北アルプス国際芸術祭

実は大赤字
宿泊者は減少

「大町経済の起爆剤」にと多額の税金が投入
された国際芸術祭。約２億円の直接経費をか
けて経済効果も約２億円。市職員人件費等を
計算に入れれば大赤字の実態が明らかに…
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表：入湯客数の推移 （全市、６・７月計）
対過去４年平均比▼2,175 人

大町市に申告された今年６月と７月の入湯税を過去４年と比較すると宿泊客はマイナス2,175人
（5.2％）で減少しました。大町温泉郷でたずねると、宿泊業関係者は「期待した効果はなかった。
」
と、飲食店関係者は「７月は多かったが、８月は大幅減で相殺された。
」と語っていました。ゆー
ぷる木崎湖の入浴者も６・７月の合計は、過去２年間の平均と比較して－335 人でした。

ひとり歩きする「経済効果 10 億円」

市内は４.７億円？
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＋986 人

55,109 人
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51,706 人
52,687 人
51,498 人
－1,189 人

4 年平均
H29
対４年比

出所：大町市資料

大町市は、
（一財）長野経済研究所に国際芸術祭の経済効果分析を約 300 万円で委託し、報告書が 10 月に出されました。新聞が「経済効果 10
億円」と見出しをつけたことで大きな数字がひとり歩きしています。経済効果分析は、産業連関表を使って、最初に投入した金額（宿泊・飲食な
ど）が関連する産業（食料品小売業やクリーニング業など）への２次的な波及、さらに関連産業（食料品製造業や洗剤製造業など）への３次的な
波及の総計を推計するものです。最初の投入金額が大きすぎると波及効果は実態からかけはなれてしまいます。また、10 億円は県全体への波及効
果で、市内への波及効果は 4.7 億円という推計です。しかし、この推計には大きなごまかしがあります。

来場者数を大きく水増し
推計は来場者数を 54,395 人に設定。しかし、パスポー
トの１割強を占める小中学生への前売券 2,284 枚は市教
育委員会に１枚 300 円で販売し、無料配布されたもの。
市職員に一人 10～30 枚の販売目標と報告義務を課して
割り当てた前売券や諸団体に割り当てた前売券も大量で
す。これらを国際芸術祭目的の観光客と同じ扱いにすべ
きではありません。
ひどいことに、作品が展示された国営アルプスあづみ
の公園への期間中の全入場者数 19,676 人を算入してい
ます。しかも、芸術祭のパスポートで入った人は 2,403
人で、パスポート購入者数と重複しています。
この分析では、アンケート調査をもとに市内の宿泊客
33.9％と日帰り客 66.1％を割り出し、水増しした来場者
数を母数に、宿泊客 18,440 人が一人 18,189 円消費、日
帰り客 35,955 人が一人 3,713 円消費と推計しています。
無料配布された地元の小中学生などもそのように消費し
た計算になっています。そもそも、入湯税納入額にみる
市内への宿泊者減をどのようにみるのでしょうか。
本会の面談調査では、中信地区からの来場者の消費額
は飲食を含め一人 1,189 円でした。地元客はその程度の
消費ではないでしょうか。また、市内消費の５割強を占
めていた国際芸術祭グッズの購入は、その企画や製造の
ほぼ 100％が県外なので、利益は県外に流出していたと
考えるべきです。

地元にお金を落とす仕組みを準備せずに突入
国際芸術祭の特徴はアートのディレクターはいてもイベントのプロデューサーはいなかったことです。
１年以上かけて準備したにもかか
わらず、来訪者が地元に還元できる消費の仕組みは準備できませんでした。プロデューサーは芸術祭実行委員長（大町市長による双方兼任）です。
このイベントに専念し、事業収益の戦略を立てる人を不在にして、成功するはずがありません。芸術祭が始まって「昼食難民」に気がついて「日
曜祝日も店を開けよう」と動いたのは商店街の有志です。
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本会の来訪者に対して行った面談調査
への回答者 163 人のうち、
「危ない」
「不
便」
「優しくない」などのコメントがあ
った割合（
「計量テキスト分析」による
調査）
。ケガをした人、虫にさされた人
も少なくなかったようです。

考える会の調査活動から見えてきたこと
本会では、国際芸術祭の原状調査（５月）
、開催期間中調査（前期と後期の現地視察と来訪者への面談聞取り）
、
事後調査（原状回復の状況や近隣の声など）を行いました。来訪者への面談調査の結果は、上記研究所調査によ
る宿泊者率や日帰り率、消費額などが近い数値だったので、妥当性はあると思われます。詳細を記した報告書は
１月のシンポジウム（裏面参照）で発表します。注目したいのは、人や環境などへの配慮が足りないという指摘
が多かったことです。たとえば、高齢者や障がい者には歩きにくかったり、案内が不親切だったり、生態系のた
めに多数の人の立入りを避けるべきところだったり、作品から大量の廃棄物が出たりしたことなどです。

北アルプス国際芸術祭の環境社会配慮に関する住民アセスの活動は平成 29 年度独立行政法人環境再生保全機構「地球環境基金」の助成金を活用して実施しています。

調査活動を通じて、数多くの美術作品に身近に触れる機会を得て、私たちも触発されるものが少なからずありました。
地域づくりにおいて美術の持つ可能性を再確認することができました。
しかし、イベントとしては多くの問題がありました。
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①本来あるべき市民や子どもに対する社会教育的な配慮に欠けていた。

