
 

 

第４回八戸市新美術館運営検討委員会 会議録 

 

日 時：平成 30年 10月 26日（金）15:30～17:30 

場 所：八戸市庁 議会第一委員会室 

出席者：別紙のとおり 

発言内容： 

○事務局：それでは定刻となりましたので、始めさせていただきます。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。只今から、第４回八戸市新美術館運営検討委員

会を開会いたします。まず会議に先立ちまして、今年度初めての会合となりますので、

事務局を代表して、まちづくり文化スポーツ部長の原田からご挨拶を申し上げます。 

○事務局：本日はお忙しい中お集まりいただき、ありがとうございます。前回の第３回八戸市新美

術館運営検討委員会から年度をまたいだということで、新美術館建設推進室の学芸員が

変わり、体制も変わっているのですが、我が部は私を含め次長、室長と代わっておりま

せんので、引き続き皆様にお世話になることと思います。ご存知の方もいらっしゃると

は思いますが、部名も若干変わりまして、「まちづくり文化スポーツ部」と言う事で「観

光」が抜けた形になっております。ただ現在、美術館整備工事に向けて色々準備を進め

ている他に、この半年間ほどで、八戸市のほうも大分中心市街地のほうが変わってきた

と言う形でございまして、「はっち」が所管しております「マチニワ」も７月にオープ

ンしまして、賑わいを見せている状況でございます。我が部に今年度から入ってまいり

ました屋内スケート場、こちらのほうも、スポーツという部分で中心市街地を活性化さ

せていこうという事で、現段階で建物の８割ほどが完成しまして、これから設備工事が

本格化し、来年の６月下旬頃には建物が完成するという形でございます。供用開始は秋

を予定していて、この１、２年は、この近辺の公共施設を含めて、かなり町並みが変わ

っていく状況でございます。あとは美術館ですが、市民の期待を含めて関心が高まって

いる状況でございます。本八戸駅から中心市街地に向かう道路についても、県の整備が

これから進んでいくところでありまして、美術館完成に合わせてですけれども、色々動

き出している状況であります。このような中で今回の委員会につきましては、管理運営

基本計画の、いよいよ取りまとめの作業と言うことになっておりまして、本日は色々と

皆様方からご指導・ご意見をいただきながら、まとめの作業に入りまして、次の中期の

管理運営計画に繋げていくという状況でございます。美術館の工事につきましても、旧

美術館は今年度５月に解体が終わりまして、周辺施設も解体作業に入っております。年

内には旧消防庁舎等の撤去もある状況の中でございますので、今後も美術館をどのよう

にしていくか、検討して参りたいと思っておりますので、引き続き委員の皆様方、よろ

しくお願いいたします。以上でございます。 

○事務局：ここから着席のままでよろしいでしょうか。それでは本日の会議の出席者の紹介でござ

いますけれども、恐れ入りますが、紹介はお手元にお配りしております出席者名簿一覧

に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、全員出席とな

っております。よって本会議は、八戸市新美術館運営検討委員会規則により、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いたします。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また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期間の適正な議事運営費に著しい支障が生ずるおそれが

ある場合を除き」となっておりますので、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。それでは早速ですが、ここからの議事進行は日比野会長にお願いした



 

 

いと思います。よろしくお願いいたします。 

◆会 長：よろしくお願いいたします。今、原田さんからも説明があったように、着々と新美術館

に向けて進んでいるという事で、西澤さんとも話していたのですけれども、東京も新国

立競技場が出来てきて、本当に建築の力ってすごいなと思います。風景が変わる、そし

て期待が膨らむ。物があると、そこである出来事をリアルに想像できる。きっとこの八

戸の新美術館も、少しずつ立ち上がりを市民と見届けながら夢を膨らませていく、その

プロセスもとても大事だと思いますので、今日の会議の中で色々アイディア、新美術館

計画構想の構想が出てくると思いますので、是非委員の方々、より素晴らしいものにな

るようなご意見をいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、

次第に従いまして進めさせていただきます。はじめに、報告案件がありますので、報告

の１、「新美術館設計案について」、事務局から説明をお願いします。 

 

（１）報告．①新美術館設計案について 

 

○事務局：それでは事務局からご説明したいと思います。今年の２月に基本設計が完了しまして、

その後現在も、実施設計に着手して進めているところでございます。本日は、現時点で

の設計状況について、基本設計の段階から変わっているところもございますので、その

辺の報告をさせていただきたいと思っております。皆様には、資料１として、現時点で

の平面図をお配りしておりますので、そちらを元に、設計者を代表して西澤様からご説

明いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

◆設計者：西澤です、よろしくお願いいたします。前回の基本設計終了時から大きく部屋の配置は

変わっておりませんが、前回ご指摘いただいたいくつかの中から、動線を整備すべきと

ありましたので、その辺は修正しております。それとプラン的に少し変わったのが、ジ

ャイアントルームの中にプロジェクトルームを設けることと、ホワイトキューブの展示

ケースになってくるかと思います。まず、ジャイアントルームのプロジェクトルームに

関しましては、図面を見ますとＹ10番、水平に通っている一番北の面ですけれども、外

にはみ出すように、企画展準備室とプロジェクトルームを三角広場側に作っておりまし

た。ただこれを予算内に収めるために、一旦プロポーザル時の案に戻して、室内側にプ

ロジェクトルームと企画展準備室を持ってきて、イベント・レクチャー等と、より密接

な関係を作れるように、室内に持ってきております。それからホワイトキューブの部屋

を、大・中・小くらいに小割りにすると使いやすいのではないかとのご意見をいただき

ましたが、ちょうど、構造の柱が落ちてくるということもありまして、それを抱き込む

形で壁をつけております。以前はケースギャラリー１、ケースギャラリー２という、ブ

ラックキューブの左下にある展示室にありました展示ケース。ケースギャラリーは基本

的にはコレクションを展示するところとして考えていたのですが、この展示ケースを、

ホワイトキューブの壁のところに持ってきています。 

細かく一つ一つを整理したところを、ご説明します。まず、平面的に変わったところで

言いますと、右下の搬出入口辺り。以前は搬出入エレベータが、資料１の図面で言いま

すと、倉庫４、Ｙ5－Ｙ6 通りのローリングタワーとか高所作業車と書いてある辺りに、

エレベータがありましたが、エレベータへの作品の搬入と、エレベータから展示室へ行

くときに、直角に曲がらなければならないという事がありましたので、搬出入エレベー

タを現在の案では、Ｙ1－Ｙ3通りの間に持ってきて、特に展示室への搬出入と収蔵庫か

らの搬出入が出来るだけ近い形になるように、配置をし直しております。それに伴って

倉庫４も、長方形だったものを正方形に近い形にしまして、消化ポンプ室・空調機械室



 

 

の辺りの平面を活用しています。それから左の方を見て欲しいのですが、Ｘ3－Ｘ4通り

間にあるスタジオ。以前はホワイエ側に一つ扉があったのですが、ここで、各種レクチ

ャーやイベントをするときには、副動線として、下の控室（会議室 1－3）、ここを使っ

てギャラリー、廊下を経由してスタジオに出る動線になったほうが良いだろうと言うこ

とで、ここに扉を一つつけております。 

それから２階に行きまして、こちらも大きな変更はありません。学芸員室周りの、給湯

室、応接室、更衣室、この３部屋の配置を入れ替えております。以前は応接室が、現在

の給湯室辺りにあったのですが、給湯室・ＷＣは、多目的室等からの利用も考えられる

ことから、一番左のエレベータ側に寄せております。もちろん、学芸員室からも使える

ように、ここが貫通する廊下のように使えるようにしております。それと、先程のエレ

ベータの話ですが、前回ですと、ガスボンベ庫となっている辺りにエレベータがあった

のですが、現在はＹ1－Ｙ3通りの間に持ってくることによって、収蔵庫前室まで直線で

行けるような動線にしております。それと２階のＸ4－Ｘ5通りを、１階から大階段で２

階へ行けるようにしようと思っているのですが、基本的にこの２階の廊下に出て事務室

に行くのは、限られたスタッフレベルの人のみですが、２階のテラスへ出るのにこの階

段を使って、１階Ｙ3－Ｙ4通りに新しく設けました風除室、ここからテラスに出られる

動線にしております。これで、外からも中からも２階のテラスに出られて、よりアクセ

スしやすいように設定しています。その他は現在、実施設計を進めておりまして、詳細

の設計ですが、平面的な変更は特に無く、今申し上げたように、動線を少し整理したり

ということをまずしました。プラン的に変更が大きかったのは、プロジェクトルームと

ワークショップルームです。以上です。 

◆会 長：はい、ありがとうございました。１階２階の図面を見ていただいて、前回、搬入のとこ

ろの話が出ていまして、それが変更になったと。エレベータの位置や、倉庫の形が少し

変わったという事です。委員の方々から何か。はい、●●委員。 

◆委 員：今回の変更のところで、二点ほど気になるところがあって、資料を用意させてもらいま

した。二点ともホワイトキューブに関するところです。今回、プロポーザル審査も担当

したと言うこともあるのですが、かねてからの提案が、下のブラックキューブもスタジ

オもそうですけれども、専門の部屋があって、その中にホワイトキューブも一つあると

言う事で、かなりしっかりしたホワイトキューブがあった方が良いのではないかと考え

ている中で、気になるところが２つあります。一つ目が、倉庫４の扉がホワイトキュー

ブ側に開いていますが、これはまっすぐ通したいという利用上の意図は重々分かります。

けれども実際今お配りした、展示室内に扉がある事例をいくつか集めて来たのですが、

扉がきれいに出来るというのは、建築的には中々難しく、多分一番上手くいっているの

は、左下のルツェルン美術館ですが、いずれにしても、こういう線が出たり、ドアの蝶

番があったり、開閉レバーが出たりすると、展示する側からすると、使えない場所にな

ってしまうと考えると、本当にここに扉があっていいのか、というところが少し気にな

ります。もちろん、ぐるっと回らなければいけないのは、大変だと分かるのですが、こ

こをどのように考えればいいのか。今、通路状に取らなければならないところがあるの

で、扉が無いほうが倉庫４の奥のほうまで、もう少し有効的に使えると言うことも含め

て、もう少し検討された方が良いのではないかというのが一点です。もう一つは同じよ

うな話の中で、以前はケースギャラリーのところにあった展示ケースが、展示ケースの

壁面の長さの問題で、今はホワイトキューブに入るという話を伺ってはいたのですが、

それも展示ケースが置かれっぱなしになるのか、手前にそれを隠す壁のようなものを置

くか考えるのか。その辺りは詳しくは分かりませんが、資料にあるアーツ前橋の例は、



 

