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旧八戸市美術館は、多くの市民の⾧年にわたる願いのもと、昭和61年に開館し、新たな
美術館整備に向け平成29年4月に閉館するまで、地域に密着した美術館を目指し、市民とと
もに成⾧し発展していく美術館として運営してきました。郷土ゆかりの先人作家や現代作
家の作品をはじめ、地域の文化・産業振興への一助を担う分野として、伝統工芸美術品な
ども収蔵し、これらを活用したコレクション展のほか、郷土の作家や国内外の優れた美術
作品を紹介する特別展や企画展などを開催。また、講演会・創作講座などを通して身近に
美術に接することのできる機会も提供し、その活動は、地域における芸術文化活動の促進
に大きく貢献してきました。しかしながら、旧八戸市美術館の建物は、国有財産であった
旧八戸税務署を改修し、転用してきたこともあり、建物の老朽化、収蔵庫の不足、展示面
積や機能等の不足など、多くの課題を抱えていました。

一方で、本市では、｢アートのまちづくり｣として、八戸ポータルミュージアム｢はっち｣
「八戸ブックセンター」の取組及び、「南郷アートプロジェクト」や「八戸工場大学」の
アートプロジェクトなど、地域性をテーマに、アートが持つ力で市民一人一人がまちづく
りの主役として活躍する取組を積極的に推進していることから、美術館がこれらの動きと
合致し、アートのまちづくりの中核拠点となることが求められています。

このため、旧美術館の建物が抱えていたさまざまな課題を解決すると同時に、市が推進
する ｢アートのまちづくり｣事業とも融合しながら、地域における美術館の役割を充実させ、
アートが持つ力で市民一人一人がまちづくりの主役として活躍する取組を促進、実現させ
るための拠点となることを目的とし、新美術館を整備するものです。

新美術館の整備に向け、本市では平成28年9月に「八戸市新美術館基本構想」を策定し、
「アート・エデュケーション・ファーム」というビジョンを掲げ、「美術館機能」、「アー
トセンター機能」、「エデュケーションセンター機能」の3つの機能が融合した八戸固有の
美術館とする方針が示されました。

平成29年1月には、八戸市新美術館運営検討委員会を設置し、新美術館整備に向け、より
詳細な協議を開始。平成29年3月には、設計者選定プロポーザルにより、西澤徹夫建築事務
所・タカバンスタジオ設計共同体（東京都）を選定し、新美術館の設計を開始しています。

この管理運営基本計画は「八戸市新美術館基本構想」を踏まえ、運営検討委員会や市民
・関係者の皆様からの意見の反映、建築設計と管理運営の調整などを含め、新美術館の開
館に向け、より具体的に美術館の管理運営のあり方を検討し、策定するものです。

本書では、新美術館の運営に影響すると考えられる市内外の動向やリソースなどを整理
・分析した上で、新美術館のターゲットやターゲットへのリーチ手法、他の美術館や市内
文化施設との役割分担（差別化）など、運営戦略を検討するとともに、事業計画、地域連
携、運営体制、収支計画、事業スケジュールなど、美術館の運営・管理に必要な諸事項の
整合性を図り、円滑な美術館運営を実現することを目的としています。また、美術館建築
という「ハード」に対し、美術館運営の根幹をなす「ソフト」に関し策定するものである
と同時に「ハード」と「ソフト」の整合性を図り、より魅力的な美術館とすることを目指
します。

1-1．管理運営基本計画について 2-1. アート・エデュケーション・ファームとは

「アート・エデュケーション・ファーム」の事業循環モデル図

畑に
種を蒔く

収穫し
土を耕す

花開き
実を結ぶ 成⾧をする

気付きや出会いをもたらす
・誰もがアートに容易に触れられる場
・人と人、人と作品、人と活動が出会い
交差する場

学びや交流を誘発する
・感性が刺激され、興味や関心が
高まり、自己変化が起こる場

・新しい視座や考え方を持てる場

学びを共有し、波及させる
・生み出された新しい価値を記録・
検証し、共有する場

・もたされた成果を発信し、新たな
関心を引き寄せる場

学びが深まり、創造する
・新しい価値や新たな関係性をつくる
・新しい活動やイノベーションが
起こる場

アート・エデュケーション・ファーム
～種を蒔き、人を育み、100年後の八戸を創造する美術館～

八戸市は、平成28年度から平成32年度までを計画期間とする「第６次八戸市総合計画」
において、目指す将来都市像として「ひと・産業・文化が輝く北の創造都市」を掲げ、市
民、事業者、行政がそれぞれに創造性を持って協働しながら、未来に向けて新たな産業・
文化と新たな価値を創りあげる都市づくりに挑戦することとしています。

このような中、市では、アートが持つ力で市民一人一人の感性や創造力を高めることが
八戸を発展させる原動力になると考え、「アートのまちづくり」に取り組んできました。
この「アートのまちづくり」の中核施設として整備を進めている新しい美術館は、アート
を介した学びを誘発し、人を育む美術館としての運営を図ります。「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の心の中にある「畑」に様々な
「種」を蒔き、結実していくような取組を、50年・100年先の八戸の姿を見据えて戦略的
かつ経営的な視点で循環させていく、学びの拠点となる美術館です。

アート

第1章 管理運営基本計画について 第２章 新美術館のビジョン・ミッション

委員会での指摘に基づき「アート･エデュケー
ション・ファーム」というテーマ名称は、今
後、国際的な基準にて再検討します。
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2-2.新美術館のビジョン・ミッション

本計画の基礎となる、「八戸市新美術館整備基本構想」（平成28年９月策定）におい
ては、①アートの文脈で地域を語り「八戸の美」に迫る美術館、②アートが中心にある環
境で「八戸の人を育む美術館」、③アートの力を「八戸のまち」に波及させる美術館、の
３つの理念（ビジョン）を掲げています。

また、「八戸の美」に迫り、そこから得られた資産をもって「八戸の人」を育み、その
効果を「八戸のまち」に波及させていくという使命（ミッション）を果たすため、従来の
美術館機能に、人も美術館も互いに刺激し合いながら感性を高め育まれていく「共育」を
担うエデュケーションセンター機能と、八戸の文化全体をどのような姿にしていくのかを
考え発信する司令塔としての役割を担うアートセンター機能を加えた、３つの軸を持つ美
術館としていきます。なお、新美術館は、旧美術館と同様に、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。

美術館機能
美術館にもともと備わっている高い専門性を発揮して作品や地域資源の調査研究を行い、
新しい価値を地域に開いて多くの人々と共有するとともに、適切に整理・記録し、後世へ
と継承するための拠点機能とします。

エデュケーションセンター機能
市内の大学・高専と連携して国内外のエデュケーションに関する調査研究を行い、新しい
アートエデュケーションプログラムの開発を行うほか、美術館内での活動のみならず学校
や家庭等とも連携し、創造性にあふれた人を育むための拠点機能とします。

アートセンター機能
八戸の文化全体をどのような姿にしていくのかを考え発信するほか、観光や福祉・地域コ
ミュニティなど、様々な分野をアートで横串する総合的な文化政策を展開するための拠点
機能とします。

新美術館の事業展開イメージ

｢八戸の美｣に迫る

■ 美術館機能

Art Museum

｢八戸のまち｣に波及させる

■ アートセンター機能

Art Center
｢八戸の人｣を育む

■ ｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ機能

Education Center

八戸市新美術館

2-3. 新美術館の運営方針

新美術館の運営や企画検討に際し、新美術館のビジョン実現のために必要な視点を次のと
おり示します。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
れらの視点を踏まえることで、八戸市新美術館として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ります。

 人々が容易に文化芸術にアクセスでき、自らの感性や創造力が育まれる場をつくります
 様々な世代や属性の人々との交流を通じ、お互いの価値観を交換し合える場をつくります

② 価値共創の仕組みがあること

④ 批判的思考を持つこと

③ 自由度が高く開かれていること

⑤ 場所性があること

① 人が主役であること

Communication & Collaboration

 様々な属性の人々とのコミュニケーションを重ね、新たな価値を生み出します
 上意下達的な既存価値の提供ではなく、フラットな関係性での価値共創を行います

Co-creation

Open & Inclusive

 子どもから高齢者まで、属性に関係なく、あらゆる人々に社会参加の機会をひらきます
 既存の概念や常識に捉われず、多様な活用や、様々な表現を認め合える場をつくります

 物事を論理的、客観的、多面的に捉え、その本質を見抜く活動を展開します
 内省的な意識で考察し、よりよい社会を築くための提案を行います

Critical Thinking

 地域に根ざしたものを取り上げ、新たな価値付けを図り、全国・世界に向けて発信します
 地域アイデンティティの形成に寄与していきます

Site-specific

第２章 新美術館のビジョン・ミッション

委員会での指摘に基づき、３つの
機能の表現方法を再検討します。
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②多様な主体との共創を前提とした運営

市民と共に歩む美術館として、新美術館では、美術館のスタッフのみが美術館の活動を
担うのではなく、地域の方々やアーティスト、教育機関、企業などとの「共創」を前提と
した運営・事業展開を目指しています。このため、美術館の活動を一緒に行っていくパー
トナーを「共創パートナー」と位置付け、美術館側で企画立案を行うだけではなく、共創
パートナーも企画を提案できる仕組みを設け、ともに新しい価値を創造していきます。

市民・地域とともに新しい価値を創造する

3-1.新美術館の事業展開における特徴

アートを介した学びの拠点として整備される新美術館は、様々な特徴を持つことで、こ
れまでにない新しい美術館としての事業展開を図ります。

①アートを介した学びが誘発される空間設計

新美術館は、市民や美術館のスタッフ、研究者など、みんながアートを介してフラット
な関係性の中でお互いに学びあい、育まれるよう、特徴的な空間で対応させています。

新美術館における活動の基幹となる巨大空間の「ジャイアントルーム」は、教える人と
学ぶ人が同じ場を共有する空間であり、チケットを買ったり、アート情報を入手したり、
展覧会を見た後に休憩して談笑する、というような、美術館のエントランスとしての役割
だけではなく、みんなが自由に集い、憩える広場としての役割もあります。さらに、展示
やイベント、ミーティング、アーティストとの交流の場など、様々な活動が行える空間で
もあります。そして、専門的に深く学び、さらに違う専門性に偶然出会うために必要な空
間として、たくさんの個性的な部屋が「ジャイアントルーム」を囲むように設けられてい
ます。

それぞれの部屋で行われている活動が、別の活動と隣り合うことで、それらが出会い、
触発されていくような連鎖を期待しています。例えば、ホワイトキューブで企画展が行わ
れている時に、ブラックキューブという部屋で映像作品を展示したり、常設展示と絡めた
ワークショップを行える部屋があったり、市民の展示と美術館の企画展やイベントが連携
して使えるようなギャラリーがあったりと、単体での使用はもちろん、複数の部屋を同時
に使ったり、展示とイベントを連携させた使い方も可能です。また、これらの部屋から、
「ジャイアントルーム」の方へもそれぞれの部屋の活動がはみ出していく、にじみ出して
いくような使われ方を想定しています。

市民一人一人の感性や創造力を育むための空間設計

ジャイアントルーム

専門的な活動を行える空間

専門的な活動を行える空間

新しい
価値を創造

美術館スタッフ 市民作家・文化団体

市民

アーティスト
ゲストキュレーター

大学・高専

幼稚園・保育園

小・中・高等学校

中心商店街



第３章 新美術館の事業と運営

5

・
・

など

④ 市民が多様な形で美術館運営に関われる仕組み

「市民・地域とともにつくる美術館」という方針を積極的に推し進めるため、「アート
ファーマー」（仮称 市民スタッフ）・美術館サポーターを育成するためのプロジェクト
を立ち上げ、市民が学びながら、積極的に美術館の運営に関わることができる仕組みを構
築します。これにより、美術館のスタッフだけが美術館を運営するのではなく、市民とと
もに運営し、一緒に成⾧できる美術館を目指します。また、以下の通り、市民の関心・興
味のレベルに応じて、運営に関われる度合を複数用意します。

