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全国アートNPOフォーラム in あおもり、 in 別府

事業報告書

はじめに、みなさまのご支援・ご協力により初の全国アー

トNPOフォーラム2カ所開催を無事終えることができま

したことお礼申し上げます。

さて、今年度の全国アートNPOフォーラムでは、青森市と

別府市を舞台に、社会とアートをつなぐアートNPOが全国

から集い、地域社会に果たす役割を考えるとともに、アー

トNPOの次なる展開について話し合いがもたれました。

サービスオーガニゼーションであるアートNPOは、アート

を「鑑賞するもの」からアートに内在する社会的意義や能

力に着目し、芸術文化を通して社会サービスを提供した

り、芸術環境の整備を図る存在として、新たな社会的地位

を築きつつあります。しかし、われわれアートNPOの社会

的認知度はいまだ乏しく、その全体像もつかみきれていま

せん。

この青森と別府でのフォーラムは、地域にアートNPOの活

動をアピールするのみならず、全国のアートNPOや企業の

方、アートNPOに関心をおもちの方々の交流の場となり、

アートNPOのつぎなるビジョンが話し合われました。これ

を機に関係した方々の活発な交流が継続されることに期

待をしております。

つきましては、ここに今年度開催された、青森と別府の全

国アートNPOフォーラムを報告いたします。

ご一読いただければ幸いです。

NPO法人 アートNPOリンク事務局

20
06
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全国アートNPOフォーラム in あおもり
来場者数・内訳

