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「白老文化芸術共創 ROOTS＆ARTS SHIRAOI」とは
白老文化芸術共創 ROOTS&ARTS SHIRAOI」とは
国の委託事業「日本博」※として、白老町内外の世代を超えた有志メンバーが立ち上
げたプロジェクトです。“新たな地域振興とまちの活性化”を目指して、白老の「文化
芸術」と「観光経済」をつなぎ合わせ、まちの魅力を向上させようと始まりました。
内容は、「白老に根付く文化や伝承・人の営み（ROOTS）を、住民と多様な来訪者のコミュ
ニケーションを通して再発見・再編集・再構築により表現（ARTS）する」というものです。

「R O O T S（ルーツ）」とは、特異な自然・地勢や、アイヌ文化と和人の文化や伝統、地
域が誇る産業など、もともと白老の地にある有形無形の多様な資源を表しています。
それらを「A R T S（アーツ）」としてアーティストがさまざまな手法や形態で表現し、まち
を訪れた人と地域住民の感性を刺激します。その結果、文化芸術が新たなまちの魅
力を生み、来訪者が地域を回遊するきっかけをつくり、関係人口（地域と多様に関わ
る人々）が増え、コミュニティを生み出すことにつながります。これを実現するには、ま
ちを訪れた人やプロジェクト関係者との交流にまちぐるみで取り組むなど、町民がとも
につくりあげていく（共創する）ことが不可欠です。

「白老文化芸術共創 ROOTS＆ARTS SHIRAOI」の内容
「文化芸術」「観光」「まちづくり」の３つの要素を横断しながら“まちの活性化”を目
指します。
❶文化芸術
アーティスト、クリエイターといった第三者によるリサーチ（調査）やフィールドワークによ
り、地域の有形無形の資源から新たな表現を生み出し、作品として展示します。空き
店舗・スペースを活用し、企画・展示を継続的に行います。
❷観光
上記により創出される新たなコンテンツ（内容）は、地域の価値を高めていく観光文化
資源となります。そのコンテンツは観光客や地域住民によりさらに磨かれることで、新
たな資源を生み出すエコシステム（生態系）として機能します。
❸まちづくり
これらの活動継続は、関係人口増やコミュニティづくりにも貢献しまちの活力を生みます。
複合的に国内外へ発信することにより、まちの魅力向上につなげます。

「共創」という姿勢 〜地域に新しい価値を生み出すために
「共創」は、さまざまな生活背景・多様な価値観や思いを持つ人たちが影響し合って
意見を出し合い、よりよい未来を一緒につくっていく姿勢と思いを表しています。
近年注目されている観光スタイルに「トランスカルチャー」があります。観光客（または地域に
関わる第三者）が地域と交流し、観光を通じて文化を交換し合い、地域に新しい文化・価
値を生み出していく観光のことで、「白老文化芸術共創 ROOTS&ARTS SHIRAOI」

（以下、「白老文化芸術共創」という）が目指す「共創」の部分にあたると考えています。
本プロジェクトでは、国立の文化施設「ウポポイ」開館を契機に、白老を来訪する観
光客と住民がより深く関わり影響し合い、新しい意味や文化を生み出す仕組みづくり
に取り組みます。
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※「日本博」とは
文化庁を中心に、地方自治体や民
間団体などが連携し日本全国で行
う国家プロジェクト。「日本人と自
然」を総合テーマに、縄文時代から
現代まで続く「日本の美」が体感で
きる美術展や舞台芸術公演、芸術
祭などを、年間を通じ全国各地で
展開。その多様かつ普遍的な魅力
を次世代に伝えることで、さらなる
未来を創生する。

「日本博」公式ウェブサイト
j apancu l t u r a l expo . bunka .go . j p/

主催：文化庁／独立行政法人日本芸術文化振興会／白老文化観光推進実行委員会
期間：2021年10月15日（金）〜11月7日（日）の24日間（一部プロジェクトを除く）
※新型コロナウイルス感染症感染拡大による緊急事態宣言のため、8月27日（金）〜10月11日（日）の45日間から変更