 

ガラスケースがあって、ガラスケースを使わない時は、ガラスケースのところを手前に

壁を立てて隠すみたいなことをやっているのですが、やはりこれも繋ぎ目が出てきて、

本格的なホワイトキューブを作ろうという観点からすると、少し話がずれてきてしまう

のではと思います。一方で、展示ケースが色々作られてきている中で、一番新しいのが

ＭＯＡ美術館とかありますけれど、むしろホワイトキューブの中にケースがあるよりか

は、もう少しこういう落ち着いたところに作るみたいなこともあるので、そういう意味

でも、長さの話があることは承知していますが、ケースギャラリーを展示ケースに合っ

た展示空間としてきちんと作って、ホワイトキューブはできるだけ、そう言うものが無

いような展示空間にした方が、かなり小さいながらも本格的な展示が出来るのではない

かと考えております。以上です。 

◆会 長：はい。参考になる各美術館の具体例を見せていただいて、大変分かりやすく、説得力の

あるお話で。実際そうですよね。僕もこの千代田の扉とか、色々なところの扉、あと必

ず押すので何となく汚れてくるし、劣化してきて。 

◆委 員：改修の場合だとどうしてもどこかに扉が、これは避難口をつけざるを得なかったのです

けれども、新築でわざわざそれを作るかどうかというところがちょっと違う話かと思い

まして。 

◆会 長：少しでも筋があると、やはり額縁とか飾る時にはそこを避けてとなることは分かります

けれども。他の委員の方々から、何かお気づきになったことがあれば。今、●●委員が

言われたケースと言うのは、ケースギャラリーの機能としては、いわゆる什器をここに

入れて、例えば焼き物、瀬戸物とかケースに入れなければ展示できないというようなも

のを飾るための、そういう部屋という考えでしたっけ。 

◆委 員：前回の委員会の時の案は、こっちに展示ケースがあって、ホワイトキューブには何も無

かったのが、今、一列長い展示ケースが必要ということでこのようになったようですが、

実際の展示空間のことだけを考えると、やはり前回の案のほうが良いのではと。 

◆会 長：ケースギャラリーに展示ケースをつけたほうが良いのではないかということですね。ホ

ワイトキューブに特化した方が良いのではないかと。はい、●●委員。 

◆委 員：展示ケースについては、私も賛成です。展示ケースがあると、逆にこれを移動するのは

結構大変というようなケースの大きさではないかと思います。動線についてですけれど

も、展示によりましては逆に壁を作ることがあります。でありますけれども、動線は後

から壊せません。壁は作れます。更に前に壁を作れば良いのであって。ということなの

で、ここの動線は真っ直ぐあったほうが、今後の憂いはないと思います。 

◆会 長：ホワイトキューブのところ、このケースは移動しない、無い方が良いのではないかと。

その方が、汎用性が高いのではないかということですね。今日色々ご意見をいただいて

おいて、進めていくという形でよろしいのでしょうか。色々意見を反映させておいて。 

○事務局：いただいたご意見は室の中でも、両方の意見がありました。ケースギャラリーのほうが

いいのではないかというのと、ホワイトキューブにあった方がといいのではないかと、

やはり二通りに分かれました。最終的に何故ホワイトキューブの方にしたのかというと、

ここにも東京国立近代美術館の例がありますけれども、私たちの収蔵品は、日本画系の

作品がわりと多くありまして、書や日本画、屏風の作品等、大きいものがあって、この

ケースギャラリーの二つに別れたケースの中には納めきれない作品がどうしても出て

くるという時に、ではそれは、どう見せるのかという話になりまして、長い空間で見せ

られるというのがどこかに必要だという事になって、ホワイトキューブに一つケースを

設けるということになりました。あと、文化庁に相談に行ったときに、ケースギャラリ

ーがジャイアントルームの方に向いた空間になっているので、ジャイアントルームの中



 

 

の展示環境と、ケースギャラリーの、特にケースギャラリー１の場合ですね、展示環境

が引っ張られるのは良くないので、ここにはそういう作品は飾れないですねということ

が指摘されて、ケースギャラリー２だけという話にもなったのですが、そういうことも

踏まえて、ホワイトキューブの方に大きなものを持っていくという形で、室内で意見を

まとめることになりました。倉庫の扉につきましても、設計者からも、建築全体の仕上

げの見栄えとか色々あって、出来れば設けたくないという話はいただいていたのですが、

どうしてもこのエレベータから、大きな作品をホワイトキューブに入れる時に、一回、

展示室前室のようなところを通って、倉庫の中の扉がないとすると、ホワイトキューブ

に直角に入れなければならない。直角に曲がって入れなければならないという、取り回

しのところが少し心配で、倉庫の中の荷物を出入りさせる事もありますが、長くて巨大

な直角に曲がりきれないものを、倉庫の中の通路を通って出すということもあるのでは

ないかということで、一応設けることになりました。 

◆会 長：そうですよね。 

◆委 員：このケースは真ん中じゃないと駄目なんですか。 

○事務局：それも、一応色々なところで検討はしました。一番ここが、他の作品のところにも邪魔

にならないのではないかというところで。 

◆委 員：何か、この例のように、端っこにしておいて埋める事ができたら。 

○事務局：当然このケースの前は、使わないときには埋めます。 

◆会 長：●●委員の意見は、所謂壁側にケースがあるようにしてしまえばと。さっきの西澤さん

の話で、柱があるので柱を囲むと言う説明もあったけれども。とはいえ壁にケースをつ

けておいた方がキューブ的な特徴も残せるのではないかという意見ですよね。 

◆設計者：一番東側の面にある、Ｘ15通りに作ることも当然考えましたが、その場合、ホワイトキ

ューブに入って真正面にケースが見えてしまうことと、それを隠したときに、仮設パネ

ルがまた正面にきてしまうので、その奥にするよりは、大・中・小と分けるので、展示

ケースの部分であれば展示ケースのコーナーというか、そういう使い方がまだ出来るの

ではないかなと。特に壁が直交する隅の部分に、隙間が開くというのが、一番の目地に

なるのですよね、展示する時に。ですから正面に、Ｘ15通りにケースがあって、それを

塞いだりすると、その面が非常に甘い面になってしまって。ホワイトキューブは通常、

この一番奥が一番使いやすいので、ここは外した方が良いのではないかという判断をし

ました。もう一つ、そのＸ13.5通り。Ｘ13－Ｘ14の間に入れる場合はどうかというと、

その場合は、実は納まるのですが、一番東側の部屋が今度は狭くなってしまって、今展

示ケースがあるところの幅と、それほど変わらなくなってしまいます。なので、入った

ときに正面に展示ケースが見えないと言うことと、ホワイトキューブの手前の一番大き

い部分と奥の部分を、ゆったり色々な使い方ができるように、ホワイトキューブに展示

ケースを入れるのであれば、ここがベストかなという判断をしました。 

◆委 員：ちょっとよく分からないのですが、二つ壁面がありますよね。Ｘ13－Ｘ14の間の壁面と

柱を通して。Ｙ8－Ｙ9の間にも壁面がありますが。これはもう、固定した壁面ですよね。 

◆設計者：そうです。これは固定しています。 

◆委 員：構造的にこれは、止むを得ないのですか。 

◆設計者：柱が構造的に止むを得ないのであって、壁自体は勿論、後から壊そうと思ったら壊せま

すけれども。仮設壁と言うほどのやわなものではなくて、本設で作ります。 

◆委 員：見栄えとしては、柱が二つホワイトキューブの間にあるのは不自然かもしれませんが、

ホワイトキューブ全体の大きさを上手く活用するには、この壁面と展示ケースを、一括

して考えてみると、かなり大きなラーニング空間が生まれるのではないかと思いました



 

 

