
No. 計画頁 意見内容（概要） 対応状況

1 Ｐ３

「アート・エデュケーション・ファーム」という表
現は、英語標記的にまずいのではないか。また、ビ
ジョンで「エデュケーション」と言ってしまうと、
上から目線の感じを受けるので、「ラーニング」く
らいの表現がいいのではないか。

2 Ｐ３

エデュケーションという表現はちょっと古いように
感じる。

3 Ｐ３

「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とい
う話と、その後の３色に塗り分けた「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」の図が合致していないという印象
を受ける。３つの機能を融合させたいのに、逆に機
能毎に分けられてしまっているように見える。

「美術館」、「アートセンター」、「エデュケー
ションセンター」という表現は、それぞれに対応し
た部屋や建物があるという印象を与えかねないこと
から、「美術館」が担う基本的な役割に、「アート
の学び」と「アートのまちづくり」の役割を融合さ
せた美術館という表現に改めるとともに、図も機能
毎に分けられた印象とならないよう、改めました。

4
Ｐ６
Ｐ10
Ｐ14

先導事業と基幹事業の連携が少し分かれてしまって
いるところがあるので、そこが関係を持つべきだと
考える。

5
Ｐ６
Ｐ10
Ｐ14

先導事業の方が大きいので、美術館というよりもい
つも芸術祭をやっている施設という印象を受ける。
基幹事業だけでもすごく大変と思われるのに、さら
に先導事業にも美術館スタッフが関わるとなると、
厳しいと思う。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形を考えた方がいいのではない
か。

6
Ｐ６
Ｐ10
Ｐ14

先導事業が、年間３本もテーマが縦走するような状
況で、あまりに分散したテーマに追われていると
せっかく見出した宝物を磨いて提示するというとこ
ろまで持っていけないと思う。内容が薄いただの遊
びのイベントとならないよう、何年に一度というく
らいのスパンで、走らせているテーマの数を減らさ
ないと厳しいと思う。

7
Ｐ６
Ｐ10
Ｐ14

ジャイアントルームに人が集まって、いろんなアイ
ディアが出てきて、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
らいでこの計画にあるようなボリュームになって
いった、というストーリーのほうがいいと思う。初
年度からこの計画にある通りに全部やるということ
ではないと思うが、計画に一度載ってしまうと、計
画にあるのにこれが出来ていないという話になるの
で、載せ方を工夫した方がいいと思う。

8
Ｐ６
Ｐ14

新美術館は活動を見せることも重要な要素なので、
極端な話をすると、建物が出来てから先導事業のプ
ロジェクトチームが動きだしてもいいくらいのス
ピード感なのではないか。ジャイアントルームなど
を使ってチームが出来ていって、三年後くらいにそ
の成果を見せる展示があるくらいのスピード感でい
いと思う。

第３回委員会での主な意見と対応状況

「アートエデュケーション」と「ラーニング」につ
いては、海外での使われ方の調査などを含め、長期
間にわたり内部でも議論してきましたが、「アー
ト・エデュケーション・ファーム」は基本構想でビ
ジョンに掲げた言葉であり、既に対外的に発信され
ていること、また日本では「ラーニング」という言
葉になじみが薄いことなどから、現状のままとさせ
ていただきました。ただし、３つの単語が羅列され
ている印象とならないよう、「アートエデュケー
ション・ファーム」と修正するとともに、海外向け
に英語表記を併記して対応しました。英語表記は、
「アートを通して人を育てる場、地域・コミュニ
ティへのコミット」という意味で、「Art Museum
for education and local community」としまし
た。また事業では「アートエデユケーション」とい
う言葉を使用せず、内容に応じて、小中高連携、
ラーニングなどの言葉を使用しています。

骨子案で「先導事業」と「基幹事業」としていた枠
組みを見直し、調査研究や情報収集、研修等、新美
術館の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
の分野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、展覧会を主体としたプロジェ
クトやアートの学びに関わるプログラム、地域での
アートプロジェクト、ジャイアントルームでの活動
から生まれた事業など、基本事業の枠を超え、市民
や地域と連携しながら実施する事業を「パイロット
事業」と位置付け、この美術館の最大の特徴を表す
事業としました。
併せて、年間事業モデルについても、展覧会の本数
や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、現実的なプランとしました。

資料５
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9 Ｐ６

コレクション展示や巡回展が先導事業に入っている
が、むしろこれらは基幹事業となって、ジャイアン
トルームを主体に活動しているもの、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話
の方がわかりやすいと思う。

（No.４～８の回答に同じ）

10 Ｐ７

この美術館は、そんなに大人数を対象としたもので
はなく、何十人という小さい単位で動くような活動
がたくさん集まったような形で展開されていくイ
メージ。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の養成セン
ターのような視点を持つことは、強力なコンテンツ
になると考える。

新美術館の「基本事業」として、新美術館の各活動
の質を高めることにつながる「研修・研鑽」事業を
位置付けました。

11

Ｐ７
資料
Ｐ１
資料
Ｐ３

恐らくこの八戸の事業にフィットするエデュケー
ターは日本中を探してもいないと思う。今いるス
タッフが開館の前年度くらいには何らかのエデュ
ケーションの研究をするような、今いる人の人材育
成という観点で、業務に合わせて研修プログラムを
作って走らせるなど、プロジェクトに合う人材を育
成する時間を設定した方がいいと思う。

現在、ミュージアム・マネジメント研修やエデュ
ケーター研修、キュレーター研修などの外部研修
や、他館の視察・ヒアリングに職員を積極的に派遣
していますが、今後もこれらの研修・視察のほか、
そこで学んだことをオープン前のプレ事業を通して
実践するなど、スタッフの育成に努めます。

