションテーマ」は、その年度に特に意識的に取り

組む課題や重点目標を指します。新美術館が果たす役割が多岐にわたる中で、全てのもの

に広く手をつけるのは不効率でもありますので、テーマを設けて予算も人手も集中するこ

とによって、着実な事業推進を図る考えです。 

次に、右側のページをご覧ください。こちらは新美術館の事業区分です。事業区分は、

大きく分けて、「先導事業」と「基幹事業」の２つがあります。「先導事業」は、新美術館

の活動のメインとなる、プロジェクトベースの事業となります。先導事業の中でも、「総

合事業」、「特別事業」、「連携事業」の３つの形態があります。一方の「基幹事業」は、新

美術館の活動の根底を支える、各機能に紐付いた定常的な事業となります。これらの事業

内容については、次の９ページの左側に説明がありますので、９ページをご覧いただきた

いと思います。まず「先導事業」ですが、目的別に美術館外の人も含めたプロジェクトチ

ームを編成して展開していくタイプの事業です。挑戦的・実験的な色が濃く、プロセスも

含めてプロジェクト化するという、公開性の高い事業です。実施手法も、現場で自由に考

え、時代に合わせて効果的な手法を取り入れることを可能としております。「先導事業」

の中でも、３つの区分に分けております。１つ目の「総合事業」は、全館規模で、ラーニ

ングテーマやミッションテーマを色濃く反映しながら、横断的かつ多様な形態で展開する

プロジェクトです。概ね、３年前から準備をはじめ、プロセスを公開しながら、３年目に

大きく成果を見せるという形での進行が想定されます。２つ目の「特別事業」は、アート・

エデュケーション・ファームをテーマに掲げる美術館の特徴を打ち出す、特に重点的に行

うべき事業です。特別事業として、学校の教育現場と密接に関わる事業を展開する「スク

ールプロジェクト」、新美術館の運営に多様な形で関わる市民の育成を行う「アートファ

ーマープロジェクト」、市内の大学・高専と連携し、アートの力を様々な業種や分野と融



 

 

合させる取組を展開する「大学連携プロジェクト」の３つを設定しております。３つ目の

「連携事業」は、市民の展示や大型巡回展と連動したプログラムを行うときや、別なプロ

ジェクトからスピンオフして新たな企画が立ち上がるような時に、随時チームを編成して

取り組むプロジェクトです。 

一方の「基幹事業」ですが、「先導事業」で挑戦的・実験的な取組を展開するにあたり、

プロジェクトチームにおいて、美術館スタッフがスペシャリストとしての役割を果たす必

要があると考えております。このことから、それぞれの機能やスタッフの専門性を高め、

新美術館の活動を根底から支える観点から必要な、定常的な事業として、ここに掲げた４

つの事業を展開します。この基幹事業は、各機能・グループに紐付く形で、事業を行って

いきます。 

右ページが、事業と組織の関係図となります。真ん中の点線で囲まれた部分が組織や人

を現していて、上の基幹事業については、それぞれのグループが担うこととしております。

一方、下の先導事業は、美術館スタッフと共創相手が一緒に、目的毎にプロジェクトチー

ムを編成して、取り組むという図になっています。お互いのプロジェクト同士でも連携が

あるのはもちろん、基幹事業と先導事業も、相互に影響･連携するというイメージです。 

10ページについては、新美術館の空間と機能を現しておりますが、このページは基本設

計が完了した段階で、差し替えいたします。次の 11 ページをご覧ください。このページ

は、新美術館の特徴的な空間である、ジャイアントルームや、個性的な諸室群でどのよう

な活動ができるのかを図で表したものです。このページについても、基本設計が完了した

段階で、適宜差し替え・修正を行っていきます。 

12ページは、事業展開イメージ図です。新美術館の活動が、美術館内に留まらず、外に

も飛び出していくというイメージと、各プロジェクト間も相互に連携しあうというイメー

ジを図で表しております。 

13ページをお開きください。ここからは、各事業のモデル例を示しております。事業の

枠組みを示して、具体の内容は現場で考えていくという前提ですので、活動内容を限定し

てしまわないように、極力具体的な内容は記述しないようにしております。ただし、あま

りにも抽象的な内容ですと、事業のイメージが掴みにくいですので、例示は最小限にして

おります。13ページは総合事業の展開例です。ここでは、仮に三社大祭をラーニングテー

マに設定した場合の、事業展開のイメージを書いております。左の企画立案から、プロジ

ェクトの進行により、右の方へと時間軸が進んでいきます。プロジェクトの過程で、途中

からでも共創相手をどんどん巻き込みながら、プロジェクトが膨らんでいく、というイメ

ージです。また、プロジェクトの過程で、新たな発見・気付きをもたらし、そこから新し

いプロジェクトへ派生する、という仕組みを書き込んでいます。 

最終的に、企画展示やアートプロジェクト、鑑賞、創作とありますが、これらについて

も、プロジェクトが進む中で、最も適した手法や形態を採用するということで、必ずしも、

これらをセットで行うということを表現したものではありません。 

14 ページ 、15 ページは、それぞれ特別事業と連携事業のモデルを掲載しております

が、考え方は総合事業と一緒ですので、ここでの説明は省略いたします。 

16ページをご覧ください。ビジョン、ミッションからなる、事業体系図となりますこの

表で、事業と組織の関係性がわかるようになっております。一番下の右側に、基幹事業が

ありますが、これはそれぞれのグループが担います・左の先導事業については、美術館の

各グループと、共創相手が一緒にプロジェクトチームを編成し、それぞれのプロジェクト

を担う、という関係性になっています。 

17ページをお開きください。これは、それぞれのプロジェクトの進行を時系列で整理し



 

 

