
 

 

第６回八戸市新美術館運営検討委員会 会議録 

 

日 時：令和元年年 11月 11日（月）15:30～17:30 

場 所：長根屋内スケート場 １階多目的室 

出席者：別紙のとおり 

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。只今から、第６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部長の原田からご挨拶を申し上げます。 

○事務局：皆様お疲れ様でございます。施設のほうも少し見ていただいて、YSアリーナも無事、供

用開始しまして、色々な大会もこれから開かれるということで。会議室も色々な形で使

いながら運営しているところでございます。今日はお忙しい中、ご出席いただきまして

大変ありがとうございます。本日は、前回 2 月 20 日に開催して以来、今年度に入って

初めての委員会でございます。ハード面につきましては、今年４月に建物本棟建設工事

に着手しまして、いよいよ新美術館の整備がだんだん形として見えつつあるところでご

ざいます。一方ソフト面におきましては前回に引き続き、中期運営計画案の内容を中心

に、今日はご審議いただきたいと考えております。前回の委員会でご提示しました案に

ついては、委員の皆様からたくさんのご意見を頂戴いたしました。その後、事務局内で

検討を重ねて手直しをしてきたところでございます。本日は委員の皆様にご審議いただ

く内容として、なんとかお示しすることができる状況になったところでございます。計

画書の文言・報告なども、若干精査されていないところがございますけれども、前回ご

提示した案からは方向性がだいぶ変わっておりますので、まずはその方向性につきまし

て、この方向性で取り纏めていって良いかどうかの、ご承認をいただきたいと今日は考

えております。色々と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、

引き続き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、三澤委員がご欠席されておりますが、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」とされております。本日の会議につきましては、新美術館中期運営計画の策定にあ

たり、現時点で公表することができない情報を提出した上で、委員の皆様から忌憚のな

いご意見をいただき、今後の政策形成に活かしていくことを趣旨とする内容であること

から、会議の公開及び、報道関係者の皆様の取材につきましては、議事の事務局説明ま

でとさせていただきます。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。 

◆会 長：それでは会議を進めさせていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今、少し

短い時間でしたけれども、現場を見てきまして、ここに美術館ができるのだなと思いま

して、まだ基礎工事ですけれども、図面を見ておりますので、大体この辺にジャイアン

トルームがあってホワイトキューブがあってというのが、見えないけれども何となく見

えてきた、そんなワクワクする感じがしました。私事というか、自分の田舎が岐阜県で、



 

 

岐阜県美術館の館長を非常勤でやらせていただいていて、岐阜県美術館もついこの間、

11月 3日にオープンして、一年間リノベーションしていました。主にハード面、空調と

か照明なのですけれども。37年経ちまして、照明器具・空調・温湿度管理というところ

がまずは一番の目的で一年間閉めて、全部最先端のものに変えて。リノベーションとい

うか新築くらいの金額が掛かるのですけれども。一年間改修して 11 月 3 日にオープン

して。その間、県民というか、一年間美術館を閉めていて、美術館としてみれば、忘れ

られてしまっていないだろうかとか、妙な心配は何となくしてしまうものなのですけれ

ども、本当に多くの人が開門前に人が溢れて皆待っていたのだなということが、すごく

実感としてあって、街に美術館がある豊かさというか喜びがあることを実感いたしまし

た。八戸も新しい美術館がまた同じ場所にできるということで、きっと工事を見ながら、

私たちの美術館がそこにできるということを、毎日、通勤や通学をしながら、ワクワク

して待ち望んでいる人たちがたくさんいるだろうと思います。今日もいくつか議題があ

りますけれども、この会議で、ハード面・ソフト面より良いものができてスタートして

継続していけるように、委員の皆さんから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。では、次第に従いまして始めたいと思います。はじめに報告か

ら参ります。報告案件「第５回委員会後の新美術館整備状況について」、事務局から説

明をよろしくお願いいたします。 

 