けれども。 

◆設計者：基本設計の時はそうしていましたが、前回、大・中・小くらいに分けたら良いのではな

いかと言うことで、この案で進めております。 

◆委 員：まあ、可動壁で十分ですよね。可動壁の収納と、展示ケースとを上手く一体化してやれ

ば、面一の面が出来るのかなと思うのですけれども。あと先程出た、ドアのところです

よね。そこも壁面に合わせて上手く処理すれば、開きではない、その開きの中に上手く

スライドか何かで隠せるような壁面が生まれないかなと。ここのドアは、常時使う訳で

はないですよね。倉庫４から出る時に。 

○事務局：そうですね。何か物を出し入れする時だけで。 

◆委 員：常時出入りするわけではないので、可動壁みたいな形ですぽっとはまってしまえば、綺

麗な空間が保てるかなと感じました。 

◆委 員：あの、いいですか。ガラスケースに収まらない作品があるということでしたよね。今、

日本画が 59 点あるわけですね。全体の 2800 点のうちの 59 点あるわけですよ。そのう

ち、長尺物と言うのは何点あるのですか。 

○事務局：すみません、作品リストを持ってきていないので、ちょっと分かりかねるのですが。 

◆会 長：●●委員の意見としては、そのためだけに、これだけ作るのかということですよね。 

◆委 員：個人的には、自分のところの収蔵作品等は、きちんと環境を整えればケース無しでホワ

イトキューブに展示することは可能なんじゃないかなと思います。本当は屏風に関して

言えば、ケースが無いほうが綺麗に展示できるので、きちんと環境を整えることが重要

だと思います。そのほうが、下手に密閉してしまって、中のケースから色々と薬品が出

たりするよりも、本当は環境も良いのではないかという話も最近は議論もされているの

で、そこら辺が本当に必要かどうかということと、所蔵品以外のものや、国から重要文

化財みたいなものを借りてくる時にどうしてもケースが必要かという辺りをよく考え

た上で、このホワイトキューブの形をきれいに活かしたままで、長い作品や、屏風の作

品を展示することを考えても良いのかなと思います。結構最近、西洋・アメリカなんか

の美術館だと、あまりケースを使わないで、少し深めの舞台みたいなものを作って、そ

この奥の方に屏風を並べたり、あるいは畳を敷いてその上に屏風を並べたりとか、そう

いう演出をしたりしているので、何か考え方はあるのかなというような気はします。ケ

ースはやはり、すごく美しくないんですよ。広いところで、ここは天井まで届いている

とはいえ、真ん中に作ってしまうと。ですから、部屋の中に作るのであれば、ここより

も他の、最初のケースギャラリーのほうが良いのかなという気はします。逆に言うと、

長い物や屏風、日本美術の物をどうやって上手にホワイトキューブに展示するかという

ことの工夫をしたほうが、少し前向きと言うか、これからの美術館には合っているのか

なと思います。その辺は美術館としての考えようだと思うし、どうしてもケースの中に

入れなければならない重要文化財みたいな物があるのであれば、それは仕方がないと思

いますけれども。もう時間がどの程度あるのか分からないですけれども、そういったこ

とも含めて考えても良いのではないかと思います。大きなガラスケースはガラスが歪ん

でくるし、メンテナンスも大変です。メンテナンスを考えると、あまり複雑なものは無

いように済ませることが良いと思いますし、ユニットは小さいほうが良いのではないか

と言う気はします。 

◆会 長：はい、ありがとうございます。実際にそうですよね。ガラスケースと言うのは、中々汎

用性が無いので、無くてはならないという作品もあるけれども、無くてもできる可能性

のほうが、技術的には高い場合もありますし。色々な美術館がある中で、どちらか選ぶ

ことになるかと思いますけど。例えば、ホワイトキューブらしさを残して、ガラスケー



 

 

スも欲しいということ、例えばＸ13－14のほうにガラスケースの無い壁、これごと無く

してしまうという考え方はないのですか。先程西澤さんから、大・中・小と三つの空間

という説明がありましたけれども、ガラスケースのある壁は残しておいて、もうひとつ

のガラスケースが無い、縦の壁のほうは無くしてしまって、柱が見えている、そう言う

空間。よりホワイトキューブの空間もあるし、動線の通路的なところに、ガラスケース

があるというのも、あるのかなとふと思いましたけれども。今日、色々きっと皆さんの

ご意見は尽きることがないかと思いますが。 

○事務局：こちらの展示ケースに関しては、建物本体の躯体とか、関わらない部分でもありますの

で、こちらでいただいた意見を参考にしながら再度、詰めの段階で検討したいと思いま

す。 

◆委 員：変えられるんでしたら、私もいらないと思います。 

◆委 員：そうですよね、僕も。 

◆設計者：そうすると、前回は 500平米のだだっ広い空間じゃないかということでしたが、今回こ

の図面を見てみると、やはり一つの空間の方が良さそうかもね、という感じでしょうか。

これ自体は、ホワイトキューブの中なので、諸々の申請作業には関わらないでいけると

思うのですが。 

○事務局：これは耐力壁ではないんですか？ただの間仕切り？ 

◆設計者：ただの間仕切りです。 

◆委 員：オープニングの時に、この広い空間がアピールポイントだと思うのですね。これを選ん

だ理由でもあるので。だからオープニングの時には、この大空間が展示するものを何か

インスパイアしてくれると思うので、それを活かした展示にして、何か次の折に壁を立

ててみるとか、ワークインプログレスで、どんどん変わっていくんだ、この美術館は、

というあり方のほうがいいと思います。折角ここまで基本計画をかなりアグレッシブに

頑張ってきたので、是非だだっ広いのを活かすという最初であって欲しいなと思います。 

◆設計者：そうすると、Ｘ13－Ｘ14の壁を取るとしたら、今、ケースが今ある壁だけが返ってくる

ので、変かなという気はするのですが。 

◆委 員：両方無くても良いかなと思います。柱と柱の空間を展示に使うこともできますので。 

◆設計者：柱自体をきっかけにすれば、そうなりますよね。 

◆委 員：何か面白くなるかなと思います。 

◆会 長：では色々、壁が一つだけある、両方無いなどの、有り得る可能性の話は全て出たわけで

すが。●●さん、何か一言。 

◆委 員：私は第一印象なのですが、両方とも無いほうが良いと思いました。ただ、話を伺ってい

ると、私はあまり見えないのでよく分からないのですが、まず、ガラスケースがこの中

に登場するということにびっくりしました。先程ご意見があったように、たくさん展示

する物があってというのであれば、そうなのでしょうけれども、むしろ、ガラスケース

がどうしてもというのであれば、ケースギャラリー２に持っていって、万が一の時のた

めに備えておくとか、そういうことも良いのかなと。やはりホワイトキューブはホワイ

トキューブでドンとあった方がいいなと私は思いました。 

◆会 長：はい。では、各委員から話が出ておりますけれども、●●委員もちょっと、大体の話は

把握されたかと思いますけれども。 

◆委 員：僕も、この会議に参加する前の段階でも、展示ケースの話は少し伺っているところがあ

ったので、今の皆さんのお話と重ねて、●●委員のお話に同意です。展示ケースがここ

にあるというのは、ホワイトキューブの魅力を、きちんとここでは出していった方が良

いのではないかという感想を持っております。 



 

 

◆会 長：はい。●●委員。 

◆委 員：何も無いほうが良い。 

◆会 長：何も無いほうが良いと。 

○事務局：Ｘ9通り側の壁に展示ケースという案はないんですか、壁に直付けの案は。 

◆設計者：西側ですね。これも検討はしましたが、基本的にホワイトキューブは矩形なので、建物

で、ある部分をどこか塞ぐと言うのは、あまた美術館を見てきても、やはり甘くなって

しまうんですよ。だから置くとしたら、真ん中に置くか、それだけ独立しているか。そ

れが、可動の行灯型の展示ケースとか、可動の展示ケースとか、その方がまだ自然に見

えるかなと言う感じです。これはＸ15通り側の場合と同じ考えです。 

◆会 長：先程●●委員からもあった、展示ケースが無くても飾れる。まあ条件は色々あるものの、

展示室の空調さえしっかりしていれば、という話もありましたけれども。その辺の法規

的なことは、文化庁等々リサーチしてきたときに、ちゃんと展示ケースの中で湿度温度

管理していないと貸し出さない、重文など色々あると思いますけれども。どのレベルの

ものをどう飾っていくのが、この美術館において一番ふさわしいのか、みたいなことは

あると思うのですが。まあ、キリが無いと思いますけれどもね、重要文化財を展示ケー

スの中できちんと飾るための美術館を作ろうとしているのか、というところかと思いま

すけれども。 

○事務局：国宝や重要文化財を中心に据えているわけではないのですが、ソフト計画の中でも触れ

ているのですが、地域の文化資源を活かして、それをアートプロジェクトとかそういう

企画に活かしていこうとしたときに、どうしても八戸は国宝とか重要文化財があるので、

それを美術館に飾ろうとしても、ケースの中でなければ多分許可が下りない、重要文化

財や国宝クラスになってしまうと。そうなると、仮設でそれが入るケースを揃えれば良

いのではと文化庁に言ったところ、ケースの中の環境が、一年間とか、二～三ヶ月、ど

ういう環境にあるのかというデータを提供しなければ、貸し借りはＯＫできませんとい

う話がありまして。ケースを作ったら、ケースをその展示する前からそこに置いておき、

その間ホワイトキューブを閉じるということになっても大丈夫ですか、というような聞

かれ方をされました。なので、そのクラスになると、そういう設えと環境とを全部提供

した上で、移動しても良いという許可は出るので、そういう事も考えますか、という話

はされました。 

◆会 長：最初に説明された、屏風等の長い物を飾れないから大きいほうへという話は。 

○事務局：それもありますが。 

◆会 長：例えば、委員の中でもいくつか、こちらのケースギャラリーの方に空調をきちんと調整

してケースを置くという事も。 

○事務局：そういう事もあるのですが、あとは、先ほど●●委員もおっしゃったように、長尺物が

どれだけあって、それをちゃんと飾るのか、あるいは収蔵品は剥き出しで良いとなるの

か。うちの学芸員とも検討しましたけれども、一応収蔵品はそれでよしとしても、他館

から借りてくるものの対応はどうするのか、という意見はあります。 

◆委 員：ケースギャラリー２に設えると、最大限９メートル取れるわけですね。今、12メートル

なのか、９メートルなのかという議論だとすれば、９メートルでどこまで出来るのかと

考えてみると、相当できるのではないかと思えるのですね。ホワイトキューブをそんな

に痛めなくても、出来る可能性はあると思うので、その辺の可能性を少し探ってみては

いかがでしょうか。 

○事務局：いただいた意見を踏まえて、ケースの位置等はこちらで検討いたします。 

◆会 長：概ね委員の中からも、よりホワイトキューブの空間を活かす方向で、借りられるもの、



 

 

長尺物といえども、９メートルの中で、こちらのケースギャラリー２のほうで、工夫し

てやるという方が、よりそれぞれの特徴を活かした空間が出来るのではないか、という

意見だと思いますので。これらの意見を事務局のほうで、最終的には考えていただいて。

はい、ありがとうございます。では、次の報告２に参りたいと思います。 

 

