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北アルプス国際芸術祭 ～信濃大町 食とアートの廻廊～ 

基本計画の環境社会配慮に関する評価 

評価書（案） 

2016 年 5 月 20 日 

大町の芸術祭を考える会 

 

１．目的 

 北アルプス国際芸術祭実行委員会（実行委員長・牛越徹大町市長）が平成 29 年 6 月に開催を予

定している「北アルプス国際芸術祭 ～信濃大町 食とアートの廻廊～」の実施が、環境及び地域

社会に及ぼす影響について、第三者の立場から評価し、事業のより適切な実施を促す。 

 環境社会配慮とは、持続可能な社会を構築する観点から、環境面のみならず、人権や福祉、安

心・安全、経済などの幅広い社会面を含む環境に与える影響について配慮することである。 
 
２．評価実施主体と調査の受任者 

 評価実施主体：大町の芸術祭を考える会 

 調査の受任者：ＮＰＯ地域づくり工房 
 
３．評価対象事業の概要（平成 28 年 2 月 28 日「計画概要（案）」より） 

（１）目的 

  ①現代アートの力を借りて大町市の魅力を国内外に発信する。 

  ②観光誘客により人々の流動・交流を起し、地域を交流の場とする。 

  ③市民の参加を地域づくりに取組む原動力とする。 

  ④地域の消費を拡大し、地域を元気にする手がかりとする。 

（２）開催概要 

  名称：北アルプス国際芸術祭 ～信濃大町 食とアートの廻廊～ 

  日程：2017（平成 29）年 6 月 4 日（日）～7 月 30 日（日） 57 日間 

  開催エリア：源流エリア、仁科三湖エリア、市街地エリア、東山エリア、ダムエリア 

  出展作家：30～40 人（組） 

（３）主催組織 

  主催：北アルプス国際芸術祭実行委員会 

  実行委員長：牛越徹（大町市長） 

  総合ディレクター：北川フラム（株式会社アートフロントギャラリー代表取締役会長） 

（４）事業費（予定） 

  総額：200,000 千円（平成 28 年度～29 年度） 

  財源内訳：国／県助成金 60,000 千円、入場料 40,000 千円、ふるさと寄付金 40,000 千円、

大町市（一般財源）60,000 千円 
 
４．評価対象 

 「北アルプス国際芸術祭 ～信濃大町 食とアートの廻廊～」基本計画（資料１）を情報公開請

求により取り寄せて、その記載内容を評価対象とする。 
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５．評価方法 

（１）基本方針 

 環境社会配慮評価では、持続可能な社会の構築に地域社会として寄与していく観点から、当

該事業が地域社会の幅広い意味における環境に対してどのような影響があり、それを住民等は

どのように受けとけるかが評価対象となる。 

そのため、評価に際しては、①持続可能性（地球環境の保全、環境と経済の好循環など）や、

②地域性（生活環境や景観、伝統文化などとの調和、地域の課題など）に基づいた影響を調べ、

③住民等がそれをどのように受けとめるのかを重視して取組む。 

（２）影響要素・要因 

基本計画より内容を把握し、計画の全体と個々の作品・事業について、想定される影響要素・

要因を表１のように整理した。その際、上記（１）③の観点より、考える会が主催した２回の討

論会（のべ 211 名参加）で意見や直接会に寄せられた意見（E-Mail や手紙等）を参考とした。 

（３）調査の方法 

 実行委員会が策定した基本計画において、表２に例示したような配慮が記載されているかど

うかを調べる。 

（４）評価方法 

 ①個別評価 

 各影響要素・要因に関する配慮内容の調査（表２）を踏まえて、表３に示すように記載状

況に応じて採点し、評価を行う。 
 
表３：採点方法 

評価 理由 点数 

配慮している 表３に例示した事項に対する配慮の記載があった。 ＋１ 

配慮が不十分 配慮の考えは記載されているが、具体性はない。 ±０ 

配慮がない 全く記載がなかった。 －１ 

評価不能 そもそも計画に記載されていない。 －１ 
 
 ②総合評価 

 全 20 項目に対する評価の点数（表４）を集計し、17 満点に対する到達点を出す。これを

踏まえて、①持続可能性と②地域性の観点からの評価をコメントとして作成する。 

（５）「評価書案」に対する住民意見の聴取 

 評価結果をまとめた「評価書案」をインターネット上に設ける特設サイトに公開し、住民

等の意見を募集する。募集期間は３週間とする。また、この期間中に、評価書案に基づく「討

論会」を開催し、意見交換する。これら寄せられた意見とそれらに対する見解を同サイト上

に公開するとともに、「北アルプス国際芸術祭実行委員会」に提出する。 

（６）スケジュール 

4 月 12 日 方法書案の検討（考える会よびかけ人会議） 

4 月 20 日 方法書の公開（ＷＥＢ上での公開、マスコミや実行委員会への通知）、調査着手 

5 月 15 日 評価書案の検討（考える会よびかけ人会議） 

 5 月 20 日 評価書案の公開と意見募集、基本計画と評価書案に基づく「討論会」の開催 

 6 月 10 日  評価書案への意見〆切 

 6 月中旬  評価書の公開、実行員会への送付 
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表１：想定される影響要素・要因 