全国アートNPOフォーラム in 別府
来場者数・内訳

来場者数

トータル　  100人

内訳　　　両日：    41人

　　　　　14日のみ：   49人

　　　　　15日のみ：   10人

来場者データ

アートNPO（法人・任意団体）＝  14人

NPO（法人・任意団体）＝     2人

アートマネジャー／プロデューサー＝   1人

美術館／劇場関係者＝     3人

財団法人＝      2人

社団法人＝      1人

企業＝     20人

記者＝       6人

学生／生徒＝    11人

教員(大学／高校ほか)＝     6人

自治体／議員／官公庁＝   14人

その他＝       2人

未記入・不明＝    18人

来場者数

トータル　  111人

内訳　　　全日：    19人

　　　　　24日のみ：   14人

　　　　　25日のみ：   20人

　　　　　26日のみ：   18人

　　　　　24、25日：   11人

　　　　　24、26日：     7人

　　　　　26、26日：   20人

　　　　　未記入：     2人

来場者データ（複数回答有り）

アートNPO（法人・任意団体）＝  23人

NPO（法人・任意団体）＝     4人

美術館／劇場関係者＝     1人

財団法人＝      4人

社会福祉法人＝      2人

独立行政法人＝      1人 

企業＝       8人

記者＝       2人

学生／生徒＝    22人

教員(大学／高校ほか)＝   13人

自治体／議員／官公庁＝     9人

その他＝     17人

未記入・不明＝      7人



全国アートNPOフォーラム in あおもり　開催概要

タイトル

ストリートファイティング～創造都市における市街戦術

日時

2006年10月14日（土）・15日（日）

会場

青函連絡船メモリアルシップ 八甲田丸

（青森県青森市柳川1丁目112番15地先）

料金

一日券 ￥2,000／二日通し券 ￥3,000

主旨

 「青森の街を、どうしていきたいか？」

いま、青森が熱い。北国、雪はいっぱい降るが、とにかく、

アートで熱い。アートＮＰＯが母体となり、１万人のボラ

ンティアで開催される大型アートプロジェクトや、最先端

の青森県立美術館の開館などなど、青森県域をめぐるアー

トの状況は、めざましく激動し、全国的な注目をあつめて

いる。そうした激動の渦中にある青森市中心商店街。

青森の中心市街地は、まちづくりのカリスマ仕掛け人が率

いる青森市街づくりあきんど隊を先頭に空洞化に戦いを

挑み全国屈指、活性化している注目の商店街。

ここにアートの力がどのように寄与できるのか。

青森市中心商店街という具体的な領域をモデルとして、 

創造都市よりもさらに具体的な商店街、ストリートをター

ゲットとし、 アートやクリエイティブな才能が、ここにつ

どい、生活し、 自由で闊達な表現活動を行い、都市ととも

に活きていく場を形成し、都市を再生するための市街戦ス

トリートファイティングの方法について徹底的に討議し

ます！！

フォーラムに託した想い

NPO法人 あおもりNPOサポートセンター

三澤 章

青森県立美術館は青森県直営で7月にオープンしました。

私たち“あおもりNPOサポートセンター”は4年程前の2003

年、県立美術館を将来、NPOがかかわって運営出来るよう

にしようと考える人々から相談を受けました。

私たちは、折しも世界の美術館・博物館の運営実態の調査

を行っており、世界では美術館等の運営はNPOが行うこと

が主流なっていました。そこで、ぜひNPOが運営にかかわ

るべきだと思い、提案を行ってきました。しかし、青森県

は、将来運営を民間に任すにしても運営に関する基本デー

タが必要とのことで県直営でスタートしました。

現在、青森県内の施設が速いスピードで指定管理者制度に

移行しつつありますが、私たちは、本来あるべき指定管理者

の姿とはほど遠く、運営に関する請負金額が安い業者に決

まっているにすぎないのではと危惧しています。本来ある

べきすがたとは、その施設の持つ目的を考え、より良いサー

ビスを提供するために知恵をだし運営を行うことだと思い

ます。その大切なところが選定に反映されていなけれない

けません。原因には、行政サイドの財政難もありますが、指

定管理者制度について、行政がNPOや市民セクターの存在

を理解していないということも考えられます。

私たちは、青森県内の文化施設も近い将来、指定管理者制

度に移行するであろうと考えています。そのときに、例え

ば、青森県立美術館が運営費の安いだけの業者に決まって

しまっては、とんでもないことになってしまいます。　

フォーラムを行う事で、また、NPOが結集することで、行政

がNPOや市民セクターに関する認識を変えることかでき

ないかと考えました。NPOの力、市民セクターの力を示す

必要がありました。また、1999年のトヨタアートマネジメ

ント講座in青森の開催以来、県内のアート関係の組織が怒

濤のごとく活動を行ってきました。そして、いまも続けて

います。

私たちはもう一度原点に戻り、アートの果たす役割やアー

トの持つ力を考える時期に来ています。そして、お互いの

経験や知恵を交換し青森県の未来を語り合うことが必要

だと考えました。
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［1日目］　2006年10月14日（土）