会場：白老町内各所（北海道白老郡白老町）
WEBサイト　w w w. s h i - ra - o i . j p

関係者・プレスツアーと、「白老文化観光推進セミナー」の開催
10月15日（金）、関係者および報道関係者向けのツアーを開催。白老町内の会場をまわりながら、プロジェクトや作品の解説を行いました。
10月21日（木）、町づくりに関わる町民や、文化観光に関心を持つ方 を々対象に「白老文化観光推進セミナー」を開催。第1部では太下
義之氏（同志社大学経済学部教授・「日本博」事業審議官）の講演、第２部では、企画・広報ディレクターの山岸奈津子が司会を担当
し、町内で活動する４名のゲストを迎えディスカッションを行いました（会場：しらおい創造空間「蔵」）。
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も含めたアートとアイヌ文化でまちをめぐるツ
アーを企画しており、地域のアイデンティティ

（独自性）をもっとアピールしていく予定です。

　初開催となった今回は、反省すべき点が多
くありました。スタッフ不足や連携不足があっ
たことは否めません。とくに、まちの中心部に
ある大町の商店街との連携は、来訪者にま
ちを歩いてもらうためにも今後の大きな課題
です。また、東西に長い白老町は複数の地
区に分かれていて、それぞれ価値観も異なる
ことから一体感を持ちづらい面がありました。
しかし、文化芸術によって、それぞれの地区
に根付いているものを大切にしながら一つに
つなげられるという手応えも感じました。
　町民の多くは、まだどこか他人事で、一部
の人だけが盛り上がっているように思ってい
るのも事実です。今後は、町民が自分ごと
として能動的に協力する、いわば、すべての
町民がプロジェクトのメセナ※になることを目
指しています。そのためには、文化芸術が
観光に結びつく地域資源であることを、町
民に理解してもらう必要があるでしょう。
　2020年に国の政策として「文化観光推
進法」が制定され、地域の文化・観光・経
済を循環させる取り組みが全国で進められ
ています。しかし、白老ではまだ浸透してい
るとは言い難い部分があります。このプロ
ジェクトへの理解が深まれば、すでに文化
観光で地域活性化に成功しているまちに、
白老も連なることができるはずです。

　とくに、文化芸術と観光の組み合わせは
重要です。たとえば、商店街の空き家を利用
した磯崎道佳さんの作品展示の会期中は、
近隣のお店のソフトクリームやカレーなどがよ
く出たと聞いています。アートをきっかけに普
段は来ない人が白老を訪れ、まちを歩き、消
費することで経済効果が生まれるのです。な
かには、あわせてウポポイを見学しようと町
内に宿泊する人もいました。また、アーティス
ト自身も町内に宿泊し、町内にあるものを購
入して作品に使用します。こうした経済効果
は「飛生芸術祭」や「ウイマム文化芸術プロ
ジェクト」でも評価されている点ですが、文化
芸術＋観光の効果として、より見えるかたち
で町民に示す必要があると考えています。

　文化芸術を産業としてとらえる、というこ
とは、たんに外から持ってきたもので人を
呼ぶこととは違います。まちに根付く歴史や
文化、つまりルーツ（根っこ）に基づいてい
ることが大切であり、それを無視したもので
あってはなりません。多くの自治体が、医療
や福祉、教育など“公平で平等”なものを
住民に提供することを掲げるなかで、文化
芸術は特定の人だけのものと思われがちで
す。公平で平等なものはもちろん大事です
が、それ以外になにがあるのかが、まちの
魅力につながるのではないでしょうか。
　本プロジェクトの「ルーツ＆アーツ」という
ネーミングには、まちの根っこに基づいた文化
芸術は白老の地域資源としてブランドになり
得る、という意味が込められています。白老に
は、アイヌ文化を含めたアートの土壌、ルーツ
があります。これを選択し、集中していくことで、

「白老は文化芸術に関して寛容でおもしろい
まち」と言われるようになると考えます。
　白老町の高齢化率と人口減少は胆振管
内でトップクラスと報道された今、関係人口
を増やすためにも、文化芸術の果たす役割
は大変大きいでしょう。これからは、町の基
幹産業である漁業、畜産に並ぶ産業として、
文化芸術をとらえる必要があると思います。
　今後の取り組みとしては、飛生芸術祭など