（１）報告 第５回委員会後の新美術館整備状況について 

○事務局：それでは議題に入る前に、私の方から、前回２月の運営検討委員会後の進捗状況につい

て、簡単にご説明させていただきたいと思います。お手元にお配りしました、資料１を

ご覧ください。第５回委員会後の新美術館整備状況についての資料でございます。前回

2月 20日に委員会を開催させていただきました。その後ですけれども、ハード面に関し

ては今年４月に入りまして、新美術館建設工事の契約を締結いたしまして、工事に着手

しているところでございます。また５月には、設計者であります西澤徹夫建築事務所・

タカバンスタジオ設計共同体と工事の管理業務委託契約を締結して以降、工事関係者に

よる定例会議を随時行ってきてございます。一方のソフト面でございますが、昨年に引

き続きまして、本日オブザーバーでご参加いただいております、オフソサエティ株式会

社様と会館準備業務委託契約を締結いたしまして、中期運営計画策定事務等でご支援い

ただいているところでございます。中期運営計画の内容検討と平行いたしまして、新美

術館での事業を検討する事務局ミーティングを前回委員会が終わって以降、毎月２～３

回ペースで随時開催をしてきているところでございます。また、今年８月ですけれども、

東北造形研究大会が八戸市内で開催されまして、当室の学芸員も、運営委員の一員とし

て、会場での展示を担当するなど、学校の先生方と連携した取り組みも展開してきてご

ざいます。前回委員会後から本日まで、中期運営計画や新美術館の企画に関する事務局

内での打ち合わせを重ねまして、本日、中期運営計画についてお配りしております修正

案として、取りまとめをしたところでございます。簡単でございますが、事務局からの

説明は以上です。 

◆会 長：はい、ありがとうございました。報告は以上になりますけれども、続いての議事「八戸

市新美術館中期運営計画案について」こちらの方、今の報告と関連するものになります

ので、引き続き事務局から議事の説明をお願いいたします。 

 

（２）議事 八戸市新美術館中期運営計画案について 

○事務局：引き続きまして事務局からご説明いたします。本日、ご議論いただきますのは、前回か



 

 