13:00～13:15　開会

開会宣言　嶋中克之 （あおもり実行委員長）

来賓挨拶　三村申吾 青森県知事

　　　　　佐々木誠造 青森市市長

13:15～13:30　カリスマによる市街戦に学ぶ

スピーチ　加藤 博 （青森市街づくりあきんど隊 隊長）

13:30～13:50　基調報告

「青森におけるクリエイティブファイティング」

基調報告　松林拓司 （東奥日報社 社会部次長）

13:50～15:10　青森市内のアート関係者による活動報告

活動報告　１　ＡＲＴｉｚａｎ

　　　　　２　国際芸術センター青森＋AIRS

　　　　　３　NPO法人 harappa

　　　　　４　icanof

　　　　　５　青森県立美術館

　　　　　６　NPO法人 アート コア あおもり

　　　　　７　十和田市官庁街アートプロジェクト

司会　　　小杉在良 （NPO法人 harappa）

15:25～16:15　対談

「市街戦の実践：創造的サバイバル術」

対談　　　豊嶋秀樹 （graf）

　　　　　菊地敦己 （Bluemark・アートディレクター）

司会　　　立木祥一郎 （NPO法人harappa 理事）

16:15～17:45　フォーラム！

「徹底討論：ストリートファイティング 創造都市における

市街戦術」

討論者　　来場者全員

司会　　　高樋 忍 （NPO法人 アート コア あおもり 理事）

　　　　　三澤 章 （NPO法人 あおもりNPOサポートセンター理事）

［2日目］　2006年10月15日（日）

10:00～17:00　フォーラム！

「徹底討論：ストリートファイティング 創造都市における

市街戦術」

討論者　　来場者全員

司会　　　斉藤誠子 （NPO法人 アート コア あおもり 理事）

　　　　　嶋中克之

　　　　　佐東範一 （NPO法人 アートNPOリンク理事長）

※この時間中、下記のゲストスピーチが入ります。

ゲストスピーチ

10:00～10:30　「検証：前橋戦線異状なし！？」

スピーチ　白川昌生 （アーティスト／場所、群馬）

13:00～13:30　

「提言：アートNPOによる社会変革モデル」

スピーチ　村上タカシ （美術家／SENDAIcompleX）

15:15～15:45　「展望：未来へ」

スピーチ　加藤種男 （アサヒビール芸術文化財団 事務局長）

17:00～17:10　紹介

「全国アートNPOフォーラムin別府」

17:30～18:00　解散会

会場　　　JR青森駅 １・２番ホーム
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主催

全国アートNPOフォーラム in あおもり実行委員会

NPO法人 アートNPOリンク

協賛

［青森 ＆ 別府］

アサヒビール株式会社、株式会社資生堂、トヨタ自動車株

式会社、日本電気株式会社

［青森］

株式会社NTTドコモ東北青森支店、東北電力株式会社、社

団法人東北建設協会、近畿日本ツーリスト株式会社、JAL、

株式会社青森朝日放送、青森画廊、社団法人青森観光コン

ベンション協会、株式会社青森銀行、社団法人青森商工会

議所、株式会社青森テレビ、青森放送株式会社、青森ワシン

トンホテル、ARTizan、今田内科、INTERNATIONAL 

SCHOOL キッズキャンパス、笑顔亭、有限会社オフィス絵

夢、株式会社角弘、株式会社一正、カラーワークス青い森

（佐々木塗料株式会社）、株式会社清藤木工、工藤真人建築

設計事務所、有限会社クレイドル、さくら野東北株式会社

さくら野百貨店青森店、有限会社STUFF、善知鳥神社、協

同組合タッケン、株式会社ティーグル、ディーシーティー

デザイン、株式会社東奥アドシステム、株式会社巴コーポ

レーション、株式会社中三青森店、株式会社西衡器製作所、

協同組合日専連青森、弐萬円堂、株式会社ビジネスサービ

ス、平井内科、株式会社ヒロタ、株式会社ファミリーマー

ト、株式会社ブッチャーたてよ、ホンダクリオ浜田店、株式

会社みちのく銀行、株式会社宮本工業所、村上新町病院、株

式会社八洲建築設計事務所、有限会社らいず

特別協賛

財団法人多田地域開発研究所

後援

青森県、青森市、青森県教育委員会、青森市教育委員会、青

森市国際交流ボランティア協会、青森商工会議所、社団法

人青森青年会議所、社団法人青森観光コンベンション協

会、社団法人企業メセナ協議会、株式会社東奥日報社、株式

会社デーリー東北新聞社、株式会社陸奥新報社、株式会社

河北新報社、株式会社朝日新聞社青森総局、株式会社毎日

新聞社青森支局、株式会社読売新聞社青森支局、NHK青森

放送局、青森放送株式会社、青森朝日放送株式会社、株式会
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森文化センター、あおもりデザイン協会、国土交通省東北

地方整備局青森河川国道事務所、株式会社青森銀行、協組

日専連青森、icanof、ARTizan、NPO法人harappa、東北電力

株式会社青森支店

協力

あきんど隊、NPO法人サンネットあおもり、NPO法人アー

トコアあおもり、NPO法人あおもりみなとクラブ、青森映

画祭実行委員会、株式会社青森豊成、株式会社今渕保正社、

有限会社オフィスアップズ、有限会社オフィスOC、木村米

穀店、株式会社黄金工務店、さヽ利仕出し店、JR東日本青
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青森と函館をつなぐ、かつての青函連絡船を会場にフォーラムを開催。