 要因・要素 理 由 

合

意

形

成 

計画策定 
計画が策定される過程において、議会や住民の意見を組み入れる取組みがな

されていない場合、環境社会影響を事前に把握できない可能性がある。 

資金調達 
計画的でバランスのとれた資金調達になっていないと、自治体財政に過度な

負担となり、他の住民福祉等に影響を与える可能性がある。 

工程 
タイトなスケジュールが地域社会との合計形成を損ねることや、過度の負担

を強いることの可能性がある。 

計

画

全

体 

開催エリア 
エリアによっては、作品の設置が景観や災害などの面から適さない場合もあ

る。また、自動車や人の往来を避けて、地域環境を保全すべき場合もある。

開催期間 
気象条件等から見学者やスタッフの行動の安全、作品の維持管理面などから

避けた方がいい期間がありうる。 

出展数 
作品の配置によっては交通に混乱を招く可能性がある。数多くの作品が点在

または集中することが景観や維持管理に支障をきたす可能性がある。 

事業費 
事業の経済波及効果に比べて投資額が大きい場合は持続性を確保することが

難しくなる可能性がある。 

交流人口 
市外や国外からの来訪者が一時的に増えることで住民との間にストレスを生

じさせる可能性がある。 

住民の参画 
大勢の住民の参加により、その安全対策や持続的な関与に対する対策が必要

になる。 

作

品 

作品選定 
作品によっては景観や伝統等の地域性、住民等の感受性になじまない可能性

がある。また、維持管理面から事業の持続性に支障となる可能性がある。 

立地選定 
場所によっては見学者の安全確保が難しい場合もある。また、作品の設置が

景観や地域性、住民等の感受性になじまない可能性がある。 

設置作業 
作品と場所によっては設置作業に伴い騒音や振動、土地の改変や土砂流出等

により周辺の自然環境を損ねる可能性がある。 

存在 
見学者の往来が周辺の生活環境とのストレスを生じさせる可能性がある。ま

た、展示が長期になる場合は景観や地域性などのなじまない可能性がある。

撤去作業 
作品と場所によっては撤去作業に伴い騒音等で周辺の生活環境を損ねる可能

性がある。作品によっては廃棄物を過大に発生させる可能性がある。 

関

連

事

業 

イベント 
イベントの規模、内容、場所によっては、騒音や人・自動車の往来等により、

周辺の生活環境とのストレスを生じさせる可能性がある。 

食プロジェ

クト 

企画内容によっては、特定の食材や料理ジャンル、メニューを扱うことなど

で、市内の飲食店に対して不平等な扱いをもたらす可能性がある。 

広報 
事業の内容・規模に対して過大な宣伝を行うことで、経費や資源（紙類）の

浪費となる可能性がある。 

インフォメ

ーション 

看板の形状やデザイン、数量、設置場所等によっては、景観を損ねたり、経

費や資源の浪費となったりする可能性がある。 

交通 
来訪者が多い場合、自動車の騒音や振動、駐車場の混乱、山道や細街路での

通行トラブル等を引き起こす可能性がある。 

宿泊 
来訪者（特に外国人）が多い場合、対応ができない可能性がある。また、来

訪者が予定より大幅に少ない場合、対応準備が無駄になる可能性がある。 
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表２：各影響要因・要素に関する調査の方法 

