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宮城県美術館の移転計画中止を求める要望書 

 

拝啓 新年を迎え、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は県民の生活と文化

の向上のためご尽力いただいておりますこと、厚く御礼申し上げます。 

 さて、昨年 11 月半ばに、仙台市青葉区の東京エレクトロンホール宮城（県民会館）と宮

城県美術館を宮城野区の仙台医療センター跡地に移転・新築する方向で検討されていると

の報道がなされました。県美術館については、2016 年 12 月に県教委が現施設を改修・増築

して再開する方針を公表しており、昨年 3 月に取りまとめられた「宮城県美術館リニュー

アル基本方針」においても同様の方向が確認されておりましたので、あまりにも唐突な方針

転換に、私たち東北大学関係者を中心とした有志は驚きと戸惑いを隠せません。先般、宮城

県公式ウェブサイトで公表された「県有施設等の再編に関する基本方針（中間案）」を拝見

しても、方針転換の理由および移転の必要性やメリットが十分に説明されたとは言い難く、

とうてい県民に対する説明責任が果たされているとは申せません。私たちは以下の四項目

の理由から、宮城県美術館の移転計画を見直し、中止されることを強く求めるものです。 

 

１）【文化遺産】1981 年に竣工した宮城県美術館は、それ自体が日本近代建築の旗手である

前川國男の建築設計事務所が手がけた貴重な文化遺産であり、併設された佐藤忠良記念館

ならびに前庭に設置された国際的に著名な彫刻家ダニ・カラヴァンの彫刻や詩想豊かなア

リスの庭などを含め、自然環境との調和を目指した優れた文化施設であり、これまで多くの

県民から親しまれてまいりました。短期的な経済性や効率性に目を奪われ、前川國男の美術

館建築というかけがえのない歴史遺産を破壊することは、県民の誇るべき資産の保全とい

う観点からもとうてい許されることではありません。とりわけ戦災の被害を受けた仙台市

には、金沢市などと比べて歴史的建造物が少なく、その意味でも前川建築の価値には計り知

れないものがあります。全国的には前川國男の建築遺産の保存活用を目指す「近代建築ツー

リズムネットワーク」が北は弘前から南は石垣島まで広がっており、このたびの宮城県の方

針転換はそれに逆行するものと言わざるを得ません。 

 

２）【観光資源】2017 年に改正された「文化芸術基本法」では、博物館・美術館に対する社

会的役割はより重要なものと位置づけられています。その流れを受けて 2018 年には「文化

財保護法」が改正され、そこで政府は文化財を観光資源として捉え、積極的な文化財の保存



と活用を博物館や美術館に求めています。歴史と文化の保全活用こそは、人口減少・少子高

齢化のただなかで、多様性と持続可能性を両輪とする成熟社会の柱となるべきものです。前

川國男設計の宮城県美術館は、きわめて魅力ある観光資源にほかならず、青葉城址をめぐる

観光バス「るーぷる仙台」のコースにもなっています。この貴重な観光資源の保存・活用と

新たな価値の創出は、県民の叡智を集めて未来世代へと引き継がれなければなりません。 

 

３）【教育文化環境】宮城県美術館が位置する川内周辺は大学や高校が点在する広範な文教

地区であり、とくに県美術館、仙台市博物館、仙台国際センター、東北大学の図書館、植物

園、萩ホールを擁するこの一帯は緊密に連携した一大教育文化ゾーンとなっています。そこ

から宮城県美術館のみを切り離して移転することは、地下鉄東西線を含めて仙台市等がこ

れまで整備を続けてきた教育文化環境から枢要な支柱を引き抜くに等しいことです。とり

わけ宮城県美術館は創作室を中心とした教育普及活動やワークショップ開催の日本におけ

るパイオニア的存在として知られています。県美術館を川内教育文化ゾーンから移転する

ことは、これまで仙台市博物館とともに高校生や大学生など若年層に対して果たしてきた

重要な教育資源という観点からも大きな損失にほかなりません。 

 

４）【説明責任】今回の宮城県美術館移転という結論を導いた「県有施設再編等のあり方検

討懇話会」のメンバーには、それ以前の「宮城県美術館リニューアル基本計画策定検討会議」

とは異なり、肝心の美術関係者や建築の専門家が一人も含まれておりません。さらに、検討

会議がすでに打ち出していた改修・増築の「基本方針」が踏まえられることなく懇話会での

議論が進み、今回の「中間案」が出されています。これは行政の説明責任という観点からも、

行政手続きの一貫性という観点からもきわめて大きな問題があると言わざるをえません。 

 