たモデルとなります。最初にお断りしますが、ここで三社大祭プロジェクトとか、八戸の

ハマプロジェクトといった、具体的な名称やプログラムが書かれておりますが、本日は、

イメージをわかりやすくするために、あえてこのような表現を入れさせていただきました。

最終的に、どのような表現にするかは今後検討していきますが、まずは、本日は例示させ

ていただいたもので、この通りに行うものではないということを、お断りさせていただき

ます。これで、総合事業につきましては、準備から完結まで、概ね３年のプロジェクトと

しております。例えば、32 年度のラーニングテーマを三社大祭とした場合、３年前の 30

年度からプロジェクトチームを立ち上げ、企画検討がスタートします。 

33年度の、八戸のハマをラーニングテーマとしたプロジェクトは、三社大祭プロジェク

トから１年遅れた 31 年度に立ち上がります。このようにしていくと、総合事業について

は、１年間に最大で３チーム、３本が同時に進行している、という状況になります。そし

て、３年経過して終わったプロジェクトは一旦解散して、新しいプロジェクトチームが立

ち上がる、というイメージです。一方、特別事業は、総合事業と違って、基本的には無期

限のプロジェクトとなります。連携事業は、基本的には年度内に終わるもの、数ヶ月程度

のプロジェクトなど、短期間のものを想定しております。 

18ページは基幹事業のモデル図です。基幹事業については、基本的に無期限の業務とな

りますが、ラーニングテーマやミッションテーマに基づいて、毎年テーマを絞って業務を

行うというイメージを示したいと考えております。 

19ページをお開きください。こちらには、１年間の事業展開イメージを掲載する予定で

す。この表については、仮置きでイメージを入れておりますが、今後精査する予定です。 

20ページからにつきましては、オフソサエティの長田さんからご説明をお願いします。 

◆支援業務受託者：私から説明させて頂きます。私が説明するのは、割と実務的な内容です。 

20ページの左側、管理運営の基本方針。ここでは美術館の運営形態についてお伝えしてい

きます。もともと旧美術館はシンプルな形で運営されていて、外部の巡回展等も当然受け

入れて運営されていましたが、ここでは三つの方式を挙げています。一番目は市直営＋一

部外部委託方式。基本的に美術館は市の直営で運営するけれども、やりたいプロジェクト

や必要なプロジェクトに応じて外部の方々にご協力頂いて、一部事務を委託して行う方式。

二番目は市直営方式。これはかなり旧美術館の運営の形と近いものがあるかと思います。

三番目が指定管理方式。現在、多くの美術館が指定管理方式で運営されていますが、財団

等が運営する方式。この三つを挙げておりまして、色々と八戸市さんとお話しする中で、

外部の方々との協力も重要になってくるということで、今のところ市直営＋一部外部委託

方式が、一番いいかということで記載しております。それから右側の管理運営の基本方針

については、ほぼ白紙なのですが、ご議論頂いた内容等踏まえて今後記載していきたいと

思います。開館日・開館時間についても同様です。 

続いて 21 ページをご覧ください。ここの左側も実務的な内容ですが、保守管理・維持

保全については、施設を運営する上で必要な業務、外部に委託するもの、美術館の運営体

制について必要なもの等をここに記載しております。大きく分けて四つありますが、一つ

目の施設維持管理。これは主に建築物や設備、それから美術品をここに入れていいのかと

いうことはありますが、そうした点検・保守管理などが必要だということで記載しており

ます。それから環境維持管理。これは清掃や廃棄物処理、空気環境測定等の提示すること

も含め、維持管理が必要であります。それから保安警備。これは機械警備、人的警備等あ

りますけれども、施設設備としてのセキュリティのあり方等を記載しております。それか

らカフェ・ショップ運営。人がいるタイプのカフェではないかもしれませんが、いずれに

してもカフェ・ショップの運営も必要になってくるので、そこに関しては、民間事業者に



 

 

委託する等の必要があるのではないかということで記載しています。それから右側のリス

クマネジメント。これは非常に一般的な内容で、もう既に八戸市さんはそうした体制を全

体的に取り入れていると思いますが、安全・防災対策、緊急・災害時対応等、事件事故が

起こった時の対応方法を記載しています。 

次に 22 ページをご覧ください。ここは運営の基本方針で、全体には記載されていない

けれども重要な内容をここに記載しております。まず、県内外美術館との連携。青森県立

美術館等も記載しておりますが、県内の美術館はもちろんのこと、県外の美術館とも連携

するといった内容を記載しております。それから、隣接県・近隣市町村との連携。八戸市

は、「八戸圏域連携中枢都市圏」という、様々な分野で協力をするという、周辺町村と形

成する圏域が存在するのですが、周辺町村と連携して様々な取組を行うという内容です。

右側は、交通アクセス。これは現状の交通アクセスの状態を、図にまとめてみました。新

幹線・ＪＲ・路線バス・自家用車、それから飛行機・チャーターバス等。エデュケーショ

ンが大きなテーマですので、チャーター等も必要になってくるのではないかというところ

で記載しています。 

次は 23 ページです。先程から色々出てきていますけれども、美術館の運営体制を整理

して記載しているものです。美術館そのものは、大きく分けてグローカルミュージアムグ

ループ、エデュケーショングループ、アートのまちづくり事業グループに加えて、総務・

施設管理グループが存在します。一番上には館長・副館長がいて、全体を総括する図式に

なっております。右側には（仮称）文化創造推進課というセクションが記載されておりま

すが、基本的には美術館の中にこの方々もいるのだけれども、主に他の文化施設の管理や、

市内文化団体の対応などを行うセクションになっております。 

24ページをご覧ください。収蔵作品についてですが、左側は現状の美術館の所有する美

術品をカテゴリーごとに記載しています。右側は収集方針について記載していますが、こ

れはほぼ仮の状態で記載しておりますので、この辺のあり方、コレクションをどう購入す

るか、寄贈を受け入れる際にどう対応するのかと言うところも必要になってきますので、

それを今後ご議論いただいたうえで、改めて修正しながら記載したいと思っております。 

25ページをご覧下さい。ここから第四章になりますが、収支計画についてです。これは

大変重要な内容になりますが、先程もお話しした通り、第三章の内容に応じて収支のあり

方や、来館者数の予測等の数字も影響を受けると思いますので、ここに基本的な考えは記

載してはいますが、今後内容を精査して、もう一度きちんと検証した上で、数字を出せる

ように記載を考えていきたいと思っております。 

26ページをご覧下さい。こちらも収支の項目です。売り上げの金額ではなく、収入・支

出としてとこういうものがあり得るのではないかといった項目を挙げております。右側が

事業費。これはプロジェクトやプログラムを実施するときに出てくるであろうものの代表

例を挙げております。それから、収入および支出の影響要因ですけれども、収支のバラン

スが経営・運営上かなりシビアに見なければならないものです。収入・支出の影響要因と

してどういったものがあるかを挙げています。 

27ページも、項目が挙がっているだけで記載内容はほぼ同じです。金額は今のところ空

欄にしてありますが、今後検証しながら記載していきたいと思います。 

次に第五章の広報計画についてです。計画そのものは作っておく必要がありますので、

開館および開館前に向けての広報活動、広報計画をどう練っていくかに関して記載してお

ります。ここには３つ掲げておりますけれども、さまざまな手法による包括的な広報です

と、紙媒体やネット広告など多様な媒体で広報を行うことが重要です。それからターゲッ

トを意識した広報活動。これもターゲットを明確にした上で、予算もプログラムも限られ



 

 