 要因・要素 調査の方法 

合

意

形

成 

計画策定 
計画策定の過程が記載されているかどうか。計画策定後における住民への説

明や意見への対応策が示されているかどうか。 

資金調達 
資金計画において、多様な資金源が追求されているかどうか、無制限な追加

予算を想定していないかどうか。 

工程 
各種手続きや住民説明に要する時間等を考慮したスケジュールが設定されて

いるかどうか。 

計

画

全

体 

開催エリア 
国立公園、風致地区、ハザードマップなどの地域指定の状況、学校や医療・

福祉施設等の静寂環境を保つべき施設の立地状況などが把握されているか。

開催期間 
近年の気象データ及び災害の発生状況、観光客入込数統計、交通渋滞の発生

状況などが把握されているか。 

出展数 
エリアごとにどの程度の作品を配置するのか、その際、多くの車や人の立入

を避けるべき場所が把握されているのか。 

事業費 
集客目標と歳入・歳出のバランスがとれているのか。長野県「産業連関表」

に基づき集客目標から試算される経済波及効果を調べているのか。 

交流人口 
一時的な観光客の増加に対する対応策が記載されているのか。とりわけ、外

国人観光客への対応が記載れているのか。 

住民の参画 
住民の協力、ボランティアの協力に対する費用弁償や事故に対する保険、協

力者に対する研修などの方策が記載されているか。 

作

品 

作品選定 
作品の選定方法に関して、地域性などに対する配慮や維持管理等に関する記

載があるかどうか。 

立地選定 
作品の立地場所の選定において、安全対策や周囲の地域に対する配慮に関す

る記載があるかどうか。 

設置作業 
設置作業の内容や工程に関する記載、設置作業に伴う周辺環境に対する配慮

の記載があるかどうか。 

存在 
作品を設置した場合のシミュレーションが行われているか。作品展示に伴う

周辺への配慮に関する記載があるかどうか。 

撤去作業 
撤去作業の内容や工程に関する記載、撤去作業に伴う周辺環境に対する配慮

の記載があるかどうか。 

関

連

事

業 

イベント 
イベントの概要（開催時期、場所、内容、規模等）とそれを実施した際の周

囲に対する配慮に関する記載があるかどうか。 

食プロジェ

クト 

企画内容に関する記載と、それを実施する際の市内飲食店に対する配慮が記

載されているかどうか。 

広報 
広報の具体的な手法と規模、事業費全体に占める広報費の割合や内容などが

記載されているかどうか。 

インフォメ

ーション 

インフォメーションの具体的な手法と経費、看板などの周囲の景観に対する

配慮が記載されているかどうか。 

交通 
来訪者の自動車通行がもたらす周囲への影響、トラブルに対する記載がある

かどうか。 

宿泊 
宿泊数とそれに占める外国人の割合などに関する推計値と、宿泊施設の確保

などに関する記載があるかどうか。  



5 
 

６．調査結果 

（１）合意形成 

 ①計画策定 

 基本計画の工程表では、計画策定段階にあたる平成 28 年 1 月中旬から 5 月末までの間に

市民説明会を行うこととなっている。 

 しかし実際には、議会での討議をのぞいて、本件に限定した住民向けの説明会の開催は１

回のみである。大町市による「地方創生」に関する説明会において参加者の質問が本件に集

中したこと、実行委員会（3 月 28 日）への傍聴を認めたこと、「考える会」の討論会に実行

委員会関係者や市担当者（第２回）が出席して発言したことにより、一般市民への説明機会

があったものの、実行委員会が主催したものではない。 

 ②資金調達 

 基本計画の予算には収入のうち市負担金（国県補助金を含む）の内訳は示していない。 

市民に全戸配布された「企画概要（案）」（平成 28 年 2 月 25 日）には（資料２）、「開催概

要」（3 頁）に事業費（予定）として、国／県補助金等 60,000 千円、入場料 40,000 千円、ふ

るさと寄付金 40,000 千円、大町市 60,000 千円と記載している。 

なお、「ふるさと寄付金」とは、ふるさと納税分のうち納税者がその使途を市長の裁量に委

ねた分であり、本来は市税からの支出とみるべきである。 

この資金調達の特徴は、民間を含む実行委員会体制で開催されるにもかかわらず、地元自

治体（市及びふるさと納税による寄附）の負担割合（50％）が高いことである。とりわけ、

他の開催例（表４）に比べて、地元自治体の負担割合が高い。これらのことは税金に対する

依存度の高い事業であることを示している。 

 また、工程表では、市議会の各会期（H27 年 6 月・9 月・12 月、H28 年 6 月）において「補

正」を見込んだ記載があり、当初予算を超えて追加経費が市に対して要求される可能性を示

している。 
 

表４：３つの国際芸術祭の収入構造比較（百万円） 

費  目 大地の芸術祭※１ 瀬戸内芸術祭※２ 北アルプス芸術祭※３

主催自治体 100（20.4％） 428（41.7％） 100（50.0％）

補助金・助成金 127（25.9％） 50（ 4.9％） 60（30.0％）

民間負担金（福武） 190（18.5％）

寄附・協賛金 99（20.3％） 140（13.6％）

チケット販売等 161（33.0％） 203（19.8％） 40（20.0％）

その他 2（ 0.4％） 15（ 1.5％）

合 計 489（100％） 1,026（100％） 200（100％）

※１「大地の芸術祭・越後妻有アートトリエンナーレ 総括報告書」（2013.3）より 
※２「瀬戸内国際芸術祭 2013 総括報告書」（2013.12）より 
※３「北アルプス国際芸術祭 信濃大町 食とアートの廻廊 基本計画書」（2016.03）より 

 
 ②工程 

 工程表では 2015 年 11 月から 2017 年 6 月までのスケジュールが詳細に示されている。 

 市民説明会が行われていないことは記述した通りである。 

 また、工程表によると、4 月中旬までに「候補地調査・条件調整」を終えて、3 月より「招

待作家オファー①」を開始して 4 月末までに終え、「住民説明」や「「作家とのお見合い・調

整」に着手することになっている。しかし、そのような活動は報じられていない。 
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 ちなみに、大町市での国際芸術祭の２ヶ月後となる来年 9 月～10 月に、同じ北川フラムさ

