
アリスの庭クラブ通信
宮城県美術館の話をしよう！

17,773 筆の署名を宮城県議会議長に提出しました！
ご署名いただいたみなさま、ありがとうございました！！

　去る 2 月 20 日、第 6 回懇話会が開催され傍聴してきま
した。やはり関心が高く、20 名程の傍聴と多くの報道陣
でした。現時点 (3 月 27 日 ) で議事録の発表はされていま
せんが、当日出席した「アリスの庭クラブ」の 3 名のメモ
から懇話会の概要を報告します。
　最終懇話会ということで委員全員の出席のもと、事務局
の震災復興・企画部による「中間案」に対するパブコメの
報告、及び「県有施設等の再編等の在り方に関する基本方
針（最終案）について」の説明がされました。パブコメは
213 件（221 件の内、無記名 8 件を除く）、多くが県美の
移転反対であったとのことが発表されました。事務局はそ
れを受け、来年度に県民と意見交換を行う場を設け、更な
る検討を踏まえるため、経費 4,200 万円の予算計上をする、
とありました。しかし、県美の再編については、中間案で「仙
台医療センター跡地に、宮城県民会館、宮城県民間非営利
活動プラザ、宮城県美術館を集約・複合化する」としてい
た方針が、最終案では「集約・複合化する方向で更に検討
を進める」と変更されただけです。移転方針は署名活動や
提案書の提出・パブコメによる県民の反対意見をもってし
ても、何ら変わっていないことが判りました。

　各委員からは、「誰もが現美術館の解体には反対してお
り、取り壊す前提としては考えていない」という意見があ
り、傍聴した人間としては大変驚かされました。しかし、
県の方針は、県美とホールを合築することによる床面積の
減であり、現美術館を解体もしくは所有者移転が必須であ
ることしか考えていません。各委員が「解体前提とは誰も
考えていない」ということは、つまり「現美術館が建替え
を必要とする建物ではない」という認識であることではな
いでしょうか。また、「跡地利用」についての説明を求め
る意見も出されましたが、時間を要するとの回答でした。
「跡地」とは建物を解体した跡地か、建物を残した跡地か
が曖昧で、検討を進める依頼は「更地になった跡地の利用」
とすり替えられるのではないか、と疑ってしまいます。
　この懇話会を傍聴し、事務局方針と委員の意見が食い
違っている事は明白ですが、懇話会の結論としては、夫々
の意見を考慮し、この案のメリット・デメリットを整理し
たものを合わせ最終案を 3 月末に提示する意向です。事務
局サイドから食い違いを指摘して訂正するようなやりとり
は一切ありませんでした。大変重要な方針を決定するにも
関わらず、予定時間を 30 分も残して懇話会の一切は終了
となりました。

　都市の大きな視点から芸術文化の尊重まで、右記５つ
の活動が必要と考えています。A、E はやや専門性が強い
ため、当会としてはB＝伝える、C＝まなぶ、D＝味わう、
を主軸におきますが、A、E にも参加します。現在はパブ
コメへの再質問を考える B を進めています。またコロナ
も心配ですが、季節も良いので、制度を学ぶ C、県美周
辺を歩くDなどを企画する予定です。

A［都市構想］ホール含め都市構造を再検討する活動
B［伝える系］文化政策やパブコメ対案の協議・発信
C［まなぶ系］県美の存続を考える制度条例等の勉強会
D［味わう系］県美をもっと歩き、楽しむ県市民の活動
E［アート系］県美をもっと活かす新たなアート活動

宮城県美術館のこれからを県民が主体となって考えたい。
そのために集い、意見をかわし、声をあげていきましょう。
この小さなメディアで、根本的な問題やそのときどきの課題、
私たちの活動をお知らせし、共有していきます。
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第 6回 県有施設再編等の在り方検討懇話会 - 傍聴記 -2
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2020.1.17 の街頭署名活動の様子
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　12 月中旬、青葉区立町のカフェ & ギャラリーガレで始まった署名活動は、日を追うごと
に人から人へと大きく広がっていきました。中には 1000 筆の署名を届けてくださった方
も！一人ひとりが突然の移転案に、居てもたってもいられない気持ちで動いたのだと思い
ます。石川議長に提出の際は約 30 名の議員さんが与野党問わず集まってくださり、私たち
の声を聞いてくれました。早い段階でこれだけ多くの署名を提出できたことは、議会に対
してまた県に対しても力になったと確信しています。同日、村井知事に対しても移転を最
終案としない旨の要望書を提出しました。遅れて到着した署名は、4 月に追加提出の予定
です。 ＜提出署名 /紙署名：16,091 筆　ネット署名：1,682 筆＞

「アリスの庭クラブ」これからの活動指針



宮城県美術館をめぐる、これまでの動き4
第 4 回（11/18 開催）
にて、宮城県は「県
民会館と宮城県美術
館を集約し、宮城野
区の仙台医療セン
ター跡地に移転・新
築」という方針を発
表しました。それは
策定済みだった「宮
城県美術館リニュー
アル基本方針」を覆
す内容でした。

2127 件の回答が寄せ
られ、県美移転に反
対し現地存続を求め
る回答は 8 割を超え
ました。

221 件のパブコメが
集まり、「県美の文化
的・歴史的・建築的
価値を踏まえて判断
すべき」「県美の立地
環境も評価するべき
ではないか」という
意見が多数寄せられ
ました。また、県美
リニューアル基本方
針の撤回や専門家不
在で進められる懇話
会形式での議論に疑
問が投げかけられま
した。