ますので、ターゲットを意識してそのターゲットにきちんと情報が届くような広報活動を

行うことが重要です。三番目はコミュニケーションツールとしての広報。単純に一方的に

情報を届けると言った時代から、ＳＮＳやインターネットが出てきてから、双方向のやり

取りが出来るようになり、市民と共に作る街や、エデュケーションがテーマになっている

この美術館においては、そうしたＳＮＳの活用や、コミュニケーションツールが重要にな

ってくると考えて記載しています。それから右側に行きまして、ビジュアルアイデンティ

ティの確立。ロゴや建築の方の考え方とか、サイン等も関係しますので、運営サイドだけ

でお話していく内容ではありませんが、ＶＩは非常に重要ですので、ＶＩをどこかの段階

で計画して、イメージがバラバラにならないように、ロゴ・サイン・パンフレットといっ

たものを統一していく必要があります。 

29ページ。これも広報手法についてですね。先程少し説明したものの、こういった手法

もあるのではないかという提案を記載しております。細かい説明は割愛します。 

最後に第六章、30ページをご覧下さい。これは開館準備にどういったことが必要かと言

うことを記載しております。右側は、開館準備業務の流れかを記載しております。 

31ページをご覧ください。プレ事業と開館時のオープンのあり方等を記載しております。

これは先程の会長のお話にもありましたが、オープニングとしてどのようなプロジェクト

をやっていくのかといったことにも関わる内容だと思いますので、その議論の方向性によ

ってここの内容も変わってくるかと思います。それから必要機材・備品一覧。これはこの

ようなものが必要になってくるのではないかということで記載しております。 

それから 32、33 ページも今までお話した内容とほぼ同じ、スケジュールとして表にま

とめたものになります。私からは以上です。 

◆会 長：はい、ありがとうございます。確認ですけれども、この計画の骨子案と言うのは、市は、

全てこれで行きたいということのアイディアをここで討議すると言うことですよね。 

○事務局：はい、大まかな方向性としてお示ししておりますので、スケジュール的には、３月に素

案という形で、一旦、中間報告のような形で取りまとめて、最終的には今年の秋くらいを

目途に策定をしたいというスケジュールで考えております。これから作り込みをする上で、

大きく外れていないかの確認をさせて頂ければと思います。 

◆会 長：はい。まず私の印象として、かなり結構やる気なんだなと。えらいことになっているな

と。これでいったら相当だなと、少しドキドキしていますけれども。市は、これでやるぞ

ということは、意思統一があるということですかね？ 

○事務局：それくらいの気概はあります。 

◆会 長：ということですよね。よしこれで行くぞということなんですよね？ 

○事務局：開館と同時に全てが成立するとは私たちも思っていなくて、これが長い年月の間に完成

されていくイメージで、こう言う方向性で私たちは動いていきますよということを謳って

おります。これを全てやるのは多分無理なので。やりたいとは思っていますが、そこのノ

ウハウを蓄積するまで時間がかかると思います。 

◆会 長：はい、わかりました。やって行きたいということですよね。あと一つ確認ですけれども、

色々な事業の言葉が出てきていますけれども、大きく分けて基幹事業と先導事業というの

があって、この 17、18 ページに色分けされていて、先導事業はラーニングテーマを設け

て、グループを作ってミッションをやっていくと。もう一つの基幹事業は通年やっていく

ということで。あと 23 ページで、組織図・運営体制があって、基幹事業はグローカル、

エデュケーション、アートのまちづくりという大きな三つの柱がありますが、先導事業を

行っていく部署は、この中だとどこにあたるのでしょう？ 

○事務局：それは、シャッフルするんです。分かりやすい図が 16 ページにあります。16 ページ下



 

 

の右側で、美術館グループ、エデュケーショングループ等のグループが４つあります。こ

のそれぞれが基幹事業のグローカル、エデュケーション、アートのまちづくり事業を担い

ます。点線で左側のほうにのびているのですが、これらのスタッフと、下のほうに共創相

手と関係施設とありますが、それぞれの人とプロジェクトチームを作って、それぞれの先

導事業を担います。組織のどこかのグループがプロジェクトＡをやる、と言うことではな

くて、美術館グループから一人、エデュケーショングループから一人、そして共創相手、

市民の方や先生が入ってＡチームを作る、そういうイメージになります。 

◆会 長：なるほど。基幹事業を通年やっているところから、先導事業のまた編成グループを作っ

ていくということですね。 

○事務局：９ページの右側にも図がありますので、ご覧頂けたらと思います。 

◆会 長：プロジェクト毎にチームを編成していくということで。 

あと一番最初の「アート・エデュケーション・ファーム」という３つのキーワードがあ

って、３ページの三色分けてある、エデュケーションセンター機能・アートセンター機能・

美術館機能というところ、今聞いていて僕の素直な印象ですけれども、２ページのところ

で聞いた「アート・エデュケーション・ファーム」という、新しいエデュケーションのあ

り方に挑戦していくんだという話と、ファームは再生なんだというところの話と、この３

ページの色分けの図が少し合致しないなというのが印象的にはあります。３ページのとこ

ろはすごく今まで通りの、結局アートでエデュケーションで美術館機能。美術館機能とア

ートセンターを分けてしまうと、アートセンターは結局、美術館機能ではないのかという

ような、この見え方が逆に狭くしてしまっている印象がありました。 

それと４ページの図の印象も、八つの色々な市民団体等あるんですけれども、市民・地

域とともに新しい価値を創造すると言うことで、小・中学校、商店街等々出ているのかと

思います。きっとここに出ているのは前向きに一生懸命アートを考えたり、美術館に来よ

うとしている人たちで、彼らはこの図の中のどこかに当てはまるかも知れませんけれども、

いわゆる美術館に一度も行ったことがないとか、美術館ができるということを何も知らな

いと言う人達も、かなりいると思います。そういう人達をどう呼び込むか、その人達を見

つけに行くぐらいのことがないと、美術館の完成を楽しみにしているという人たちも、そ

れなりにいると思いますけれども、これまで美術館、アートや文化について、自分はあま

り関係がないという人達に対して、見つめる視点も必要なのかなと思います。その方が新

しい価値を創造する可能性があるような気がしました。 

あと事業展開で色々、大学や企業というところで、最後の方は収支の話も出てきていま

したけれども、基本的には行政の予算で運営するという、割と普通な感じの収支だと思い

ました。もっと、それだと文化が最後、お金の終着駅になっているのが今まで通りのよう

な気がしてしまって、結局文化ってお金がかかるのねという印象になってしまうと思いま

す。そうではなくて、そこに投資した分だけ返ってくるぐらいのことを目指すというか、

これだけ色々なものが混ざってきているので、お金を生み出す仕組み的なものも、商品開

発という言葉も出てきていましたけれども、もっとそこから新しい企業、ベンチャーを作

ってしまうくらいの、そんな機能を目指す、そこで収益を上げるというくらいの考え方が

あってもいいのかなとは思いました。そうなってくると、それがアートなのか、いわゆる

アートというのが経済の歯車の一つとして組み込まれていくということをもしできたら、

私はそれをやっていかなくてはならないと思っている方なので、そう言うことができると

いいなと思います。もっと革新的な収支決算を、結局行政のお金を当てにしているのかと

いうことではなくて、何かあっても良いのかなと思いましたけれども。 

では、すみません。先に話してしまいましたけれども。 



 

 