 以上、申し述べてまいりました理由から、宮城県美術館の移転・新築という県の突然の方

針転換は、宮城県民の立場からとうてい納得できるものではなく、ここに県美術館の移転計

画を見直し中止されるよう、賛同人の名簿を添えて衷心より要望するものです。すでに市民

グループや日本建築学会東北支部からも同様の声が挙げられておりますが、こうした県民

の訴えを十分に踏まえ、拙速を避けて慎重にご検討くださるようお願い申し上げます。 

敬具 

 

発起人一同（五十音順） 五十嵐太郎（東北大学教授・建築史） 

            尾崎 彰宏（東北大学教授・美術史） 

            野家 啓一（東北大学名誉教授・哲学） 

            芳賀  満（東北大学教授・考古学） 

            花輪 公雄（東北大学名誉教授・海洋物理学） 

            森  一郎（東北大学教授・哲学） 



特別顧問（五十音順）  伊東 豊雄（伊東豊雄建築設計事務所代表） 

大宇根弘司（大宇根建築設計事務所代表） 

松隈  洋（京都工芸繊維大学教授） 

 



宮城県美術館の移転計画中止を要望する有志の会・賛同人 

（2020年 1月 27日現在：150名、50音順） 

 

縣  拓充／東北大学高度教養教育・学生支援機構・助教／教育心理学・認知科学 

秋田 次郎／東北大学経済学研究科・教授／経済学 

秋富 克哉／京都工芸繊維大学工芸科学部・教授／哲学 

阿子島 香／東北大学文学研究科・教授／考古学 

安達 宏昭／東北大学文学研究科・教授／日本近現代史 

足達  薫／東北大学文学研究科・教授／西洋美術史 

五十嵐太郎／東北大学工学研究科・教授／建築史 

井上  亮／東北大学情報科学研究科・准教授／地理情報科学・土木計画学 

上野 稔弘／東北大学東北アジア研究センター・准教授／中国史 

上原麻有子／京都大学文学研究科・教授／日本哲学 

植村恒一郎／群馬県立女子大学・名誉教授／哲学 

内田 克哉／東北大学情報科学研究科・助教／生物学 

姥浦 道生／東北大学工学研究科・准教授／都市計画学 

海野 道郎／東北大学文学研究科・名誉教授／行動科学・社会学 

江藤 裕之／東北大学国際文化研究科・教授／英語学 

海老澤丕道／東北大学情報科学研究科・名誉教授／物理学 

遠藤 健樹／東北大学文学研究科・助教／哲学・倫理学・社会思想史 

遠藤スサンネ／東北大学高度教養教育・学生支援機構・講師／北方史 

大滝 精一／東北大学経済学研究科・名誉教授／経営学 

大野 晃嗣／東北大学文学研究科・准教授／東洋史 

岡田 紀子／東京都立大学人文学部・名誉教授／哲学 

岡田 有司／東北大学高度教養教育・学生支援機構・准教授／心理学 

小川 知幸／東北大学学術資源研究公開センター・助教／西洋史 

荻原  理／東北大学文学研究科・准教授／哲学 

尾崎 彰宏／東北大学文学研究科・教授／美学・美術史 

小田 忠雄／東北大学理学研究科・名誉教授／数学 

小田中直樹／東北大学経済学研究科・教授／フランス社会経済史 

小野 尚之／東北大学国際文化研究科・教授／言語学 

小原 孝博／東北大学理学研究科・教授／地球物理学 

柿木 伸之／広島市立大学国際学部・教授／哲学・美学 

鹿又 喜隆／東北大学文学研究科・准教授／考古学 

樺島 博志／東北大学法学研究科・教授／法理学 



蟹澤 聰史／東北大学理学研究科・名誉教授／地質学 

神山  薫／宮城学院女子大学・非常勤講師／哲学 

川口 幸大／東北大学文学研究科・准教授／文化人類学 

川端  望／東北大学経済学研究科・教授／産業発展論 

カン ミンギョン／東北大学高度教養教育・学生支援機構・准教授／ドイツ語学 

城戸  淳／東北大学文学研究科・准教授／哲学 

君嶋 泰明／法政大学人文科学研究科・専任講師／哲学 

木山 幸子／東北大学文学研究科・准教授／言語学 

工藤 昭彦／東北大学農学研究科・名誉教授／農業経済学 

工藤 成史／東北大学工学研究科・名誉教授、高度教養教育・学生支援機構・

特任教授／生物物理学 

窪  俊一／東北大学情報科学研究科・准教授／メディア情報学 

倉田祥一朗／東北大学薬学研究科・教授／生命科学 

倉田 美子／東北大学経済学研究科／専門職員 

黒岩  卓／東北大学文学研究科・准教授／フランス文学 

黒瀬 一弘／東北大学経済学研究科・准教授／経済学 

小池 武志／東北大学高度教養教育・学生支援機構・准教授／物理学 