12
Ｐ８
Ｐ10

共創パートナーの図について、美術館に関心のある
人達はこの図のどこかに位置づけられていると思う
が、美術館に興味がない、自分はあまり関係ないと
思っている人達をどう呼び込むかという視点も必要
なのではないか。

積極的に美術館と共創したいという方のみならず、
美術館にあまり関心がない方にもアプローチできる
よう、様々な事業を通して美術館に触れるきっかけ
を提供します。

13
Ｐ９
Ｐ18

市民の方がプロジェクトに入るとした時に、八戸市
内に住んでいる人でなければ動けないと考えると、
人が足りないと思う。せっかく掘り起こしをしよう
としても、ジャイアントルームに人がいなくて何を
やっているのかよく分からないような状況を見せて
しまうと目的を達成できないと思うので、最初から
ある程度見せ方は考えなければならないと思う。

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、人を呼び込む仕組みを
検討します。

14 Ｐ10

「共創相手」だと、耳で聞くと「競争相手」に取ら
れるので、「共創パートナー」と言った方がいいと
思う。

「共創パートナー」に表現を修正しました。

15 Ｐ11

育てるというところに力が入っているため、農業的
な内容になっている。八戸は港町なので、もう少し
海外的な視野を持ったスキームを入れた方がいい。
キュレーター・イン・レジデンスのような視点が
あっていいと思う。

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」を記載しました。

16 Ｐ16

ジャイアントルームについて、建物を建設して完成
ということではなく、運用しながら手を加えられ
る、作り続ける建築物、というようなコンセプトで
運営できるといい空間になると思う。

17 Ｐ16

オープニング後にいきなり綺麗に何かが始まるとい
うよりは、そこからまた作り始める、作り続けてい
くというメッセージが最初のプロジェクトに込めら
れていいると、市民にもそういう場だということが
伝わるのではないか。使いながらより使いやすいも
のに作っていくという視点で運用できるといいので
は。

「ソフト・ハードの両面において、開館後も使い勝
手や仕組みに関して、実状に合わせて柔軟な対応が
図れる仕組みを構築することとし、開館時に美術館
の仕組みや運営のあり方の全てを決定していまうの
ではなく、市民と美術館スタッフがともにつくり育
てながら変えていける美術館を目指す」という表現
を盛り込みました。国の補助制度を活用して建物整
備を行い、市の予算で運営されるため、建築物等に
関しては変更できる点と変更できない点があります
が、什器や備品など変更が許される部位に関しては
ニーズに応じて積極的に変更していきたいと考えて
います。また、ソフトにおいては柔軟に対応が可能
なため、積極的に対応したいと考えています。
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18
Ｐ20
Ｐ21

第三章までと第四章以降が少し異質な感じがしてい
る。第三章までに書いたことを実現するための方法
論・組織体制のところが相当ハードルが高そうに感
じる。

第三章の事業計画を実現可能な内容へと見直しを図
るとともに、第四章の運営管理計画で、事業に必要
な職能を記載し、対応させました。

19 Ｐ21

ジャイアントルームに人が集まってきて、そこで生
まれたものを拾い上げてプロジェクトにしていく、
その中でホワイトキューブの展覧会と連動していく
という仕掛けをつなげていくことが大切。そう考え
ると、マネジメント的な能力のある人が必要であ
る。

館のマネジメントを行う機関を「管理経営機関」と
し、館長やディレクターで構成する内容に改めまし
た。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
の拾い上げやプロジェクト化につなげたいと考えて
います。

20 Ｐ21

ジャイアントルームの使い方が難しいので、この美
術館にはインストーラー的なスタッフが必須だと思
う。

新美術館の運営に必要と想定される職能として、
「技術担当（展示補助、音響照明機器の操作・管理
等を行う）」を記載しました。美術館の活動は多岐
に渡る一方で、それぞれの業務毎に専門能力を持っ
た複数の人材を配置することは難しいため、スタッ
フ一人あたりの担う作業も広い範囲に渡ることが考
えられます。また、その作業のどの範囲までを担え
るかは、スタッフの経験や技量等にも影響されるこ
とから、優れた人材の確保に努めたいと考えていま
す。また、スタッフが担えない業務については外部
への委託も検討します。

21 Ｐ21

今の時点で組織が固まっていないということに非常
に危機感を持っている。オープンに向けてどんな体
制がいいかということを言っている場合ではなく、
早くこの計画を実施できる人を連れてきて動かなけ
れば、この計画は机上の空論になってしまうと思
う。

管理運営基本計画は新美術館の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
や職員数等は記載しておりませんが、新規に学芸員
を採用するなど、オープンに向けた組織体制づくり
については段階的に進めているところです。

22 Ｐ24

収支について、行政のお金を当てにするのではなく
て、新しいベンチャーを作ってしまうくらいの、収
益を上げるという考えがあってもいい思う。もっと
革新的な収支予算の組み方を考えた方がいいので
は。

収入の安定化と経営の合理化を図りながら収支バラ
ンスの向上に努めるとともに、入場料収入や施設利
用料等の従来型の収入のほか、寄附金・クラウド
ファンディング等による資金調達や、自立的・創造
的な収益事業からの収入という項目を盛り込みまし
た。一方で、新規事業の立上げなど、新たな収入源
の確保は、開館後、継続的に模索していきたいと考
えていますが、事業構築や経営等の専門的な知識や
経験が必要となるため、外部との連携などを視野に
入れながら検討していきたいと考えています。