（１）．②第３回委員会後の検討状況について 

 

◆会 長：第３回委員会後の検討状況について。こちらも事務局のほうから、説明をお願いいたし

ます。 

○事務局：それではご説明いたします。次の議題に入る前に、私のほうから、計画を策定するにあ

たって前回委員会後の進捗状況について、簡単に説明したいと思います。資料２を御覧

いただきたいと思います。前回、２月７日に第３回委員会を開催いたしまして、その後

２月末に基本設計が完了したところでございます。基本設計の内容は３月上旬に公表し

ておりますが、同じ３月 25 日には、本日いらしていただいている日比野会長や、三澤

委員、吉川委員に出演いただきまして、シンポジウムを開催したところであります。４

月からなのですが、学芸員１名を新規採用しまして、新年度体制で業務を開始しており

ます。４月以降、設計に関する打合せと、管理運営基本計画策定に関する事務局内での

打合せを重ねてきておりますが、特に、管理運営基本計画の策定にあたっては、７月か

ら９月にかけて、５回、ワーキング会議を開催しております。昨年度は、５名のワーキ

ング会議委員の皆様に一同にお集まりいただいて会議を開催したところでありますけ

れども、より実効性の高い会議とするため、テーマ毎に委員の方を一人ずつお招きして、

全５回、開催したところです。なお、ワーキング会議については、参考資料２と言う形

で５回分、会議の概要を添付しておりますので、そちらをご覧いただければと思います。

簡単ですけれども、事務局からの報告は以上です。 

◆会 長：はい、ありがとうございます。何かご質問はありますでしょうか。では、続きまして議

題の審議に移ります。 

 

（２）．①八戸市新美術館管理運営基本設計案について 

 

◆会 長：はじめに、議題１、新美術館管理運営基本計画案について、事務局から説明をお願い致

します。 

○事務局：はい。それでは管理運営基本計画案について、ご説明いたします。ここで使う資料は、

資料３「八戸市新美術館管理運営基本計画案」と、資料４「八戸市新美術館管理運営基

本計画のポイントについて（案）」、それから後で資料５「第３回委員会での主な意見と

対応状況」をご説明したいと思います。まずは、資料４です。計画の内容が結構、ボリ

ュームがありますので、資料４のポイントについての資料のほうで、ポイントだけ掻い

摘んでご説明いたします。ページ番号をふっておりますので、計画のページと併せてご

覧いただきながら、お聞きいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。

それでは、資料４－１から順に説明いたします。まず、「１．新美術館のビジョンと活

動イメージ」と言うことで、計画書では３ページになります。基本構想で掲げた、「ア

ートエデュケーション・ファーム」と言うビジョンのもと、「美術館」、「アートの学び」、

「アートのまちづくり」の３つの役割を融合した美術館とすると掲げております。「２．

アートの学びを提供する美術館」、４ページですね。この新美術館の特徴として、アー

トの学びを提供する美術館があります。作品を鑑賞すると言う表現者と鑑賞者の関係と



 

 

してだけでなく、アーティストや美術館スタッフと、市民が対話したり、一緒に何かを

作ったり、考えたり、学んだりと、人々が出会うことで生まれる体験・経験を提供する

と言うことと、その体験や経験が育むものを尊重する美術館にしたいと言うことを、こ

こで書いております。次は「３．事業の構成」と言うことで、６ページになりますが、

ここで一つ訂正がございます。委員の皆様には、事前にこちらの資料をお送りしており

ましたが、その内容では、「基本事業」と「パイロット事業」があり、書き方としては

「基本事業」を複合的に行うものが「パイロット事業」と書いてありましたが、そうで

はなくて、「基本事業」は、美術館活動の根底を支える、原則的には市民等との共創パ

ートナーとは関わりの薄い事業と言うか、あまり関わらないような日常業務ですね、こ

れを基本事業としまして、「パイロット事業」は「基本事業」以外の、共創パートナー

と関わる可能性のある事業と言うような整理をしております。お送り資料と、修正した

部分については、赤字で示しております。ここでは、前のものでは「美術館学芸」に展

示活動、「アートの学び」に人材育成、「アートのまちづくり」に「アートプロジェクト」

が記載されておりましたが、これらは全てパイロット事業と整理し、新たにそれぞれ「研

修・研鑽」という事業を追加しております。ここで改めて、資料４の「３．」にお戻り

いただきたいと思います。新美術館の事業は、美術館活動の根底を支える「基本事業」

と、基本事業の枠を超えて、企画内容や目的に応じて組織横断的なチームを編成し、市

民や地域と連携しながら実施する「パイロット事業」の２つの柱で構成しております。

アートの学びを提供する美術館として、「パイロット事業」のうち、次の３つの事業に

ついては開館前から準備を進め、新美術館の特徴的な事業として打ち出したいと、考え

ております。一つ目はアートファーマーと書いておりますけれども、新美術館のスタッ

フとともに、美術と人との関わりを考え、実践する「アートファーマー」を一般公募し

て、市民の皆様と美術館の企画立案や運営に関わっていく仕組みを設けたいと考えてお

ります。二つ目としては、小中高校連携プログラムという事で、これも市内の小中高校

の先生方とご相談させていただきましたけれども、美術館が学校と連携して、相互の活

動を補完しあうことで子どもたちの力を伸ばして、自ら新しい価値を作り出せる人を育

むプログラムを展開したいと考えております。三つ目は、大学・高専連携プログラムに

なります。これも、特徴的な活動を展開されている、市内の大学・高専と連携すること

によって、アートの力を他業種や多分野と融合させ、新しい価値の創出につながるプロ

グラムを実施したいと考えております。「４．収集方針」は、資料の 19ページをご覧く

ださい。こちらに旧美術館の収蔵作品が掲載されております。新美術館での収集方針は、

従来のものを尊重しまして、基本的には「八戸市を中心として近隣地域ゆかりのもの」、

「同地域における新たな魅力の創出や学びにつながるもの」、「八戸の美術を美術史全体

の中で位置づけられるもの」の３つを方針として掲げております。尚、今までこれは無

かったのですが、作品の収集にあたっては、専門家で構成する「美術品等収集委員会」

のようものを立ち上げて、そこでの検討を経て収集したいと考えております。資料の裏

面のほうに参りまして、「５．運営形態」になります。ここは計画書の 20～21ページに

あたります。新美術館につきましては、これまで旧美術館の活動実績等を考慮し、「市

直営＋一部外部委託方式」を採用したいと考えております。組織体制については、図が

21 ページについておりますけれども、館長やディレクターで構成する「管理経営機関」

と言うものがあって、ここが事業方針の決定及び進行管理を行い、学芸員や事務員等の

スタッフで構成する「運営執行機関」が方針に基づき企画立案や業務改善等を行ってい

きます。また、グレーで塗っている、新美術館運営組織とは別に、日常的に新美術館の

運営組織と連携、協働しながら事業を行う機関の活動の拠点を、館の中に整備したいと



 

 

考えております。ここでは二つ掲げておりますけれども、一つは「市文化政策部門」と

言う、総合的な文化政策推進に関わる取組を行う拠点機能を担う部門の入居を検討した

いと思っております。二つ目が「大学活動拠点」と言うことで、先程、平面図の２階に、

多目的室と言うところがありましたけれども、そこを大学の活動拠点として、アートを

通した分野横断的な事業展開を図りたいと思っております。それから「６．開館時間・

休館日」は 20ページに掲載しておりますけれども、開館時間は、10時～19時までを想

定しております。旧美術館は、９時～17時までとなっておりましたけれども、周辺のは

っち、ブックセンター等が、20、21 時まで開館している状況ですとか、平日 17 時です

と、どうしても来にくい方もいらっしゃると言うことで、遅い方にシフトした開館時間

をとっております。また、休館日も毎週火曜日と設定しております。従来は月曜日が休

館日でしたけれども、博物館等、市内の施設が月曜日休館が多いと言うことで、いっせ

いに全て月曜休館日ですと、月曜日にいらした方が見に行く施設がないと言うことで、

ここは火曜日にずらしてとっております。「７．利用者の想定」は 25ページに掲載して

おりますけれども、利用者数として、年間約９万人をここでは想定しております。旧美

術館が年間平均約３．３万人でしたので、約２、３倍のところで想定しております。「８．

収支試算」も 25 ページになりますけれども、今、設計も進めているところですし、ま

だ具体的なプログラムを落とし込んでいるわけではないので、ここでは収支の概算と言

うところで載せております。今後の検討において算出すると言うことで、ここでは、主

に美術館に必要であろう支出項目と考えられる収入項目を、項目だけ掲載させていただ

いております。ポイントはざっと、以上ですけれども、ここで資料５をご覧戴きたいと

思います。資料５は前回、ご思案をお示ししたことに対して、色々委員の皆様からご意

見をいただきましたので、そのご意見を踏まえてどのように対応したかと言う状況を対

照表で示しております。こちらについても、計画案と併せてご説明したいと思います。

まず３ページにあります、ビジョンについて。前回、「アート・エデュケーション・フ

ァーム」というビジョンについて、海外を意識したときにこれではまずいのではないか

と言う意見をいただきました。「アートエデュケーション」と言う言葉と「ラーニング」

については、海外での事例等を含めて内部で色々議論、検討してきましたが、「アート・

エデュケーション・ファーム」は基本構想で公に掲げたビジョンで、既に対外的に発信

されているので、ここでは現状のままとさせていただきました。ただ、３つの単語が、

中黒点で区切られておりましたので、単語が羅列されていると言う印象にならないよう

に、アートエデュケーションの間の点は省いて、「アートエデュケーション・ファーム」

と修正するとともに、英語表記も併せて対応させております。「№３」３ページになり

ますけれども、「アートエデュケーション・ファーム」と言う新しいエデュケーション

のあり方に挑戦していくという話と、３つの円が重なるように書いていたのですが、そ

れが一致しない印象があると言うことでしたので、「美術館」、「エデュケーションセン

ター」、「アートセンター」と言う表現をやめて、美術館の基本的な役割に、「アートの

学び」と「アートのまちづくり」を加え、融合させた美術館に表現を改めました。図も、

融合するような図に改めております。「№４～９」までは、前回の先導事業と基幹事業

と言う呼び方をしておりましたけれども、年間に何本もテーマが走っていたり、事業量

もものすごく膨大な事業で、実現不可能ではないかと言う意見をたくさんいただいてお

りました。そこで、骨子案で、先導事業・基幹事業としていたところを少し見直して、

先程もご説明しましたけれども、美術館活動の根底を支えるために必要な、美術館学芸、

アートの学び、アートのまちづくりのそれぞれの専門性を高めることにつながる事業を

「基本事業」と位置づけまして、それ以外のプロジェクトを「パイロット事業」と位置



 