　白老町は、ご存知のように「多文化共生」
をテーマにまちづくりを行っています。「ウポ
ポイ（民族共生象徴空間）」がオープンする
ずっと以前から、アイヌ文化の理解と普及に
基づいた伝統手工芸の創作活動が町民レ
ベルで盛んに行われ、「飛生芸術祭」や「ウ
イマム文化芸術プロジェクト」という共生を
コンセプトにした芸術活動も行われてきまし
た。白老は、文化芸術や創造性が根付い
ている“アートな土地”と言えるでしょう。
　しかし、白老とアートを結びつけて考え
ている町民はそう多くありません。根底には

「アートでまちおこしなんかできない」「アー
トではまちに人を呼べない」という先入観が
あるように思います。文化芸術は産業にな
り得る、ということを町や町民に知ってほし
い。それが「白老文化芸術共創」を立ち上
げた大きな理由です。

アートが根付くまち・白老

初開催で見えた課題と展望

「ルーツ＆アーツ」を
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地域のキーマン

日高町出身。白老町消防本部を定年し、町危機管理室
次長として２年間勤務ののち、白老町商工会事務局長（白
老港湾振興会、（社）苫小牧地方法人会白老地区会の事
務局長を兼務）に就任、現在も複数の公的・民間の委員
会に所属している。2021年から白老文化観光推進実行
委員会 事務局長。45年間白老のまちを見続けている。

※メセナ＝フランス語で「芸術文化支援」という意味。
道内には、富良野メセナ協会、NPO法人千歳メセナ
協会がある。

中 村  諭
S a t o s h i  N a k a m u r a

Text/Miyuki Shibata

　今回の「白老文化芸術共創」では、シル

キオプロジェクトの会場としてカフェスペース
の壁面を使い、森迫暁夫さんのシルクスク
リーン作品「〜地図。大なり小なり」を展示
しました。実は、以前から森迫さんの作品
に注目していて、hakuで販売するものの制
作について本人とも話していたところだった
んです。会場になったのはうれしい偶然で
した。また、近隣の空き家で展示した磯崎
道佳さんの作品には、hakuのスタッフが準
備などのサポートで関わりました。ブウベツ
の森キャンプ場で展示した大西洋さんは、
客室の壁に作品を描いたり、包装紙やシー
ルをデザインしていただくなど、もともと深
いつながりがあるアーティストです。このよう
に、私たちにとっては今までのアーティストと
の関わりの延長線上に「白老文化芸術共
創」がある、という感覚でした。

　「飛生芸術祭」「ウイマム文化芸術プロジェ
クト」に加え、「白老文化芸術共創」を目的
に町外から訪れる人が多く、当ホステルの
宿泊者も増えました。ハイレベルなアートが
見られる機会として、町外には白老の良い
ＰＲになっていると肌身で感じます。
　でも、地元の人がこのアートプロジェクト
との関わりをどの程度感じているのか、わ
かりにくいところがあり、そもそもまったく知
らない人もいました。ただ、カフェの利用で
森迫さんの作品を見て、「白老のものがたく
さん描かれているんですね」「色づかいが
ハロウィンみたいでかわいい」などと反応す
る人は多かったです。地元の人がアートに
興味を持つきっかけとなり、自然にアートに
触れられる場になることは、私たちhakuが
目指していることのひとつです。この場所を
もっと魅力的にして、地元の人が「自分も
アートに関わりたい」と思えるようにしていく
必要があると、改めて感じました。
　なかには、こうしたアートプロジェクトは敷
居が高い、という声もあります。ビジュアルデ
ザインなど地元の人にはある意味カッコ良す
ぎて、「どこか都会の、自分たちには関係の

　haku（ハク）とアートとの関わりは、飛
生アートコミュニティーが毎年開催してい
る「飛生芸術祭」が始まりです。私も夫も
アートが好きなこともあり、ホステルという多
くの人々が訪れる場所で作品を見てもらい
たいと、参加アーティストの作品の展示や
販売を行うようになりました。アーティストの
方々には、宿泊のほかミーティングやワー
クショップ会場としてもご利用いただいてい
ます。もうひとつの「ウイマム文化芸術プロ
ジェクト」では、アーティスト・イン・レジデン
ス（アーティストが地域に滞在して作品を制
作する）の場所になっています。