地域の記憶をつなぎ、外のまちへとつなぐ象徴的な施設を会場に。

当初、わずかな揺れが船酔いするのではと心配されるも、当日はおだやか

なフォーラム日和。

車両甲板とレストランを海上にフォーラムを開催。青森県知事代理、青森

市長のあいさつにつづき、青森市街の活性化を推進している「青森市街づ

くりあきんど隊」隊長の加藤博氏による熱いスピーチから幕をあけた。

二日目は、前回前橋フォーラムの実行委員から、アーティスト・白川昌夫

氏のスピーチから。前橋市の名産品（？）のカップ焼きそばを振る舞う。焼

きそばの香りにつられてみんなで食べながらのフォーラムに。おもわず

テンションがあがる。

スピーチは、ほかにアートNPOフォーラム・仙台セッションでお世話に

なった村上タカシ氏と、アサヒビール芸術文化財団・加藤種男氏。

加藤氏流の挑発的なスピーチに会場からも熱い意見が飛び出した。

青森フォーラムでは、スピーチと会場を交えた全体討議を交互にセッ

ティング。

後半になるにつれ、議論が複雑に絡み合ってくる。

青森フォーラムのラストは、これまでずっと開かずの扉であった、JR青森

駅のフォームと青函連絡船をつなぐ通路のシャッターをあけての解散

会。津軽三味線の高い音色を聴きながらフォーラムの終わりを迎えた。

ひきつづいて、1999年トヨタアートマネジメント講座から続く青森アー

トシーンを東奥日報社記者の松林拓司氏が報告。そして、青森県内のアー

ト団体の報告とづづいた。

「市街戦の実践：創造的サバイバル術」と題した対談では、弘前で開催した

A to Zのアーティスト・豊嶋秀樹氏と、青森県立美術館のVIを手がけたブ

ルーマーク・菊地敦己氏が登壇。ウイットに飛んだ軽快なトークと鋭い視

点に会場のボルテージは一気にヒートアップ！

全国アートNPOフォーラム in あおもり　開催概要



全国アートNPOフォーラム in あおもり　アンケート集計

● NPOの社会性をしっかりと踏まえた活動をやっていく

覚悟が必要と痛感した。

● アートNPOの活動をきっかけにまちづくり等に関心を

抱く市民が増えればいいと思う。

● 地域活性化大賛成！

Q.　フォーラムに参加された感想・コメントなど （一部）

● 地元作家の参画が少なかった。プロアマを問わず、もっ

と広がりがあったものと思われる。改善・改良を加えて引

き続き開催を望みます。

● たいへんすばらしいNPOの集まりに参加でき、私は場

ちがいのとこに来てしまったとびっくりしてしまいまし

た。私はAtoZの仲間が来るという事だけで正直何の集まり

なのかまったくわかりませんでしたが、本当に来てよかっ

たです。

● 「アートによるまちおこし」とよく言われるが、具体的

にどういう取り組みがあるのか、どのような問題があるの

か、実際に携っている人の話が聞きたくて参加しました。

今回の仕掛人の話がためになりました。

● 発表者一人一人の思いが会場内にとてもよく伝わって

きました。

● 盛りだくさんな内容で、多くの方面の方々の話を聞く

ことができ興味深かったですが、話題が多すぎて説明が多

く、有意義な議論になっていなかったのかなと思いまし

た。フォーラム後半、せっかく豊嶋さんたちがいらしてい

るのに、、、といった感じでした。会場に議論を呼びかける

なら、もう少し導入が欲しいと思いました。対談がとても

おもしろかったです。

● 開催地の状況がよくわかります。

● ホスト地域（NPO）に多大な負担がかかる。ノマド式

NPOフォーラムは開催するメリットがあるべきだと思う。

アンケート回収数

　　　35枚 （回収率36％）

集計結果

Q.　どちらからおこしですか？

　　　市内＝3人　　 県内＝3人 （十和田市）

　　　北海道＝3人　 秋田県＝5人

　　　山形県＝1人 宮城県＝1人

　　　埼玉県＝2人 東京都＝10人

　　　千葉県＝1人 静岡県＝1人

　　　京都府＝1人 兵庫県＝1人

　　　福岡県＝1人 未記入＝2人

Q.　アートNPOの存在をご存知でしたか？

　　　知っていた＝ 24人

　　　知らなかった＝ 5人

　　　未回答＝  7人

Q.　アートNPOに期待することがあればお書き下さい

● 独創的な提案型のアートプロジェクトの実施、行政や

企業よりも先駆的であること、あらたなシーズの開拓、柔

軟かつパワフルで細やかであること。

● アート関連のプロフェッショナルになるべき

● アートNPOがこれほど盛んに青森で根付いていること

に感銘を受けました。ただ、音楽では県立美術館で演奏し

ているというくらいで、ほかにはあまりないのでしょう

か？音楽の位置づけが低いのでしょうか？

● 子ども達を育てること

● 全国的な流れになっていただき、当方での開催できれ

ば良いと思います

● 地域の活性化、人々の生活を豊にする、創造性。何かを

考える契機となるようなコトをしかけるなど。
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企業よりも先駆的であること、あらたなシーズの開拓、柔