③ 横断的な事業展開

新美術館では、分野を超えた横断的な事業の実施を目指しています。これを実現するた
め、標準的な縦割りの運営組織ではなく、事業に応じて柔軟に対応できるチームを編成す
る必要があります。美術館スタッフは、①学芸グループ、②アートのまちづくりグループ、
③エデュケーショングループ、④総務経営戦略グループ（広報や資金調達等も担う）のい
ずれかに属し、それぞれが担当する業務（基幹事業を含む）を行いますが、個別プロジェ
クトにおいては、属するグループの枠を超えて、「共創パートナー」と一緒にプロジェク
トチームを編成します。これにより、事業内容に応じて必要な能力を有した人材が集まる
ことが可能となり、より効果的な事業展開を図ることを目指します。

横断的な事業展開を可能とするチーム編成

3-1.新美術館の事業展開における特徴

関心・興味に応じて関われる柔軟な仕組み

① 学芸
グループ

④ 総務経営戦略
グループ

② アートのまちづくり
グループ

③ エデュケーション
グループ

はっち

プロジェクトに応じて
さまざまな人が集まりチームを構成

プロジェクトチーム A

プロジェクトチーム B

プロジェクトチーム C

プロジェクトチーム D

新たなプロジェ
クトを開始する
際には再びプロ
ジェクトに応じ
たチームを編成
する

・
・
・

地域企業

八戸ブックセンター

大学・高専

先生・学生・生徒

アートファーマー
（仮称 市民スタッフ）

美術館でのイベントプログラム等
を企画し、実施します

美術館サポーター

美術館内での来館者との交流、案内
ガイド、イベント時のサポート、
展覧会監視員などを務めます

美術館モニター

美術館の企画に対してアイデアや
意見を出します

美術館ファン

美術館の企画や展示をSNSやブログ
等でPRします

市民は関心・興味に応じた関わり方が出来る

アートファーマー
（市民）

アーティスト
ゲストキュレーター

・
・

など
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⑤ 教育機関との連携

「アート・エデュケーション・ファーム」を標榜する美術館として、教育委員会や学校
の先生との連携を図り、学校の教育現場と密接に関わる事業を積極的に展開します。また、
特徴的な活動を展開している市内の大学・高専と連携し、経済や福祉、まちづくりなど、
文化芸術以外の様々な分野にアートの力を波及させる取組を展開します。

このため、美術館を飛び出して積極的に学校内で展開するプログラムを充実させるとと
もに、美術館内に学生の活動拠点を設け、中心街に学生を呼び込み、様々な形でまちの活
性化に結びつけていきます。

大学・高専プロジェクト
市内の大学・高専と連携し、アートやデザインを他業種や多分野と融合させた取組
みの推進や、インターンシップなど学生の活動を支援するプロジェクトなどを実施
します。

コレクションラボ・美術館賞教室
美術館が保有する美術コレクションや企画展による展示作品を
対象に作品から時代背景や地域特性を探る研究を行ったり、美
術鑑賞教室などを開催します。

アウトリーチ・学校へのアーティスト派遣
美術館のアウトリーチ活動として、学校にアーティストや学芸
員などの専門家を派遣し、アートやモノづくりに関する特別授
業を行います。

学校連携・教室での朝鑑賞等
学校と連携し、教員の方々が生徒に対する美術鑑賞教室を学校
で実施できるようプログラムを開発します。

3-1.新美術館の事業展開における特徴

エデュケーションプログラム開発
大学・高専の学生・教員と連携し、新たなエデュケーションプ
ログラムを開発し、実施します。

他業種連携・新商品開発・起業化支援
さまざまな業種と連携し、新商品の開発プロジェクトや起業家
支援などを行います。

インターンシップ・学生インターン受入
美術館が実施する事業や、学生・生徒が企画したプロジェクト
等において、インターンを受入れ、学生の活動を支援します。

スクールプロジェクト（小・中学校、高等学校との連携）
学校の教育現場と密接に関わる事業を企画・実施し、その効果を検証・発信するプ
ロジェクトを実施します。

⑥ 収蔵作品の実験的活用

旧美術館では2,800点を超える作品を収蔵し、作品の調査・研究による成果を市民に還元
することを目的に、定期的にコレクション展（収蔵作品展）を開催してきました。アートで
創造的な人を育む新美術館は、収蔵作品の活用について、調査・研究の成果を展示して見に
来ていただくという「受け」の姿勢ではなく、積極的に新たな観点やプログラム・プロ
デュースの方法を取り入れながら、実験的な取組を展開したり、来館者の反応を見ながらよ
り効果的な展示方法を探究・実践する、「攻め」の姿勢で取り組みます。

また、アートを介した学びや育みのためのプログラムを展開する上では、美術館内に常に
その題材となる作品があり、いつ来ても、誰もが気付きや出会いを享受し、学びを深めるこ
とができる環境にあることが望ましいと考えます。このことから、館内に収蔵作品を常設展
示するスペースを設けて対応することとしますが、従来型の常設展示と異なり、来館者一人
一人の学びに美術館が積極的に関わり、時には大胆な収蔵作品の活用をしてより深い学びを
もたらす取組を行うなど、実験的な性格が強いことから、新美術館における常設展示スペー
ス及び、そこで展開される活動を「コレクションラボ」と称することとします。

天井に展示された作品を寝転がりながら見る 展示室内で、作品の前で絵画を模写する

自分が好きな作品の前で、いかにその作品が
素晴らしいかを語り、来場者に判定してもらう

寝袋持込で作品に囲まれて寝る「お泊り美術館」
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⑧ 中心街・地域との連携

新美術館は、公会堂や「はっち」などの文化・観光施設や、商店街・横丁などが徒歩圏
内にある、中心市街地に整備することから、その立地特性を活かした美術館運営を図りま
す。新美術館の整備については、中心街の回遊性向上など、周辺の活性化に寄与する拠点
となることも期待されています。このため、美術館内で活動の全てを完結させるのではな
く、中心街の各施設を美術館の拡張機能と見立てて、事業や運営など様々な面での連携を
図ることにより、新美術館の開館効果を周辺に波及させていきます。

また、市の観光戦略である、市全体を屋根のない博物館に見立てた「フィールドミュー
ジアム構想」において、中心街は「センターミュージアム」に位置し、市内の各所へアク
セスする玄関口としての役割を担っています。このことから、市内の各エリアを活動
フィールドとした取組を展開するなど、新美術館もその一翼を担う施設として、観光振興
にも寄与していきます。

⑦ フレキシブルな運営計画

新美術館整備基本構想において、「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」の３つの機能が複合的に事業を展開できるよう、事業形態に合わ
せてフレキシブルな使い方が可能となる空間整備を掲げています。この方針を踏まえ、新
美術館の諸室の使い方については、企画展示や市民ギャラリー、ワークショップや創作活
動スペースなど、ある程度目的や用途に合わせて半固定的に使いながらそれぞれの部屋の
特性を掴み、柔軟な使い方も検討します。

また、諸室が有機的につながって一つの展示を複数の部屋を使って効果的に見せたり、
特徴的な空間である「ジャイアントルーム」に諸室の展示や活動がどんどんはみ出してい
くなど、シームレスな運用を可能とします。

さらに、新美術館で展開する事業については、時代の変化にも機敏に対応していくこと
を想定していることから、本計画では、事業の枠組みや進め方、実施体制など、大枠とし
ての事業フレームのみを示し、具体的かつ詳細な事業計画は、中期運営計画などの詳細計
画で定め、運営できる仕組みを設けています。

3-1.新美術館の事業展開における特徴

美術館活動支援機能 共育活動支援機能

滞在支援機能 フィールドミュージアム
アクセス機能

・公共施設
（はっち、南部会館、更上閣、マチニ

ワなど）
・民営ギャラリー
・商業施設の催事スペース
・空き床、空き店舗等

・公共施設
（公会堂、図書館、ブックセンター等）
・私設美術館、資料館
・教育機関
（幼稚園、保育園、小中高校、専門学

校、高専、大学）

・レジデンス施設（はっち）
・宿泊施設（ホテル、旅館）
・横丁、商店街
（カフェ、レストラン、ショップ等）
・民間駐車場

・公共施設
（博物館、私設美術館、観光案内所等）
・観光資源
（蕪島、種差海岸、工場、南郷など）
・地域の各所

展示やワークショップな
ど、気付きやきっかけを
もたらす連携

美術とは異なるアプローチ
で学びを深化させる連携

来場者が快適に過ごした
り、施設の利便性向上を
図る連携

地域資源のリサーチなど、
館外活動の充実や地域の
魅力発信につながる連携

八戸市新美術館

市民ギャラリーで展示 ジャイアントルームでも展示

ワークショップルームで実施 ジャイアントルームでワークショップを実施

プロジェクトを実施 プロジェクトが分裂し複数のプロジェクトに
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新美術館における活動のメインとなる、目的別に組織横断的なプロジェクトチー
ムを設置して展開していくタイプの事業。

3-2. 新美術館の事業展開

①事業実施方針

新美術館で展開する事業については、基本構想に掲げる内容を踏まえて企画・実施する
こととします。実施にあたり、事業フレームを横断的・複合的に展開することで、より事
業効果を高めていきます。

②事業フレームについて

新美術館で展開する事業については、機能別や手法別といった縦割りの整理ではなく、
事業目的に合わせて事業主体や手法、機能、空間などが一体となった、横断的なフレーム
を設定することとします。また、各事業もそれぞれが有機的につながり、多層的に事業を
展開していきます。このことにより、取り上げるテーマが変わっていっても、新美術館と
しての軸がぶれない事業展開を可能とします。

新美術館の事業は、以下の要素を踏まえて構成することとします。

1) 事業テーマ
新美術館の事業では、年度毎に「ラーニングテーマ」と「ミッションテーマ」の、２つ

のテーマを設定し、そのテーマに沿った事業を展開します。「ラーニングテーマ」とは、
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題
材として位置付けます。「ラーニングテーマ」を設定することにより、美術館の企画のみ
ならず、市民主体の展示や巡回展も含め、統一感のある事業展開を図ります。

また、「ミッションテーマ」は、特に意識的に取り組む課題や重点目標を指し、基本構
想や本計画に掲げるビジョンやミッションを着実に達成していくためのテーマとして位置
付けます。この二つのテーマについては、中期運営計画において中⾧期的な視点で設定し
ます。このことにより、市民主体の展示や市民参加の企画などにおいても、テーマを意識
した取組を企画してもらえるよう配慮するほか、マンパワーや予算を重点配分するなど、
効率の良い美術館運営を図ります。