ら修正いたしました、中期運営計画の内容でございます。本日は、前回からどのように

取りまとめが変わったのか、内容についてご説明したいと思いますが、ざっくりとした

パワーポイントも用意しましたので、そちらの方ご説明させていただきたいと思います。

皆様のお手元には、パワポの資料をお配りしておりますので、こちらと併せて随時ご覧

いただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

最初に資料２－１をご覧ください。まず、中期運営計画の修正にあたっての考え方のペ

ージでございます。こちらは、前回委員会でたくさんご意見を頂戴いたしました中で、

やはり特徴的な空間であるジャイアントルームを活かした事業展開を可能とする計画案

ということで修正をしてございます。ジャイアントルームで日々起こっているコトや、

生まれた活動を、いかに事業に取り込むか、この視点を取り入れてございます。また、

決められたことを決まった通りに遂行するのではなく、答えのない課題に対して、様々

な手法や要素により事業を立体的に組み立て、多様な主体と共創しながらゴールに辿り

着くようなアプローチを意識して計画を取りまとめてございます。 

ここから、前回からの修正点をいくつかご説明いたします。一つ目は、計画年度の見直

しをいたしました。開館後５年間の計画がありましたが、現在既に走っているところも

ございますが、開館前２年プラス開館後３年へ修正いたしております。このことにより

まして、計画自体の実効性を高めるとともに、社会変化に機敏に対応できるような計画

に期間を見直しております。二点目は、計画全体の構成の見直しをいたしました。委員

の皆様のお手元には、前回の計画もお配りしておりますけれども、前回は、基本事業と

パイロット事業に分けて、その中でたくさんの事業が併記したような形になっておりま

す。いわゆる、従来型の定形したような事業を列挙した計画書になっていたわけでござ

いますが、これを変えまして、最終的な目標や生み出したい成果をお示しして、その中

で事業については、それを実施するためのフォーマットをお示しして、目標や成果にど

ういうふうにたどり着くのか、そういうことを実際にやりながら、走りながら考えられ

る余地を残した計画書に取りまとめてございます。三点目でございますけれども、前回

の案ですと、管理運営基本計画と中期運営計画というところこまでは書いてございまし

たが、今回は年度計画というものも追加して、３つの計画の関係性を記載しております。

管理運営基本計画は策定されておりますけれども、ここで理想の美術館像を掲げている

大本の計画がございます。その下に中期運営計画がございまして、期別に目標を掲げて、

理想の美術館に目がけて段階的に達成するための計画と位置付けています。この後も

色々ご説明しますけれども、あまり中期運営計画の具体性が書き切れていないのですけ

れども、予算やプロジェクトの内容は年度計画を策定して、その中でフォローしていく

と、それによって時代や社会の変化に対応するような計画の構成を作っております。四

点目でございますが、事業の立ち上げ方、考え方としてはロジックモデルを意識して事

業設計をしてございます。アウトカム（成果）ですね、こちらを設定して、そこから成

果に貢献するために達成したいことは何か、アウトプット（産出）を考えて、そこから

どのような活動を行う必要があるかという、アクティビティ（活動）を考えて、そこに

投入する資源、インプットというものを考えるということで、目標に向けて活動や投入

する資源に紐付けた計画作りをしております。 

ここからは資料２－２になりまして、実際の計画の内容を簡単にご説明したいと思いま

す。計画書の２ページをご覧ください。今期の戦略目標及びミッション、ここに今期戦

略目標として「アートの学び」を提供する美術館としてのアイデンティティ確立と創造

都市・八戸の牽引とございます。これを最終アウトカム（効果）として設定しておりま

す。アートを通した学びの提供において、先進的な美術館としてのアイデンティティを



 

 