130 名を超える参加
者とともに、それぞ
れがどんな思い出を
県美で重ねてきたの
かを語り合い、県が
打ち出した移転・集
約案に対して、市民
の思いをどのように
伝えていくか意見を
出し合いました。

宮城県は、移転方針
を変えず、「県有施設
等の再編に関する基
本方針（最終案）」を
策定しました。

宮城県　　「宮城県美術館リニューアル基本構想策定に係る懇話会」を開催（計 7回）
　　　　　「宮城県公共施設等総合管理方針」を策定
　　　　　「宮城県美術館リニューアル基本構想」を策定
　　　　　「宮城県美術館リニューアル基本方針策定検討会議」を開催（計 4回）
　　　　　「宮城県美術館リニューアル基本方針」を策定
　　　　　「県民会館の整備のあり方に関する有識者会議」を開催（計 4回）

宮城県　　「第 5回県有施設再編等の在り方検討懇話会 」を開催

● 宮城県美術館に関心と期待を寄せる有志グループ一同
「宮城県美術館の移転、県民会館との集約化に関する方針についてのアンケート」結果を公表

● 河北新報社
LINE で宮城県美術館の望ましい在り方についてアンケートを実施
ウェブサイトに特集ページ「考えよう、宮城県美術館のコト。」を開設

● まち遺産ネット仙台
「宮城県美術館の現地存続についての要望書」を村井嘉浩知事に提出

● カフェ&ギャラリー ガレ /まち遺産ネット仙台　現地存続の署名運動開始

● 日本建築学会東北支部
「宮城県美術館（建物・外構等）の保存活用に関する意見書」を村井嘉浩知事に提出

● 日本建築学会東北支部
「宮城県美術館（建物・外構等）の保存活用に関する意見書」を石川光次郎県議会議長に提出

市民

市民
専門家

市民

メディア

宮城県　　「県有施設等の再編に関する基本方針（中間案）」を発表し、パブリックコメントの受付を開始

　　　　　「県有施設再編等の在り方検討懇話会 」を開催（計 4回、第 2回 /第 3回は非公開）

2016. 4
2017. 3

2018. 3
2019. 2 - 9
2019. 5 - 11

2020. 1. 7

● 東北大学日本学国際共同大学院 シンポジウム
「見えない震災からリノベーションへ -宮城県美術館と前川國男を考える -」五十嵐太郎氏講演

学識2020. 1. 23

● 宮城県美術館に関心と期待を寄せる有志グループ一同
「宮城県美術館の移転、県民会館との集約化に関する方針についてのアンケート」を開始

市民2019. 12. 9

● まち遺産ネット仙台
「宮城県美術館の現地存続についての陳情書」を石川光次郎県議会議長に提出

市民
専門家

2019. 12. 18

2019. 12. 10

2019. 12. 12

2019. 12. 24

宮城県　　「県有施設等の再編に関する基本方針（中間案）」に対するパブリックコメント締切2020. 1. 31

宮城県　　「第 6回県有施設再編等の在り方検討懇話会 」を開催
　　　　　-移転を最終案とする基本方針を決定 -

2020. 2. 20

宮城県　　「県有施設等の再編に関する基本方針 」を策定2020. 3. 30

2019. 12. 27

2019. 12. 中旬 -

● アリスの庭クラブ　意見交換会「宮城県美術館の話をしよう・その 1」開催市民

2020. 1. 17 ● アリスの庭クラブ　意見交換会「宮城県美術館の話をしよう・その 2」開催市民

2020. 1. 18,19 ● カフェ&ギャラリー ガレ /まち遺産ネット仙台　街頭署名活動 (2 日間で署名 500 人 )市民

2019. 12. 10-16

2019. 12. 下旬

● 日本建築家協会東北支部
「宮城県美術館の存続に関する要望書」を村井嘉浩知事に提出

専門家2020. 1. 24

● 宮城県美術館の移転計画中止を要望する有志の会 (東北大学の教授等、有志 )
「宮城県美術館の移転計画中止を求める要望書」を村井嘉浩知事に提出

学識2020. 1. 27

● 宮城県美術館の現地存続 を求める有志の会
「宮城県美術館の現地存続 に関する要望書」を村井嘉浩知事に提出

市民2020. 2. 8

● カフェ&ギャラリー ガレ /まち遺産ネット仙台 /アトリエ光彩舎、ほか 4団体
「宮城県美術館の現地存続」をを求める署名（17,773 筆）を提出

市民2020. 2. 19

● 東北大学日本学国際共同大学院 シンポジウム　「公共性と美術館の未来」学識2020. 2. 15

● 宮城県芸術協会
宮城県美術館の建築物維持と県民からの意見聴取についての要望書を村井嘉浩知事に提出

専門家2020. 1. 28

● 宮城県建築士事務所協会 /日本建築学会東北支部
第２回文化芸術版仙台ラウンドテーブル「（県美問題を手掛かりに）文化芸術によるまちづくりを考える」を開催

専門家2020. 1. 25

2015. 5 - 2017. 2

2017. 8 - 2018. 2
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https://www.facebook.com/alicenoniwa.club/
https://twitter.com/4RsSbBcE7B5gtkl
https://alicenoniwaclub.wixsite.com/website
「アリスの庭クラブ」で検索

※コピー・転載可。まわりの方との議論のきっかけになれば幸いです。