(2)先導事業

新美術館の活動の根底を支える、各機能に紐付けされた定常的な事業。

①グローカルミュージアム事業
博物館相当施設としての運営に必要な、美術館とし
ての基本業務。
（作品の調査研究、収集保存、展示活動等）

②アートエデュケーション事業
エデュケーションセンター機能に必要な基本業務。
（全国の美術館における教育普及事業の事例調査・
研究、市内学校の相談窓口等）

③アートのまちづくり事業
アートセンター機能に必要な基本業務。
（アートプロジェクト、アーティストとのネットワ
ーク構築等）

④総務・経営戦略事業
施設全体の運営に関する基本業務。
（広報、貸館対応、予算管理、施設維持管理、イン
フォメーション業務管理、カフェ・ショップ運営等）

2) 事業区分
新美術館における事業は、美術館活動の根幹を形成する「基幹事業」と全館規模の総合

的な企画から実験的な企画まで、プロジェクトに応じて有機的にチームを編成して実施す
る「先導事業」から構成し、展開します。

(1)基幹事業

美

術

館

事

業

ミッションテーマ

特に意識的に取り組む課題や重点目標

市民と美術館が一緒に探求し、学びを共有するための題材（地域資源、作品、人物など）

テーマ例

テーマ例
三社大祭 ～デコる文化と破壊の美学～
八戸のハマ ～種差海岸やハマの暮らし見る、海と共生する美～

学校連携体制の構築とアート・コミュニケータの育成
アートファーマー企画の立上げ、市民ギャラリー展示の向上

ラーニングテーマ

注）上記はイメージしやすくするための例示であり、テーマは中期運営計画で設定するものです。

①特別事業 新美術館の特徴を打ち出す、特に重点的に行うべき事業。

ⅰ)スクールプロジェクト
小・中学校を中心に、学校の教育現場と密接に関わ
る事業を企画・実施し、その効果を検証・発信する
プロジェクト。

ⅱ）アートファーマー
プロジェクト

新美術館の運営に様々な形で関わる市民スタッフ
（アートファーマー）の育成を行うプロジェクト。

ⅲ）大学連携プロジェクト
市内の大学・高専と連携し、アートやデザインを他
業種や多分野と融合させた取組の推進や、インター
ンシップなど学生の活動を支援するプロジェクト。

その他事業 日ごろの美術館活動を通して生まれた事業をプロジェクト化していく。

委員会での指摘に基づき事業名や事業区分の
内容等再検討します。
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3-2. 新美術館の事業展開

③実施事業

「先導事業」と「基幹事業」の概要は以下の通りです。

新美術館における活動のメインとなる、目的別に美術館外も含めた組織横断的なプロジ
ェクトチームを設置して展開していくタイプの事業です。挑戦的・実験的な色合いが強く、
プロセスも含めてプロジェクト化する、公開性の高い事業となります。扱うテーマや事業目
的によって、展示やアートプロジェクトなど採用する実施手法やそれらを組み合わせた実
施形態が異なるほか、関わる人も異なるため、時代に合わせて常に変化・進化し続けます。

・特別事業
新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。事業目的別に美術館スタ

ッフと外部関係機関等がプロジェクトチームを立ち上げ、事業を進めるものです。特別事
業は、次の３つを設定します。

(2)先導事業

先導事業で挑戦的・実験的な取組を展開するためには、日頃から情報収集や調査研究な
どの活動を通して高い専門性を確保するとともに、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ります。このため、新美術館の活
動の根底を支える定常的な事業として、次の事業を実施します。プロジェクトチームを組
んで展開する先導事業とは違い、基幹事業は、各機能に基づく美術館内の各グループがそ
れぞれ担当します。

(1)基幹事業

スクールプロジェクト
チーム
 エデュケーションｽﾀｯﾌ
 学芸スタッフ
 アートファーマー
 教員
 生徒

大学・高専連携チーム
 総務経営戦略ｽﾀｯﾌ
 学芸スタッフ
 エデュケーションｽﾀｯﾌ
 アートのまちづくりｽﾀｯﾌ
 大学・高専関係者

アートファーマー
チーム
 アートのまちづくりｽﾀｯﾌ
 学芸ｽﾀｯﾌ
 エデュケーションｽﾀｯﾌ
 総務経営戦略ｽﾀｯﾌ
 アートファーマー

アーティスト

事業ディレクター アートファーマー

はっち
八戸ブックセンター

①グローカル
ミュージアム

事業

②アート
エデュケーション

事業

③アートの
まちづくり

事業

④総務
経営戦略

事業

学校の先生
大学教授・講師
大学生・高校生

地域市民

ⅰ）スクールプロジェクト 小中学校を中心に学校の教育現場と密接に関わる事業を企画実施
し、その効果を検証・発信する

ⅱ）アートファーマープロジェクト 新美術館の運営に様々な形で関わる市民（アートファーマー）の
育成を行う

ⅲ）大学連携プロジェクト 市内の大学・高専と連携し、アートやデザインを他業種・他分野
と融合させた取組の推進や、学生の活動を支援する

ⅰ）グローカルミュージアム事業 博物館相当施設としての運営に必要な、美術館としての基本業務
（作品の調査研究、収集保存、展示活動等）

ⅱ）アートエデュケーション事業 エデュケーションセンター機能に必要な基本業務（全国の教育普及
事業の事例研究、学校の相談窓口等）

ⅲ）アートのまちづくり事業 アートセンター機能に必要な基本業務（アートプロジェクト、アー
ティストとのネットワーク構築等）

ⅳ）総務経営戦略事業 施設全体の運営に関する基本業務（広報、貸館、予算管理、施設維
持管理、カフェ・ショップ、インフォメーション等）

④ 事業・組織関係図

新美術館の事業及びそれを担う組織（プロジェクトチーム／グループ）の関係性につい
て、下記のとおり示します。

先導事業

基幹事業

美術館スタッフ

エデュケーション
グループ

学芸
グループ

アートのまちづくり
グループ

総務経営戦略
グループ

影
響
・
連
携

共創パートナー

プロジェクトごとにチームを編成

その他、プロジェクトが生まれる毎にチームを編成する

委員会での指摘に基づき事業名や事業区分の
内容等再検討します。
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3-3. 新美術館の空間と機能

① 新美術館の空間と機能

3. プリンティングルーム

5. プロジェクトルーム

6. アーカイブ

7. ホワイトキューブ

2. 企画準備室

9. コレクションラボ（常設展示）

1. ジャイアントルーム

15. ギャラリー

10. アトリエ

13. スタジオ

14. 会議室

4. ライブラリー

共有スペース
展示用スペース
プロジェクト・プログラム用スペース

1. ジャイアントルーム
ゆるやかなルールの中で自由度が高い使い方が可能な、
エントランス、広場、活動スペースの３つの機能を持つ
空間

2. 企画準備室
企画展などをはじめとするプロジェクトを企画するため
の空間、ジャイアントルームに面しており進捗状況を見
ることが出来る

3. プリンティングルーム
コピー機等、プロジェクト実施に必要な機材が置かれた
空間

4. ライブラリー
八戸や美術、デザインに関する書籍が閲覧できるエリア

5. プロジェクトルーム
ジャイアントルーム内に位置する、市民、アーティスト、
学生、スタッフなどが交流しながら企画や研究活動が行
える空間

6. アーカイブ
コレクションや過去に実施した展覧会、プロジェクトな
どのアーカイブ（資料）が閲覧できるエリア

7. ホワイトキューブ
企画展や巡回展を行うに十分な規模で、様々なジャンル
への対応を可能とする展示空間

8. ブラックキューブ
メディアアート作品の展示や、従来とは違うしつらえで
作品の新たな見方を引き出せる、暗室の展示空間

9. コレクションラボ（常設展示）
子どもから大人まで誰もがコレクションを中心とした作
品に気軽に触れられ、活きた教材として活用できる、展
示ケースを備えた展示空間

10. アトリエ
大型の工作機械を備え、より専門性の高い創作活動が行
える空間

11. ワークショップルーム
ワークショップなど、オープンな環境で自由に創作活動
が行える空間

12. カフェ
鑑賞後の余韻に浸れたり、アートを介した交流の場とな
る空間

13. スタジオ
100人規模の講義・セミナー・研修会等が開催できるほ
か、巨大作品の展示や大人数での創作活動が可能な空間

14. 会議室
打合せやイベント時の控室として使用できる空間

15. ギャラリー
市民の多様な表現活動を中心に、様々な展示に対応した
フレキシブルな使い方ができる展示空間

11. ワークショップルーム

8. ブラックキューブ

12. カフェ

2. 企画準備室
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② 新美術館で出来ること

展示を見る・展示から学ぶ
八戸の地域資源などをテーマとした
企画展や巡回展などが行える空間で
す。作品に合わせてフレキシブルな
展示が可能で、作品と向き合いなが
ら鑑賞者により深い学びをもたらし
ます。

プログラムと連動した活動を行う
ジャイアントルーム内には、子供た
ちや学生などの参加者がワーク
ショップを行ったり、作った作品を
展示する事も可能です。

作品を介して対話する
企画展や常設展に合わせ、学芸員が
作品について解説する作品鑑賞ツア
ーなどを通し、参加者が対話したり、
意見交換できる環境を設けます。

地域を知る・学ぶ
地元出身の作家など、美術館が所有
するコレクションを一定期間ごとに
入替え展示します。また、展示に関
連したプログラムも実施します。

出会い、コラボする・情報を得る
ジャイアントルームでは、様々な
人々が、作品や活動、異なる分野の
人々と出会い、容易にコラボレート
できる仕組みを設けます。また、国
内外のアート活動などの情報を気軽
に得られる場を提供します。

本を読む・アイデアを得る
ライブラリーでは、美術や工芸、デ
ザインなどの書籍を閲覧することが
できます。リーディングエリアはく
つろぎながら書籍を閲覧でき、新し
いアイデアが得られる環境とします。

休憩する・くつろぐ
気軽に美術館に来てもらえるよう広
めの休憩エリアやカフェエリアを設
けます。休憩エリアは、トークや
ワークショップ、打合せなど、さま
ざまな活動にも使用され、人々が美
術や人に出会える場として位置付け
ます。

体験する・創作する
ワークショップルームは、子供から
年配の方まで、誰もが様々な体験活
動を行うことができます。アトリエ
では、より専門性の高い創作活動を
可能とするほか、展示に必要な看板
や仮設壁などを制作することもでき
ます。

学びをより深める
スタジオでは、大人数が参加する講
義などのプログラムを行うことがで
きます。また、ダンスなどのパ
フォーミングアーツ公演や、アー
ティストによる大型作品の制作・展
示も可能です。

プロジェクトが立ち上がる・参加する
美術館スタッフやアーティスト、市
民、地域の教育機関などとともに実
施するプロジェクトの企画検討・打
合せなどに使用される空間です。プ
ロジェクトをつくる過程も動態展示
として公開され、より多くの人々が
プロジェクトに参加しやすくなるほ
か、企画段階から完成に至るまで、
人の動きと密接につながった、「生
きた展示」に触れることができます。

市民の多様な創作活動を魅せる
ギャラリーでは、市民の多様な創作
活動から生み出された作品などを、
個々の作品に最適な環境で魅せる展
示が可能です。可動壁を備え、フレ
キシブルな使い方ができます。

見る・鑑賞する 出会う くつろぐ

つくる 発表する

知る

聴く 考える

参加する 交流する 話す 読む
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3-3. 新美術館の空間と機能

③ 事業展開イメージ図

新美術館の特徴を体現する大規模なプロジェクトを1～2年に1回程度開催することを目指します。このプロジェクトでは、該当年度のミッションテーマに則しながら、主に八戸や近隣の
地域資源に焦点を当て、地域への愛着の醸成や、地域資源の再発見再認識へと繋がる内容とし、美術館の各事業やスタッフ、共創パートナーが横断的に連携し、実施します。また美術館の
中だけでなく、街にある要素や関連施設とも連携し、展示だけでなく、作品鑑賞ツアーや街歩きツアー、ワークショップ、トークなど、さまざまなプログラムから構成されるものとします。