アーティストとともにある
h a k uという場所

地元にとって
アートプロジェクトとは

「白老文化芸術共創 ROOTS&ARTS SIRAOI」の運営や展示に深く関わった、地域の
文化活動のキーマンとも言える方々に、開催するなかで見えた目標や課題、今後への展望に
ついて語っていただきました。

ない世界」と思ってしまうようです。しかし、
だからと言って、町内だけに訴えるものを作
るのは違う気がします。質の高いアートやデ
ザインは、町の関係人口を増やすことにつ
ながると言えます。いつか、地元の人自身
が「このアートプロジェクトは自分たちのもの
だ」と思えるようになるよう、今のクオリティを
維持し続けることが大事だと思います。

　会期に関して、このコロナ禍で感じたこと
があります。9月開催が緊急事態宣言で10
月に延期されましたが、思いがけず良い方
向へ働いた部分がありました。9月は「飛生
芸術祭」と「ウイマム文化芸術プロジェクト」
も開催されるため繁忙期ですが、10月は一
転して閑散期になります。今回はお客様が
分散したのでとても助かりました。そうでなく
ても、イベントがなにもない10月に開催すれ
ば、時期を変えて白老を何度も訪れてもらう
良いきっかけになるのでは、と思いました。
　「白老文化芸術共創」には、今後も北海
道のアーティストにスポットを当て続けること
を期待しています。hakuでは大西さんの
版画作品のプリントを販売していますが、白
老モチーフと手ごろな価格でお土産としても
好評です。このような、アートプロジェクトに
関わったアーティストとのグッズ開発を、今
後は積極的に行いたいと思っています。そ
れが北海道のアーティストへのサポートにな
るだけでなく、アートを白老のお土産にする
ことが可能になり、文化的な面のレベルアッ
プにつながると考えるからです。
　白老のように、山、川、海とあらゆる自然
環境がぎゅっと凝縮されたなかでアートを楽
しめる場所は、そう多くないでしょう。アー
トは風景に意味を生み出します。なにより、
地元の人にとって意味のある土地だからこ
そ、その価値を高めるアートが必要なのでは
ないでしょうか。

地域の価値を高める
アートへの期待

I N T E R V I E W
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地域のキーマン

愛媛県出身。アメリカや東京での生活を経て、夫の菊地
辰徳さんとともに岩手県遠野市へ移住。2017年、馬を
きっかけに白老町へ移住し、2019年、廃業した旅館をリノ
ベーションして宿泊施設「haku hoste l + ca fe bar」を
オープン。社台地区で馬の飼育も行い、牧場を活用した
コミュニティの場づくりもスタートしている。

haku hoste l + ca fe barにてインタビュー

白老駅自由通路にミニフラッグを設置
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白老文化芸術共創とA I R
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　アーティスト・イン・レジデンス（以下、
AIR）というプログラムをアートプロジェクト
事業に取り入れる際に常に論点となるの
が、該当するプログラムが作品制作とその
発表（展覧会・公演）のみをプログラム成果
とするのかどうか、といった成果とそれに対
する評価についてである。