んを総合ディレクターとして、珠洲市（石川県）で開催される「奥能登国際芸術祭」のホー

ムページを見ると、参加アーティスト（第一陣９名）が公開され（2 月 14 日）、それらアー

ティストによる地元取材の様子も紹介されている（3 月 2 日）。これと比較すると、北アルプ

ス国際芸術祭は 5 月 16 日にホームページがようやく開設されたものの、奥能登国際芸術祭に

比べて半年近い遅れをとっている。 

また、昨年度において実行委員会が、アーティストを招聘して行おうとした準備や作品設

置場所を紹介する冊子などの準備のために、長野県の補助金（地域発・元気づくり支援金）

260 万円を受けていたが、作業が進まなかったために全額を返納している。一般論としては、

補助金を返納した団体は「業務執行能力がない」と評価され、翌年度以降の補助金が受けら

れないこともある。業務執行能力に疑義を抱かせる状態が生じている。 

つまり、地域に見える形での準備は停滞しており、イベントを盛り上げるために重要であ

る準備段階からの発信もできていない。 

 基本計画に基づく実施計画の策定をＡＦＧに委託することで予算化されているが、それが

公開される時期は明らかにされていない。一方で、作品の選定やそれに基づく関係地区との

協議がスケジュール化されている。そうした中で、実施計画を策定せずに、作品の製作を急

ぎ、個別に関係地区との協議を進めるとの方針が市担当者より明言されている。 

 具体的な計画を省略したまま、一足飛びに作品制作とその設置に着手するのであれば、本

評価書案が示すように、様々な疑問や問題を引き起こす可能性がある。 

（２）計画全体 

 ①開催エリア 

おおまかなエリアは図示されている。しかし、国立公園、風致地区、ハザードマップなど

の地域指定の状況についての記述はない。また、そのエリア内に設置場所を設定する際の配

慮事項（例：学校や医療・福祉施設等の静寂環境を保つべき施設の立地状況など）に関する

記載は一切ない。こうした姿勢により、作品の設置場所選定において、周辺環境との不調和

や地域社会とのあつれきを生じさせる可能性もあることを読み取ることができる。 

②開催期間 

開催期間は 2017 年 6 月 4 日（日）～7 月 30 日（日）までの 57 日間である。 

基本計画にはこの期間を選んだ理由を記していない。 

企画概要（案）には「開催期間の選定理由」（4 頁）として以下のように記述している。 

 

 

 

 

 

 

 

「残雪の北アルプス」と「咲き乱れる草花」という観点で言えば、当地では５月ゴールデ

ンウィークから５月下旬までであり、説得力に乏しい。しかし、「観光客が比較的少なく」「田

植え後の農休み」という説明により、農閑期の新たな誘客を狙った企画であることが理解さ

れる。「夏休み、紅葉と続く次の季節へ」の誘客となるという説明の具体性はない。 

＊残雪の北アルプスの秀麗な姿と、咲き乱れる草花が美しく、雪解け水が豊富にあり山麓

地域の風光明媚な魅力を発信できる時期であること。 

＊アルペンルートの「雪の大谷」終了から夏休みまでは観光客が比較的少なく、地域では

田植え後の農休みの期間と重なること。 

＊夏休み、紅葉と続く次の季節へ、誘客の波及が見込めること。 
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一方、この期間に開催することのデメリットや留意点に対する記載は一切ない。 

この 50 年間に発生した災害（地震・火災を除く）を調べると（表５）、近年は７月に集中

的な豪雨が発生しており、平成 18（2006）年７月豪雨は 72 時間雨量が 194mm と観測史上

最大を記録した。牛越市長はこの豪雨を振り返って「人のなすべきことを尽くし、そのうえ

で天災を待ち構えるという、まさに“人事を尽くして天命を待つ”ことの大切さ」を「しみ

じみ思う」と市長ブログに記載している。他に、風害は 3 月または 9 月に、台風の被害は 8

～10 月に発生している。なお、大町観測所において観測した降水量の史上 1～10 位の記録を

見ると（表６）、月降水量の多い方の１位から４位までを７月が占めている。また、日最大

10 分間降水量や１時間降水量を見ると、2010 年以降の数値が上位を占めており、近年にお

いては集中豪雨型で降りやすくなっていることがうかがえ、それが７月に頻繁に起きている

ことがわかる。 

大規模なイベントを企画する上で、このような気象条件は重要な判断材料となるはずであ

るが、基本計画にはこうした点への配慮についての記載は一切ない。 

 

表５：過去 50 年間の災害（大町市域、地震・火災を除く、1969 年以降） 

年月 種類 概要 

1969（S54）年 8 月 水害 8.11 集中豪雨、建物流出 4、損壊 145 件 

1974（S49）年 3 月 風害 春一番 家屋 42 件に被害 

1979（S54）年 3 月 風害 春一番 負傷 1 名、神社全壊、家屋 126 件に被害 

1979（S54）年 7 月 水害 各地に大きな被害 

1982（S57）年 8 月 水害 台風 10 号（8.2）により昭和電工西の堤防決壊 

1983（S58）年 7 月 水害 集中豪雨 県道川口大町線全面通行止め 

1995（H 7）年 7 月 水害 7.11 集中豪雨 浸水 19 件など損害額 1 億 2 千万円 

1998（H10）年 9 月 風害 台風 7 号 りんごの落下等の被害 

2004（H16）年 10 月 水害 台風 12 号 鹿島川右岸一部崩落、損害額 7 億 4 千万円 

2006（H18）年 7 月 水害 7.17 集中豪雨 犀川 6 世帯に避難勧告 

※大町市史、大町市防災計画等より作成 

 