◆委 員：今更ごめんなさいという話ですけれども。大きなところで、「アート・エデュケーショ

ン・ファーム」がやはり気になりまして。後ろのほうでグローカルと言っているじゃない

ですか。確か市長は、八戸ローカルから世界につながる尖がった部分も欲しいと仰ってい

たので、結構グローカルというところが大事なのかと思います。そうすると対外的に英語

としてまずいと思うんですね。日本語でないので三つの単語を勝手に並べるのはどう考え

てもまずくて、これはこのままだと、「アートをエデュケーションする」としか英語では

読めません。なので、簡単に続けると日本語では言い易いのだけれども、アートを教えて

くれる、アートを教育する、アート教育センターとしか大概海外には取られないので、ち

ょっとこれは不味かろうと思います。それと、事務局が敢えてエデュケーションと仰いま

したが、毎回それを、「ここでの『エデュケーション』は一方的に教えるだけではなくて･･･」

とは言えないでしょう？どう考えても一般の人は、エデュケーションと言われたら教えて

くれるということをイメージしてしまう気がしていて、そこまで謳うかなというところで

す。個人的には、ここはもっと市民が主体で学ぶという意味合いで、エデュケーションよ

り、ビジョン・ミッションのところが、ラーニングぐらいににしておいた方がよろしくな

いですかという気が改めてしています。この下に、種を蒔いて成長を促しとあって、成長

を促さなくてもいいような気がするんですね。花が開いて実を結ぶのは勝手にやることな

ので、だったら成長も勝手に成長すればいいのではないかと。エデュケーションとビジョ

ンで言ってしまうと、どうしてもすごく上から目線な感じがするんですよね。でもこれか

らの時代は、もっと市民一人一人が生涯学ぶということを忘れずに、自分たちで自由にこ

のジャイアントルームを使う。そうなるまでには、仕込みでかなり色々と美術館の方で教

えてあげる講座などをたくさんやらないと、簡単に市民から自発的には出てこないかなと

いう気もしますけれども、少しそこが気になって。ここをラーニングに変えたところで、

アートをラーニングするにしか取れないので、間に「＆」とかを入れないと海外へ出すの

が恥ずかしい。もう少し市民の主体性を信じて、２ページのピンクの丸のところは「成長

を促す」ではなくて「成長する」にした方がいいかなと思いました。でもセクションのと

ころは教育機関と連携する、ここはエデュケーションときちんと残さないと、学校側が、

自分たちが関係していると思わないと思うので、そこはきちんと残した方がいいと思いま

す。 

一つ質問ですけれども、組織名があちこちでぶれていて、学芸グループとあったり、グ

ローカルミュージアムグループとあったりして、どちらなのかと。エデュケーショングル

ープはエデュケーションと残しておいて、あまり捉えどころのない意味じゃないというふ

うにした方がいいのではないかと思います。それが一つと、今いらっしゃる新しく採用さ

れた学芸員の方々の専門がよくわかっていないのですが、その方々も学芸グループなのか

なと勝手に思っていて、それなら影も形もないわけではないのかなと。アートのまちづく

りのグループは、今まちづくり文化推進室の方にもいるので、これもいいのかなと。この

エデュケーショングループというところは、どんな専門家を雇うつもりなのか。前回非常

に高らかに世界のアートエデュケーション、芸術教育の先端的な研究機能をここで出来た

らいいねみたいなことを確かに言ったんですけれども、すぐには全部出来るわけがないと

思っていらっしゃるなら、ここの部分はどのくらいで着手のご予定なのか質問したいです。 

○事務局：エデュケーショングループは、現美術館の組織の中にはないところでやるもので、新し

く体制を整えて行かなくてはならない部分に当たります。そこには、エデュケーターと呼

ばれるような人の配置を考えてているところです。ただ、いきなり人数が、０が３になる

かと言うと、そこは人事的にも難しいところがあるので、段階的に増やすということにな

るかと思います。先ほど、いきなり全部ができるわけではないというところは、配置をし



 

 

つつ、今の学芸スタッフにも少し頑張ってもらって、あとは学校の先生方の協力も得て、

チーム体制を組みながら運営していきたいと思っております。あとは大学との連携を謳っ

ておりますけれども、何らかの協定を結んだ段階で、組織を整えていきたいと思います。

いずれにしても、エデュケーターと呼ばれる人たちの配置は、少なくとも新年度には、何

らかの形で配置を考えたいと思っております。 

◆委 員：オープン時期にはどのくらいの配置が行えますか？今、色々なところとの共創相手、ち

ょっと余談ですけれども、「共創相手」と言わない方がいいと思います。耳で聞いている

と「競争」に取られるので、「共創パートナー」と言ったほうが良いと思うのですけれど

も、色々なところと共創していくのはいいんですが、ものすごく手間がかかることで、大

学も、もしも八戸の全小・中学校に美術の専科の先生がいれば別ですが、そうであったと

しても、例えばイギリスの新しい文化政策を検証した本が最近翻訳されて話題になってい

るようですけれども、やはりアーティストと学校教育との連携は上手くいかなかったんで

すね。学校教育側の壁がとても高くて、結局学校というものを何も変えられなかったと言

う。たまたまその事例がそうだっただけかも知れませんが、すごく手間がかかるじゃない

ですか。だから、エデュケーターがラーニングだけではなくて、エデュケーションにもプ

ロデューサー的な人材が必要なんです。エデュケーションというのは始まってしまうと、

常時人と関わらなくてはならなくて、エデュケーターのチームだけでも三人くらいは必要

です。プラス連携を模索する人材が必要なので、どう考えても四人くらいは必要だけれど

も、そこまでやるのかどうか。そこのところの心構えがどうか。それがもしかしたらすぐ

できないのであれば、なおさら一番トップのところにエデュケーションを掲げるのは怖い

気がします。 

○事務局：人事課と協議しないと、これは配置の問題があるので、ここですぐに何名とは言えませ

んが、私たちの考えの中では、学芸スタッフも三名とエデュケーションチームも三名、最

低必要だろうなと。これだけのボリュームの事業をやっていくにはと、一応想定はしてお

ります。頑張って要求はしますが。 

◆委 員：これを全体で改めて見回してみまして、これまでの美術館とは随分と違うことにチャレ

ンジしようとしているなと、私もそう言う印象を持ちました。ただこの文章的なまとめを

今見ると、３章までと４章以降が少し異質なのですよね、大分違っていて。後半でいわゆ

るコレクションポリシー的なこと、従来型の美術館のことも若干触れているような、大型

巡回展みたいなもののフレーズもあったりするので、ただ３章までは一切そう言ったこと

が出てこないわけです。そういったところで、まとめ方としてどういうふうにされるのか

ということと、３章までのことを実現する方法論と言うのか、あるいは組織体制。もう少

し言えば、どういう人材が張り付かないといけないかというところで、それは相当ハード

ルが高そうだなと感じます。それをどこからどう考えたらいいのかということですけれど

も、アートコミュニケーターにしても、あるいはファシリテーターという言い方もあるか

もしれませんが、そういうところの力次第で決まると思います。 

それからアートファーマーで来られる人が、どれほどのマスになり得るかと言うところ

を考えると、中々それも難しそうだなということが想像されます。●●さんのような方が

８人くらいいれば何とかなるかも知れないと思いましたけれども。そういうことで言いま

すと、確かめておきたいのは、本当にこれはやらないのかということなんですが、例えば

日比野克彦展とか、葛飾北斎展だったりとか、そういうことは一切視野に入れないで、こ

の美術館を考えていっていいものかと言うことを、改めてお聞きしておきたいです。と言

いますのも、組織計画と予算の計画においては、実はそちらのほうがすごくお金がドンと

かかってしまうものですから、そうなると大分スキームが違ってくるのですね。今やって



 

 