 

づけております。この「パイロット事業」があることによって、この美術館の最大の特

徴を示すとしております。併せて、14ページに記載しております、年間事業モデルにつ

いても、色々見直しを行いまして、年間の展覧会の本数ですとか、コレクションラボの

展示替えの本数を含めて、見直しを図りまして、現実的なプランに落とし込んでおりま

す。裏面にいきまして、「№10」、計画書では７ページになります。人がたくさん集まっ

てくるようなプロジェクトをやる中で、これからの美術を切り開くようなキュレーター

養成センターのような視点を持つことが良いのではないかと言う意見です。これについ

ても、「基本事業」の中に、「研修・研鑽」事業とありまして、そのような視点にも取り

組んでおります。「№11」ですけれども、美術館に合うエデュケーターが中々いない中

で、オープンに向けて育成したほうが良いのではないかと言うご意見ですけれども、こ

れも現在、様々な研修に職員を派遣しておりますし、今後もこれらの研修・視察の他、

そこで学んだことをオープン前のプレ事業を通して実践していくなど、スタッフの育成

に努めたいと考えております。「№12」は、８、10 ページにある、共創パートナーの図

ですけれども、ここに書かれている人たちと言うのは、美術館に比較的興味があって関

わりたい人たちだけれども、そもそも美術館に興味の無い方を取り込む必要があるので

はないか、と言うご意見です。これも美術館にあまり関心のない方にもアプローチでき

るよう、様々な事業を通して触れるきっかけを提供したいと考えております。「№13」

は９、18ページとありますけれども、これもジャイアントルームの活動が、オープンし

た時に何も無くて、何をしている空間かよく分からないと言う状況を見せないようにし

たほうが良いとのことでしたので、これも市内のみならず、八戸市と密接な関係にある、

近隣市町村や隣県もターゲットに、多くの人を呼び込みたいと書いております。「№14」

は文字の問題で、「共創相手」よりは「共創パートナー」のほうが良いと言うご意見で、

「共創パートナー」に改めております。「№15」は、キュレーター・イン・レジデンス

の視点があったほうが良いとのご意見でしたので、これも 11 ページに、アーティスト

や外部キュレーターを招聘する「レジデンス事業」と言うことで掲載しております。「№

16、17」については、これはソフト・ハードの両面ですけれども、オープンした時点で

全てが揃っていると言うことではなくて、走りながら作り変えられる余地があったほう

が良いと言うご意見でございます。これも、こちらの 16 ページに記載しておりますけ

れども、ソフト・ハードの両面において、開館後も使い勝手や仕組みが変えられるよう

なことを検討していきたいと思います。ただ、国の補助制度を活用して整備する建物で

すので、大幅に建物の構造に関わる部分を変えることは難しいかもしれないですけど、

許容される範囲で適宜対応して変える仕組みにしたいなと考えております。次のページ

にいきまして、「№18」になります。これも、第三章までのプロジェクトの話と、第四

章以降の運営計画のところの話が合っていないと言うご意見でございます。実際、事業

のほうはかなり盛ってあって、それに対して組織のほうが貧弱ではないかと言うご意見

でございますけれども、これも、第三章の事業を見直すと共に、それに対応するような

組織、必要な側面と言うことで、掲げております。「№19」はジャイアントルームを運

営するにあたって、マネジメント的なことを行う人が必要だというご意見です。これも、

館のマネジメントを行う機関を「管理経営機関」として、館長やディレクターで構成す

る内容に改めております。また、アートファーマーによる企画提案の仕組みを構築する

と同時に、アートファーマーを含む美術館に集う人々とのコミュニケーションをディレ

クターや学芸員が積極的に行うことで、プロジェクト化につなげると言うことも検討し

ております。「№20」は、スタッフの話になりますけれども、インストーラー的な人材

が必要だと言うご意見でございます。これも、美術担当と言うことでここには記載しま



 

 

したけれども、多岐にわたる業務があって、それぞれ専門職ごとに人を張り付けると言

うことは中々難しいのですが、なるべく幅広く担える方を見つけて採用していきたいと

思いますが、同時に、スタッフが担えない部分については、一部外部への委託と言う思

案も含めて検討したいと思っております。「№21」は組織の話で、これも組織体制が固

まっていないと言うことを大変危惧されているご意見でありますけれども、これも管理

運営基本計画は、運営に関する大きな方向性を示す計画であることから、具体的な組織

図までは掲載しないのですが、新規に学芸員を採用するなど、オープンに向けて組織体

制づくりを進めておりますので、今後も段階的に進めたいと考えております。最後の「№

22」は収支について。これも、一般的な美術館の運営の予算組みではなくて、新しい軌

道にして、稼げるような仕組みを作ったほうが良いと言うご意見でございますが、これ

も、収入の安定化と経営の合理化を進めるのは勿論のことですけれども、一方で、新規

事業を立ち上げる時に、新たな収入源となる方法、色々な事業を模索したいと考えてお

ります。その項目も、寄附金やクラウドファンディング等による資金調達ですとか、或

いは自立的・創造的な収益事業からの収入と言うことで文言は盛り込んでおります。前

回の委員会から大分変わりましたので、一応こう言う形で対応させていただきました。

計画については以上となりますので、またご意見いただければと思います。最後に一つ、

資料４の「９．今後のスケジュール」について説明します。今日、委員会でご意見をい

ただきまして、修正に反映したいと思います。また、来月ですけれども、一ヶ月間、パ

ブリックコメントを実施したいと思います。委員の皆様と、市民の皆様からいただいた

ご意見をもとに、また修正を加えまして、委員の皆様と事前協議をさせていただきなが

ら、年内には運営計画を策定したいと、そう言うスケジュールで考えております。また、

この次の議題に出てきますけれども、今度は、この計画をより具体的にするためにも、

中期運営計画の策定にも着手いたします。こちらも、来年の３月を目処に策定するスケ

ジュールで進めたいと思っております。事務局からは以上になります。 

◆会 長：はい、ありがとうございます。運営のこの会議でも、すごく魅力的なアイディアはたく

さん出てきて、そんな運営が出来ると本当に素晴らしいものになるよねという話。しか

し、実際にこれを運営することは、本当に、人数やそれなりの経験値やスキル、その場

の適応能力等が必要になってくる。実際動かしていくとなるとなかなか大変だから、人

材育成も必要だという話の中で、事務局からの反応も踏まえての計画案だと思いますが。

資料がたくさんありまして、質問事項に対するＱ＆Ａ的なものもありましたし、収集計

画等もありましたが、委員の先生方から何か、このタイミングでもう一言きちんと言っ

ておきたいとか、気になること、もう少し詳しく聞きたいこと等、何かありましたら。 

◆委 員：一通り拝見して、少し気になったことを一つお伺いしたいのですけれども。25ページの

利用者数の予測と言うところですが、９万人という数字が出ております。例えば、観光

入込数の 0.5パーセントとありますけれども、この 0.5パーセントの根拠は何かという

のと、真ん中の文章のところに「新美術館における利用者数９万人を想定した場合」と

ありますので、想定した場合に 0.5 パーセントで計算したのか、0.5 パーセントにした

根拠が分からなくて。これでいくと、一日平均 100人ずつ迎えることになるので、この

９万人と言うのが、採算の計算の結果による目標値なのか、予測と書いてあって、文章

が少し前後しているところがありますので、その辺がどういうストーリーになるのか、

お伺いしたいのですけれども。 

◆支援業務受託者：0.5 パーセントに設定した理由は、八戸は観光客数が非常に多いのですね。県

内で一、二を争う、多い数字があるのですが、一方でこの美術館は、勿論観光客の方た

ちにも来ていただきたいのですが、それよりもどちらかというと、地域の方を重視して



 

 