軟かつパワフルで細やかであること。

● アート関連のプロフェッショナルになるべき

● アートNPOがこれほど盛んに青森で根付いていること

に感銘を受けました。ただ、音楽では県立美術館で演奏し

ているというくらいで、ほかにはあまりないのでしょう

か？音楽の位置づけが低いのでしょうか？

● 子ども達を育てること

● 全国的な流れになっていただき、当方での開催できれ

ば良いと思います

● 地域の活性化、人々の生活を豊にする、創造性。何かを

考える契機となるようなコトをしかけるなど。

● アートと経済との融合というテーマに関してもう少し

踏み込んだ議論になるとよかった。（難しいテーマだが）

● 青森での県をあげてのアート関連の動向に興味があり

ました。2日続けていくつかのアートNPOをはじめ、行政、

企業、地元商店街とさまざまな層の方のお話が伺えてたい

へん勉強になりました。

● 設立4年目、NPOとなって3年目で行き詰まっていまし

たが、自分たちなりにやれることからやっていこうという

新たな意欲が出て参り、刺激になりました。

● 開催地でのNPOの振興につながっていることが実感で

きます。今回のまちづくりとの連携もとても意義があると

思います。

● 青森にくるまえ六ヶ所村の核処理施設の話をききまし

た。核処理施設とアート、何か表裏の関係にあると思いま

す。地味だけ真正面からとりくまないといけない問題があ

るといま考えています。政治のなかにきりこんむNPOで

しょうか。

● さまざまなことを立ち上げている皆さんのエネルギー

を感じました。私たちも、それぞれ仕事を抱えながら休日

に子ども達と一緒にアート作品づくりを楽しんでいます。

grafの豊嶋さんのお話にもありましたが、集まっているメ

ンバーで”何をやる”か毎回考えています。

● 地元作家の参画が少なかった。プロアマを問わず、もっ

と広がりがあったものと思われる。改善・改良を加えて引

き続き開催を望みます。

● たいへんすばらしいNPOの集まりに参加でき、私は場

ちがいのとこに来てしまったとびっくりしてしまいまし

た。私はAtoZの仲間が来るという事だけで正直何の集まり

なのかまったくわかりませんでしたが、本当に来てよかっ

たです。

● 「アートによるまちおこし」とよく言われるが、具体的

にどういう取り組みがあるのか、どのような問題があるの

か、実際に携っている人の話が聞きたくて参加しました。

今回の仕掛人の話がためになりました。

● 発表者一人一人の思いが会場内にとてもよく伝わって

きました。

● 2日間の議論からいろいろと刺激を受けました。札幌を

除いてフォーラムに参加していますが、フォーラムでのや

りとり自体が変化し、進化してきていると思います。青森の

ケースだけでなく、他の都市の課題などについても自分の

住む地域の現状に照らし合わせて聞いていました。今後自

分のまちでのアートを核にした仕掛けを考えていますが、

当事者としての経験を積み重ねていくしかないと思いつつ、

壁にぶちあたった時に、青森での議論がひょっとしたら何

かの支えのひとつになるかもしれないと考えています。

全国アートNPOフォーラム in あおもり　アンケート集計



アートNPOフォーラムの座標

NPO法人S-AIR代表　柴田 尚

「アートNPOフォーラムが４年間で何をで達成してきたこ

と、成果、そして今後必要となる課題や展望を書いていた

だきたい。」という依頼を受けた。

いきなりそんな大役は荷が重いので、自分自身がこのフォー

ラムに関わって何を得て、変化したのかを書いてみたい。

まず、特筆すべきは東京以外の地方都市、他のまちの状況

とアートシーンに触れることができたこと。自分は札幌で

活動しているのだが、文化を中央ルートからのみ受け入れ

がちな地方都市にいるものにとっては、とても新鮮な情報

であった。さらにいつの間にか、それら他の街の問題を自

分自身につながることとして考えることができるように

なったのは大きな収穫であった。

このことに気づいてから、わがまち札幌にはこだわりはあ

るが、そこだけでものを観るようなことをしなくなった。

視野が広がったのである。

「自分のまちの問題は、他のまちにも起こりうる。」

「他のまちで出された答えは、自分のまちにも適応しうる。」

自分のまちを知るための座標軸の範囲が拡大したのである。

このようにアートNPOフォーラムは、全国のアートの現場

に立つ人々にとって、情報と交流の直接最大の場であり、

また、そこにある問題解決の場である。また、フォーラムを

受け入れるアート関係者以外のまちの人々にとっては、

「アートとはなんだろう」「まちとしてどのように利用し、

効果を持つのか」「全国の動向はどうなのだろう」という関

心を高める機会提供の場としても機能しているだろう。

2003年、神戸大会で全国から様々なアートNPOや企業が

集まりを立ち上げ、札幌大会でその地域を主体とした

フォーラムづくりをスタートし、前橋大会ではまちを使っ

たプロジェクトも実践。そして、昨年は青森、別府と１年に

二ヶ月の連続フォーラムである。また、その間、何回かのミ

ニフォーラムを挟んでいる。

COLUMN 回が進むごとに各地域が自分のまちを如何に見せるかと

いう演出も凝って来て、青森では青函連絡船、別府ではま

ちのシンボルでもある竹瓦温泉旅館等を会場に組み入れ

るフォーラムになっている。

青森では、噂の１万人を越えるボランティアを組み入れた

奇跡的な展覧会、地域のアートNPOと奈良美智＆グラフの

「A TO Z」展を観ることができた。また、別府では、異世界

にタイムスリップしたような湯煙のまちと、そこでこれか

ら起こるであろう魅惑的なアートプロジェクトの立ち上

げに触れることができ、刺激となった。

今後だが、とりあえず、現在はある程度の交流の段階は終

了したと思う。第二段階として、その交流の持つ潜在能力