表６：大町観測所での観測史上 1～10 位の値（年間を通じての値） 

1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 6 位 7 位 8 位 9 位 10 位

日最大 10

分間降水量 

(mm) 

21.0 

(2010/

7/7) 

16.0 

(2010/

8/28) 

14.0 

(2011/

7/12)

14.0 

(2009/

8/8) 

13.5 

(2014/

7/2) 

12.5 

(2012/

8/17)

12.5 

(2011/

8/7) 

11.5 

(2013/

8/15) 

9.5 

(2012/

8/30) 

9.0 

(2015/

9/10)

日最大 1時

間降水量 

(mm) 

44.5 

(2010/

7/7) 

41 

(1986/

8/17) 

38.5 

(2012/

8/17)

38 

(1988/

8/6) 

37.5 

(2009/

8/8) 

37 

(1996/

7/31)

34 

(1982/

8/30)

33 

(1988/

8/18) 

32.5 

(2014/

7/2) 

31.5 

(2010/

8/28)

月降水量の

多い方から 

(mm) 

452 

(1995/

7) 

403 

(2006/

7) 

376 

(1983/

7) 

359 

(1985/

7) 

323 

(1985/

6) 

321 

(2004/

10) 

314.0

(2011/

5) 

314 

(1988/

6) 

312.0 

(2009/

7) 

310 

(2001/

6) 
※気象庁ホームページより（2016.5.16 閲覧） 
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③出展数 

基本計画に記載された出展数は 30～40 点である。 

この出展数が、準備期間、予算、開催期間、開催エリアの広さなどを考慮した場合に適切

であることを説明する記載はない。また、これらの作品が、エリアごとにどの程度の作品を

配置するのか、その際、多くの車や人の立入を避けるべき場所などに関する記載はない。 

なお、基本計画には、「サイトスペシフィックなアート作品を制作」することをうたってい

る。これは、「芸術作品やプロジェクトの性質を表わす用語で、その場所に帰属する作品や置

かれる場所の特性を活かした作品、あるいはその性質や方法を指す。」（現代美術用語辞典よ

り）用語である。その観点から、５つの開催エリアについて、地域個性についての説明がな

されている。 

 ④事業費 

基本計画には集客目標が記載されていない。そのため、事業費が事業規模に対してふさわ

しいものであるかどうかの判断はできない。 

なお、2015 年 10 月 12 日に行われた市長と北川フラムさんとの打ち合わせ議事録（於：

東京）によると、北川フラムさんの「過剰な目標設定により、失敗と言われたケースがある」

との指摘に、市長は「2017 は、人口数と同じ 20,000～30,000 人を目指したい」と受けてお

り、「無理のない」目標として設定されていることが伺える。 

同議事録では、入場料収入について「パスポート売上げ 20,000 人×2,000 円＝40,000,000

円」と記されている。実際、基本計画の予算では、事業収入（内訳：パスポート販売等）と

して 40,000,000 円を計上しており、このことと符合している。すなわち、基本計画は入場者

20,000 人を前提に予算化されていることがわかる。入場者数 20,000 人に対して投入される

公的資金は 160,000,000 円で、入場者一人当り 800 円となる。 

なお、基本計画には、これらの事業費を投じ、得られる入場者数等により、どの程度の経

済波及効果が見込めるかについての記載はない。「計画概要（案）」では、「北アルプス国際芸

術祭 経済波及効果」（８頁）として、十日町市の資料を紹介している。これに対して「国際

芸術祭の経済波及効果」（2016.3.5 傘木宏夫）は、その前提となる入場者数が過大に見積も

られると指摘し、以下のようにまとめている（資料３） 
イ） 「瀬戸内国際芸術祭」と「大地の芸術祭」が公表している来場者数とそれに基づく経

済波及効果は、誇大宣伝によるものであり、慎重に受け止める必要がある。 

ロ） 15 年間 6 回の実績を持つ「大地の芸術祭」に関して言えば、その経済波及効果によ

り十日町市民の所得にプラスとなる効果を与えた形跡は見られなかった。 

ハ） 同様に、インバウンド観光に及ぼす「量的な効果」も見られなかった。 

 予算より支出を見ると、平成 28 年度及び 29 年度の 2 ヶ年で総額 2 億円の経費をかけて行

われる。その内訳（表７）を見ると、その 82％（164,000 千円）は、アート作品の制作とそ

の管理（ディレクター費）に充てられることがわかる。一言で表現すると、芸術作品への投

資である。 

 これらの作品は、芸術祭の開催期間終了後において、撤去されるのか、そのまま常設され

るのかについての説明の記載はない。なお、企画概要（案）には、「想定製作費（案）」（14

頁）として、1,000 万～1,300 万円クラス 5～7 点、500 万円クラス 5～7 点、200 万円クラス

20～25 点、計 30～40 点と記載されている。 

 これらの作品が常設されるとすると、その維持管理の後年度負担が発生するが、そのこと

に関する記載は、基本計画にも企画概要にもない。 
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 いすれにしても芸術作品に対する大きな投資となる。このような投資が、大町市の財政に