まちなか

郊外

はっち
八戸ブックセンター

プログラム連携

… 展示

…プログラム（トーク、ワークショップ、ツアー等）

街歩きツアー

メイン展示

ライブラリ

展示（まちなか展示連携企画）

トークなどのプログラム

ワークショップ

展示連携

プログラム連携

展示連携

街歩きツアーなどのプログラム

作品鑑賞ツアーなどのプログラム

街歩きツアー

街歩きツアー
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3-4. 事業モデル

② 事業モデル例

（１）スクールプロジェクト
アートが中心にある環境で人を育む美術館として、未来の八戸を創造するためには、子ど

もたちの豊かな感性や資質、能力の育成に向けて、アートを介した主体的・対話的で深い学
びの場を創出することが必要であると考えます。このため、学校教育の現場と密接に関わり、
コミュニケーション力や創造力など、子どもたちの生きる力を育む取組を展開します。

ⅰ）事業の狙い
・子どもたちがアート作品に触れる機会や、アーティストとの出会いを創出する。
・美術館が、子どもたちが自ら考え、自分の言葉で話せる力が体得できるための伴走者

となる。
・学校教育の現場と美術館との双方向的な関係性を築き、市全体での総合的な美術教育

のあり方を考え、実践する。

ⅱ）主な事業実施手法
◆日常的な取組を継続して行うためのアウトリーチ

（活動例）・学校に絵画などの作品を持ち込んでの鑑賞授業（朝鑑賞等）
・アーティストを学校に派遣しての滞在制作 など

◆美術館の展示やワークショップの活用
（活動例）・コレクションラボや市民展示等での対話型鑑賞プログラム

・教員向け鑑賞プログラム（ファシリテーター講座）
・工場の原料や製品など地域資源を素材に使った創作ワークショップ など

◆全国の事例研究と新たなアートエデュケーションプログラムの開発
（活動例）・学校現場での取組に関する定点観測、成果の検証

・全国の美術教育に関する事例調査、八戸型プログラムの開発 など

ⅲ）主な共創パートナー
・学校の先生、アーティスト、学生、アートファーマー など

ⅳ）事業展開イメージ

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ編成

プロジェクト実施
の活動部隊となる
チームを編成

リサーチ

学校現場の課題の
抽出や、最適なア
ーティストのリサ
ーチを行う

プラン策定

リサーチを元に、
効果的な手法を組
み合わせた実施プ
ランを策定

実践

学校と美術館との
双方向的な事業展
開を図る

検証

効果測定や成果の
検証を行い、プラ
ンを再検討する

記録発信

活動プロセスや成
果を記録し、誰で
もアクセスできる
ようにする

拡張

児童館や家庭など
他のコミュニティ
で実施手法を転用
して展開する

事業間連携

総合事業など他プ
ロジェクトと連携
した事業展開を
図る

（２）アートファーマープロジェクト
様々な人の興味や関心の度合いに応じて、アートファンから企画に深く関わるところに

至るまで、様々な形で美術館に関われる場を提供することで、ファンやサポーターをはじ
め、キャストとしての「アートファーマー」を増やすとともに、オーディエンスからプレ
イヤーへと、美術館に主体的に関わる人を育む取組を展開します。

ⅰ）事業の狙い
・美術（館）に興味を持つ人や、美術館の活動を応援する人を増やす。
・美術館に主体的に関わる人を増やし、活躍の場を創出する。
・美術館のあらゆる活動に市民参加の場があり、市民と美術館とが一体となった運営を

図れるようになる。

ⅱ）主な事業実施手法
◆美術館への興味を喚起したり、定期的に訪れたくなる展覧会やイベントの開催

（活動例）・シリーズ展示や、アーティストとの交流プログラム
・コレクションラボを活用したアートワークショップ など

◆アートファーマーを育成するプログラムの実施
（活動例）・学芸員やアーティストが進行役となるアートファーマー勉強会

・アートプロジェクト実践講座 など
◆アートファーマーによる自主企画の実施やサポート活動の展開

（活動例）・アートファーマーの企画による美術館ツアー
・市民展示の設営・撤去サポート など

ⅲ）主な共創パートナー
・市民、学生、アーティスト、有識者 など

ⅳ）事業展開イメージ

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ編成

制度設計やアート
ファーマー育成プ
ログラムを実施す
るチームを編成

制度設計

アートファーマー
プロジェクト全体
の制度設計を行う

募集・採用

アートファーマー
の一般公募と採用
を行う

育成・活動

美術館の基本を学
ぶ講習を経て、そ
れぞれの関心に応
じた活動を展開

卒業

一定年数を経たア
ートファーマーは
卒業し、新たな人
を迎え入れる

外部組織化

卒業者がＯＢ会を
組織し、外部から
美術館活動に関わ
るようになる

事業間連携

総合事業など他プ
ロジェクトと連携
した事業展開を
図る
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3-4. 事業モデル

② 事業モデル例

（３）大学連携プロジェクト
特徴的な活動を展開している市内の大学・高専の専門性と、美術館の専門性とを活かし、

文化芸術分野のみならず、アートの力を他業種や多分野と融合させることで、新しい価値の
創出や、新たな活動への発展につながる取組を推進します。また、学生が中心街でフィール
ドワークや専門分野の研究を行なったり、異分野とのコミュニケーションを図るなど、様々
な活動を展開するための支援拠点としての役割を担います。

ⅰ）事業の狙い
・大学のシンクタンク機能を活かして、新しいアートエデュケーションプログラムを開発

する。
・様々な業種や分野と連携し、新商品の開発や起業家育成に結びつける。
・中心街を基点とした学生の活動支援と、様々な出会いと交流の場を設け、新たなコミュ

ニケーションの創出を図る。

ⅱ）主な事業実施手法
◆新しいアートエデュケーションプログラム開発のための調査研究活動の実施

（活動例）・国内外のアートエデュケーションプログラムの事例調査、データベース化
・アートエデュケーション展覧会の開催 など

◆他業種・多分野連携プログラムの実施
（活動例）・大学、企業、金融機関、美術館等がコラボした新商品開発

・アートやデザインを活用した起業家育成講座の開催 など
◆学生の活動支援プログラムの実施

（活動例）・学生インターン企画の実施（インターンシップの受入と学生による企画立案）
・学部や学校の枠を超えて、在校生と卒業生が一緒に交流し、研究テーマに

ついてディスカッションできるオープンスペースの提供 など

ⅲ）主な共創パートナー
・学生、大学・高専の先生、企業、金融機関、アーティスト、デザイナー など

ⅳ）事業展開イメージ

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ編成

プロジェクト実施
の活動部隊となる
チームを編成

企画立案

大学連携企画の検
討・作成を行う

リサーチ

地域資源や人材、
他都市の事例など
をリサーチし、デ
ータベース化する

研究開発

新商品や新たな担
い手、新しい手法
を生み出す

検証

効果測定や成果の
検証を行い、プラ
ンを再検討する

発信

新商品や新しい手
法など、新たに生
み出されたものを
活用する

事業間連携

総合事業など他プ
ロジェクトと連携
した事業展開を
図る

交流

地域資源や人材を
クロスさせ、様々
なコラボレーショ
ンを誘発する

活動支援

学生の活動支援に
関連した取組を実
施する

リサーチ

他団体による美術
館活用の動向調査
や事前相談

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ編成

他団体の企画とタ
イアップして行う
プログラムを実施
するチームを編成

プラン策定

打合せを元に、効
果的な手法を組み
合わせた実施プラ
ンを策定

実践

他団体と美術館と
の双方向的な事業
展開を図る

検証・記録

事業効果を検証・
記録し、次の新た
なプロジェクトの
参考とする

ステップアップ

他団体にノウハウ
が蓄積され、活動
が活性化する

事業間連携

総合事業など他プ
ロジェクトと連携
した事業展開を
図る

（４）その他事業の展開例
市民の展示や企業・学校等の企画など、他団体が主催して展覧会やイベント等を開催する

際に、美術館が拡張する形でプログラムを行い、それぞれの団体のスキルアップや事業効果
を高める取組を展開します。また、総合事業などに参加した市民やアートファーマーなどの
方々が、主体的に派生プログラムを企画した場合は、その企画に寄り添い、成⾧させるイン
キュベーターとしての役割を担います。

ⅰ）事業の狙い
・市民展示のスキルアップや、様々な出会いと交流の創出、美術館の事業との協働などに

取り組み、市民の文化芸術活動からも、八戸に潜む美を可視化していく。
・外部の企画展示などから新しい観点や切り口を学ぶとともに、世界で展開されている多

様な文化芸術に触れる機会を創出し、広い視野を持って地域を捉えなおす契機をつくる。
・様々なプロジェクトから派生した新しい活動を支え、新たな出会いや学びの深化、価値

創出に結びつける。

ⅱ）主な事業実施手法
◆市民展示と連携した拡張プログラムの実施

（活動例）・市民展示を活用した鑑賞プログラムや画展と同一テーマで一体的に行う市民
展示

・学芸員による展示スキルアップ講座 など
◆巡回展から学ぶプログラムの実施

（活動例）・巡回展のテーマに沿ったコレクションラボ展示
・巡回展の作品をテーマとした座談会、巡回展を契機に見出した八戸の魅力を

市民と共に発信する展示 など
◆他事業からのスピンオフ企画の立ち上げサポート

（活動例）・必要な機材等の提供や、アーティスト等のクリエイティブ人材の紹介
・アートイベント等の企画・実践講座 など

ⅲ）主な共創パートナー
・市民文化団体、企業、アートファーマー など

ⅳ）事業展開イメージ
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事業展開

ラーニングテーマ／ミッションテーマ（毎年設定する探求題材及び重点目標）

基幹事業
（各機能に紐付く、基本的・固定的な事業）

先導事業
（新美術館を代表する事業群。目的毎にプロジェクトを興していく。チーム編成が必要）

ｸﾞﾛｰｶﾙ
ﾐｭｰｼﾞｱﾑ

事業

ｱｰﾄｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝ
事業

ｱｰﾄのまちづくり
事業

総務・
経営戦略事業

ｽｸｰﾙ
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

ｱｰﾄﾌｧｰﾏｰ
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

大学連携
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

3-4. 事業モデル

③ 事業体系

ビジョン この美術館が目指す目標

アート・エデュケーションファーム ～種を蒔き、人を育み、100年後の八戸を創造する美術館～
１）アートの文脈で地域を語り「八戸の美」に迫る
２）アートが中心にある環境で「八戸の人」を育む
３）アートの力を「八戸のまち」に波及させる

ミッション ビジョンを具現化するために果たすべき使命
１）八戸の美に迫るために
２）八戸の人を育むために
３）八戸のまちに波及させるために

運営規範 ビジョンの具現化及び、
ミッション達成のために外せない視点

１）人が主役であること
２）価値共創の仕組みがあること
３）自由度が高く開かれていること
４）批判的思考を持つこと
５）場所性があること

運営モデル 美術館活動全てに共通する、事業展開の考え方

１）畑に種を蒔く（出会いや気付きをもたらす）
２）成⾧を促す（学びや交流を誘発する）
３）花開き実を結ぶ（学びが深まり、創造する）
４）収穫し土を耕す（学びを共有し、波及させる）

共創パートナー
(先生、市民ｽﾀｯﾌ等)

プロジェクト毎にスタッフ
と共創パートナーがチーム
を編成して取り組む

各機能に紐付く基本業務は、
それぞれのグループが定常的
に取り組む

関係施設
(はっち、ﾌﾞｯｸｾﾝﾀｰ等)

ｽｸｰﾙﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
ﾁｰﾑ

ｱｰﾄﾌｧｰﾏｰ
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ

大学連携ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
ﾁｰﾑ

学芸
ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝ
ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ｱｰﾄの
まちづくり

ｸﾞﾙｰﾌﾟ
経営戦略
ｸﾞﾙｰﾌﾟ

委員会での指摘に基づき内容に
ついて再検討します。
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3-5. 管理運営の基本方針

① 運営体制のあり方と方向性について

美術館の運営形態は以下の3つの方式が考えられますが、新美術館のミッション実現
や、事業内容を考慮した上で、最も適切と思われる市直営+一部外部委託方式を採用し
ます。

市直営+一部外部委託方式

メリット

 市が掲げる政策や新美術館のビジョン・ミッションを直接的かつ⾧期的に、
美術館運営に反映させることが可能。

 市民や地域、市営他施設との連携が容易となり、包括的な波及効果が期待で
きる。

 市財政を元にした公的資金での安定的運営が可能。
 事業の一部を個人や民間企業等に委託することで、外部・民間ノウハウの導

入が部分的に可能であり、美術館運営や事業に取り入れられる。
 環境や時代の変化に応じて、個人や民間企業等を選定し、事業を委託するこ

とで、変化に対応できる。
 事業を外部に委託することで、国内美術館や美術業界との連携が強化され、

ネットワーク形成や事業企画等の多様化を期待できる。

デメリット
 個人・民間企業など、適切な委託先の選定作業および手続きが必要となる。
 個人・民間企業など依託先の能力により事業効果が大きく左右される。
 個人・民間企業への委託業務が発生するため、市直営よりも運営コストが上

昇する。

市直営方式

メリット

 市が掲げる政策や新美術館のビジョン・ミッションを直接的かつ⾧期的に、
美術館運営に反映させることが可能。

 市民や地域、市営他施設との連携が容易となり、包括的な波及効果が期待で
きる。

 市財政を元にした公的資金での安定的運営が可能。

デメリット
 限られた人材で運営に当たるため、環境や時代変化に対応できず、⾧期的視

点で考えた場合、美術館運営や事業が硬直化する可能性がある。
 外部・民間企業からの美術館運営や事業に関するノウハウの吸収が難しい。

指定管理方式

メリット
 市が理想とする美術館運営を実現できる最適な企業を選び、美術館運営を行

える。
 民間企業のノウハウを活用した美術館運営や事業展開が期待できる。
 行政では提供できないサービス等を提供できる。

デメリット

 指定管理者の能力により、運営のあり方、事業効果が左右される。
 指定管理者も経営リスクを負うことになるため、指定管理者による判断も一

定程度認める必要があり、美術館運営や事業のあり方に影響する場合がある。
 一定期間を前提とした制度となるため、更新時に指定管理者が変更となった

場合は、美術館運営や事業のあり方が大きく変わる可能性があり、⾧期計画
を描きにくい。

② 管理運営の基本方針

（１）運営形態について

施設名 休館日 開館時間 備考

八戸市美術館（旧） 毎週月曜日、
12月29日～１月３日 9:00～17:00

八戸ポータル
ミュージアム

毎月第二火曜日、
12月31日～１月１日 9:00～21:00

八戸ブックセンター 毎週火曜日、
12月29日～１月１日 10:00～20:00

十和田市現代美術館 毎週月曜日、
年末年始 9:00～17:00

青森県立美術館 毎月第二・第四月曜
日、年末

9:30～17:00
9:00～18:00

10/1～5/31
6/1～9/30

（参考）

基本構想に掲げる「組織運営方針」を踏まえ、開館後の運営体制を想定した形でデ
ィレクター的立場の人材や専門職員を確保しつつ、計画初期の段階から各役割を担
うスタッフが参画し、計画策定やオープンに向けた準備などを行いながら、運営体
制を構築していく。開館後の運営体制は、既に市に学芸員などのスタッフがいるこ
とから、市直営を想定して準備を進めるが、本計画の策定過程において、さらに検
討を進め、ここに記述することする。

新美術館における活動形態や、周辺施設等の状況などを踏まえながら、今後さらに
検討を進め、最適な開館日・開館時間を設定し、ここに記述することとする。

（２）開館日・開館時間について
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3-5. 管理運営の基本方針

④ 保守管理・維持保全について

新美術館では、美術館として相応しい快適な環境を維持するとともに、常に最善な状
態で施設を提供できるよう、また利用者が安全・安心に利用できるよう、施設（建築
物）、設備および備品に関し、保守管理・維持保全を行い、施設状態を常に良好に保ち
ます。破損、不具合等の異常時には、利用者の安全を確保するとともに、施設運営に支
障をきたすことがないよう、適切な措置を講じます。なお、以下に記載される保守管
理・警備等の作業は、八戸市が単独で行うことのできる作業を除き、民間事業者等に委
託し、実施します。

施設維持管理
施設および保有財産の状態を良好に保ち、安心安全に施設を利用できるよう以下の作

業を行います。法令等に定めのあるものは、その規定に準じ、点検等を行います。

 施設（建築物）・設備・装置等の保守管理
 施設（建築物）・設備・装置等の定期点検・法定点検
 備品等の保守管理
 美術品定期点検

環境維持管理
施設の状態を清潔に保ち、利用者が快適に利用できるよう以下の作業を行います。法

令等に定めのあるものは、その規定に準じ、作業を行います。

 清掃（日常清掃・定期清掃）
 環境に配慮した廃棄物処理（廃棄物処理法に準ずる）
 空気環境測定（建築物衛生法に準ずる）

保安警備
施設内の秩序を維持し、事故、盗難、破壊等の犯罪、および火災等の災害の発生を警

戒・防止し、保有財産の保全を図るとともに、利用者の安全を守るため、保安警備とし
て以下を行います。

 事故防止・防犯・防災のための警備体制構築・マニュアル作成
 24時間警備の実施（機械警備含む）
 収蔵庫を含む職員利用エリアへの入退出管理

カフェ・ショップ運営
施設内に設置されるカフェ・ショップは、民間事業者委託により運営するものとし、

以下の作業を行います。

 カフェ・ショップ（ドリンクサーバ等含む）の商品補充、在庫管理
 カフェ・ショップ（ドリンクサーバ等含む）の清掃・保守管理・廃棄物処理
 カフェ・ショップの売上管理・報告

⑤ リスクマネジメント（安全・防災対策、緊急・災害時対応）

新美術館では、利用者が安全・安心に利用できるよう、日常的に安全・防災対策を行い、
事故・事件・火災等の災害を未然に防ぐことに努めます。なお、新美術館における安全・
防災対策は、八戸市による安全・防災に関する条例・方針・計画等に準じて実施します。

安全・防災対策
事故・事件・火災等の災害を未然に防ぐとともに、これらが発生した場合の適切な措置を
速やかに講じることができるよう、以下を行います。

 事故・災害等が発生した場合に備え、緊急・災害時対応体制の構築
 緊急・災害時対応マニュアルの作成および職員への周知（緊急時連絡網含む）
 甲種防火管理者および防災管理者の選任・配置（消防法に準ずる）
 防災計画書の作成・所轄消防署への届出（消防法に準ずる）
 防火・防災訓練の定期的な実施
 電気主任技術者の配置（必要な場合のみ、電気事業法に準じる）
 救護室（場所）および救護用品の設置
 施設賠償責任保険・イベント賠償保険等への加入および事故発生時への適用

緊急時対応
事故・事件や災害等の緊急事態が発生した場合は、緊急時対応マニュアルに従い、直ちに

必要な措置を講じるとともに、所轄の警察署・消防署・八戸市などを含む関係者に対して
緊急事態発生の旨を通報します。その後、必要に応じて、原因調査を行うものとします。

災害時対応
大規模な災害等が発生した場合は、災害時対応マニュアルに従い、利用者を適切に避難

誘導し、利用者の安全確保を優先して行います。また、行政機関において災害対策本部等
が設置された場合、もしくは被災者の援助活動等に関し、行政機関や八戸市より指示があ
った場合は、その指示に従うとともに、行政機関と協力し、災害対応に協力します。また、
当該施設が指定避難所に指定された場合は、八戸市が定める指定避難所対応マニュアルに
従い、災害時には適切に避難所としての役割を果たします。
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3-5. 管理運営の基本方針

青森県立
美術館

十和田市
現代美術館

国際芸術センター
青森

（仮）弘前市
美術館

岩手県立
美術館

⑥ 県内外美術館との連携

新美術館では、県内外の美術館と積極的に連携し、事業を展開することを目指してい
ます。青森県立美術館や岩手県立美術館など県内外の美術館とも連携し、企画展・巡回
展など展覧会における連携や共同でのプロジェクト・プログラム実施を目指します。

七戸町立
鷹山宇一美術館

⑦ 隣接県・近隣市町村との連携

｢八戸圏域連携中枢都市圏｣を形成する近隣市町村や、美術館などの文化施設を核とし
た創造的事業を展開している北東北三県の各エリアとの連携を強化し、共同事業や人材
交流が行える体制を整備します。

青森県

秋田県
岩手県

田子町

新郷村

三戸町

南部町

五戸町 八戸市

階上町

おいらせ
町

八戸圏域連携中枢都市圏北東北三県

⑧ 交通アクセス

新美術館への交通手段として、以下が想定されます。新美術館へとスムーズに誘導で
きるよう、公共交通の拠点となる場所には、案内板やサイン等の設置を検討し、新美術
館への円滑な誘導ができるよう整備します。

東北新幹線
JR八戸駅 JR本八戸駅

新美術館

三沢空港

JR八戸線
所要8分

徒歩6分
（600m）

空港バス（十鉄）
所要55分

路線バス（市営・南部）
所要20分

大型チャーターバス

新美術館へのアクセス

新幹線 飛行機

自家用車

市内外
学校・教育機関

市内・近隣市町村
などから

（１）公共交通機関
電車・バス・飛行機など、公共交通機関による新美術館への交通手段として、主に以

下を想定しています。JR八戸駅やJR本八戸駅など交通拠点に加え、バス停等が集中する
六日町周辺やJR本八戸駅から新美術館への徒歩ルート上には、案内板やサイン等を設置
し、美術館へ円滑に誘導できるよう整備します。

 JR東北新幹線（JR八戸駅経由）および路線バス・市営巡回バス・タクシー
 JR八戸線（JR本八戸駅経由）および徒歩・タクシー
 三沢空港経由（飛行機）および空港バス

（２）自家用車
交通手段の中では、自家用車を利用し、市内・近隣市町村から訪れる来館者の割合が

最も高くなることが予想され、八戸自動車道・八戸インターチェンジ周辺や中心市街地
など走行ルート上への案内板やサインを整備します。また、敷地面積に限りがある美術
館付随の駐車場では、対応不可能な台数が来訪することが予想されます。これを解決す
るため、民間駐車場と連携し、利用者が美術館から配布される無料駐車券により、美術
館周辺の民間駐車場に駐車できるよう整備します。

（３）学生・生徒（バスチャーター等）
新美術館では、エデュケーション分野における事業展開を積極的に行う予定でおり、

学生・生徒などがクラス・学校単位で、大型チャーターバスなどの交通手段で来訪する
ことが想定されます。大型バスは、美術館敷地内、もしくは隣接地に駐車スペースを確
保し、学生・生徒が道路を横断することなく、安全に美術館まで来訪できるよう配慮し
ます。
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エデュケーション
グループ

グループリーダー

事務職総務予算

グループリーダー

事務補助員総務担当

事務補助員貸館担当

基幹事業
• 施設運営・人員管理
• 施設維持管理
• 環境維持管理
• 保安警備
• カフェ・ショップ運営
• 貸館利用管理・予約受付
• 文化団体・市民団体対応
• 大学連携
• 広報