　一般的にAIRはアーティストがある場所
からある場所に自身のキャリア構築のために

ムごとの理念・背景、経営面の事情に紐づ
く副次的な成果が加わることが多いだろう。
この現状が「AIR」を扱いづらく複雑化させ
ているようだ。そこには、AIRが国際的な
美術ワードであり、30年ほど前に日本に導
入され、今日定着するまでにさまざまな「事
情」をくぐり抜けてきた日本っぽいAIRの姿
がある。それは、日本でAIRを活用した国
内外のアーティストのチャレンジや独特な活
動の積み重ねで編まれた結果である。
　近年日本国内で、地域に主眼をおく作品
の展示と鑑賞をメインとする芸術祭事業が
さまざまな規模と事業主催者によって各地
で開催される中、「滞在制作をへて制作され
る新しい作品を展覧会形式で運営するプロ
ジェクト」と、いわゆるAIRプログラムとの差
異が説明されないまま運用されている気がし
てならない。AIRという言葉が美術界隈で
一般的になってきたことで事業ごとに意味す
る内容が言語化されないまま、ふわっと使わ
れているという居心地の悪さがある。
　また、ファンディングの側面からは事業全
体を支える資金獲得のために補助金・助成
金を活用することになるのだが、その多くが

「展覧会・公演などの鑑賞型事業」に対す

「支援する」マインドよりも、会期中によい
展示を期待するマインドが圧倒的に強いバ
ランスで設計された事業である。そしてこ
の事業の趣旨・方向性（マインド）は当面
変わらないだろう。
　1年目を終えた私の所感は、白老文化芸
術共創においてAIRを根付かせていくので
あれば、展示をゴールにおく単年度のプログ
ラム＝AIRではなく、滞在制作を経てパワフ
ルな展示をするアーティストを展覧会のため
に招聘し、そこに必要なプロジェクトチーム
を構築する。このプロジェクトチームに若い
アーティストや学生などがスタッフの機能を
持ちながら参加することで、招聘アーティスト
の展覧会制作をサポートするうち、地域（白
老）との関係を多角的に構築した若いアー
ティストたちが、後日、個別にプロジェクトを
始めていけるようなプレ・レジデンシーとして
AIRを試してみるのが面白いと思う。

（文責：小田井真美）

AIRとは、アーティストが拠点としている自身の場所・文化圏から離れて、異なる文化・環
境に一時的に滞在しながら、作品制作やプロジェクトのリサーチ活動を試みる取り組みで
す。今回は、白老の町・森・川・人とアーティストが出会い、インスタレーション作品とワー
クショップを構想しました。

アーティスト 　インスタレーション作品 会場

磯崎道佳 「森の入口、森の出口、あるいは どちらでもない」 ㈱やまもと「貸事務所」

 　ワークショップ・展示 会場

 「ハスカップからカンパーニュ」 しらおい創造空間 「蔵」

ディレクター：小田井真美（さっぽろ天神山アートスタジオ キュレーター）
協力：さっぽろ天神山アートスタジオ

「移動して」、移動した先で「滞在しながら
制作・創造的活動を行う」ことを促し、支援
する仕組み・システムである。※

　AIRプログラムにおける成果は、「アー
ティストの有効なキャリア構築に寄与する期
間・機会」であったかどうかのシンプルなも
のだ。そのために必要かつ適切で有効な
サポート（支援）ができたかどうかということ
になる。
　しかしながらAIRの現場では、プログラ

るものが大半であることから、AIRをやるた
めに（やりたいが）事業計画を補助金・助成
金の好む形に寄せて見せるという実態もあ
るはずだ。こうなってくると、事業を運営する
現場はさらに混乱していくかもしれない。
　長年の経験から、いずれにしても作品を制
作し発表するチャンスであることから「アーティ
スト」にとっては「どちらでもいい」議論である
ことは自覚している。しかしながら、事業主
催者の意図や考え方がどちらであるのかとい
う整理と認識は、アーティストの現地での活
動をサポートするコーディネートの力点の置き
所を決めることになる。だから、アーティスト
のニーズと主催者のゴールをマッチングさせ
るため、長期にわたる共同作業の上でのコ
ミュニケーションを円滑にするためにはこの
点に関して確認し、了解し合う必要がある。
　言わんとしているのは、AIRはこの単語
を使う（知る）誰もが同じ意味を理解し得る
ようなシンプルなワードではなくなったという
ことである。

　今回、白老文化芸術共創で実践した
AIRもまた複合的な意味合いをもつ内容
となった。本事業では、招聘アーティストを

※＝「移動」は国際的な範囲に限定されず、国内・地方
自治体地域内であることは今日の傾向。「支援」は移動と
滞在・制作のための経費の経済的な内容が多く、いわゆ
る業務として請け負う際の「アーティストへの謝金」という
経費はAIRの考え方ではそぐわないとされている。なぜな
ら、AIRはアーティストが自らを投資し（AIRプログラム主
催・運営者の手助けを借りて）自らのキャリア構築のため
に使う仕組みであるため。