の開発を考えていかなければならない。つまり、一地域、一

団体だけではできない問題の解決である。

具体的には、欧米に比べかなり曖昧な位置にある「まちの

文化予算のあり方（何％が適切か）」、あるいは、かなり問題

があるが誰も触れられない「文化助成、補助金のあり方」な

ど、全国のアートNPO関係者が集まっているからこそ、討

論できる事柄にも積極的に触れていくべきであろうとの

意見が聞こえて来ているが、自分も同感である。

「アートと社会がどう向かい合うべきか」

アートNPOフォーラムには、その変革の可能性があるので

はないか。
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タイトル

Turning Point

日時

2006年11月24日（金）～26日（日）

会場

ホテルニューツルタ （別府市北浜1-14-15）

別府観光港第3ふ頭関西汽船2F

別府市営 竹瓦温泉2階 元町公民館

B-Con PLAZA （別府市山の手町12-1）

鉄輪地区

料金

一日券 ￥2,000 （学生 ￥1,500）

二日券 ￥3,500 （学生 ￥2,700）

三日券 ￥4,800 （学生 ￥3,800）

主旨

「全国アートNPOフォーラム in 別府」は、アートNPOの活

動を紹介・検証し、各団体が協働する具体的な仕組み作り

の提言を掲げ、未来へとつなげていくフォーラムです。

BEPPU PROJECTは、2008年を目標として大型国際現代

芸術フェスティバルの開催を目指しています。

この国際芸術フェスティバルは、国内のさまざまな団体

と、地域や分野を超えて協働する意志のもとに運営・開催

されるものです。

今フォーラムは、2008年のフェスティバル開催に向かう

公開打合会としての意味も含んでいます。

さらに、このような協働のあり方によって今後国内の様々

な地域で、同様のフェスティバルが継続して開催されるな

らば、日本の市民活動体のあり方が大きく変化していくこ

とでしょう。

今年、大分県別府市で開催する「全国アートNPOフォーラ

ム in 別府」は、そのための最初の一歩として記憶されるも

のとなります。

全国アートNPOフォーラム事務局長を努めて

全国アートNPOフォーラム in 別府 実行委員会事務局長

林 暁甫

別府にて開催された全国アートNPOフォーラムはみなさ

まのご協力により「2008年」という非常に大きな目標に向

かっての出発点になれたのではと考えております。みなさ

まと共に大きな夢の実現に向かって決意表明を行えたこと

は、フォーラム開催に携わったものとして大きな喜びです。

「事務局長として関わってほしい。」という依頼をBEPPU 

PROJECT代表の山出から受けたのは７月頃だったと思い

ます。現代美術というものがなにかもわからず、かつ全国

規模のイベントなど運営したこともないのに「まぁなんと

かなるだろう。」という安易な気持ちで引き受けたのを覚

えています。しかし、任務が始まると深夜2:00ごろの帰宅は

日常となり、朝日が昇ってきて慌てて大学に行ったことも

ありました。また、フォーラム開催の中心にいる自分の能力

の無さやミーティングが非効率的なこと、メンバーのコミッ

トメントなどに対して不満を募らせることもありました。

たしかにきつかった時期もありましたが、それ以上に

フォーラムの全貌が明らかになって行く過程や、このフォー

ラムを開催する意義を感じるたびにフォーラムの運営に

携われることに対する喜びは大きくなっていきました。

そして今回の最大の功労者は多くの学生スタッフが夜遅

くまで準備を進めてくれることや、本業が終わった後で

フォーラムの準備に時間を割いてくれるスタッフです。特

にフォーラムの運営スタッフの中心は私を含め学生だっ

たため、経験がない分多くの失敗もありました。振り返っ

てみれば単純な失敗も、そのときにはとても大きく感じる

ものもありました。そうした失敗は私にとっても、スタッ

フにとっても学びの一つになったと思います。

さて、今回全国アートNPOフォーラムを開催しましたが、

冒頭の通りこれはあくまで2008年の出発でしかありませ

ん。2008年を終えた時に「2006年があったからこういうこ

とができた」と評価されて初めて2006年の全国アートNPO

フォーラムは完結すると考えております。2008年開催に向

けて今年は準備の年です。みなさまと一緒に素晴らしいも

のを創り、2006年を振り返ることができたら幸せだと考え

ております。たくさんのご来別ありがとうございました。



［1日目］　2006年11月24日（金）

『現在』

オープニングセッション

18:00～19:45　「なぜ、いまアートNPOか？」

会場　　　　　ホテルニューツルタ

パネリスト　　佐東範一 （NPO法人 JCDN 代表）

　　　　　　　山出淳也 （NPO法人 BEPPU PROJECT 代表）

モデレーター　甲斐賢治 （NPO法人 remo 理事）

20:00～22:00　ウェルカムパーティー

［2日目］　2006年11月25日（土）

『過去』

Stage1　生まれる場所、入り口

10:00～11:30　「アートで地域は変わったのか？」

会場　　　　　別府観光港第3ふ頭関西汽船2F

パネリスト　　小見純一 （前橋芸術週間 代表）

　　　　　　　三澤 章 （NPO法人 あおもりNPOサポートセンター 常務理事）

モデレーター　下山浩一 （NPO法人 コミュニティアート・ふなばし 理事長）

Stage2　まちを歩いて体感する

12:30～15:00　「まちに宿る力」

会場　　　　　鉄輪（かんなわ）地区一帯を各自で散策

まち歩きコーディネータ－　NPO法人鉄輪湯けむり倶楽部

Stage3　

温泉と公民館～コミュニティの原型で開催されるセッション 

16:00～18:00　「多文化共生へ」