基幹事業
• 調査研究
• 作品収集・保存
• 他美術館連携

基幹事業
• アートプロジェクト
• アーティストとのネットワー

ク構築

グループリーダー

基幹事業
• 教育普及事例調査研究
• 市内学校の相談窓口

グループリーダー

学芸
グループ

アートのまちづくり
事業グループ 総務・施設管理グループ

館⾧

副館⾧

八戸市アドバイザリーボード

八戸市美術館

課⾧

（仮称）文化創造推進課

グループリーダー

総務担当

事務補助員

• 他施設計画
• 市内文化団体対応

文化推進グループ

3-6. 運営体制

新美術館の運営体制は、館⾧・副館⾧の元、学芸グループ、 エデュケーショングループ、アートのまちづくりグループ、総務経営戦略グループの４つのグループから構成される組織に
て施設の運営・管理を行います。また、プロジェクトごとに美術館スタッフおよび共創相手などから構成されるチームを編成し、プロジェクトを実施します。さらに、計画段階において
有識者や市民の方々から美術館の運営計画に対し、ご意見をいただく場として設置している美術館運営協議会は、新美術館開館後、美術館運営に対してより影響力を発揮する外部評価機
関である｢アドバイザリーボード｣としての組織再編を行い、設置します。

学芸員 エデュケーター コーディネーター

事務職広報貸館

事務補助員貸館担当
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② 収集方針について

【方針１】
八戸ゆかりの
核となる作品

【方針２】
【方針１】の理解や位置づけに

必要な作品資料

【方針３】
【方針１】に新しい見方や価値を

与える作品資料

収集の優先順位
【方針１】＞ 【方針２】 ＞ 【方針３】

「地域の芸術や文化、まちの歩みに寄り添いながら、未来を見据え、多様な価値観を
創出し、人を育むための美術資料の収集を行う。」という収集理念のもと、次の項目を1
つ以上満たす作品ならびに関連資料を収集します。

【方針１】 八戸市を中心とした南部圏域ゆかりのもの。
青森県南～岩手県北は、同じ南部藩の文化圏として緊密な関係を有します。この地域

には、この地域にゆかりのある美術作品を収集する美術館が存在しないため、新美術館
が代表して収集することが必要です。

【方針２】「方針１」と同地域における新たな魅力の創造や学びにつながるもの。
収蔵作品や文化資源に新たな価値を見出す展覧会や研究のために必要となります。ま

た、同様のアートプロジェクトによって制作された作品等の収集も見据えた内容として
います。

【方針３】八戸の美術を美術史全体の中で位置づけられるもの。
八戸に直接的なゆかりのない作品であっても、その作品があることによって、より大

きな視野や歴史の中で八戸を位置づけられる作品は、収集する価値があるものとします。

収集方針について
 青森県立美術館をはじめとし、青森県内の美術館における美術コレクション収集方針を

参考としながら新美術館における美術コレクションの収集方針を定めることで、県内で
の美術コレクションのあり方に、一貫性・統一性を持たせることを意識しています。

 また、新美術館のミッション・ビジョンや事業と関連する内容であることを考慮し、以
下の内容を重視し、収集方針を定めています。

• 「芸術」の他に「文化」と「まち」をあげ、３つの機能を持つ美術館の役割を重視。
• 「歩みに寄り添い」では、歴史や八戸既存の素材を尊重する姿勢を示す。
• 「未来を見据え、多様な価値観を創出し」では、その素材を未来に活かす創造性を示す。
• 「人を育むための」では、エデュケーションの特色を示す。

3-7. 収蔵作品について

① 収蔵作品の保管・活用方針

八戸市美術館では、以下の美術品を収蔵しています。これらの収蔵作品を積極的に活
用し、事業を展開します。

収蔵品について

ａ．収蔵点数（平成27年度末現在）

日本画 洋画 版画 書 彫刻 工芸 その他 計

購入 14 56 55 49 9 56 0 239

寄贈 45 1,127 198 200 7 149 843 2,569

計 59 1,183 253 249 16 205 843 2,808

ｂ．主な収蔵作家

《日本画》 橋本雪蕉、七尾英鳳、石橋玉僊、村井芳流、久保提多
《洋画》 石橋宏一郎、月舘れい、豊島弘尚、名久井由蔵、西村健次郎、樋口猛彦

福勢喜一、福田寛、福田剛三郎、渡辺貞一
《版画》 戸村茂樹、棟方志功、舟越保武
《書》 佐々木泰南、和井田要
《彫刻》 舟越保武、名久井十九三
《工芸》 河井寛次郎、浜田庄司、黒田辰秋、島岡達三、芹沢銈介、瀧田項一、

石橋忠三郎

ｃ．寄贈品（個人コレクション）

・小山田コレクション（小山田孝氏寄贈 陶磁器・洋画が中心） 127点
・西澤コレクション （西澤芳男氏寄贈 版画コレクション） 133点
・印出コレクション （印出清行、スン氏寄贈 着物・帯類） 77点
・鈴木コレクション （鈴木継男、あじや氏寄贈 洋画が中心） 176点

※その他（手紙、写真、雑誌等作家関連資料）
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4-1. 基本方針

新美術館のビジョンが表す通り、美術館が実施する事業は、本市の未来を形作るため
の投資として捉え、美術館運営のために必要な財源は、市として財源の確保に努めます。

一方で、美術館運営にかかる本市の拠出額を削減する努力を継続的に行うものとし、
入館料をはじめとする事業収入や施設利用料収入の向上に努め、収入を増加させること
で、収支バランスの向上を図ります。また、美術館という施設の性格上、照明や空調設
備など多くの設備の運転・使用が必要となりますが、省エネ効率の高い設備を採用する
ことにより、光熱水費の低減を図ります。また、恒常的に業務の合理性を追求し、運営
経費や委託費の削減に努めます。

施設維持管理費や施設運営経費に予算の大部分を使用し、展覧会や教育プログラム、
研究や収集・保存など、美術館が本来実施すべき事業に対して十分な予算を割けない厳
しい経営状態の美術館が国内に多く存在する中、本市の美術館では、同様の状況に陥る
のを防ぎ、ビジョン・ミッション達成のために、展覧会やプログラムなど、美術館が本
来行うべき事業に対し、十分な予算を使用できるよう収支バランスの向上を図ります。

美術館運営財源 事業収入（入場料等）

施設利用料収入

省エネ設備採用
による水光熱費の低減

運営業務合理化
による経費低減

委託業務の合理化
による委託費の低減

展覧会・プログラムなど
美術館が行う事業に多く
の予算を使用できるよう
努め、新美術館のビジョ
ン・ミッションの実現へ

収入額の向上運営コスト削減

運営財源に関する考え方

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000

旧美術館

新美術館

市内 県内 県外

9,000
10％

34,000
38％

47,000
52％

4-2. 来館者数の予測

本市の人口、八戸圏域連携中枢都市圏の人口、観光入込数などを根拠とし、新美術館
における来館者数予測を以下にて設定します。（H27年度データ）

八戸市人口の20％
23.7万人×20％ = 

4.74万人

※旧美術館での市内来館
者数は2.4～3.3万人程度

八戸圏域連携中枢都市圏
人口の3％（八戸市除く）

9.8万人×10％ = 0.98万人

※旧美術館での県内来館者数は
0.6～0.8万人程度

観光入込数の0.5％
698.6万人×0.5％ = 

3.49万人

※旧美術館での県外来館者
数は0.3～0.4万人程度

新美術館における市内・県内・県外の来館者割合の変化の予測

新美術館の来館者数予測
うち有料入館者数

9.0万人（≒上記合計 9.21万人の改め計）
5.4万人（上記来館者数の60％）

計9.0万人

計3.3万人
（H19～28年来館者数平均値）

24,000
73％

6,000
18％

3,000
9％

新美術館における来館者数9.0万人を想定した場合、市内・県内・県外の来館者数割合が
以下の通り変化すると予測されます。市内の来館者数は旧美術館の約2倍の4.7万人
（八戸市人口の約20％に相当）、県内は旧美術館とほぼ同等数、県外からの来館者数は旧
美術館の約11倍の3.4万人となることが予測され、市内の来館者数を増加させると同時に、
県外から多くの方が来館いただけるよう努めます。

カフェ・ショップ収入

会費・協賛等収入
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4-4. 事業費

企画展、アートプロジェクト、プログラムなどの個別事業は、その規模・内容により
支出項目が異なりますが、主に以下のものを想定しています。

4-3. 収支

新美術館における収支項目は以下のものを想定し、運営実施計画段階においてより詳細
な検討を行います。

支出項目

収入項目

施設運営費
 職員人件費（社会保険料・通勤手当等含む）
 運営経費・事務経費
 通信費（電話・インターネット等）
 備品購入費・消耗品費
 新聞図書費
 広告宣伝費
 印刷製本費
 施設関連保険料（施設賠償・火災保険・イベント保険等）
 受付・監視員等委託費
 カフェ・ショップ運営委託費
 業務委託費・謝礼（委員会運営・システム保守管理等）
 駐車費（無料駐車券の配布）
 租税公課（消費税等含む）

施設維持管理費
 光熱水費
 施設保守管理費（保守管理・定期点検等）
 環境維持管理費（清掃・廃棄物処理・環境測定等）
 保安警備費（機械警備含む）

事業費
 事業費（企画展・プロジェクト・プログラム等）
 研究・調査費
 美術品収集費

 事業収入（企画展・プロジェクト・プログラム等）
 施設利用料収入（ギャラリー等）
 カフェ・ショップ収入
 その他収入（図録販売・クラウドファンディング・会費・寄付金・協賛等）

 会場構成デザイン費
 会場構成工事費（設置・撤去とも）
 作品輸送・設営・撤去作業費
 作家謝礼・作品借料・作品制作費
 手配・設営等アシスタント人件費
 プログラム費（トーク・ワークショップ等）
 新聞図書費（資料等）
 広告宣伝費（デザイン・写真撮影・ウェブ・広告等）
 印刷製本費（ポスター・チラシ・図録等）

事業費内訳項目

4-5. 収入および支出の影響要因

新美術館では、収支バランスを向上させることに努め、健全な美術館経営を目指しま
すが財政的な観点だけでなく、新美術館のミッション実現や地域に対する効果・貢献な
ども考慮しながら適切な収支バランスとなるよう努めます。

収入額に影響する要因として以下が挙げられます。これらの収入要因は、どの程度の
事業費や運営費を使用するかという支出規模とも関連し変動するため、収入と支出の費
用対効果を意識し検討します。

 入場料の設定
 有料入場者数
 施設利用料の設定
 施設利用の稼働率
 カフェ・ショップによる売上・収益
 図録等の販売売上・収益
 クラウドファンディング・会員制度・寄付金・協賛等によるファンドレイジング