与える効果や影響についての記載は、基本計画等に見当たらない。 

そこで、過去 20 年間における大町市の決算状況表より歳出の動向を見た（表８）。この 20

年間で義務的経費（人件費や公債費など）や維持的経費（物件費や維持補修費など）が増大

して、投資的経費（自由に使えるお金）が少なくなり、財政が硬直化している。ちなみに、

この数年間、大町市は長野県内 19 市の中で投資的経費の割合が最小となっている。しかも、

平成 26 年度決算における投資的経費に占める充当一般財源（使途が特定されていない財源）

の割合は約半分の 6 億 4 千万円余であり、そうした財政状況の中で、市税や交付金の中から

1 億円余の支出が占める割合は相当に大きい。こうした投資への配分が、他の投資に対する

可能性を奪っている可能性がある。 

しかし、基本計画等には、事業費の規模の適切さの説明（目的を達成するために必要な経

費の考え方や算出の根拠など）が示されていない。また、事業費の 82％を占める北川フラム

さんと同氏が代表を務める会社との契約に関して、口頭による契約を根拠に予算が執行され、

かつ随意契約が行われていることに、市民有志より監査請求が行われている。 

 

表７：支出内訳の構成（Ｈ28～29 年度合計、千円・％） 

区分 費目 金額 構成比 

アートプロ

ジェクト費 

ディレクター費 14,000 7.0  

作品制作費 150,000 75.0  

食プロジェクト 3,000 1.5  

小計 167,000 83.5 

広報宣伝費 

ホームページ制作管理費 2,000 1.0  

広報宣伝費 12,000 6.0  

小計 14,000 7.0 

サポーター

活動費 

拠点整備費（サポーター宿泊所整備等） 1,500 0.75 

活動運営費（サポーター交通費補助等） 2,000 1.0  

小計 3,500 1.75 

運営費 

拠点整備費（旗・看板・受付等） 6,000 3.0  

臨時職員費 2,000 1.0  

二次交通費（周遊バス等） 3,000 1.5  

事務局運営費 4,500 2.25 

小計 15,500 7.75 

合 計 200,000 100.0 

 

表８：大町市における性質別歳出の推移（３ヶ年平均の比較、円） 

区 分 
H4～6 平均 H24-26 平均 H26 のみ 

金額 歳出比 金額 歳出比 金額（充当一般財源） 歳出比

義務的経費 4,250,182 34.4％ 6,636,215 40.7％ 6,621,082（5,032,827） 41.1%

維持的経費 1) 3,793,150 30.7％ 7,705,214 47.3％ 7,768,173（6,616,090） 48.2%

投資的経費 3,213,488 26.3％ 1,454,193  8.9％ 1,214,899（ 644,170） 7.5％
1) 維持的経費とは、物件費・維持補修費・補助費・繰出金の合計を指す。 
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 ⑤交流人口 