会場　　　　　竹瓦温泉2F 元町公民館

パネリスト　　加藤種男 （アサヒビール芸術文化財団事務局長）

　　　　　　　鶴田浩一郎 （NPO法人 ハットウ・オンパク理事長

 　　　　　　　　　　　　　　 ホテルニューツルタ代表取締役社長）

モデレーター　荻原康子 （［社］企業メセナ協議会 シニアプログラムオフィサー）

［3日目］　2006年11月26日（日）

『未来』

10:00～16:00　「協働する未来へのビジョン」

第一部

10:00～11:30　「未来へのビジョン」

会場　　　　　B-con PLAZA 国際会議室

パネリスト　　大場陽子 （作曲家）

　　　　　　　相馬千秋 （NPO法人 アートネットワーク・ジャパン

 　　　　　　　　　　　東京国際芸術祭（TIF）・国際プログラム担当）

 　　　　　　　やまぐちくにこ （NPO法人 淡路島アートセンター

　　  　　　　　　　　　　　　淡路島を耕す女（事務局兼企画担当））

モデレーター　芹沢高志 （P3 art and environment エグゼクティブ・ ディレクター） 

第二部

ラウンドテーブル

13:00～16:00　「2008年に向けて」

ファシリテーター　芹沢高志

全国アートNPOフォーラム in 別府　開催概要
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主催

NPO法人 BEPPU PROJECT

NPO法人 アートNPOリンク

協賛

［青森 ＆ 別府］

アサヒビール株式会社、株式会社資生堂、トヨタ自動車株

式会社、日本電気株式会社

［別府］

株式会社エポックアート、大分県自動車学校、大分交通株

式会社、大分みらい信用金庫、Colony Interactive株式会社、

株式会社佐伯建設、株式会社JTB九州 大分支店、有限会社

デザイン・マップ、株式会社トキハ 別府店、日本航空 大分

支店、 NPO法人 ハットウ・オンパク、B-Con PLAZA、別府

観光産業経営研究会、別府商工会議所、別府市旅館ホテル

組合連合会、株式会社山下工芸 

後援

大分県、別府市、大分県教育委員会、別府市教育委員会、社

団法人ツーリズム大分、社団法人別府市観光協会、社団法

人企業メセナ協議会、日本アートマネジメント学会、大分

合同新聞社、NHK 大分放送局、OBS 大分放送、TOS テレビ

大分、OAB 大分朝日放送、エフエム大分、シティ情報おお

いた、CTBメディア株式会社 

協力

九州旅客鉄道株式会社大分支社、NPO法人鉄輪湯けむり倶

楽部、 別府市泉都まちづくりネットワーク



別府湾が眺めるホテルニューツルタ・バンケットホール鶴の間を会場に、

オープニングセッションを開催。

「なぜ、いまアートNPOか？」をタイトルに、remo・甲斐賢治氏がモデレー

ターを努め、JCDN長・佐東範一氏とBEPPU PROJECT・山出淳也氏によ

るディスカッションをおこなった。アートNPOの担う役割やこのフォー

ラムの方向性などについて確認する。

つぎに、鉄輪地区に移動。

鉄輪地区では、地域のNPOである「NPO法人 鉄輪湯けむり倶楽部」の協力

を得てまち歩きツアーをおこなった。

参加者は、地獄蒸し昼食や温泉を楽しむなど、おもいおもいの方法で別府

の魅力を体感した。

二日目ラストは、竹瓦温泉二階の元町公民館に。別府のほぼ全ての町営温

泉の二階は公民館である。この会場特性を反映し、「多文化共生へ」をテー

マに幅広い視点からアートについて語ってもらった。モデレーターに荻

原康子氏、パネリストに加藤種男氏、鶴田浩一郎氏をお招きした。

最終日は、B-con PLAZA国際会議室にて開催。セッションを午前と午後の

二部で構成し、事例紹介とディスカッションをおこなった。

第一部では、アーティストである大場陽子氏、国際フェスティバルのプロ

グラム担当者として相馬千秋氏、地域密着型フェスティバルをプロ

デュースするやまぐちくにこ氏の三名による事例紹介と提言。

第二部では、芹沢高志氏をファシリテーターに2008年別府で開催する国

際芸術フェスティバルについて、会場を交えてダイナミックな議論が交

わされた。

二日目は、＜過去＞をテーマに、別府市内各所を会場に設定。バスで周遊

しながら移動した。

はじめは、別府観光港の待ち合いロビーを会場にフォーラムを開催。

これまでの全国アートNPOフォーラム開催地から関係者に登壇してもら

い、果たして「アートで地域は変ったのか？」検証をおこなってもらった。

全国アートNPOフォーラム in 別府　開催概要
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マに幅広い視点からアートについて語ってもらった。モデレーターに荻

原康子氏、パネリストに加藤種男氏、鶴田浩一郎氏をお招きした。

最終日は、B-con PLAZA国際会議室にて開催。セッションを午前と午後の

二部で構成し、事例紹介とディスカッションをおこなった。

第一部では、アーティストである大場陽子氏、国際フェスティバルのプロ

グラム担当者として相馬千秋氏、地域密着型フェスティバルをプロ

デュースするやまぐちくにこ氏の三名による事例紹介と提言。

第二部では、芹沢高志氏をファシリテーターに2008年別府で開催する国

際芸術フェスティバルについて、会場を交えてダイナミックな議論が交

わされた。

二日目は、＜過去＞をテーマに、別府市内各所を会場に設定。バスで周遊

しながら移動した。

はじめは、別府観光港の待ち合いロビーを会場にフォーラムを開催。

これまでの全国アートNPOフォーラム開催地から関係者に登壇してもら

い、果たして「アートで地域は変ったのか？」検証をおこなってもらった。
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Q.　フォーラムに参加されていかがでしたか？