いこうとしている基幹事業は、マンパワーなんですよ。ほとんどマンパワーにお金をつぎ

込むというタイプの構造なんです。でも違ったこともやるとなると、そちらのお金もボン

と何千万かつけてもらえない限りは、中々出来ないことも分かっておいた上で、ではこち

らは捨てましょうとか、その方向が一つ腰を定めないと大変なことになると思いました。 

それから会長もおっしゃたように、もう少し協賛企業みたいなことで、今ホールなんか

ですと、オフィシャルサプライヤーということで、大口の企業のサポーターで運営すると

ころも出ていますので、そういった事も今後視野に入れて考えているのかどうか。あまり

ここは詳しく書かれていないので、これからのことだとは思いますけれども。 

それと、もう一つの観点としましては、アートマーケットということがあまり意識され

ていないんですけれども、シンガポールなんかだと国際的なアートマーケットに打って出

るみたいなことをやったりしています。そういったところではなく、ローカルなコレクシ

ョンを使ってエデュケーションだけをするのか、もう少し国際的なものをネタに、それを

色々な形で展開するのかということとは相当に違ってくるので、その辺の視野と言う意味

ではかなりドメスティックな感じで作られているなと感じました。八戸は港町ですから、

色々な情報や文物を外から取ってくるという進取の気性が相当あると思うんですけれど

も、これは育てるというところに非常に力が入っているがために、どうしても農業っぽい

んですよね。ここは港町ですので、ここのアイデンティティは、もう少し海外的な視野を

持ったスキームをどこかに入れ込んでおく必要があるのかなと思います。そういうことで、

一番最初に私が言ったのは、キュレーター・イン・レジデンス、ゲストキュレーターを色々

な形で海外からも呼んできて、それをエデュケーションとして使うとか、そういうアイデ

ィアも提示したつもりなんですが、そういった視点がもう少しあってもいいのかなという

気がしました。いずれにしましても、これを相当に少ない人数でどれだけやるかとなると

大変難しいので、私はあまりそんなにびっしり、240日とか 150日とかやろうとしないで、

シーズン制くらいにして、４シーズンに分けたら２シーズンくらい休む気持ちで、事業を

作る人とかキュレーターの人とかには遊ぶ時間を与えておかないと、いい企画など出てこ

ないし、まとまらないと思います。だから三年後の話を今からやると丁度いいくらいとい

うタームなんです。そういうふうに考えていくゆとりがここからは感じられなくて、もの

すごい事を一斉にどっとやらなくてはいけないという、もしこれを頼むと言われたら到底

お手上げだろうという気がしましたので、もう少しゆとりのある組織体制と、組織につい

ても、そんなに外部の人が急に手伝うなんて私は思えないので、それ自体にむしろマンパ

ワーがかかってしまうぐらいのことなので、なんかもう少し余裕のある作り方をしたほう

がいいのではないかと思いました。 

◆会 長：普通、こういう会議だと、もっとやらなくては駄目だとこちらが言う立場かと思います

が、逆で、ちょっと抑えてという、何か珍しいというか。わくわくドキドキするんですけ

れども。時間は大丈夫ですよね。まだ意見が出そうなので。 

◆委 員：この内容の立て方の話をお聞きしたいんですけれども、この 19 ページにある年間のモ

デルのプロジェクトＡ・Ｂ・Ｃは、大体年に三つ大きな展覧会をやるというイメージにな

っていますが、これは９ページにあるプロジェクトチームＡ・Ｂ・Ｃとはリンクしていな

いのですか。プロジェクトＡをやるのは、９ページにあるプロジェクトチームＡ・Ｂ・Ｃ

のどれかがやって、19ページのプロジェクトＢがコレクション展をやって、プロジェクト

Ｃが巡回展をやるというようなイメージですか。 

○事務局：一つのプロジェクトは三年間のプロジェクトですので、それを一年ずつずらしてやって

いくイメージです。ある年にＡ・Ｂ・Ｃの３つのプロジェクトが併走していて、プロジェ

クトＡは三年目の集大成のものを全館使用で大きくやって、Ｂは二年目の中間展をやって、



 

 

Ｃは準備、というような位置づけでやっていくと整理しております。 

◆委 員：なので実際は、先ほど言ったプロジェクトＡ・Ｂ・Ｃのチームがそれぞれ 19 ページの

プロジェクトＡ・Ｂ・Ｃとリンクしているけど、９ページの先導事業のところにはプロジ

ェクトＢとかＣとかは時期がずれてスタートすることがあまり書かれていないので、もし

かしたら分かりにくくなっているのかもしれません。９ページの総合事業のところはプロ

ジェクトＡの話しかしていないようなので。その上でこれをやっていく時に、17ページの

ところの三年間、チーム結成とチーム解散というのは、年度途中の下半期から始めて上半

期に解散するということですね。その三年間ですけれども、一方で未完成の美術館とか、

最初の事業をどうしていくか、準備の期間を考えた時に、現状だと建物のないところでチ

ームを立ち上げてオープニングに合わせて３年目の活動を見せるということになると思

うんですが、そうすると場所もないのにどこかでやっていくみたいなことになってしまう

ような感じがします。むしろこの美術館の活動と言うのは、そのやっていく姿を見せるこ

とも、この美術館にとって重要な要素だと考えると、極端に言うと建物が出来てからこの

チームが動き出してもいいくらいのスピード感なのではないかと思ったりもします。やは

りその場所を使ってチームが出来て、使っていって、三年後くらいにここでの成果見せる

オープニング展があるみたいな、そのぐらいのスピードでもいいのではないかと思いまし

た。 

◆会 長：はい、ありがとうございます。 

◆委 員：これを見て、通常の美術館で言うところの基幹事業よりも先導事業のほうがすごく大き

く見えてきていると、何か美術館というよりも、芸術祭か何かをやっているような事業に

なっている気がします。ここの美術館としての基幹事業の部分と先導事業を合わせた施設

としてのまとまりというか、あり方のようなものが見え辛くなっているのではないかとい

う気がします。多分この基幹事業だけでも、この人数ではものすごく大変だと思うので、

そのスタッフがまた先導事業にも関わってくるとなると、結構厳しいのではないかと、ち

ょっと見ていて、全体としては思います。この二つの事業の間、これをずっとやっていく

と、普段は普通の美術館をやっていて何年かに一に度大きな芸術祭をやると言う形の美術

館、例えばドクメンタがそうですよね。フリデリチアヌム美術館は普段企画展をやって、

５年に一度は芸術祭の会場になって、それにスタッフ皆で協力するみたいな。なんとなく

そんな感じのイメージの方に近づいてきてしまっている感じがするので、先導事業と基幹

事業をもう少しうまく結びつけるような、あるいはその一つの施設というか八戸の美術館

としての地元密着という形での、何かまとまりみたいなものがあったほうがいいのかなと

いう感じはしました。 

◆会 長：はい、●●さん。 

◆委 員：私も 17 ページの説明を見て、ちょっと無理だなと思いました。このラーニングテーマ

のようなものを設けて、それを一つの核にして美術館に関わる様々なスタッフが色々なこ

とを見出していく。それからファーマーの人たちと、その見つけたものを育てていくと言

う、そのイメージはすごくいいと思います。実際にフィールドでこういうことをやった場

合に、八戸は本当に、色々な情報や隠れた発見がかなり見込める地域なので、恐らく本当

にそれが膨らんでいくと思います。けれどもこのように様々なテーマが縦走していると、

せっかく見出した宝物を磨いて提示するというところまで、なかなか持って行きにくいだ

ろうと思います。今、池田委員がおっしゃったように、ラーニングテーマに関するものの

展覧会は、何年かに一度のことでいいのではと思います。要は、美術館全体が、あるテー

マのもとに、みんなそういう色に染まって何かやっているなと言う、活動が外の訪れた人

にも伝わっていくようなことが実は大事です。あまりに分散したテーマに追われていると、



 