▲
作品展示
配布資料
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W o r k s h o p

　アーティストの磯崎道佳は、一般的に認
識されているAIRとは異なる形で招聘され
た。一般的には、アーティストが白老に中
長期滞在（住む）して、地域の人 と々の出会
いと付き合いをそのアーティストの一時的な
日常体験として創造的活動の背景に据え、
アーティスト自身の日常へ新しい眼差しを与
えるもので、そのためアーティストのステップ
アップに役立つと考えられている。しかし、
本事業がコロナ禍で開催されると決まって
いたことから磯崎は、プログラム期間中、居
住地から白老地方に何度も通って思考や
制作を積み重ねるという形式をとることに
なった。また、磯崎の場合は、ニセコを拠
点としながら広く道内での活発なリサーチ
活動を行うアーティストであったし、北海道
の、ニセコでの生活も「20年以上も長期的
なレジデンスをしている」ような雰囲気をど
こか漂わせている。そのため、今回は、一
般的にアーティストがAIRによって得る新鮮
な眼差しや、普段とは異なる日常生活という
よりも、日常と地続きで「自宅から制作場所
までの遠距離通勤」のようなものだったかも
しれない。そして私は、この状態をAIRと
いってよいのかと迷い続けた。

　ふたつめの磯崎のプロジェクト「ハスカッ
プからカンパーニュ」は、もうひとつの「展
示」プロジェクトと同様に、磯崎の日常であ
るハーブ栽培、数年間に渡って取り組んで
いる自然酵母をつかったパン作りをベース
に、白老を含む胆振地方に焦点を当てたア
イデアである。また、アーティストと参加した
人 と々の時間をかけた交流そのものであっ
た。このプロジェクトは、コロナ禍のアート
プロジェクトが苦悩の中から生み出した突
破口になったと考えている。コロナ以前で
あれば対面ですんなりと実施できる（できそ
うと予想できる）アイデアだったが、実施条
件が難しさを与えたことでアーティストはこ
れまでよりも手間をかけることになったのだ
が、新しい工夫ややりかたを実践すること
ができた。また、ワークショップには参加を

「森の入口、森の出口、あるいは どちらでもない」

ワークショップ

　「移動と滞在」が大きなインパクトになりに
くい今回の状況で磯崎を迎えたフレームが
それでも「AIR」であったことから、私からは

「作品を完成させるというようりは、やった
ことのない新しいやり方を試してみては」と、
ベテランレベルの磯崎に、あえてAIRという
機会を楽しむことを提案し期待した。
　事業構造上、「展示」「ワークショップ」
の区分が存在したが、私は磯崎が完成度
の高い、そして内容の異なる２つのプロジェ
クトの実現を試みたと捉えている。AIRの
記録を展示期間中にまとめようとした際に、

磯崎の期間中の記録を振り返る作業をする
中でここの実感を得た。
　ひとつめは展示区分の「森の入口、森の出
口、あるいは どちらでもない」は、磯崎の日
常の一部である釣り、散策の延長線上に編ま
れたプロジェクトとなった。展示会場に添え
られた配布印刷物にある磯崎のテキストと、
展示期間中にはアーティスト自身がその場に
いて来場者と語る。かつて北海道に金を求
めてやってきた山師がその場で語る磯崎に
召喚された演劇作品を見ているようでもあり、
興味深い展開となった。　    （文責：小田井真美）