いるということで、旧美術館の実績を見ながら、数値を調整して設定したものとなりま

す。 

◆委 員：はい、ありがとうございます。 

◆委 員：三点ほど申し上げたいと思います。この計画書を全体的に見せていただきまして、ワー

キングの方々の意見をよくここまでまとめていただいたなと。素晴らしくまとまってい

ると、まず思いましたので、それは大変勉強になりました。意見としては、三点と申し

ましたけれども、事業の構成ということに関してが、まず一点目です。その中で、アー

トファーマーというのが一番鍵になっていると思います。そうした時に、今後なんです

けれども、アートファーマーとは、どういう人たちをどういう処遇で、どんな形で集め

るのかということが、鍵になるようにも思えますので、この辺のことを今後もう少し詰

められたら良いのではないかというのが第一点でございます。それから二番目は、運営

形態の検討についてですけれども、詳細は 20 ページに書かれておりますが、この報告

書の結論で良いのだろうとは思います。「市直営＋一部外部委託方式」となっているわ

けですよね。ただ、この指定管理者制度というものを制度的なことで言うと、この区分

けでメリット・デメリットを書いておくのは、いかがなものかと。所謂報告書としての

ベースとしては、少しだけ疑義があるというところです。どういうことかと言うと、指

定管理者制度で想定していますのが、直営にするか、指定管理者制度を採用するかの、

どちらかにしなさいと言っているわけです。でありますので、これは指定管理者制度を

採らないで、市直営でやる、ということの中のバリエーションとして、一部事業委託等

が発生するというような形態が、本当の正確な言い方なのです。そうした時の、メリッ

ト・デメリットというふうにしておかないと、分け方に三つの方式があるかのように見

えるので。そういう方式はありませんので、基本的には、直営か指定管理者制度かと言

うことなので、それに伴う整理の仕方を。あと、メリット・デメリットの書き方が、も

う少しこうしたら良いのではないかということがありましたので、後ほどこれは申し上

げたいと思います。三番目は、入込客と言うところで、想定があります。３万～９万人

台ということで、これは十分達成できる数字かなと何となく思いますけれども、この考

え方の内訳を見ますと、建築側からご説明があったように、この美術館はどちらかとい

うと、エデュケーションファームと言うことで、地元型と言うのも変ですけれども、市

民をより大切にすると言ったら良いのか、そういう方向の美術館の構成となっているよ

うに思います。従いまして、県外等の入込客の割合を、こういう風に見るというのは、

事業構想の基本コンセプトと、ややズレが感じられてならないです。ですから、入込客

を外からバンバン呼ぶんだということですと、そういうコンテンツをたくさん事例とし

て検討しなければいけないので、そうだとすると少し違うかとも思いますので、その辺

のことを、もう少しシミュレーションして、現実に近づけた方がよろしいのではないか、

というのが意見でございます。その詳細については色々ありますが、それは後ほど。 

◆会 長：はい、ありがとうございました。他に委員の先生方から何か。はい、●●委員。 

◆委 員：地域の皆さんと、とにかく色々なことをやっていくというのが、この美術館だと思いま

す。アートエデュケーションファーム、for people、for community ということだと思

うのですが。そういうことをやっていくのに、開館時間 10 時～19 時というのは、その

テーマを体現するのには厳しい時間だなと思っていまして。例えば、何曜日と決まって

いたほうが良いと思うのですが、21時までとか、週に一日は遅くまで開いているように

できないものかなと思います。実際に「はっち」で色々プロジェクトをやっていて、こ

の街には、もの作りとか、山車を作っている人がすごくいて、27の山車組でみなさん彫

刻等を作っています。それが、例えば左甚五郎の写真をちゃんと見て、それをそのまま、



 

 

発砲スチロールではありますけれども、実に見事に作るわけですよ。作ることに対する、

大変さとか喜びみたいなものを知っている人がすごく多いということが、最近すごくよ

く分かってきました。ですので、アーティストがやることにおいても、分からないとい

う人よりも、何だろうという人の方が多い。だからこの計画よりも、市民の方がずっと

進んでいる面があって、こういうものを彼らが見たら薄いなとか思うかも知れないくら

い、地域社会の人の方が物を作るということに関して、よくご存知の人が多いまちだと

思います。市民が、美術館が出来て実に良かったと、自分たちもここで主役になってい

るのだと、そういう風になっていただきたいなと思うと、やはり一日は遅く開いている

と、その人たちも週一だったら仕事の後に行けると思うし、そういう常識破りの展開を

しないと、八戸の人は納得しないのではないかなと思います。観光客も呼び込みたいの

であれば、この街で降りる方は、出張の人が非常に多いと思います。日中は仕事で、夜

に横丁に出て来るというライフスタイルが多いと思うのですよ。そうなると、飲みに行

く前に見てみるか、という人を呼び込むためにも、やはり一日くらい、少し遅くまで開

いているとか、イベント的に開くのではなくて週一くらいの頻度でそうなっていれば、

嬉しいなと思います。今申し上げたような、もの作りに対するリテラシーみたいなもの

が非常に高い街で、そういう人たちを呼び込んでいく。そういう人たちは、子どもたち

にこういうことを伝えていくという思いも非常に強いし、今、教育プログラムで学校に

行っているのですが、子どもたちも作られた物に対する関心がすごく高いことも分かり

ました。物に触れたりすることを、本当に喜びます。ただ、学校のカリキュラムの中で、

全然そのことに触れられるような時間が無いことが、本当に勿体無い。あれだけの関心

と、地域に作る能力はあるのに、それが繋がっていないという中で、この美術館の中で

どう結びつけて育てていくかということだと思うので、先程のアートファーマーの理論

においても、アートをファッションでというような都会的な感覚ではない、実生活に結

びつけることが出来る街なので、その点を、是非気をつけて捉えていただけると良いな

と。計画は仕方が無いのかもしれないけれども、もう少し踏み込んだ言い方が出来ない

だろうかということを感じました。 

◆会 長：●●委員の、八戸にはそういう力が非常にあると、既にやっている人もたくさんいると。

とかく、今の日本のアートシーンというか、美術館の大きな流れがあるかと思うのです

が、そういうフレームから捉える企画と、既にあるものをどう合致させていくかという

ことが、とてもよく分かりますし、まさにそうだなと。言葉一つでしょうし、見ても、

聞こえはすごくイメージはつくのですが、実際それがどういう実態なのかというところ

もあるでしょうし。既にそれならここにあるよね、ということになるのかもしれないで

すし。はい、まだまだご意見あるかと思いますが。 

◆委 員：細かいところになるのですが。例えば資料の７ページのところに、プロジェクトに関し

てですが、「形として残らない作品・活動などのデータベース化と活用を図ります。」と

ありますが、これは意外と大変なことです。例えばこれから、映像資料をどう扱うかと

か、データベース化した時にどう活用を図るかとか、その辺の具体的なことが、もう少

し検討されると良いのかなと思います。昔はよく、大きなビジョンを美術館に入れて、

誰でも活用できるというような施設がありましたが、そういう形をこれからはとらない

と思いますので、そうではなくて市民が必要な時に、撮り貯めたデータを見られるよう

な、イメージライブラリみたいな構想とか。または、市民が一つのプロジェクトをずっ

と追っていって、編集したものを投稿するとか、色々な形で映像化していく事が重要に

なってくるかなと思います。それが、美術作品のコレクションと共に映像のコレクショ

ンも時代の中で見られていくのかなと。同時に教育普及とか様々な解説をする時にも、



 

 

資料として市民に活用できるので、映像をどのようにアーカイブ化するかにも、これに

は人もお金にも関わってきますし、保存の状態にも関わってくるので、そこら辺の具体

的なプランをもう一歩進めても良いかなと思いました。 

◆会 長：はい、ありがとうございます。他に。 

◆委 員：内容は良いのですが、言葉の使い方というか、頭にスッと入ってこなかったところがあ

って。基本事業とパイロット事業。これを見ていくと調査研究とか収集保存、施設運営

というところが基本事業で、この先がパイロットと言う言葉を使っていますが、何とな

くパイロット事業ということと、展示をやっているということが、スッと結びつかなか

った印象があって。展示であるならば、何かもう少しそういうことが伝わるような事業

の呼び名のほうが、もう少し分かりやすいかな、という気はします。 

◆会 長：はい。他に、ご意見は。 

◆委 員：はい。16 ページにある、「新美術館を市民とともにつくり、育てる仕組み」というとこ

ろの辺りが、やはり今後育てていく美術館として、色々ハードについても少しずつ見直

していく、この辺りをもう少し詳しく知りたいなと思います。先程、●●委員からもあ

った開館時間の話や、あるいは先程出た壁面とか備品の話とか。これは実際に変えてい

くことが可能なのか、このあたりは具体的にはどんな形で考えているのか教えて欲しい

のですが。 

○事務局：まさにその、ソフトで言えばここにも書いてありますけれども、参加者の属性に合わせ

た開館・閉館時間の見直しというのがあって、運営していく中で、基本は 10 時～19 時

だけれども、日によって開ける時間を延長するとか、あるいはそもそもの 10 時～19 時

設定を何年かしたら見直して条例を変えるとか、そういうことも含めての可能性はある

のかなとは考えております。ハードの方も、躯体をどこまで変えられるかということも

あると思いますが、予算の話もありますが、展示機器・備品の更新は割とやりやすいの

かと思います。なるべくフレキシブルに対応するということが、もともとソフトもハー

ドもそういう計画でスタートしてきたので、可能な限り考えていきたいとは思っており

ます。 

◆委 員：では、活動の実態に合わせて、割と柔軟に対応できるような今後の見通しという形で思

っていていいのでしょうか。 

○事務局：そうですね。ここにも、市民参加によるジャイアントルーム・ギャラリーのルール作り

とありますけれども、使い方も、市民の皆様と一緒にルール化できれば良いのかなと思

っております。 

◆委 員：多分、アートファーマーという人たちが、美術館に来て仕事をする時間帯はおそらく、

22～23時になる可能性がすごく高いと思います。開館時からこの時間帯がそのままいけ

るかどうかというのも難しいと思うので、そういった、所謂一般的な美術館とは違うよ

うな、実際に内側で作業する人として、市民が入ってくる時の時間帯というのも、何か

考えたほうが良いのかなとは思いました。 

◆会 長：はい、ありがとうございます。他にご意見は。 

◆委 員：もう既に資料５のところで、回答が出ていることではありますが、やはりアートエデュ

ケーションで行くのですねという。どうかな、僕はラーニングの方が良いのではないか

と正直思っていて。もう既に出ていて、基本構想に入っていることなので、このままエ

デュケーションという言葉のほうが、ラーニングより馴染みがあるから良いのではない

かという回答が出ている状況ではありますが。どうしても、所謂教育と言うことから得

る印象と、学校の対応のみしていくのであれば良いのですが、市民と共に学び合うとい

うところまで含めて考えると、エデュケーションという言葉が、必ずしも適切な言葉な



 