 

そういうまとまった情報や空気を伝えられずに、スタッフが雑事に追われている姿や、内

容が薄いただの遊びのイベントというイメージしか目に着かなくなるような気がします。

もっと深い場を創り出すためには、ある一つのことに色々な部署から様々な知恵が出せる

ことが大事です。例えば基幹事業の展覧会も、ラーニングテーマと引っ付いて、エデュケ

ーションの機会を多くの人が甘受できる工夫をしていくとか、そういう広がりや融合性と

いうのがこの美術館の大事なところかなと思っています。そのためには、何年に一度とい

う機会にして、走らせているテーマの数を減らさないと、この人間の数では非常に難しい

のではないかと感じました。 

あとは●●先生も仰っていたエデュケーションファーム。実は私も気になっていて、ち

ょっと古いなと思います。前のプランではあちこちに教育普及的な匂いがあって、それは

かなり軽減してよくなったと思うのですが、例えば「Art farm for learning」とか、そ

ういう言い方ではどうかなと思いました。 

◆会 長：はい、ありがとうございました。 

◆委 員：はい。今、●●委員がおっしゃったこととすごく近い部分があるのですけれども、ジャ

イアントルームの建築物から考え直すと、ジャイアントルームでいろいろ活動が出てくる

だろうなと思います。恐らく、その芽をひろっていくということをして、それが先導事業

に紐づいていくようなプロセスを作ってあげる。その結果、先導事業の数がこのくらいの

ボリュームになってしまっている、というのができてくるくらいで、もちろんそれは全部

一年でやるのというのではないですが。ジャイアントルームに人が集まってきた、アイデ

ィアが出てきた、そのアイディアのようなものを磨いていったら先導事業化していって、

２、３年くらいでこのくらいのボリュームになって走っていたと。その集まってくる人が、

三社大祭に関わっている人だったりするから、三社大祭プロジェクトがすごく美術館と直

結している、みたいなストーリーの方が、きっといいのだろうと思います。美術館が最初

に三社大祭のプロジェクトを立ち上げてしまって、関係者を集めて事業化させていくと、

参加者とプログラミングしている人というふうに、ＰＲＴ的なものができてしまって、そ

ういうものを作らないようなマネジメントが生まれてきた方がいいと思います。恐らく高

森さんの説明は、最終的にはこのくらいになっていて欲しいという話だろうと思います。

事業区分けをして、多分イメージで書かれているので、これを初年度から設計通りこれを

やるということではないと思いますけれども、紙に一度載ってしまうと、これが出来てい

ないという話になってしまうので、そこの載せ方というか、ストーリー作りみたいなもの

があるといいのかと思います。 

あと、エデュケーターの話が出てきましたけれども、恐らく八戸のこの事業にフィット

するエデュケーターと呼ばれる人は、多分日本中を探しても恐らくいないと思います。結

構先進的なエデュケーターというか、エデュケーターだけのスキルを持っている人では間

に合わないというくらいだと思います。だからある種、今の学芸員で入ってきている人た

ちも、前年度には何らかのエデュケーションの研究をするような、今いる人材育成をする

人の人材育成みたいなことを、一年前くらいに少し入れて、業務に合わせて研修プログラ

ムを作って走ってもらうとか、エデュケーターをどこかでされていた方に入っていただく

にしても、プラスアルファで、もう一つアートプロジェクトの運営スキルとか。エデュケ

ーターの人って意外とボランティアマネジメントのスキルを持っていなかったりするん

ですよ。30人もどうやって相手するんですか？みたいな人が結構たくさんいて。市民との

設定をしていく、いわゆるプロジェクトベースの力とかも特になかったりするんですね。

だからそこの部分の専門知識、プラスアルファを補うような機会を設けて、ここのプロジ

ェクトに合う人材、主導的に行う人材の育成を研修する時間みたいなものも、設定したほ



 

 

うがいいだろうなと思います。 

◆設計者：建築の方からの質問なんですけれども、ちょっと以前ご要望があって、アトリエという

のが、何を想定したかというと、簡単な設営ができる、そういう機械を置けるところを想

定しました。つまり、インストーラーを置こうと。今日これを見て、頭はいいけど手がな

いと思ったんですね。先程エデュケーターやコーディネートがいるとおっしゃっていたん

ですけれども、こういうプロジェクトをやって、実際にどういう展示をしようかだとか、

どうレクチャーしようかとか、その時にどうプロジェクターを置いたらいいのか、照明を

どうしようかということをいちいちやる人が必要だと思っています。それは業者さんとか

に外注はできると思うんですよ。でも、それを毎回やるのかということがあります。この

間、ワイカムに伺って、そういう人が普段身近にいると、外注すると一旦お金の関係にな

ってしまうので、内製化できている方がいいという話もあって、確かにそうだなという憧

れもあったんです。実際にこの美術館ではそういう人を入れるのか入れないのかというと

ころは、実はアトリエを作りますか作りませんかという建築と直結するので、それが今の

スタッフの数が足りないのではないかという中で検討していたんですけれども、僕らとし

てはこれは絶対入れたほうがいいなと思う反面、それをやりますかやりませんかというと

ころをお聞きしたいなと思っています。 

同じように部屋のことでは、今までの案では、館長室を置いていないんですね。この館

長・副館長というのが、ディレクターやキュレーターを兼ねている人なのか、エデュケー

ターも兼ねている人なのか、それとも、もっと包括的に見ていて後ろの方で業務をしてい

る人なのか、その辺によって、ここに新しい部屋が必要か否かが変わってくるので、この

組織図の中における、館長の位置づけを知りたいと思いました。 

全部建築等の話に関わるんですけれども、次に 32 ページの運営体制のところで、新規

職員公募準備が 31 年度から始まることになっています。行政の手続き上、こういうタイ

ミングということもあるかもしれないですが、先程●●委員からもお話あったように、美

術館が竣工後も色々とトライアンドエラーを繰り返しながらやっていくとすると、出来る

だけ工事の段階で、工事費の範疇で、工事費と言う名目で準備出来ることがあると、その

後のランニングコストが抑えられることがあります。そのためには、出来るだけ最終的に

入るスタッフの人が、早め早めに決まっていた方が、ここにあれが欲しいという要望が工

事の段階で聞き取りやすいんですね。もちろん、実施設計が終わって工事が始まっている

のに、工事中に変更しますとはパブリックには言いにくいことなんですけれども、実際に

は決め切れていない、例えばコンセント一つ取っても、やっぱりこっちがいいということ

はあるんですよね。だから、早く最終的にスタートするスタッフの方を決めたほうが、後々

のランニングコストも抑えられるし、スムーズなスタートが切れるのかなと思いました。 

もう一つあります。ＶＩはサイン設計に関わります。工事が始まってからでないと、実

際にサインをどういう大きさにしようとか、具体的にできないところはもちろんあるんで

すが、むしろＶＩを決めることも一つのプロジェクトにしてしまってもいいんじゃないか

というくらい、並行してやっていけると、かなり工事段階で対応はしやすいです。出来て

から、あるいは美術館の建築、運営とは全くパラレルにＶＩの活動があるというよりは、

かなり密接に関係する内容だと思うので、これも、事業のスタートだとか、見通しも決め

たほうがいいかと思います。 

◆会 長：はい、ありがとうございました。 

◆委 員：補足して、ジャイアントルームの空間の使い方が非常に難しいということから、絶対に

この美術館はインストーラー的なスタッフというのは、必須だと私は思います。その人が

早く決まれば、例えばさっき私が言った活動に来た人たちが、荷物をどうするかという問



 