する他者が必要なのだが、「暮らしに時間
をかける新しい日常」「だれかとなにかを
いっしょにつくる体験」を人々がより恋しく求
めている現状ともマッチした。
　参加者は酵母とパン作り、そして焼き上がり
のパンを他者と共有する会への参加までのす
べての行程に少なくとも16日間関わり続ける。
ひとりで思考し作業する時間と、講師役の磯
崎とのやりとり、最後のパンのお披露目と試食
という他者との交流がよいバランスで起こって
いた。ずっと一人きりでもないし、かといって
ずっとだれかといっしょにいなければいけない
わけでもない、この状態は図らずも、クリエー
ションのための理想的な条件を整えたようだ。
　そして「ハスカップからカンパーニュ」は、
非接触と接触の間にある「新しいやり方」を
生んだポジティブな成果となった。このよう
に断言できるのは、ワークショップが終了し
たあとも、講師役の磯崎と参加者とのたの
しげなやりとりが続いていたからだ。

（文責：小田井真美）

カップの株が移植され、各家庭の庭にも植
えられたことはとても興味深く思いました。
自然の力でロシアから移動してきたハスカッ
プが、今度は人の力で移動し広がっていっ
たのです。そして今、移植された株がもとに
なって農家で栽培され、特産物として注目
されています。このようにストーリーをたどっ
てみると、ハスカップはローカルアイデンティ
ティ（地域の個性）としてあり、政治や時代
の嗜好に翻弄されながらも、文化として地
域に根ざした食べ物と言えると思います。
　食と文化について考えたとき、私にとって
重要なテーマがハーブです。ハーブはメイ
ンになり得ないけれど食を豊かにするもの。
アートも同じように生活を豊かにするもので
す。ワークショップでハーブオイルを置いて
いたのは、パン＝生活とともに、ハーブ＝
アートを目に見えるかたちで味わってもらう
ためです。私のことをバン職人だと思って
いた方もいたようですが（笑）、ハスカップの
天然酵母で作ったパンにハーブオイルをつ
けて食べることで、白老の生活にアートが浸
透する理想の姿を表現しました。

　インスタレーションの制作にあたっては、
フィジカル（身体性）による体験や感覚を生
かしたリサーチを行いました。白老には昔、
白老川上流で採れる砂金を目当てに山

やま

師
し

が集まっていたと聞き、砂金が採れる場所
を探しに行ったのです。私はフライフィッシ
ングが趣味で、川底の石などから環境を見
ることが身に付いています。さらに文献を
調べ、アイヌ語の川の名前から推測して目
星をつけ、興味を持ちそうな地元の人をスカ
ウトして一緒にリサーチしました。山師たち
もきっと、人づてに話を聞いたり川を観察し
たりすることで情報を得ていたに違いありま
せん。「森の入口、森の出口、あるいは ど
ちらでもない」では、森に分け入って砂金を
見つける過程を表現しました。実は、タイト
ルは砂金が採れる場所を暗示していて、地

A r t i s t
I n t e r v i e w

　インスタレーション「森の入口、森の出
口、あるいは どちらでもない」では砂金、
ワークショップ「ハスカップからカンパー
ニュ」ではハスカップを取り上げ、“移動”の
軌
き

跡
せき

をトレースする（たどる）ことから、白老
の土地を読み解く試みを行いました。
　私自身、道外から“移動”してきたのです
が、ハスカップも移動してこの地にたどりつ
いたというストーリーを持っていることに、自
分の先輩のようなシンパシーを感じました。
胆振地域のハスカップは、鳥などによってロ
シアのバイカル湖周辺から種が運ばれたと
され、かつて苫小牧東部の勇払原野は国
内最大の群生地でした。リサーチでは、白
老の石山地区にも自生地があり、おにぎり
には梅干しの代わりにハスカップの塩漬け
を入れていたという話を聞いています。ハス
カップを日常的に食べていた地域は道内で
も限られており、まさにローカルフードです。
しかし、昔は梅干し代わりにしていることな
ど、あまりおおっぴらに言わなかったそうで
すから、マイノリティの食べ物という側面が
強かったのだと思います。
　苫東開発で勇払原野の群生地が消滅の
危機に陥ったとき、地域の人々によってハス