確立し、創造都市・八戸を牽引する芸術文化の中心施設となることを今期の目標に掲げ

てございます。これを達成するために、中間アウトカム（効果）として３つ掲げてござ

います。お手元の計画書ですと、２ページから３ページにまたがるところに、三点ござ

います。一点目は、アートを通した学びの拠点をつくるでございます。事業はもとより

日々の美術館運営の中でもアートを通した能動的な学びが沸き起こる状況をつくると書

いております。二点目は、新しい活動や価値が生まれる土壌をつくるでございます。人々

の創造力を育み、誰もが新しいことに挑戦したくなる雰囲気を醸成し、新しい活動や新

たな価値が生み出される土壌をつくることを、二つ目に掲げております。三つ目は、ク

リエイティブ人材が集まる環境をつくるでございます。地域に新たな刺激をもたらすク

リエイティブ人材が集まり、八戸ならではの活動が展開できる環境をつくるとしており

ます。このクリエイティブ人材については、アーティストに限らず、ディレクターやイ

ンストーラーなど、独特な視点や専門性を備えたクリエイティブな人材を総称して指し

ております。ここに向けてアウトプット（直接的成果）として、五点掲げてございます。

アウトプットの一点目は、アートの力を体感し、創造性を喚起させる場が提供できてい

る、でございます。誰もが、作品の魅力や内包されたエネルギーを感じられたり、地域

や社会に対してアートがもたらすものを実感できる、を実現することを掲げてございま

す。アウトプットの二点目は、地域・社会課題に対して積極的なアプローチがなされて

いる、でございます。地域や社会を取り巻く課題を認識し、美術館やアートが何を成せ

るかを考えながら、積極的にアプローチしていく、ということを掲げてございます。ア

ウトプットの三点目は、八戸固有の作品やコンテンツが生み出されている、でございま

す。地域にゆかりのある作品の新たな価値付けと、八戸でしか創り得ない新しい作品や

コンテンツを生み出すことを掲げてございます。四点目は、多様な主体が参画する場が

創出されている、でございます。市民やアーティスト、スタッフ、関係機関、他館・他

施設等がアートを介して参画する場をきちんと創出することを掲げてございます。アウ

トプットの五点目は、効率的で持続可能な施設運営がなされている、でございます。運

営経費の圧縮と収入額の向上に努めながら、効率的で持続可能な施設運営を図ることを

掲げております。 

続きまして、計画書の４ページをご覧ください。ここからは、前回でいうところの重点

事業の部分なのですが、ここではアクティビティ（活動）と表現してございます。アウ

トカムやアウトプット達成のために、人員や予算資源を投資して重点的に行う活動と掲

げております。取組を実施するためのフォーマットを中心に、お示しをしてございます。

新美術館で行う活動全てを網羅したものではなくて、あくまでも重点的に行うものとし

て定義しております。アクティビティは四点でございます。一点目は、独自の事業モデ

ル構築と実践を掲げてございます。ここにつきましては、新美術館の事業については様々

な企画展やアートプロジェクト、ラーニングプログラムなど様々な企画のほか、ジャイ

アントルームで行われているような日々の営みや、企画に頼らない様々な発想や事柄な

ども含めて、事業として行っていくところでございます。これまでになかったようなや

り方や作り方で企画を組み立てて、企画の内容のみならず、構成そのものも面白いと感

じられる事業を新美術館の特徴にしたいと考えております。そのためには、実施するチ

ームもここでしか起こりえないコラボレーションを生み出しながら、チームを編成して

いきたいと考えております。そのため従来、「○○事業」と言ってきたものを、ここでは

事業手法と事業を構成する要素とに分けまして、それの組み合わせによって企画を作り、

事業をつくっていくと。この後、ご説明させていただきますのでご覧いただきたいと思

います。従来の事業モデルですと、こちらにありますように、例えば、展覧会事業・ア



 

 