 

題も、自分で荷物を収納できて、椅子にもなって棚にもなるような箱をインストーラーと

一緒に作っていこうとか、そういう事業を、もう前倒しで始めて、ファニチャー自体をイ

ンストーラーと市民が作って、一緒に美術館づくりに参加するというようなこともできる

し、遠足の子供たちが来るような時に、どうゾーン分けしていくかということも、普通の

人ではできないと思うんですよね。見た感じ格好良く、ちゃんとゾーン分けして、プロジ

ェクターの電源とかも美しく繋がっている状態を作るというところもその人たちの仕事

なので、絶対にそのスタッフは入れていただきたいと思います。 

◆副会長：そうですね。ほとんど委員の皆様が話していた通りで、私も資料を拝見したときに、マ

ンパワーの問題、それから予算の問題。特に八戸市で、例えばスクールプロジェクトです

とか、大学連携プロジェクトですとか、連携の中で走ることはできたとしても、市民の方々

が入って色々なプロジェクトが走っていくときに、そこに入っていく人たちってどういう

人かと考えると、段々分からなくなってくるんです。今までは、同じ人が色々なものに関

わるという場面が結構あったような気がしているので、実際、プロジェクトのシミュレー

ションをして、どういう人がどれだけ関われるかを考えると、八戸市内にいる人でなけれ

ば動けないよなとか、そう考えると、絶対に人が足りないと思うんですね。それでどう実

現していくのかということ。それから●●さんも仰っていましたけれども、一斉に全部走

るのではなく、まず少しずつスタートしていくということをお聞きして、では例えば美術

館のファンである方ならいいのですけれども、美術館に今まであまり来たことのない方々

が、始めて美術館を訪れたときに、どういう走り方をしているかを見るわけですので、そ

の時に何か静かな感じとか、何のプロジェクトをやっているのかよく分からないといった

状況を作ってしまうと、せっかく掘り起こしということをやろうとしても、私もどうすれ

ばいいのか常々考えるんですけれども、それが実現し辛くなる場面が出てくるのではない

だろうかと思います。やはり、最初からある程度、見せ方も考えなければならないだろう

と感じております。 

あと、もう一つお伺いしたいことがあるんですけれども、多分ＶＩにも少し関わるのか

なと思うんですが、この美術館の名称は何だろうと思ったときに、今までは「旧美術館」、

「新美術館」と言っているので、書類上というか、話の中で「新美術館」はいいんですけ

れども、今回の資料の中のイメージパースのところに小さく、「hachinohe new museum」

とあるんですね。便宜上「新美術館」と言うのはいいんですけれども、正式名称が本当に

それでいいのだろうかと思い始めると、きりなく疑問の底に落ちてしまうんですね。そう

なると今、美術館のコンセプトとして、もしかしたら金沢のような 21 世紀みたいな名前

をつけるのか、それとも「八戸市美術館」なのか、「八戸市新美術館」なのか。その辺を

はっきりやらないと、多分ＶＩを作るときも影響を及ぼすのだろうと感じました。それを

今日、最後にお伺いしたいなと思っていました。いかがでしょうかね。 

○事務局：その「hachinohe new museum」、資料２の５枚目のイメージパースに書いてあるんです

けれども、これはあくまで仮のものです。これまで仮で「新美術館」と呼んできましたが、

正式名称は今後検討していくところです。 

◆会 長：先程西澤さんが話された、館長とかその辺の話は、事務局の方からいかがでしょうか。 

○事務局：館長人事につきましては、前々から皆様からもどうするのかというお話しを頂いており

ましたが、どういう事業をしていくのかということを精査している段階で、それに見合っ

た館長をお願いするのか、どういう立場で動くか、現場で一緒に働いていくような人なの

か、それとも名誉館長的な人なのかは、全然違ってくると思いますので、そこは私たちが

事業をどう展開して、そのまとめ役としてはどう言う人が相応しいのかと検討している段

階ですので、まだ明確に答えが出ているわけではございません。館長と呼ぶべき人がいる



 

 