 

のかというところが少し引っかかります。それが一点です。後は、アートファーマーと

いうところで、これから色々な動きをしていくところだと思いますが、このアートファ

ーマーがどういう人たちなのかというのは、活動しながら作っていって、ここで働いて

いく学芸員や、スタッフの皆さんが、ここのアートファーマーはこういう価値を作って

いく人たちですよ、ということ、その言葉をたくさん紡ぎ出していかなくてはならない

のだろうなと思います。ただ、僕もやっていて思うのは、そういう言葉を作っていくこ

とは、すごくエネルギーがいるというか、結構大変なんですね。やりながら考えて、そ

れを常に説明していくことは、すごく大変です。勿論、アートファーマーという名前で、

例えば、八戸市のファーマーさんと呼ばれる人が活動している状況を作っていくという

ことはありですけれども。例えば、「とびらー」は、一般名詞ではなく愛称で、一般名

詞は「アートコミュニケーター」です。今度、札幌でも「ＳＣＡＲＴＳ」と言う新しい

建物ができて、そこでもアートコミュニケーターと言う名前で活動が始まります。そう

いうふうに、ファーマーはファーマーとしての活動があっても良いのですが、ファーマ

ーとは何かと言われた時に、例えばファーマーと言うのは、一般用語で言うとアートコ

ミュニケーターです。アートコミュニケーターとは何かと説明しようとした時には、自

分たちでゼロから言葉を作らなくても、例えば僕らが作ってきた言葉とか、札幌とかで

生まれた言葉を引き込んで、それで説明出来たりすると、オリジナルで作っていくこと

もとても大事ですが、オリジナルに加えて、ベースのところでの説明も非常にしやすく

なっていくと言うことを考えると、ここだけアートファーマーですとするよりは、少し

その辺の、例えば、北海道・青森・東京などで起こっている大きな流れの中にあると言

うことの、連携と言うか繋がりと言うか、緩い繋がりみたいな、そう言ったものを感じ

させていたほうが、言葉を作っていきやすのではないかと思ったりしました。以上です。 

◆会 長：はい、他にご意見はないでしょうか。 

◆委 員：エデュケーションはやはり、ラーニングのほうが絶対しっくりくる。やろうとしている

ことはラーニングなのに。エデュケーションと言うのは、前時代的な感じがするなと。

もう発表しているとおっしゃったけど、まだ変えられるかなと思いますし、先生方もど

うやってラーニングを学校教育の中に取り入れるかと勉強してらっしゃるので。そう言

う意味でもラーニングに変えたほうが、皆様の関心ももっと高まると言うふうに、前向

きに捉えたほうが良いのではないでしょうか。 

◆委 員：どうでしょうね、●●委員。 

◆委 員：同じです。エデュケーションと聞くと、教え込むようなところがあるから、もうラーニ

ングなのでしょうね。これから新しい美術館を使った教育を、提案・発信していくわけ

ですから。そこはエデュケーションに関わる部分もあるし、大きく見るとラーニングに

関わるわけですから。どう言う人間を育てていくかという、学びに関わる内容なので、

ラーニングのほうがもっと包括的に出来るのかなと言う気はします。 

◆会 長：はい。●●委員。 

◆委 員：収支のマネジメントのことですけれども、今回は数字が無しなので漠然とお話するしか

ないと思いますが。この中で色々な寄附金やクラウドファンディングだとか何回か出て

くるわけですけれども。どうしてもそのクラウドファンディングと言うのは、身内のお

金を集めたりして有効だし、いいのですが、大きいところをもう少し記載していくとい

うか、産業都市である八戸が、協賛金や企業からお金を集めると言うことが入っていな

かったり、バランスとしてはもう少し、大所のことを書いたほうが良いのかなというと

ころがあります。あとは、美術館でのミュージアムショップの位置と言うのは、収支の

上で結構大きいですよね。収支の面から言うと、図録なんかが売れたってたかが知れて



 

 

いる、逆にマイナスかもしれない。そういったところをどれだけやっていこうとするか

が、収支上は大きなもののような気がします。もう一つは、収支とは関係ないかもしれ

ませんが、取り扱う分野で言うと、事例としてはあまり適当ではないと思うのですが、

●●さんの展覧会とかやると、すごく儲かってしまうわけですよね。ミュージアムグッ

ズなんかも、何千万も物で売れていると聞きます。そういう企画もあるわけですよね、

それこそ全国から来るみたいな。そういう誘客性の強いものは、全く考えないでいくの

か、それとも、そういうものと両面作戦で収支を年間で捉えていくのか。それによって

は、どういう運営体制で、それに長けた人をはめていくか。その辺のイメージが、この

中ではあまり働いていないのですけれども、そっちの方向はあまり考えていないと思っ

ていいのでしょうかね。とにかく、ラーニング・エデュケーションで固めていくのか、

それとももう少し入館者数に訴求するようなものもやる、両面作戦でいくのかどうかと

いうところを、一応聞いておきたい、共有しておきたいので。以上でございます。 

◆会 長：それでは、事務局のほうから。 

○事務局：収支のバランスによって展覧会をどう組み立てていくのかは、おっしゃる通り、話題性

のあるものも大切ですけれども、なかなかそこは市の財政的に厳しいものがあろうかと

思いますので、これからの何年間かの中・長期計画の中にも入ってくるわけですけれど

も、年間でやる中の一本なのか、何年間かの中の一本なのかは分かりませんが、そうい

う、人を集めながら収入を稼ぐということも必要だろうと考えております。そこは、旧

美術館でも、地元のマスコミさんからも一緒にやりませんかとか、色々と声を掛けてい

ただいてきた部分ではありますので、そういうものを開催できると考えてはいます。た

だ、それだけをやっていくというわけではなくて、その他の展覧会と色々な活動とのバ

ランスを見ながら、そこは取り組みたいと思っております。 

◆会 長：分かりました。 

○事務局：エデュケーションは、ずっと議論していただいていますが、この構想の中でも、エデュ

ケーションという言葉を使っているのは、実はビジョンのところだけです。エデュケー

ションは、アートの学びとか、ラーニング等の言葉に全て置き換えています。ただビジ

ョンで出したところは、基本構想で謳って、これで了承を得ているところなので、変え

てしまっては少しまずいかなと言うことで残しています。できるだけ、そういうものが

見えないような表現には改めておりますので、そこはご理解いただきたいと思います。 

◆委 員：長い目で見たら、今変えたほうが良いような気がします。市民が学んでくると、一つ一

つの言葉を非常によく見るものですから、どうしてエデュケーションだったのかという

ところが、後々出てくるような気がします。これだけ明らかなことであれば、今のうち

に変えたほうが良いのではないかと思うのですが。 

○事務局：ラーニングという言葉も、何十年後に残っているのかは、私たちには判断がつかない。

エデュケーションも同じですが。どちらかに変えたとしても、どうしてこうしたかは、

いずれ言われる気はしますが。 

◆委 員：今は、今の数のほうで。そんなに怪しい方向ではないと思いますけれどもね。危険な方

向ではないと思います。 

◆委 員：変えていく理由が分かれば良いのですよね、説得できるような。これらの時代を考えて、

議論を重ねた結果、エデュケーションよりもラーニングのほうが適していると言う、そ

う言う議論が重ねられて、変更しますとなれば、市民は納得するのではないかと思いま

す。ただ、アートを通した学びというのがポイントで、アートを学ぶのですよ、ではな

いのです。そこはちゃんと、アートを通して市民が学んでいくというところがとても僕

は重要だと思います。 



 

 

◆委 員：僕も、緑フレームでしっかりコピーライトされているから気になる、というのが正直な

ところで。これは使っていく言葉として提案されているのであろうなと思うのですね。

行政文書的なところで使われている説明の、言葉の解釈と言うか使い方と、現場でこの

言葉を使いこなしていく、生きた言葉として捉えていくというのは、分けて考えたほう

が良いのではないかと思います。やはり、これからここで働く人達が、エデュケーショ

ンとしてそれを捉えるか、ラーニングというフレームで、自分たちがそこで仕事をしよ

うとするのかということで、言葉一つでかなり意識が変わってくるところがあります。

割とこういうところから屋台骨が出来てくる気がするので、変えるなら今かなと。 

◆委 員：多分これは、管理運営基本計画なので、これが出来たときにミッションとかそういった

ものがオーソライズされるタイミングだと思うのですが。美術館が出来るときは、条例

にはこういったことは全く出てこないので、何かミッションみたいな、美術館の方向性

のようなものを言葉で残す場って、多分この管理運営基本計画に出たのが、オーソライ

ズされる最後のチャンスな気がします。だからそういう意味では、今の管理運営基本計

画の中で、そこら辺の言葉がオーソライズされるタイミングを、市の中でしっかりアッ

プデートしていくのであれば、良いタイミングではないかと思うのですが。多分、これ

以後こういう言葉とか運営方針は、具体的に市として決めましたというのが出る場があ

まり無いのではないかと。そう思うと、もしこれから言葉が古くなっていった、今の時

代に合わないと言うのであれば、精神は生かして言葉は変えるというようなことを、提

案することも可能かなとは思いますが。 

◆会 長：大方の体制は。 

○事務局：エデュケーションとラーニングの他に、適した言葉と言うのは候補として何かあるでし

ょうか。皆さんご存知でしたら、教えていただきたいのですが。 

◆委 員：どっちも入れないで、アートファーム。アートファームの中に全部含む、と言う考えも

あります。 

◆会 長：今の質問は、ラーニングと言う言葉に抵抗がある、しっくりこないと言うところから、

他の言葉がないのかな、エデュケーションではないのは分かるけれども、と言うところ

からですか。 

○事務局：そうですね。エデュケーションに違和感があると言うことも分かるけれども、ラーニン

グもちょっと。新しい美術館なので、もう少し新しい発想や単語があるのであれば、そ

ちらを使ったほうが良いのではないかと思って質問したのですが。 

◆委 員：エデュケーションと言うほうが、手垢とは言わないけれどもよく使われていると思う。

教育普及事業の教育普及係を想起させると言うか、思い出させますね。教育普及と言う

のは日本の言葉だけれども、教え育てて届けてあげると言う、矢印がすごく向こう側だ

けを向いている言葉です、教育普及と言うのは。だけどここでやろうとしているのは、

双方向的な矢印ものだと思うのですよね。行きだけでなく、行ったり来たりと言う状況。

そう言うことを考えるのであれば、教育ってどうしても教える側と教わる側の構造があ

って、学びというのは、教える側と教わる側の構造がもう少し溶かした状態のこと、簡

単に言えば。この違いが、ここでどう解釈されるのかと言うことで、となると、古いか

新しいかと言うよりは、教える側と教わる側の構造を持った状況のまま、ここでやろう

とされているわけではないと言うことは合意なので、学びと言う状況のほうが良いので

はないか。もしくは、双方向と言うことだけを考えるのであれば、コミュニケーション

だと思いました。 

◆委 員：文化政策史的に言いますとね、昔、梅沢さんが、教育は充電で、芸術は放電でだと言う

ことで、ベクトルが違うのだと。こう言うふうな言い方をして、全国にその放電論が行



 