企画概要（案）に示されたフローチャート（⒒頁）では、開催の目的の枠の中で、「なぜ開

催するのか？」の理由として、①地域（大町市）の変化の起爆剤、地域の創造性の高まり、

②交流人口の増加、の２点をあげている。その効果として「大町市のブランド力の向上によ

り定住、移住者の増」などを示している。 

一方、基本計画においては、「交流人口」の文字は一切ない。「国際芸術祭の目指す姿」（3

頁）として、「地方創生 21 世紀のライフスタイルの創造」と「定住人口の増加」を掲げてい

る。しかし、企画概要（案）も基本計画も、交流人口や定住人口に関する現状や目標に関す

る具体的な記載（数値など）は示されていない。 

また、一時的な観光客の増加に対する対応策、とりわけ外国人観光客への対応など、交流

人口増大に伴う対策は示されていない。 

 ⑥住民の参画 

基本計画の「理念」には、「アートのもつ働きによって住民が地域の魅力を再認識し、そし

て多様な人々が協働し集うことで、住民が元気で魅力的な地域になる契機となることを目指

す」ことが掲げられている。その理念のもと、「イベント・ワークショップ」「食プロジェク

ト」「プレイベント」「市民連携イベント」「連携事業」「サポーターの仕組みづくり」などの

項目において住民との連携や参加で行うことが強調されている。 

「サポーターの仕組みづくり」（16 頁）では、「芸術祭における作品制作や案内、運営など、

様々な取り組みに参加いただけるサポーターとして、「こずく隊」を募集するとともに、市民

や行政機関、民間企業が協働で楽しみながら参加できる仕組みをつくる。」（全文）と記載さ

れている。 

こうしたサポーターに対する費用弁償や事故に対する保険、研修などについての具体的な

記載はない。予算（支出の部）をみると、関連すると思われる経費として、サポーター活動

費 3,500 千円（宿泊所整備等、交通費補助等）と事務局運営費 4,500 千円（旅費・消耗品費

等・チケット収入の割り戻し、保険代等）がある。前者の経費はサポーターが遠方からも来

ることが想定されていることがわかる。後者の保険代がボランティア等を想定した保険なの

か、作品に関する保険なのかは不明。 

一方、前出のように、一般市民に開かれた形での説明会は開催されていない。 

このように、計画では住民の参加・協力を随所に期待しながらも、そのための説明努力は

尽くされていないことがわかる。 

（３）作品 

 ①作品選定 

 基本計画では、事業内容の「アート」の項（5 頁）において、「参加アーティストの選定は

総合ディレクターが行い、作品プランの公募も実施する」として、作品公募については「ア

ート作品の一部を 2016 年 5 月募集開始、7 月募集締切（数点を予定）、応募期間内に数回現

地見学会を実施」と記載されている。 

 しかし、どのような観点において作品を選定するのかは示されておらず、すべて総合ディ

レクター（北川フラムさん）に委ねられている。 

 ②立地選定 

 作品展開エリアは示されているが、その中でどのような場所を、どのように選ぶかについ

ての記載はない。 
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 ③設置作業 

 記載はない。 

④存在 

 記載はない。 

 ⑤撤去作業 

 記載はない。 

 

（４）関連事業 

 ①イベント 

 基本計画では、芸術祭開催中のイベント・ワークショップと、今年度内に開催するプレイ

ベントについて記載している。 

 イベント・ワークショップ（8 頁）には、「参加アーティストによる体験型のワークショッ

プやパフォーマンスを実施する。また地域のお祭りやイベントと連携し、芸術祭を盛り上げ

る」（全文）と書かれている。どのような規模で、どのような場所を使って開催するかなどの

具体的な内容についての説明はない。 

 プレイベント（9 頁）には、「現代アートや芸術祭への理解を深め、住民参加を促進するた

めに、住民参加型のアートプロジェクトをプレイベントとして実施する。」とあり、その実施

時期案として 2016 年 5～8 月に作品制作の上、8～9 月に展示を行うと記載されている。ま

た、例として、「ホワイトプロジェクト」（大地の芸術祭 2003）を紹介している。しかし、５

月になって市担当者は「プレイベントは実施しない」ことを議会での説明で明言している。

来年に向けた準備に集中する必要があることが理由のようである。 

 すなわち、基本計画には、関連イベントの実施がうたわれているのみで、それがどのよう

に行われるのか、実際に行われるのかも含めて、ほとんど説明がなされていない。 

②食プロジェクト 

 基本計画は、食プロジェクトについて、「伝統的な食材に光をあて、磨き上げ、新たな視点

で来訪者に提供する」ことで「大町ファンの拡大をめざす」ことをうたっている（8 頁）。 

 企画案として、「直営レストラン（土日の昼食のみ営業、各日 80 食限定など）」を木崎湖畔

等の空施設を利用して実施すること、「食体験（ツアー対応、予約制）」として田植えのおこ

ひるやおやきづくりなどを体験してもらうこと、市内の様々な食プロジェクト等と連携して

大町の食の磨き上げを図ることなどがあげられている。 

 企画案の特徴は、期間限定で、体験型であることである。市内の様々な食プロジェクト等

と連携するとしているが、こうした期間限定の取り組みによって、地域的な広がりを生み出

すことができるのか、プロジェクトの進め方についての記載がないため判断できない。 

 本国際芸術祭は、そのサブタイトルに「信濃大町 食とアートの回廊」とうたっている。基

本計画の「開催趣旨」（2 頁）の「コンセプト」には、「「食」こそが、地域固有の生活芸術で

ある」と書かれている。しかし、事業費総額 2 億円の中で、食に関する予算は 300 万円（1.5％）

のみである。 

③広報 

 基本計画の「各種計画」において、広報（10～11 頁）と観光・誘客（12 頁）について記

載されている。 

 広報では、メディアに向けたパブリシティ、ホームページの制作、ＳＮＳの活用、印刷物
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の制作、ＰＲイベントの実施、の５項目が示されている。印刷物については、その種類（チ