　　また、なぜそう思いましたか？

■満足した＝  7人

・アートNPOを取り巻く現状やNPOとして活動されている人

たちの生の声を聞けたことが一番大きかった。

・普段会えない／話を聞けない方々の話が聞け、いつも孤独に

仲間と細々やっていることが皆同じなんだぁーと心強く思え

たので。

・私たちのNPOでも2004年からまちなかでのアートプロジェ

クトを主催しているが、まだまだ試行錯誤で少しずつ歩みを

進めている状態であり改善の余地が山ほどあると感じてい

る。今日は具体的にさまざまな各地の事例を聞くことができ、

また第二部ではBEPPU PROJECTの未来といいつつも、すべ

てのアートNPOの未来にも通じる多角的な意見が聞け、われ

われNPOの問題点、力を入れていくべき部分が明確になり有

意義であった。

・大分や別府をはじめ、多くの地域の方々の集まり、意見を交

わすことがこれほどまでに有意義であるのかと思い知らされ

ました。

・大分のアートシーンの活性化につながる気がした。またこの

ようなフォーラムなどが１つの起爆剤的な役割を担うと思い

ました。

■やや満足した＝  3人

・各地の取り組みが一度に知れたため。実際に直接話をきけた

ため。活字ではなく。

・BEPPU PROJECTの窓口が広いことは良いが、広く「自由」

にしすぎて、学生ではカバーできない技術面のモレを感じて

います。同時開催の企画の情報の広報が足りないとか、Small 

Villageの店の選出やスタッフにもう少し考えることがあった

のではないだろうか？なぜその店を選んだのかとか。やはり

アートに関する考えや経験をもった人々が集まりすぎて話し

すぎていると思った。

・よかったが、分科会的ワークショップや夜中深夜2時くらい

まで話せる交流会があるとありがたい。

■どちらともいえない＝ 1人

・すでに私たちが体験したことであった。しかし、社会の中の

さまざまな課題をアートをきっかけに解決していきたいと考

える人たちがこんなにたくさんいることを知ったのはとよて

もよかったと思う。この先どのような形で手をつなぐことが

できるかという課題と展望をもてるのではないかと思った。

アンケート回収数

　　　12枚

集計結果

Q.　どちらからおこしですか？

　　　県内＝2人（大分市） 埼玉県＝1人

　　　京都府＝1人 大阪府＝2人

　　　兵庫県＝1人 高知県＝1人

　　　広島県＝1人 山口県＝2人

　　　福岡県＝2人

Q.　アートNPOの存在をご存知でしたか？

　　　知っていた＝ 10人

　　　知らなかった＝ 2人

Q.　アートNPOに期待することがあればお書き下さい

● アートNPOという言葉はあまりこちらでは何をしてい

るかはっきりしていない面もあると思います。活動を気軽

にみられる何かがほしいです。

● まだアートマネジメント、アートNPO等、無知な事が多

いので、何も話せる立場ではありませんが、ただひたすら

活発に活動し、相互に成長していって欲しいと思います。

● まちにどのようにしてとけ込んでいくか。多くの人を

まきこみ、アートのすばらしさ・アートの持つ力を知らな

い人、なじみのない人にも1人でも多くの人にふれてもら

えるような活動をやっていきたいと思っています。我々の

課題です。

● もっと横につながれるとすごい力になると思う。

● 多様化する社会のなかで、アートの果たせる役割は大

きい。けれどアートは複雑な概念をもつため分かりづら

く、公共の制度のなかではすぐに断ち切られる存在でもあ

る。アートNPOはその中で可能性をつなぐ存在であろう。



● アートというものが本来同一価値を求めるものでな

く、多様な価値を認め合う場という性質をもつということ

が体現された場であったようなフォーラムで、新鮮に感じ

ました。そうした多様な中で１つのイベントを行なってい

くまでのプロセスについて考究するようなテーマの企画

などがあると、また興味深いと思いました。政策提言もぜ

ひお願いします。

● 「BEPPU 2008」来たいなぁと思いました、近いようで遠

い別府って感じです。

● フォーラムの中で「長時間～」とおっしゃっていました

が、個人的にはあっという間でした。大学の講義がいつも

このようなものであったらなーと思います。全てのアート

に関わる方の今後の発展を希望します。

●BEPPU PROJECTですが、大分市にいるとデータが何

も入ってきませんでした。不透明という声があがっている

ところも一部あるようです。また2大学のみでなく、大分大

学の学生美術専攻としてもプロジェクトの手伝いなり参

加というものをしてみたいです。大変情報が不透明で、マ

イウェイな感じも否めません。2008年の議論はとてもお

もしろいものでしたが、議論が本当に別府の人だけという

感じがすこし気になりました。地域の美術を救うというこ

とを視野に入れていただけたりしたらうれしいです。

Q.　フォーラムに参加された感想・コメントなど

● 全国の関心を寄せる人にあうことができてよかった。

年に数回こんな機会を重ねることが各地で活動する人々

にスピードをあたえると思う。

● 山出氏の話されていた人と人とが関わること、それ自

体がアートであるということに共感を覚えた。同一化され

た価値観がはびこる中で、ひとりひとり違うこと、それを

表現しあうこと、他者と本気でむきあうことで、主体的に

何かを感じ、行動を起こすこと。それらすべてがアートな

のだと思う。

また継続していく団体として個人のパッションを団体と

してのミッションとして位置づけることの大切さを今ま

さに課題としてかかえている。「子どもたちに」という活動

を長年展開してきたが、なんら変らない世の中を見ると、

いまアートで人をつなげたい、地域社会をつくりたいと考

えている人たちが、もっと強力なネットワークをつくるこ

とが必要なのかもしれない。

● BEPPU PROJECT応援しています。山出さん詳しく知

らないんですけど、すべてを未定と言いきれる勇気？はす

ごいと思いました。その一方、本当に知恵もなく未定とい

うことに漠然とした不安も感じました。この勇気をもっ

て、いろんな方の知恵、援助を借りてBEPPU PROJECTを

行われることを期待しています。ぜひぜひ行ってください

ね。そのとき帰ってくるのを楽しみにしています。

全国アートNPOフォーラム in 別府　アンケート集計
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