ートプロジェクト・教育普及事業と、それぞれが独立して走っていて、担当者がはりつ

けられ、事業目的や事業計画、事業内容や評価指標といったものがそれぞれに設定され

ている。この中で、一部連携する企画もあったりはしますが、基本的には縦割りのよう

な形になっていて、前回計画の表現はこれに近い形で書かれていたのかなと思ってござ

います。これを新美の事業モデルとしては、そうではなくてカラーのいっぱいついてい

る方が、事業と思っていただければと思います。こちらに取り出した赤いボールに、事

業手法と事業要素を組み合わせて一つの企画をつくると書いてありますけれども、例え

ばこの赤いボールが、事業手法としてはコレクションラボという形態で、要素は収蔵作

品の活用と、アーティストと市民による共同創作活動、そういう展覧会やアートプロジ

ェクトがごちゃっとくっついて、それで一つの事業を構成しています。その事業では、

事業テーマや目的がかたまりの中で設定されていて、その事業全体を進行させるために

プロジェクトチームが編成されていることが特徴になります。この中で、黄色いボール

が変形していますけれども、やっているプロジェクトの方向性が途中で変わったり、形

が変わったりするようなことも許容したり、或いは、水色のボールが下にありますけれ

ども、新しい活動が生まれてきて、それが面白そうだからということでそれにくっつい

ていったりだとか、そういった様々な変化や事業の編成にも対応できるような、事業構

成を新美術館の特徴として打ち出したいと考えております。そのため、ワーク・イン・

プログレス方式と書いてありますけれども、事業をやっていく中で、なんとなくゴール

は見えているのだけれども、そこに到達するための手段については、走りながら皆で一

緒に考える、そのような事業モデルを形成したいと書いてございます。 

二つ目のアクティビティでございますが、計画書の５ページから６ページにまたがると

ころにございます。３回のオープンで打ち出す３つのインパクトとございます。新美術

館の機能や特徴、魅力が非常にたくさんございます。それを余すことなく発信していく

ために、「３回のオープン」で「３つのインパクト」を打ち出すことを掲げてございます。

このことによって、広報面や政策面でも話題づくりをしていきたいと捉えてございます。

これも絵を描いておりますけれども、ファーストインパクト・セカンドインパクト・サ

ードインパクトとございます。ファーストインパクトは第一の開館と位置付けて、オー

プニングのところでございますけれども、今までにないような美術館づくりを目指す中

で、市民の皆様が実際にオープンしたときに「こんな美術館があるなんて！」「美術館で

こんなことをしていいの！？」という驚きや興奮とともに、八戸にこれまでなかった新

しいタイプの美術館ができた喜びを皆で分かち合う場を、最初に持ってきたいと考えて

おります。二点目のセカンドインパクトは、オープニングが落ち着いた後に行われるも

のでございます。最初のときには、全館を美術館がコントロールしながら使うイメージ

を持っておりますので、例えば、市民ギャラリーを自由に使えるとか、市民の皆様が実

際に使う場面というのが、その後に活動が想定されますけれども、その事業の次に始ま

る事業のタイミングを「第二の開館」と位置付けまして、そこで市民の皆様と美術館と

の「新しい共創の場」のあり方を一緒に考えて実践することを、セカンドインパクトに

掲げてございます。三つ目のサードインパクトは、開館から一周年目の時期を想定して

ございます。この時期を「第三の開館」と位置付けまして、市民待望の、旧美術館では

叶わなかったような優れた作品を観られるような機会を作りたいと思っていますけれど

も、それにあたっても、新美術館流に料理して、徹底的に解剖し尽くして、新美術館の

貪欲なチャレンジを提示する場として、それをサードインパクトに掲げてございます。

アクティビティの三つ目ですが、アートを介した社会参画のプラットフォーム形成でご

ざいます。新美術館のエンジンとなるような部分だと認識してございます。アートファ



 

 

ーマーやソーシャルサロンとございますけれども、よりよい地域づくりのためには、様々

な人々がそれぞれ自分も社会の一員であり、自分にも何かできるという自己肯定力を備

えながら、他者と関わり合う場を設けたい。そのための手法をいくつか用意したことを

書いてございます。一つ目のアートファーマーでございますが、「アートコミュニケータ

ー」という新しい概念を取り入れながら、美術館活動に関わる市民を、アートでコミュ

ニティを耕し育む「アートファーマー」と位置づけて、活動をしていきたいと思ってご

ざいます。活動にあたっては、アートコミュニケーターとの議論を参考にしながら、こ

れから立ち上げを図っていきたいと思いますけれども、活動をしていく中で他館との連

携、“とびラー”や“～ながラー”、札幌のアートコミュニケーター等とのコミュニケー

ション、連携も取り入れながら、お互いの活動の発展に繋がるようなことも視野に入れ

て、この期間でアートファーマーの制度をつくっていきたいと考えております。次のソ

ーシャルサロンというのは、ジャイアントルームを中心に、アーティスティックな活動

を通じて活動するサロンというイメージになります。いわゆる美術が好きな人だけでは

なく、あまり美術に関心のない人をいかに取り込むかということも意識したいと考えて

ございます。そのような中で、子どもから年配の方まで世代や属性、立場に関係なく、

あらゆる人々が自然な形で社会参画できる出会いの場を設けたいと考えてございます。

ここにも例として、シニアサロンや認知症・障がい者サロン等と書いてございますけれ

ども、色々そういった活動がここで行われた時に、この美術館でどういう化学反応が起

きるかというようなことを実験するような場をつくっていきたいと思ってございます。

アクティビティの四点目は、小中高校や大学・高専との連携強化でございます。これも、

アートの学びを重視する美術館として、小中高校や大学・高専などの教育機関との連携

強化を図っていくことを掲げてございます。小中高校との連携につきましても、様々な

連携の仕方がありますが、美術館側から学校へ行くこともありますし、逆に学校から生

徒さんが来るようなこともあるとは思いますが、肝となるのは、学校の先生方とスタッ

フや学芸員が日常的に話せるような場、気軽に相談できるような場が必要だということ

で、そのような関係性を構築できるようにしていきたいと考えてございます。大学・高

専連携につきましては、市内で特徴的な活動を展開されている大学・高専と連携して、

アートの力で他の分野と融合した取り組みをしたいと考えてございます。「アート×○○」

という新しい取組を展開できる美術館にしたいと考えてございます。 

お手元の資料、８ページから９ページをご覧ください。事業の組み方ですけれども、冒

頭でカラーのボールで表現したように、あの事業を組むにあたって８ページにあります

ように、テーマを設定して、その統一テーマの元でこの目的を達成するためには、どう

いう手法を用いて、どういう構成要素で実現させるかということを、皆で走りながら考

えるような事業づくりを組みたいと考えてございます。事業展開イメージとしては、大

きいモデルの事業を年間３～４本行うこととして、重点的に予算配分や人員配置を行う

ということを考えてございます。また、その過程の中では先ほどご説明した柱のアート

を介した社会参画のプラットフォーム形成ですとか、小中高校、大学、高専との連携が

併走して走っている中で、それが行われていくイメージでございます。９ページの図に

ありますように、平面的な図になってしまっていますけれども、色で塗ったかたまりが、

先ほどのボールのような色だとイメージしていただいて、それが色々くっついたり変化

したりしながら引き継がれて流れていくというようなイメージでございます。特徴的な、

一番規模の大きい事業につきましては、統一のテーマを設けて、年一回とか、数年に一

回の単位でシリーズ化できればと考えてございます。 

ここからは９ページ真ん中の、インプットの部分に入っていきますけれども、スタッフ



 