以下の項目は、新美術館の周知および利便性向上、ミッション達成、市民サービス等
に関わる支出項目です。これらの項目についても費用対効果を意識し検討します。

 広告宣伝費
 駐車費（無料駐車券の配布）
 学生・生徒のためのバスチャーター費（事業費）

収入影響要因

支出影響要因
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4-7. 事業費試算4-6. 収支試算

プロジェクト実施コストの試算は以下の通りです。

費目 金額（税込）

会場構成デザイン費

会場構成工事費（設置・撤去とも）

作品輸送・設営・撤去作業費

作家謝礼・作品借料・作品制作費

手配・設営等アシスタント人件費

プログラム費（トーク・ワークショップ等）

新聞図書費（資料等）

広告宣伝費（デザイン・写真撮影・ウェブ・広告等）

印刷製本費（ポスター・チラシ・図録等）

合計

通常規模のプロジェクト（企画展等含む）

まちなか・地域展開などを含む大規模プロジェクト

新美術館における収支試算は以下の通りです。

収入項目 費目 金額（税込）

収入 事業収入（企画展・プロジェクト・プログラム等）

施設利用料収入（ギャラリー等）

カフェ・ショップ収入

その他収入（図録販売・会費・寄付金・協賛等）
収入合計

支出項目 費目 金額（税込）

施設運営費 職員人件費（社会保険料・通勤手当等含む）

運営経費・事務経費

通信費（電話・インターネット等）

備品購入費・消耗品費

新聞図書費

広告宣伝費

印刷製本費

施設関連保険料（施設賠償・火災保険・イベント保険等）

受付・監視員等委託費

カフェ・ショップ運営委託費

業務委託費・謝礼（委員会運営・システム保守管理等）

駐車費（無料駐車券の配布）

租税公課（消費税等含む）

施設維持管理費 光熱水費

施設保守管理費（保守管理・定期点検等）

環境維持管理費（清掃・廃棄物処理・環境測定等）

保安警備費（機械警備含む）

事業費 事業費（企画展・プロジェクト・プログラム等）

研究・調査費

美術品収集費

支出合計

年間必要拠出額（支出-収入）

参考

人件費 （仮）文化創造推進課 職員人件費

費目 金額（税込）

会場構成デザイン費

会場構成工事費（設置・撤去とも）

作品輸送・設営・撤去作業費

作家謝礼・作品借料・作品制作費

手配・設営等アシスタント人件費

プログラム費（トーク・ワークショップ等）

新聞図書費（資料等）

広告宣伝費（デザイン・写真撮影・ウェブ・広告等）

印刷製本費（ポスター・チラシ・図録等）

合計
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5-1. 広報活動について

新美術館では、展覧会やイベントなど美術館が行う事業の周知や、市民や市外の人々
の来館促進を目的として、広報活動を美術館における重要な活動と位置づけ、積極的に
実施します。なお、新美術館における広報活動は、広報に関する専門的な知識・経験を
有するスタッフが行うことが好ましいため、専門的な職員を配置し、実施します。

新美術館における広報活動は、以下を方針と掲げ、実施します。

１） さまざまな手法による包括的な広報
年配の方は、新聞など紙媒体による広告などをよく目にする一方で、若い世代は紙媒

体よりもネットなどの広告をよく目にするという傾向があります。また、地域における
広報はポスター掲出やフライヤーの配布など、印刷媒体での広報が不可欠です。これら
を鑑み、幅広い人々に周知が図れるよう、紙媒体による広報や地域での広告掲出など従
来型の広報活動に加え、近年普及が著しいSNSの活用など、さまざまな地域、年齢層に
リーチするよう、さまざまな手法を用いた包括的な広報活動を展開します。

２） ターゲットを意識した広報活動
美術愛好家向けの展覧会や親子向けワークショップなど、展覧会やプログラムなどは、

その内容により広報を行うべき対象ターゲットが異なります。これを鑑み、展覧会やプ
ログラムの内容に応じたターゲットを見極め、そのターゲットに情報が届くよう、適切
な手法を用いて、広報活動を行います。

３） コミュニケーションツールとしての広報
近年、美術館などにおいても広報手法として使用されているSNSは、本来、人と人を

つなぐコミュニケーションツールです。このSNSが有する特性は、ポスター掲出や印刷
物の配布など、一方向的な広告手法では実現できなかった市民や地域とのコミュニケー
ション、リアルタイムでの情報配信などを実現するものであり、これらを活用しながら、
広報活動を単なる宣伝活動として実施するのではなく、美術館と市民を繋ぐ活動として
捉え、実施します。

美術館ロゴ 施設サイン パンフレット

美術館を表すもの・統一性重視

外観内観写真 ウェブサイト

ビジュアルアイデンティティ（VI）

広報活動の目的
 施設・活動・事業の周知
 市民・市外の人々の来館促進
 市民とのコミュニケーション促進

ビジュアルアイデンティティ（VI）について

新美術館のビジョン・基本理念
 ビジョン:ｱｰﾄ･ｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝ･ﾌｧｰﾑ
 基本理念:八戸の美・人・まち
 3つの機能・事業

反映反映

広報活動で繰り返し使用

5-2. ビジュアルアイデンティティ（VI）の確立

美術館のロゴをはじめとし、美術館内の施設案内サイン、美術館パンフレットやウェブ
サイトのデザイン、美術館外観・内観写真などのビジュアルアイデンティティ（VI）は、
新美術館のビジョンや活動を象徴する重要な構成要素であり、新美術館の開館までの作業
のなかでも建築物と並ぶ重要な作業となります。これらは広報活動の中で繰り返し使用さ
れ、多くの人が目にするものであり、一目見れば「八戸市美術館」と分かるビジュアルア
イデンティティの確立を目指し、ビジョン・活動の体現、地域性、統一性、分かりやすさ、
インパクトを意識し、美術館開館前の適切な時期にアートディレクター・デザイナーを選
定し、ロゴ、施設サイン、パンフレット等の印刷物、ウェブサイトなど、開館時に必要な
広報媒体を対象に、包括的なVIのディレクションおよびデザインを行います。

市民・ﾌｧﾝとのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞﾃﾞｰﾀの取得活用

メディア・プレス向け
関係者向け

広域・地域向け

 ウェブサイト
 Facebook
 Twitter
 Instagram
 メールマガジン配信

 プレスリリース配信
 記者会見
 プレス向け内覧会
 オープニングパーティー

 美術館案内パンフレット
 ポスター
 フライヤー
 広告掲出（施設・交通）
 広告掲出（ネット上）

広報活動イメージ

包括的に広報・ターゲットにリーチ
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5-3. 広報手法

新美術館における広報活動は、主に以下の手法を用いて、実施します。なお、美術館開
館時にはここに記載するすべての手法を用いて、広報活動を実施することで、新美術館の
開館を広く地域・社会に周知します。

① 美術館案内パンフレット等の作成・配布
美術館のビジョン、活動内容、施設利用案内など新美術館を包括的に紹介するパンフレ

ットを美術館開館前の適切な時期に作成し、広報活動において利用すると同時に、市内各
所に設置・配布し、市民への周知を図ります。パンフレットは大人向けに加え、市内の小
学校などにも配布できるよう子供向けのものも作成します。

② ウェブサイト
美術館のビジョン、活動内容、施設利用案内などに加え、展覧会やプログラム・イベン

トなどを随時紹介できるウェブサイトを整備します。ウェブサイトのシステムは、ウェブ
サイトの専門的な知識がない美術館スタッフも一部の情報の更新が可能な変更が容易なシ
ステムを採用することで、外注費等のコスト低減を図るとともに、PC版サイトに加え、近
年PC版サイトよりも閲覧数が多くなりつつあるスマホ版サイトも整備し、SNSとの連動が
容易な構成とします。また、どのような地域、年齢層がウェブサイトを閲覧し、美術館のど
の企画に興味を持っているかなど、事業運営に役立つ分析が行えるアクセス解析を導入す
るものとします。

③ SNS
市民とのコミュニケーション促進、ファンの獲得、情報の即時配信、情報の拡散などを

目的とし、Facebookページ、Twitter、Instagramを整備し、運用します。これらのSNS
は、ウェブサイトよりも美術館の情報をリアルタイムで配信できることに加え、市民や来
館者と繋がることができるなどのメリットがあり、展覧会やイベント情報などに加え、ウ
ェブサイトの情報では伝えきれない美術館で起きていることなどを、運用ルールを決め、
配信するものとし、運用は、美術館広報スタッフが行います。

④ 印刷媒体
展覧会、イベントなどを実施する際は、ポスター、A4フライヤー、ダイレクトメール、

内覧会・オープニング招待状などを、実施するプログラムの期間、規模に応じて適宜選択
し、作成・配布するものとします。各プログラムにおける印刷物のデザインは、美術館ロ
ゴを必ず含むなど、統一性を意識するものの、各プログラムの内容に合わせてグラフィッ
クデザイナーを起用するものとし、展覧会やイベントを体現する内容となることを重視し
ます。

⑤ 広告掲出
美術館開館時および展覧会等のプログラム実施時には、市内および県内を中心に広告の

掲出を行い、美術館自体および実施するプログラムの周知を図ります。掲出媒体としては、
駅や宿泊施設、市内主要施設など、多くの人が行き交う主要拠点へのポスター掲出、新聞
・雑誌等への広告掲出、美術専門ウェブサイトなどへの広告掲出などを検討します。また
美術館開館時には、テレビ・ラジオなどでの広告も検討します。

⑥ プレス戦略（プレスリリース配信・記者会見・内覧会等）
美術館開館時および展覧会等のプログラム実施時には、メディア関係者を対象としたプ

レスリリースの送付・配信、内覧会・記者会見の開催を行い、テレビ、新聞、雑誌、ウェ
ブサイトなどメディアへの露出機会の増加を積極的に図ります。また、全国レベルで美術
館情報や展覧会情報などを配信している美術専門雑誌、ウェブサイト等への情報配信も行
います。

⑦ メーリングリスト整備（郵便・メール）
展覧会やイベント等の情報を定期的に郵送で配信できるよう、メーリングリストを整

備します。また、ウェブサイト上にはメールアドレスを登録できるメーリングリスト登
録システムの設置を検討し、メールマガジンや美術館情報の配信を検討します。

⑧ 作品などの写真撮影許可による拡散
美術館が行う直接的な広報活動のほかに、近年ではSNS等の利用者が行う情報の拡散

をいかに促進するかが、広報活動の間接的手法として重要になりつつあります。来館者
のプライバシー保護に配慮しながら、SNSでの情報拡散を目的とし、来館者に対して展
覧会で展示している作品の写真撮影を許可するなど、来館者がSNSで投稿され、情報が
拡散されるよう検討します。

⑨ オープニングパーティー
展覧会などの開催に伴い行われるオープニングパーティーは、開催を記念し、関係者

を労うという目的に加え、関係者が一堂に会する場をつくることで、開催を広く地域や
社会に周知でき、パーティー出席者が個別に情報を発信していく情報拡散の機会ともな
ります。新美術館では、オープニングパーティーを広報活動の一環として捉え、展覧会
開催時などに適宜実施するものとします。
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6-1. 開館準備業務

新美術館の包括的な運営管理業務、および開館から1年以内程度の間に実施する事業を
開館に必要な準備業務とみなし、主に以下の作業を想定します。

総務グループ
• 施設運営に必要な諸手続きすべて（博物館相当施設、諸契約、保険）
• 新規職員採用
• 電話・ドメイン・メール・ネット回線等準備・手配
• 受付・監視等業務委託
• 警備・清掃業務委託
• 施設修繕・メンテナンス業務委託（収蔵庫含む）
• 備品・什器等発注
• コピー複合機等リース物品発注
• 施設管運営理マニュアル作成（緊急時対応等含む）
• 貸し館予約管理システム構築
• 収蔵品引越し作業（準備・手配）

学芸グループ
• 展覧会実施体制準備（会場構成・サイン・輸送等発注・実施体制）
• 収蔵品引越し作業（総務管理と連携）
• オープニング企画（企画、予算化、手配等）
• 開館後展覧会企画（1年以内程度）
• 常設展示企画（準備・手配）
※調査研究・アーカイブ事業、他館連携事業、他館連携事業は開館以降に準備・開始