第一に、圧倒的な準備不足によ
②高齢者や障がい者など福祉的な配慮に欠けていた。
私
③作品設置場所の景観や風土等への配慮に欠け、資源の浪費も見られた。
り環境社会面での配慮に多くの
た
④近隣住民との事前の対話に欠けていた。
欠陥がありました。
ち
か
第二に、運営体制と予算執行の ら
あり方に不適切ないし不正常さ み
た
が見られました。
問
第三に、これらの問題の原因に 題
点

は随意契約で受注した美術興行
業者の姿勢にもありました。

⑤投入資金の大きさに対してきわめて低い経済波及効果にとどまった。
⑥市と実行委員会、実行委員会と請負業者、それぞれに双方代理の関係があり、意思
決定や予算執行のあり方に違法及び不正常な状態があった。
⑦極端な請負業者依存が上記の「圧倒的な準備不足」をもたらした。
⑧実行委員会といいながら予算も人も大部分を市と職員に負うものであった。
⑨請負費の使途を明瞭にせずに、作家や地域社会と作り上げる姿勢に欠けていた。
⑩総合ディレクター・北川フラム氏には地域社会との対話が不足。開催期間中はバス
ツアーでガイドをした以外には、作家や鑑賞者との対話はほとんどなかった。

そして、
「今の大町市の地域づくりに必要なイベントなのか」というそもそもの疑問はさらに深まるところと
なりました。もっと、人口の急速な減少・少子高齢化に対応して、住民が地域のめぐみを感じ、おだやかに暮ら
せるようにすること（環境社会配慮）に力を注ぐべきです。

今回のやり方を抜本的に変えないのなら３年後に開催すべきではありません。
※それでもあえて開
催するのならば、
右の原則を確立す
べきです。

イ）地域に責任を持つディレクター及びプロデューサーを育てること
ロ）ディレクター業務の一部を外注する場合は公正に競争入札を行うこと。
ハ）実行委員会の経費に対する市の負担は２分の１以内にすること。
二）総事業費における市負担金の割合は３分の１以内にすること。
ホ）実行委員会は事業に責任を負う社団として確立し、市長による双方代理を解消すること。

公開シンポジウム

創造的な地域づくり
自立する地域へ、行政と住民、芸術家の役割
本会が実施した住民調査の報告書を広く市民に紹介するとともに、外部評価者とのパネル
ディスカッションを通して、本来あるべき「芸術祭のあり方」と「地域づくりの方向性」
を一緒に考えましょう。どなたでも参加できます。ご来場をお待ちしています。

１月 ２０日（土）

日 時：2018 年

３時３０分～６時

午後

大町市総合福祉センター

会 場：

２階・大会議室

参加費：無料（寄付にご協力願います！）
主 催：大町の芸術祭を考える会
＜内容＞
Ⅰ 報告：北アルプス国際芸術祭の環境社会配慮に対する住民評価
Ⅱ 話題提供（お二人には北アルプス国際芸術祭を視察していただきました）

山重徹夫さん：中之条ビエンナーレ総合ディレクター
群馬県中之条町に移住してアートイベントを展開。2017 年で第６回を
数える。他に、クリエイティブコミュニケーションセンターtsumuji 総
合ディレクター、高崎経済大学「アーツマネージメント論」講師、倉
庫現代美術館（群馬）館長／富士の山ビエンナーレ（静岡）総合ディ
レクター、逗子アートサイト(神奈川)総合ディレクター等を手がける。

貞包英之さん：立教大学社会学部准教授
東京大学総合文化研究科卒。単著：
『地方都市を考える：消費社会の先
端から』
（花伝社 2015 年）など多数。論文「アートと地方の危険な関
係 ～アートフェスはいつまで続くのか～」
（2016 年 9 月、講談社『現
代ビジネス』
）は注目を集めている。

Ⅲ パネルディスカッション
☆お二人に加えて、
「信濃の国 原始感覚美術祭実行委員会」実行委員長の池田武司
さんや主婦の渡辺純子さんなど、地元の関係者を交えて議論します。
発行：大町の芸術祭を考える会

中之条ビエンナーレ 「アートではなそう！」

対話型鑑賞を体験して
群馬県の中之条ビエンナーレ（2017 年 9～10 月）は
予算額 3,700 万円（北ア芸術祭の約５分の１）ながら
も 51 会場 162 名が出展し、総入場者数は 42 万人余で
した。文科省調査報告書でも高い評価を受けています。
今年 10 月本会有志で視察しました。
私は娘（小２）を連れて「対話型鑑賞」のプログラ
ムに参加しました。写真は旧酒蔵を利用した展示です。
キュレーターといわれる案内人は、作品の説明はせず
に、参加者のいろいろな角度からの見方や感想を引き
出していきます。娘もどんどんと言葉を発して、見ず
知らずの他の参加者と交流することができました。
北ア芸術祭では小中学生にパスポートが配られ、多
くの参観がありましたが、このような取組みもあれば
より良い学びになるのではないかと思いました。
総合ディレクターの山重さんが、あちこちの会場で
参加者と立ち話をしている様子も印象的でした。地域
に根ざすことの大切さ学びました。
（傘木記）

このチラシは平成 29 年度独立行政法人環境再生保全機構「地球環境基金」のＮＰＯ地域づくり工房に対する助成金を活用しています。