小石川和永／筑波大学人文学類・非常勤講師／哲学 

小泉 政利／東北大学文学研究科・教授／言語学 

河野 裕彦／東北大学理学研究科・名誉教授／理論化学 

輿 恵理香／東北大学産学連携機構・特任助教／建築史 

後藤  斉／東北大学文学研究科・教授／言語学 

後藤 嘉也／北海道教育大学・名誉教授／哲学 

小林 文生／東北大学国際文化研究科・名誉教授／フランス文学 

境田 清隆／東北大学環境科学研究科・名誉教授／自然地理学 

坂田 邦子／東北大学情報科学研究科・講師／メディア文化論 

坂巻 康司／東北大学国際文化研究科・教授／フランス文学 

座小田 豊／東北大学文学研究科・名誉教授、総長特命教授／哲学 

佐藤勢紀子／東北大学高度教養教育・学生支援機構・教授／日本思想史 

佐藤  透／東北大学国際文化研究科・教授／哲学 

佐藤 弘夫／東北大学文学研究科・名誉教授／日本思想史 

佐藤 正明／東北大学医工学研究科・名誉教授／バイオメカニクス 

佐藤 雪野／東北大学国際文化研究科・准教授／中欧地域研究 

佐藤 嘉倫／東北大学文学研究科・教授／行動科学・社会学 

佐野 之人／山口大学教育学部・教授／哲学 

沢田 康次／東北大学電気通信研究所・名誉教授／物理学 



篠澤 和久／東北大学情報科学研究科・教授／哲学 

下館 和巳／東北学院大学・教授／シェイクスピア・カンパニー主宰 

庄司  強／東北大学高度教養教育・学生支援機構・特任教授／数学教育 

鄭 嫣婷（Jeong Hyeonjeong）／東北大学国際文化研究科・准教授／言語学 

杉本亜砂子／東北大学生命科学研究科・教授／生命科学 

杉本 和弘／東北大学高度教養教育・学生支援機構・教授／比較教育学 

杉本 欣久／東北大学文学研究科・准教授／東洋日本美術史 

鈴木 岩弓／東北大学教養教育院・総長特命教授／宗教民俗学 

鈴木 賢一／東北大学経済学研究科・教授／オペレーションズ・リサーチ 

須藤 彰三／東北大学理学研究科・教授／物理学 

副島 健作／東北大学高度教養教育・学生支援機構・准教授／言語学・日本語教育 

高浦 康有／東北大学経済学研究科・准教授／経営原理 

高木  泉／東北大学教養教育院・総長特命教授／数学 

高倉 浩樹／東北大学東北アジア研究センター・教授／社会人類学 

髙橋 美能／東北大学高度教養教育・学生支援機構・准教授／社会教育 

高橋 美穂／東北大学高度教養教育・学生支援機構・講師／ドイツ語学 

田嶋 玄一／東北大学高度教養教育・学生支援機構・准教授／動物生理学 

楯  辰哉／東北大学理学研究科・教授／数学 

田林 洋一／東北大学高度教養教育・学生支援機構・准教授／スペイン語学 

趙 秀敏／東北大学高度教養教育・学生支援機構・准教授／教育情報学、教育工学 

寺本 成彦／東北大学国際文化研究科・教授／フランス文学・映画 

飛田 博実／東北大学理学研究科・教授／化学 

戸島貴代志／東北大学文学研究科・教授／哲学 

徳川 直人／東北大学情報科学研究科・教授／社会学 

長岡 龍作／東北大学文学研究科・教授／東洋日本美術史 

長友 周悟／東北大学高度教養教育・学生支援機構・講師／障害学生支援 

中川  学／東北大学高度教養教育・学生支援機構・准教授／日本史 

中谷 友樹／東北大学環境科学研究科・教授／地理学・地理情報科学 

直江 清隆／東北大学文学研究科・教授／哲学 

ナロック ハイコ／東北大学文学研究科・教授／独文学 

西岡けいこ／香川大学教育学部・教授／教育学 

西谷  修／東京外国語大学・名誉教授／哲学・思想史 

糠塚 康江／東北大学法学研究科・教授／憲法学 

野家 啓一／東北大学文学研究科・名誉教授／哲学 

野村 啓介／東北大学国際文化研究科・教授／西洋史学 

野村 俊一／東北大学工学研究科・准教授／建築史 



芳賀  満／東北大学高度教養教育・学生支援機構・教授／考古学 

長谷川公一／東北大学文学研究科・教授／社会学 

長谷川浩司／東北大学理学研究科・准教授／数学 

畠中美菜子／東北大学国際文化研究科・名誉教授／ドイツ文学・比較文学 

花輪 公雄／東北大学理学研究科・名誉教授／海洋物理学 

原田栄二／東北大学工学研究科・助教／都市設計・都市計画 

林  雅子／東北大学高度教養教育・学生支援機構・講師／対照言語学 

半田 正樹／東北学院大学・名誉教授／経済学 

飛ヶ谷潤一郎／東北大学工学研究科・准教授／建築史 