アートエデュケーショングループ
• オープニング企画（企画、予算化、手配等）
• 教育普及事業企画（企画、準備、グローカルと連携）
• 教育機関連携事業（連携のあり方検討、打診、準備）
• アートコミュニケーター育成事業（ｺﾐｭﾆｹｰﾀｰ育成、美術館ﾌｧﾝｸﾗﾌﾞ準備、整備）
※教育者研修事業は開館以降に準備・開始

アートのまちづくりグループ
• オープニング企画（企画、予算化、手配等）
• 地域連携・アートプロジェクト企画（開館時および1年以内程度）
• レジデンス事業（進捗不明）
• 芸術文化活動支援事業（仕組み整備、告知準備）
※ 産業育成事業は開館以降に準備・開始

広報
• 広報準備作業（GD・印刷・ウェブ発注体制、プレスリスト整備等）
• 地域・他美術館連携
• プレ事業広報（プレス・印刷・ウェブ・SNS）
• オープニング前美術館全体広報（プレス・印刷・ウェブ・SNS）
• オープニング企画広報（プレス・印刷・ウェブ・SNS）

• 新運営体制整備
• 新美術館へ引越し
• オープニング時企画準備本格化（企画展示・常設・AP等すべて）
• プレ事業実施（1年前）
• 美術館開館前広報開始（1年前）
• 委託業務等発注

6-2. 開館準備業務の流れ

開館準備業務は、開館2年前となる平成31年度から開始するものとし、以下の流れで
作業を行います。

開館2年前
H31年4月～H32年3月

開館１年前
H32年4月～8月

新美術館竣工後

開館6ヶ月前
H32年9月～11月

開館３ヶ月前
H32年12～H33年２月

開館
H33年3月想定

開館1ヶ月前
H32年12～H33年２月

• 施設運営管理準備・手配・予算化
• 新規職員公募・採用
• オープニング時企画・予算化（企画展示・常設・AP等すべて）
• プレ事業実施（1年前）
• 開館後企画・一部予算化（1年以内程度）
• 広報計画詳細検討・予算化
• 電話・ネット等通信インフラ整備（引越し前）
• 備品・什器発注（引越し前）

• オープニング企画準備・手配本格化
• 美術館開館前広報（3ヶ月前）
• プレ事業実施（3ヶ月前）
• ウェブサイト公開（全情報掲載）
• 貸し館予約受付開始（窓口設置）
• ファンクラブ準備（窓口設置）
• 芸術文化支援事業準備（窓口設置等）
• 収蔵品引越し

• 美術館開館前広報（6ヶ月前）
• プレ事業実施（6ヶ月前）
• ウェブサイト・プレ公開（開館告知のみ）

• 開館
• 記者会見・内覧会・オープニング
• 運用開始

• オープニング・開館準備（すべて）
• オープニング時企画設営（企画展示・常設APすべて）
• オペレーションテスト（設備、受付、予約、電話対応）
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6-3. プレ事業

新美術館の周知と市民の新美術館に対する機運醸成を目的とし、平成31年度から新美
術館開館までの間、プレ事業を複数回実施します。プレ事業の具体的な企画内容は、平成
30年度に検討するものとしますが、親子を対象とした作品鑑賞教室、モノづくりワーク
ショップ、開館前美術館見学ツアーなど、新美術館の事業、施設を広く市民に知っていた
だくとともに、新美術館のイメージを感じることのできる企画とします。

また、プレ事業実施に合わせ、広報印刷物やウェブサイトを整備し、新美術館を紹介する
パンフレット、オープニング時の展覧会やプログラムなどのフライヤー、市民ギャラリー
や美術館ファンクラブなど市民利用に関する案内など、参加者に配布するものとします。

プレ事業は以下の時期に実施する予定です。

 平成31年度半ば（開館1年半前・新美術館竣工前）
 平成32年度初頭（開館1年前・新美術館竣工後）
 平成32年度半ば（開館6か月前）
 平成32年度終盤（開館3か月前）

6-4. 開館時オーブニング

新美術館の開館時には、新美術館が誕生することを記念し、また日本全国および市民に
広く開館したことを知ってもらうことを目的とし、以下の内容を実施します。

正式開館前日（プレス向け内覧会）
一般向け開館前日には、TV・新聞・雑誌などのメディア・プレス関係者を招き、記者会

見および内覧会を実施します。記者会見では美術館の概要や事業説明などを行い、内覧会
にて新美術館の建物や、展覧会・プログラムなどを取材・撮影できる状態にします。プレ
ス向け内覧会を開館前日に実施することで、翌日の開館当日にTV報道や新聞掲載が可能と
なり、開館当日の広報効果や機運醸成に努めます。また、内覧会終了後には、市議会議員、
検討委員会関係者などを招き、開館記念パーティーを行うことを検討します。

内容
 記者会見（館⾧・検討委員会委員⾧等）
 メディア向け内覧会
 開館記念パーティー

正式開館日（一般向け開館日）
正式開館日には、新美術館の開館を記念し、市民や来館者に向けた開館記念式典を行い、

正式に美術館を開館します。開館当日は、市民向け内覧会を兼ねるものとし、市民の入場
を無料にするなども検討します。

 開館記念式典（市⾧挨拶・テープカット等）
 市民向け内覧会

6-5. 必要機材・備品一覧
１階 室名・用途 内容 数量

エントランス
風除室

傘立て 検討
エントランスマット 検討
盗難防止用ゲート（書籍用） 検討

ジャイアント
ルーム

来館者用テーブル 検討
来館者用イス 検討
来館者用ベンチ 検討
来館者用コインロッカー 検討
棚等什器類 検討
TVモニタ・PC・AV機器セッ
ト 1

チケット券売機 1
PAセット（マイク・スピー
カー・ミキサー） 1

ベルトインパーティション 検討
本棚・雑誌シェルフ等書籍用
什器 検討

インフォ
メーション

インフォメーションカウン
ター（イス含む） 1

PC・モニタ（管理用） 検討

プロジェクト
ルーム

テーブル 検討
イス 検討
ホワイトボード 検討
コピー複合機 1
カッティングマシン? 1
モニタ or プロジェクタ 検討

会議室

テーブル 検討
イス 検討
ホワイトボード 検討
モニタ or プロジェクタ 検討
有線LAN・WIFI設備 1

カフェ
キッチン

調理・厨房機器一式 検討
客用テーブル 検討
客用イス 検討
レジスター 検討
業務用冷蔵庫・冷凍庫 検討
食洗器 検討

ギャラリー

受付テーブル 1
受付用・監視用イス 検討
ピクチャーレール・ワイヤ等
展示金物一式 検討

可動間仕切り 検討
展示台 検討
展示用照明 検討

スタジオ 不明
ワークショップ

ルーム 不明

ブラック
キューブ

展示用照明 検討
プロジェクタ（天井・壁面固
定式） 検討

倉庫 棚 検討

１階 室名・用途 内容 数量

オーディ
トリアム

PAセット（マイク・スピー
カー・ミキサー） 1

マイクスタンド 検討
テーブル（折りたたみ式⾧
机） 検討

イス（折りたたみ or ス
タッキング） 検討

演台 検討
踏台 検討
プロジェクタ（天井・壁面
固定式） 検討

オーディ
トリアム

控室

化粧台 検討
イス 検討
テーブル 検討

展示用器材

脚立 検討
ローリングタワー 検討
台車・マルチ運搬台車 検討
展示用金物一式 検討
展示用道具・工具類一式 検討
展示台等展示用什器 検討
絵画等美術品運搬台車 検討

誘導用器材
ベルトインパーティション 検討
サイン・誘導ボード（移動
式） 検討

設備系

監視カメラ（各所） 検討
館内スピーカー 検討
施設内有線LAN・WIFI設備
（各所） 検討

機械警備機器（各所） 検討
入退室管理機器（各所） 検討

清掃・ゴミ関係
清掃用具一式 検討
来館者用ごみ箱・業務用ご
み箱 検討

２階 室名・用途 内容 数量

学芸員室
職員事務室

事務机・イス 検討
コピー複合機 検討
ホワイトボード 検討
本棚・収納棚等什器一式 検討
PC・モニタ（各職員用） 検討
電話機 検討
監視カメラ用ディスプレイ 検討

会議・応接室 テーブル 検討
イス 検討

給湯室
湯沸かし設備 検討
食器棚・収納棚 検討
食器類一式 検討

収蔵庫 収蔵棚・絵画ラック 検討
収蔵庫前室 作業台 検討

監視・清掃控室 不明 検討
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H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度

上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期

施設計画
（ハード）

運
営
計
画

開
館
準
備

運営
計画

（ソフト）

プレ
事業

運営
体制

施設
管理
運営

先導
事業

基幹
事業

広報

オ
ー
プ
ン

6-6. 開館までのスケジュール 平成29年度～平成32年度

管理運営基本計画 中期運営計画 開館準備

基本設計（基本計画） 実施設計 建築工事・設計監理

外構基本設計・実施設計 外構・駐車場工事

枯らし期間

開館プレ事業

新運営体制
発足

準備室現行体制

新規職員
採用確定

新規職員
公募

新規職員
公募準備

広報業務

施設運営諸手続き施設運営管理準備・手配

新美術館
引越し

収蔵作品
引越し

手配・準備リサーチ・企画検討

準備・検討H33年度ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ結成

VI計画

施設整備・管理運営 協議・調整

32-

34
年
度
テ
ー
マ
発
表

開館H32年度ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ結成

展示設営
プログラム準備

H34年度ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ結成

準備・検討準備・検討全事業準備

現美術館解体

地質調査

プロポーザル
実施 試掘・発掘調査

基本構想

すり合わせ すり合わせ

条例・規則制定開館準備ロードマップ作製



第6章 開館までのスケジュールについて

29

H30年度 H31年度 H32年度

下半期 上半期 下半期 上半期 下半期

施設整備等

開館準備

全体

運営体制

施設管理運営
（総務・経済戦略

事業）

先導事業

基幹事業

広報

予算化

委託業務発注（受付等） 運営テスト

貸し館システム構築 予約受付開始

オ
ー
プ
ン

開館H32年度プロジェクト
リサーチ・企画検討（前年度より継続）

展示設営
プログラム準備準備本格化

6-7. 開館までのスケジュール 平成30年度下半期～平成32年度 詳細

建築工事・設計監理

外構基本設計・実施設計 外構・駐車場工事

枯らし期間

新運営体制
発足

予算化 手配・準備

新美術館
引越し

新規職員採用確定新規職員公募新規職員公募準備

備品什器発注

電話・ネット発注

施設運営諸手続き（申請・契約・保険・運営管理マニュアル作成）

収蔵作品
引越し

メンテ・警備等
委託業務発注

予算化

H33年度プロジェクト
チーム結成・リサーチ・検討 一部予算化 一部予算化

発注実施体制整備
収蔵引越し

運営テスト

ウェブプレ公開 ウェブ公開
美術館案内
印刷物配布

オープニング
印刷物

GD ・印刷VI計画

施設運営管理準備・手配

ウェブプレ公開 ウェブ公開

地域・他美術館連携企画・協議

リサーチ・検討

中期運営計画 開館準備

準備室現行体制

H34年度プロジェクト
チーム結成・リサーチ・検討 一部予算化

グローカルミュージアム事業準備（前年度より継続） 一部予算化 予算化準備・検討

アートエデュケーション事業準備（前年度より継続） 一部予算化 予算化準備・検討

アートのまちづくり事業準備（前年度より継続） 一部予算化 予算化準備・検討

開館プレ事業

広報業務

広報業務

GD ・印刷
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