 

の増員ですとか、新美術館の運営に必要な専門性を有する人材の登用など、市全体とし

ての組織見直しと併せて、運営組織体制づくりを段階的に進めたいと考えてございます。

また、スタッフの個性を活かして業務上の役割を固定化せず、事業目的に応じてフレキ

シブルなチーム編成を可能としたいと思っております。また、評価に関わってきますけ

れども、運営検討委員会及び美術品等収集検討委員会の設置と運営をしたいと考えてお

ります。インプットの二点目、財務的経営と収支でございます。ここにつきましては展

覧会観覧料や収益事業をはじめとする事業収入や、施設利用の促進による施設利用収入

の安定化を図りたいということと、寄付金による資金調達、各種補助制度の活用、恒常

的な行の合理性追求と運営経費の削減で、安定した経営を目指したいと思っております。 

インプットの三点目、施設管理でございます。来館者が快適に過ごせる環境の提供と、

多種多様な活動に対応できる、新美術館にふさわしい備品や設えを整備したいと思って

おります。インフォメージョンスタッフや監視員の配置など、美術館運営に必要不可欠

な人材の配置とサービスの提供をします。施設の使い勝手や仕組みに関して市民やスタ

ッフの意見をもとに、ソフト・ハードの両面において実情に合わせて柔軟な対応を図れ

るような体制にしたいと思ってございます。 

ここから、１０ページから１１ページの評価のところになります。事業の評価の仕方で

ございますけれども、指標としては二つ掲げてございます。一つは、数値で表しやすい

評価指標ということで利用者数やプログラム数、他機関等との連携数等々です。これら

はアウトプット指標として年度ごとに事業評価する上での評価指標として考えておりま

す。もう一つの数値で表しにくい評価指標は、単年度で成果を上げるものではなくて、

長期でやってきて変化が現れるものでございますので、プログラム参加者に現れた変化、

新たに創出された活動や価値、社会への影響などをなるべく拾えるようにしたいと思っ

ております。これがアウトカム指標として、中期計画の最終年度に評価をするような形

になります。両方の評価で、新美術館全体の評価を行うという内容です。これを評価の

流れとして、毎年の年度計画を作成して、それを翌年に評価します。そこからまた、年

度計画に反映して評価します。この繰り返しによって、時代に合わせた、社会情勢に合

わせたような取り組みをしていく。その中でアウトカム指標をしっかり立てていって、

それらを次の中期運営計画に反映させる内容にしております。最終ページに、今のアウ

トカムからインプットまでの関係を表記しております。 

ざっと中期計画の内容を簡単にご説明させていただきましたけれども、今後のスケジュ

ールを資料２－３でご説明させていただきたいと思います。事業検討に関する今後のス

ケジュールについて（案）をご覧ください。今日は運営委員会。その中で、今、ご説明

した計画の方向性について、ご意見をいただきたいと思います。この内容でいただいた

意見を元に、表現や内容を加筆修正しまして、来月、最終案という形で取りまとめたも

のを、また委員の皆様にご議論いただいて、ご意見をいただきたいと思います。併せて、

新年度の事業につきましても、今もやっているのですが、引き続き事業の検討も進めて

参ります。年明けに、中期運営計画の策定をしたいと思っておりますが、次回委員会を

来年の２月頃に予定しておりまして、この中で新年度の事業案の説明、先ほどご説明し

た年度計画にあたるのですけれども、この説明をさせていただいて、委員の皆様からご

意見をいただきたいと考えてございます。事務局の説明は以上になります。 

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

の皆様にはここでご退席いただきますよう、お願いいたします。 

 

（以降非公開） 