ラシ、パンフレット、ポスター等）が例示されているが、その量や配布範囲などは記されて

いない。また、ガイドブックについては、「編集体制と価格帯を検討し、内容と規模を決定す

る」とあえて保留付きの表現で記載されている。 

 観光・誘客では、長野県ＤＣ（ＪＲ東日本ディストネーションキャンペーン）との連携、

旅行代理店への誘客働きかけ、インバウンド対応、の３点が例示されている。 

 いずれも大きなイベントを開催する場合において一般的な内容で、本件に特徴的な広報・

誘客の戦略や戦術を読み取ることはできない。例えば、国内外の姉妹都市からの誘客や芸術

系大学等への周知など、素人でも思いつくような取り組み例も見られない。 

 なお、既述のように、北アルプス国際芸術祭の３ヶ月後（来年９月～10 月）に開催される

奥能登国際芸術祭では。すでに公式ホームページも開設されていることに比べると、その取

り組みは大幅に遅れていると言わざるをえない。 

④インフォメーション 

 基本計画の「各種計画」において、インフォメーション（14 頁）については、「来場者が

情報を得られる総合インフォメーションを設置し、各種販売物・チケットの販売、チラシの

配布、交通情報の提供などを行う。源流エリア、仁科三湖エリア、東山エリア、ダムエリア

の４エリアについても、エリアインフォメーションを設ける」（全文）と記載している。 

 いわゆるインフォメーションセンター機能についての記載であるが、看板やサインについ

ての計画は示されておらず、その配置やデザイン、その数量や設置場所の配慮などに関する

記載は見られない。 

⑤交通 

 基本計画の「各種計画」において、交通（14 頁）については、３つの移動手段（周遊バス、

レンタサイクル、駐車場）について記載している。駐車場については「作品の設置箇所には、

企業や個人の協力を得て駐車場を整備し、繁忙期の混雑時によっては交通整理を行う」とし

ている。しかし、山道や細街路での通行トラブル等への配慮などに関する記載はない。 

⑥宿泊 

 基本計画の「各種計画」において、宿泊サービス（14 頁）については、「観光協会や旅館

業組合と連携し、多言語での宿泊予約サービスの提供、地元の旬の食材を取り入れた食事サ

ービス、イベント時の夕食時間の融通など、来訪者のニーズにあったサービス提供をよびか

ける。また、観光シーズンから外れた稼働率の低い時期には、パスポートとセットの安価な

宿泊パックをつくるなど、宿泊サービスの充実をはかる。」（全文）とある。 

 しかし、どの程度の来訪が見込まれるのか、そのうち外国人はどの程度割合となるのかと

いった、宿泊業側として対応を検討するための数値的な目安は示されていない。 

 

７．評価案 

（１）個別評価 

 上記調査結果を踏まえて、個々の評価項目に対するコメントと点数を一覧にまとめた（表９）。 

（２）総合評価 

 表９のように、総合評価点数は 20 満点に対して、マイナス 14 点である。 

 基本計画は、具体的な内容に乏しい上に、計画の具体化に先立って求められる事前配慮に関す

る記述がほとんど見られなかった。計画設計においてそのような思想が存在しないのではないか
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と推測される。 

 結論としては環境社会配慮の観点からは評価に値しない計画である。 

 なお、基本計画に先立って公表され、全戸配布された「企画概要（案）」においては比較的具体

的に記載されていたことが、基本計画においてはそぎ落とされて、シンプルなものとなっている

ことはどのような事情によるものなのか、理解に苦しむ。 

 また、この基本計画を具体化するために策定が予算計上されていた実施計画について、５月に

入って市担当者は議会に対して「策定しない」と明言している。この具体性のない計画のまま実

施段階に移行することは、きわめてリスクの高いことであると言わざるをえない。 
 
表９：個別評価案 

 要因・要素 調査結果の概要 評価点

合意

形成 

計画策定 市民説明会等が行われていない 0 

資金調達 市負担金の内訳を示していない。補正が計画化されている 0 

工程 詳細に示されているが、作業は大幅に遅れている 0 

計画

全体 

開催エリア エリア内において配慮すべきことの記載はない -1 

開催期間 設定の理由や期間中の配慮事項（気象等）の記載はない -1 

出展数 出展数の根拠や展示に際しての配慮事項の記載はない -1 

事業費 市財政との兼ね合い、経済波及効果等の記載はない -1 

交流人口 定住人口の数値やその増加に伴う配慮事項の記載はない。 -1 

住民の参画 住民の協力を支える方策についての記載はない -1 

作品 

作品選定 公募も行われるが、地域環境に配慮した選定方法の記載はない -1 

立地選定 作品設置場所の選定の方針は示されていない -1 

設置作業 記載はない -1 

存在 記載はない -1 

撤去作業 記載はない -1 

関連

事業 

イベント 具体的な実施イメージの記載はない -1 

食プロジェクト 企画案は期間限定的で、地域的な広がりの配慮に乏しい 0 

広報 一般的な記載にとどまっている 0 

インフォメーション 一般的な記載にとどまっている 0 

交通 駐車場の整理に言及しているが、周辺への配慮の記載はない -1 

宿泊 受入れ体制づくりに必要な数値の記載はない -1 

総合点（20 満点中） -14 

 

 

評価書案に対するご意見を募集します！ 

 基本計画と評価書案をお読みいただきまして（両方とも住民アセスのＷＥＢサイトからダウン

ロードできます）、感想や意見をお寄せください。最終的な評価書に寄せられた意見とそれらに対

する見解等を添えて公表します（個人情報は保護されます）。 

■住民アセスＷＥＢサイト：http://npo.omachi.org/works/geijutusai/ 

■意見などの提出先：大町市仁科町 3302  Tel&Fax.0261-22-7601  E-Mail:npo@omachi.org 