 

き渡ったので、教育委員会ではなくて首長部局に文化部局が移るという歴史があるわけ

ですけれども。そういう一方的に教え込むというか、そうした感じの匂いは、エデュケ

ーションという言葉には確かにあるということでしょうね。 

◆会 長：教育は充電、芸術は放電。 

○事務局：色々とご意見は前回からいただいて、我々も、エデュケーションでなければいけないと

こだわっているわけではなくて、先程の説明にもあったように、基本構想からスタート

しているわけですので、委員の皆様からの意見を聞いて、こういう理由でこうなりまし

たときちんと説明できれば、適した文章にすることは考えております。変えることによ

ってどういう影響が出るのかは、我々も現段階ではわからないので、それはそれで内部

的には検討させていただいて。先程の最初のところにもありますように、２ページです

か、これまでの経緯が色々書いてありますけれども、西澤さんから提案があった内容と

言うのが、最終案として選定されているくらいには載っていますので、あながち全く違

うものになるわけではないので。先程委員の皆様がおっしゃったように、この中で新美

術館のビジョン、どういう活用をされるかというのことが決まっていく重要な部分であ

りますので、それに適した名前と言うのを、再度また検討させていただきたいと思いま

す。 

◆会 長：はい、●●委員。 

◆委 員：今はこれでビジョンなのですよね。別に名前がつくわけではないのかなというところで。

でもエデュケーションという言葉が、ましてや英語で出てくるというのは、少しキツイ

かな。この英語のタイトルも、いかがなものでしょうか。新しい言葉というので、図書

館業界で流行のラーニングコモンズという言葉があります。どこの大学図書館にもある

のですが、自分たちでワイワイ行って学んで、コモンズだから一人で学ぶのではなく、

一緒に学ぶという概念で。でもビジョンだから、その時に新しい概念を入れておいて、

十年経ったら古くても、別に良いような気がして。今この構想を見ていると、何か「ラ

ーニングコモンズとしてのアートファーム」みたいなほうがいいというか、逆に伝わる

かもしれないなと思いました。うちの大学の図書館にもラーニングコモンズができて、

可動式の家具で色んなふうに使い分けられています。ミーティングができたり、図書館

から本を持ってきて、一人で学ぶのではなく、皆でワイワイ言いながら一緒に企画を考

えたり。そこは図書館の中だけだけれども、それこそワイガヤゾーンで、そういうとこ

ろを今、文化施設の中ではそう呼ぶのが新しい傾向らしいので、そのような言い方をす

ると、皆がここで、自分達で学んでアートを作っていくみたいなイメージに近いのでは

ないかなという気がしました。 

◆会 長：はい。 

◆委 員：一ついいですか。23ページに、施設の市民利用という形で、ギャラリーや貸館について

載っているのですが、何となくこのアートファーマーと言うのが、市民が関わると大き

くあるのに、いきなりここで貸館と出て違和感があります。アートファーマーになると

借りられる、という形にはできないのかなと。ここだけ、アートファーマーとか関係な

く、ただ場所として貸すみたいなことを書いている。一応、アートファーマーに登録す

るとできるとか、ワンクッションあるだけでも大分違うのかなという気はします。 

◆会 長：はい。他に何か気になる点は。言葉の問題、最初に打ち出しているビジョンがあります

けれども、より実態に合う言葉として、利用者の人たちがその言葉によってきちんとイ

メージして、アクションしやすい言葉というのがとても大事だと思いますので、再度事

務局のほうで検討してもらえればと思います。ではすみません、まだ次の議題がござい

ますので、進めさせていただければと思います。 



 

 

 

（２．）②中期運営計画の策定について 

 

◆会 長：議題２になります。中期運営計画の策定について。事務局からよろしくお願いいたしま

す。 

○事務局：はい。それでは中期運営計画の策定についてご説明いたします。お手元の資料６をご覧

ください。先程の議題でも少し触れさせていただきましたが、今、管理運営基本計画を

策定している過程で、この後、よりその基本計画をより具体化させるための計画として、

中期運営計画を策定したいと考えております。こちらについては、概ね、開館 10 年程

度、中期的な視点でどう言う事業を行っていくか、或いは施設に関わる指針を示すと共

に、評価指標みたいなものも設定することを考えている計画です。策定期間は 10 月～

来年３月までを目処に、策定したいと考えております。中期計画の構成案といたしまし

ては、こちらに７つ項目を掲げております。策定の趣旨ですとか事業の実施方針、或い

は収支に関する事項なども検証して、ここでは一応一、定の成果指標みたいなものも設

定したいと考えております。こちらの計画に付きましても、事務局から作成し、委員会

を開催して議論していただいた後に、策定したいと考えております。委員の皆様には、

引き続きよろしくお願いいたします。事務局からは以上です。 

◆会 長：何か確認等、委員の方々から。では、このように運営計画の策定は進めていくというこ

とでよろしくお願いいたします。では、本日の議題は二点、以上となりますが、今日の

レジュメのほうには、その他とありまして、これまでの議題と違ったところで、何か委

員の方々からご意見、確認等何かありましたら。 

◆委 員：参考資料の後ろのほうに、配布資料を用意していただいたのですが。先週のネット版美

術手帖に、佐藤さんが美術館について書かれていたのですが、お時間があるときに読ん

でいただけたらなと思って。 

◆会 長：第四世代の美術館の可能性。せっかく佐藤さんがいらしているので、要約して一分くら

いで。 

◆委 員：はい。建築家の磯崎新さんが、美術館について第一、第二、第三世代と言う話をしてい

て。第一世代と言うのは、非常に具象的な絵画を扱う美術館、第二世代は抽象絵画に対

してホワイトキューブと言われているものを作り、第三世代がサイト・スペシフィック、

インスタレーションとか、そう言うような美術に対して適応している。要するに、美術

が変化していくと、美術館も建築として変わってきている、と考えている。第三世代と

言っているのが 90 年代くらいから作られていて、今、八戸でやっていることは、次の

世代の美術について考えているのではないかと思うと、建物としても、第四世代の美術

館と言われるようなものを、ここで考えられる可能性があるのではないかということを、

「TURN」でやっていることとか、プロジェクトとかでやっていることを参考にしつつ、

新しい美術館ができるでしょうかという話を書かせていただきました。 

◆会 長：はい。八戸のこの美術館が第四世代の美術館になる可能性があるという事ですね、西澤

さん。 

◆設計者：それは、運用次第。でもそれに合わせてやっているので、計画学的には従来の美術館と

は違うはず、違うものになるので。第四と、磯崎さんが名前を付けてくれるかは、どう

かですけれども、頑張りたいと思います。 

◆委 員：先程、ホワイトキューブのことに関して、長時間議論していただきましたけれども。と

は言え、これは第四世代のものだけの美術館ではないと思うので、ホワイトキューブで

は、第二、第三世代のものをきちんと展示できるように特化できるような気がするし、



 

 

もしかしたら展示ケースのあるものというのは、これで言うと第一みたいなことかもし

れないので。そうすると、その第一に特化した部屋をちゃんと作るべきだし、ジャイア

ントルームが第四世代に特化できるかもしれないみたいな、それぞれの部屋を美術館史

を踏まえて、きちんと性格付けできるといいのかなと思います。 

◆会 長：全て連結している。 

◆委 員：はい。 

◆会 長：第一世代から。ガラスの大きな陳列ケースから、ホワイトキューブから、ジャイアント

ルームまで。 

◆委 員：そうですね。活動して。 

◆会 長：蒸気機関車と、新幹線と、リニアモーターカーみたいな。脱線しないようにしないと。

楽しみな部分があるが故に、皆さんの色々なご意見、ありがとうございました。時間が

五分くらい過ぎてしまいましたけれども。本日の委員会の議題・議事はこれで終了いた

します。それでは、進行を事務局のほうでよろしくお願いします。 

○事務局：皆さん本日は貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。この後、皆様からい

ただいた意見はこちらで再度検討したうえで、パブリックコメントを実施して、市民の

皆様からのご意見もいただいて、最終的には年内には計画として内容を固めたいと考え

ています。その過程の中において、今回発言いただいた委員の皆様からのご意見を、こ

う言うふうにしますと言うような返答は、随時メール等でさせていただきたいと思いま

す。その中で確認もしていただければと思います。先程、最後にも説明しましたけれど

も、中期運営計画も策定いたしますので、引き続きご助言ご協力をお願いしたいと思い

ます。それでは少し時間もオーバーしましたが、今回の会議をこれで終了させていただ

きます。ありがとうございました。 