平本  厚／東北大学経済学研究科・名誉教授／日本経済論 

日引  聡／東北大学経済学研究科・教授／環境経済学 

フォンガロ エンリコ／東北大学文学研究科・准教授／西洋美学・哲学 

藤田 恭子／東北大学国際文化研究科・教授／ドイツ語圏文化・文学研究 

藤本 敏彦／東北大学高度教養教育・学生支援機構・准教授／スポーツ科学 

細谷 雄三／東北大学経済学研究科・名誉教授／計量経済学 

堀  元／東北大学経済学研究科・名誉教授／経済学 

本多 正平／東北大学理学研究科・教授／数学 

前  忠彦／東北大学農学研究科・名誉教授／植物栄養学 

増田  聡／東北大学経済学研究科・教授／地域計画 

松居 靖久／東北大学加齢医学研究所・教授／生命科学 

水野 健作／東北大学生命科学研究科・名誉教授、総長特命教授／生命科学 

水野 皓司／東北大学電気通信研究所・名誉教授／電子工学 

宮岡 礼子／東北大学教養教育院・総長特命教授／数学 

宮﨑 裕助／新潟大学人文学部・准教授／哲学 

虫明  元／東北大学医学系研究科・教授／生理学 

村山 達也／東北大学文学研究科・准教授／哲学・倫理学 

室井 芳史／東北大学経済学研究科・准教授／金融工学 

茂木謙之介／東北大学文学研究科・准教授／表象文化論 

本江 正茂／東北大学工学研究科・准教授／都市建築デザイン 

森  一郎／東北大学情報科学研究科・教授／哲学 

守  健二／東北大学大学院経済学研究科・教授／政治経済学 

森田 直子／東北大学情報科学研究科・准教授／フランス語圏文学 

森田ひろみ／東北大学情報科学研究科元職員／元研究員 

森田 康夫／東北大学理学研究科・名誉教授／数学 

森本 浩一／東北大学文学研究科・教授／ドイツ文学 

安田 健彦／東北大学大学院理学研究科・教授／数学 



柳原 敏昭／東北大学文学研究科・教授／日本史 

山口 隆美／東北大学医工学研究科・名誉教授／医工学 

山田今日子／東北大学文学研究科・助手／美学・西洋美術史 

山谷 知行／東北大学教養教育院・総長特命教授／植物分子生理学 

横溝  博／東北大学文学研究科・教授／日本古典文学 

米島 一朗／東北大学工学研究科博士課程・一級建築士／建築、リノベーション 

吉野  博／東北大学工学研究科・名誉教授／建築環境学 

ローマン、レイ／東北大学経済学研究科・教授／ビジネス・コミュニケーション 

若林  緑／東北大学経済学研究科・准教授／福祉経済 

渡部 智子／東北大学医学系研究科／技術補佐員 

渡部 由紀／東北大学高度教養教育・学生支援機構・准教授／比較教育学 

 

以上 150名、特別顧問 3名を加えると計 153名 

＊所属の記載は「…大学大学院～研究科」を「…大学～研究科」と簡略化 

  



令和 2 年 1 月 28 日 

仙台市長 郡 和子 殿 

宮城県美術館の移転計画中止を要望する有志の会 

発起人代表 野家 啓一 

 

宮城県美術館の移転計画中止を求める要望書の提出について 

 

前略 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は市民の生活と文化の向上

のためご尽力いただいておりますこと、厚く御礼申し上げます。 

 さて、私たち、東北大学関係者を中心とする「宮城県美術館の移転計画中止を要望する有

志の会」は、昨日 1 月 27 日に、宮城県庁にて、「宮城県美術館の移転計画中止を求める要

望書」を村井嘉浩県知事宛に提出いたしました。すでに報道等がなされておりますが、同要

望書（と添付資料）の写しを、仙台市長に提出させていただきます。ぜひご一読いただき、

私たちの切なる要望にご理解とご協力を賜われば幸いに存じます。 

 1 月 31 日には市長と知事との会談が予定されていると聞き及んでおります。私たち有志

の会の賛同人 150 名ならびに特別顧問 3 名の総意である宮城県美術館移転計画中止を、仙

台市として宮城県に強く働きかけてくださいますよう、お願い申し上げます。 

草々 

 

発起人一同（五十音順） 五十嵐太郎（東北大学教授・建築史） 

            尾崎 彰宏（東北大学教授・美術史） 

            野家 啓一（東北大学名誉教授・哲学） 

            芳賀  満（東北大学教授・考古学） 

            花輪 公雄（東北大学名誉教授・海洋物理学） 

            森  一郎（東北大学教授・哲学） 

 