のかいないのか、それらも含めてこれからの体制作りに絡んだところで検討を進めて参り

ますので、現段階では、まだお答えを申し上げることは出来ない状況です。 

それから、インストーラーの話ですけれども、そういう人がいて、学芸スタッフなどの

相談に乗ってもらって、それらが展示の中で組み立てられていくということは、非常に理

想的なんですけれども、職員として配置できるかどうかというところは、また違ってきま

す。嘱託職員を置くという考えもありますが、きちんと正職員として迎える余地があるの

かというところまで関わってきますので、それを含めて検討中です。アトリエがそこで必

要になるか否かということは、おっしゃる通り、大きな問題と認識しています。あとはイ

ンストーラーを正職員として置いた時に、どれだけ活躍の場があるのかというところの説

明まで、私たちとしては対外的にしていかなければなりません。というところでご理解頂

ければと思います。 

◆委 員：お客さんは誰かということをよく言いますけれども、マーケティング的なことで言いま

すと、この美術館のお客は誰かということなんです。普通だと、美術ファンというマスの

お客さんが全国にいらっしゃいますよね。そういう人をターゲットにするというより、こ

れはもうちょっとコアなファンに焦点が合っているような気がするんですね。そうすると、

それはそんなに大人数を対象としたものではない、あるいはアウトリーチであれば、相手

は結構いるかもしれませんけれども、対象人数としては何十人という単位で動くような領

域の話、それのたくさんの集まりという感じだろうと。ですから、そのことを考えると、

ここは新しい切り口でこういう美術館構想を立てたのだとすれば、本当の意味で新しい、

これからの美術を切り開くようなキュレーターを養成するセンターみたいな、そんなこと

が逆に出来るような気がします。思い切ってそういうところを狙っていくということが一

つあっても、せっかく日比野克彦さんが会長でいるわけですから。そういう今までにない

美術館の中での人材養成機関みたいな。もちろん、その他、子ども達や一般の方の教育も

なんですけれども、それはすごく新しく注目を浴びる強力なコンテンツになるのではない

かという気がします。この延長で頑張ることもありだなと思いました。 

◆委 員：この計画はすごく素敵で斬新ですけれども、特にこのスケジュール、美術館を作ったこ

とがないのだなと思いましたが、開館の三年前には準備室ができていないと、建築コスト

的にものすごい無駄なことになるのは常識なんですよね。計画の最初の段階から非常に、

●●先生がおっしゃるように人材が中心のもので、それなのに雇用形態の検討もしていな

いというので、私はこのプロジェクトが空中分解すると思います。なのに建築プランはそ

れに向けて決まってしまっている。最も恐ろしいのは、基本的に美術館を欲しがっている

のは、普通の美術館を欲しがっている人たちが一方にはいる。自分たちの作品を展示する

素敵な美術館が欲しい市民のアマチュアの芸術家、あるいは在住のプロフェッショナルの

芸術家たちがいて、オープンの時にジャイアントルームが空っぽで何をやっているのかわ

からず、一方で展示スペースが圧倒的に足りない事態としてオープンすると大変なことに

なるのに、オープンに向けてどんな体制がいいのかとか言っている場合じゃなくて。さっ

き●●委員が仰ってましたけれども、この計画を実施できる人って日本に何人かしかいな

いわけですよ。早くその人を連れてこない限りは、この計画は多分机上の空論になって、

ものすごいお荷物を未来の八戸に残して。ジャイアントルームだってどうやって使ったら

いいか分からない、ということにほぼなりかけているので、すごく危機感を持っています。 

◆会 長：はい。私も、最後の方に先導事業と基幹事業の連携が少し分かれしまっているところが

あって、やっぱりそこが関係を持つべきだと思います。基幹事業は、美術館のコレクショ

ンであったりとか地元作家の展覧会であったりとか、これまで美術館の中で展覧会をやら

れてきた地元の方々の展覧会だと思うんですけれども、それと先導事業をどう繋げていく



 

 

のか。そこはやはり絶対に繋げていかなくてはならないと思います。例えば僕が岐阜に館

長として呼ばれました。僕が呼ばれた役割としては、どちらかと言うと、この先導事業的

なところで呼ばれたわけですね。岐阜県美術館には学芸チームがしっかりいて、基幹事業

のみをやっている。そこには中々新しい集客がないということで呼ばれて、美術館の中に

は教育普及チームがいます。教育普及チームは地域の学校の先生達と一緒になって、学校

の先生的なレクチャーをやるんですけれども、教育普及チームと学芸チームの間の交流が

あまりなかったんですよ。僕がやったのは、収蔵作品を使って教育普及チームが新しい鑑

賞方法などを展開していく。当然美術館の中ではお絵かきは出来ないので、それはロビー

に持ち出してやるみたいなことを混ぜてやり始めています。やはりそこのホワイトキュー

ブでやる展覧会とジャイアントルームが連動していく工夫、ジャイアントルームでやるに

は人材が足りないというときに、そこは学校、まち中に教育者がたくさんいるわけですし、

美術でなくても理科でも国語でもそういう先生とか、あと学童保育的な人達でも、何かこ

こに来て授業をやりたくなる、ここでやると教室でやる時と違う子どもたちの反応もあっ

たりとか、より面白い物が生まれるなということが実感できると、自然にみんなここにや

ってきて何かやりだすと思うんですよね。そういう魅力ある建物を西澤さんが作るので、

そこは僕は、やはり建物の力だと思うんですよ。建築の力というのは、色々な美術館を見

ていて、それを実証しているところはたくさんあります。今までの建物とは違った、そこ

にくると何か、新しいアイディアとか色々な人が混ざっているので、刺激し合えるので、

どうせ学校で授業をやるならここに来ようかとか、ここにきて勉強しようかという人達が

集まってくると、それはしめたもの。こちらから仕掛けなくても自然に集まってきて。で

もやはりそこで重要なのはマネジメント的な能力がある人がいないと、何か摩擦的なこと

があったりとか、無駄なことがあったりとか、せっかくのチャンスがすれ違ったりするの

で、そこのマネジメントは大事だと思いますけれども。全て用意して来てくださいと声を

掛けて始めますではなくて、このジャイアントルームの魅力というのは、集まってくる、

そこで生まれてきたものを、さっき伊藤委員からもありましたけれども、拾い上げて、そ

れを一個一個プロジェクトにしていく。その中でしっかりホワイトキューブの展覧会とも

連動していくという仕掛けを繋げていくことが大切かなと思います。話は尽きないかと思

いますので。 

◆委 員：そう考えると、先導事業と基幹事業の二つに分かれていますけれども、19ページのとこ

ろに、コレクションの展示も巡回展も先導事業に入っているんですが、むしろこれが基幹

事業になる。それでジャイアントルームを主体として活動しているものだけが、それを中

心にしたものが先導事業としてまとまっていくという方が、話がわかりやすいと、今ちょ

っと思いましたけれども。 

◆会 長：はい、あと何か最後に。時間はかなり過ぎておりますが、大丈夫ですか。 

◆委 員：なんだか、もう少し希望のあるような話で何とかまとめられると思うんですけどね。す

ごいトライをやろうとしているわけですよね、八戸は。しかもそれは「はっち」でも実現

して、最初は散々叩かれていたけれども、一つのポジションを取っているわけですよ。今

回もそういうつもりでやるしかないんですね、と思います。頑張って下さい。 

◆会 長：はい。本当に志は素晴らしい。新しい美術館の夢がいっぱい詰まっている運営基本計画

ですので、これが本当にしっかり形になるように、まだまだ解決しなくてはならないとこ

ろがたくさんあると思いますが、とは言え、限られた時間でありますので、その中で知恵

を皆さんで絞って形にしていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

以上で今日の委員会の議事は終了いたしますので、事務局の方でよろしくお願いいたし

ます。 



 

 

○事務局：はい、たくさんのご意見をいただき、大変ありがとうございました。素案については、

３月末で一旦取りまとめという形にしたいと思います。もちろん、この計画自体は今年の

秋頃を目途に策定するスケジュールですので、新年度も引き続き検討を進めることになり

ますので、委員の皆様には引き続き、よろしくお願いいたします。 

最後に一つお知らせがあります。一番下に資料をお付けしておりますが、基本設計と今

の計画素案が取りまとまるというタイミングで、シンポジウムを開催いたします。３月 25

日の日曜日、午前９時半から午後１時 15 分までで、場所は「はっち」５階共同スタジオ

を予定しております。内容といたしましては、美術館整備事業の全体説明と、西澤さんか

ら基本設計のご説明をいただくこと、日比野会長から、新美術館の可能性についてという

ことでご講演をいただいて、パネルディスカッションを開催することとしております。吉

川委員や三澤委員にも、パネリストとしてご出演いただきます。パネリストでもう一人、

インディペンデント・キュレーターの服部さんにご出演いただきます。事務局からは以上

です。 

○事務局：それでは、時間もオーバーしておりますが、委員の皆様には大変長時間にわたりご議論

いただきまして、ありがとうございました。まだまだ追いついていない部分がたくさんあ

りますが、皆様からのご意見を踏まえながら、何とか形として取りまとめていきたいと思

います。本日は大変ありがとうございました。 

 

 