移動によって地域に
根ざしたハスカップ

砂金のような小さな
存在から見えること

移
動
す
る
存
在
か
ら
、

白
老
の
ま
ち
を
た
ど
っ
て

アーティスト・インタビュー
磯崎道佳 （美術家）

元の人にはわかる仕掛けになっています。
ちなみに、ほんの１粒ですが砂金を見つけ
ることができました。
　もうひとつ、マイノリティ（少数者）とい
う視点でも制作したかったのですが、コロ
ナ禍で滞在が思うようにできず叶いません
でした。近年、社会的マイノリティとされる
人々が国や権力に対して声を上げ始め、時
代の変換期を迎えていると感じます。砂金
は英語でゴールドダストと言いますが、塵

ダスト

の
ような小さな存在に、新たな価値を見出し
てかたちにするのがアートの役割です。砂
金やハスカップは、大きな権力や歴史に対
して小さな個というマイノリティを象徴してい
るものでもあり、白老だからこそ探してたど
り着くことができたテーマだと思います。

　プロジェクトの運営に関しては、課題を感
じた部分がありました。コロナ禍で、普段
札幌にいるスタッフが白老に来られなかっ
たせいもありますが、なにかを決めるときの
判断の在り処がどこなのかはっきりしていな
い。たとえば制作物で、私がこだわった作
品タイトルの表記を何度も直したのに、間
違ったままになってしまったのが残念な点で
す。展示会場を決めるときには、地元の人
との橋渡しとしてスタッフがいてほしかった
場面もありました。
　ただ、コロナ禍はアーティストにとって悪い
ことばかりではなかったと思っています。制
作期間が延び、世の中の人の動きが制限
されたことで、私自身は自由に動くことがで
きました。コロナ禍は、多くのアーティストに
とってローカルでものを考え、新たな表現を
生み出すきっかけになったのではないでしょ
うか。来年のプロジェクトでは、白老でも
圧倒的に面白いアートが生み出されていく
予感がします。

1968年茨城県水戸市生まれ。
ニセコ町 在 住。1996年 多 摩
美術大学大学院終了。2001
年、P.S .1/MoMAインターナ
ショナルスタジオプログラムに参
加（NY）。おもなプロジェクトに

「パラシュートとマキオ」（2002
年 〜 MoMA/PS1,ARCUS
プロジェクト、水 戸 美 術 館な
ど ）、「 笑 う 机 」（2012年 〜 
ARCUSプロジェクト）など。

M i c h i y o s h i  I s o z a k i / A r t i s t

コロナ禍がアーティストに
与えた影響

Text/Miyuki Shibata8 9
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　シルキオプロジェクトは、2018年白老で
スタートしました。シルキオはアイヌ語で「模
様のついた」という意味です。模様の中に
は、長く引き継がれてきた伝統や規則性、時
代の流行、作り手各々の想いや技術から生
まれる揺らぎなど様々な要素があります。そ
れらの要素を踏まえて、地域に残る伝承や
神話、歴史や地勢などをリサーチし、アーティ

間が繋がっていく感覚でした。照子の歌に
は白老各所を歌ったものがあるので、彼女
の歌に依り代になってもらい、白老に残るス
トーリーとアーティストのクリエイティビティを
重ね合わせる展示をしてみたいという想い
を今回形にしました。

　吉田みなみは、旧社台小学校に彫刻作
品「樽前のひと」を設置しました。この場所
からは樽前山が良く見えます。「火の山は
雪を被ぎて静かなり我にも堪ふる念ひある
とき」この歌は樽前山を歌ったもので照子
の歌の中で最もよく知られたものだと思いま
す。この歌をテーマに吉田は彫刻を制作し
ました。約1万年前からずっとそこに佇んで
きた山の姿と、吉田がイメージした3人の強
い女性の姿が同時に表現されています。も
う一つの会場は竹浦のアンティークショッ
プ36号線です。この会場では、吉田が活
動の拠点としている蘭越で主宰するアートス
クールに通う子どもたちをモデルにした絵画
を展示しました。店の外壁には吉田が11
年前、高校生の時に描いた壁画が残され
ており、人の成長に対する実感と優しい眼
差しを感じる展示となりました。

　ブウベツの森キャンプ場で「『炭となる素』
つながりと距離 その２」と題されたインスタ
レーションを展開した大西洋。白老は炭焼
きが盛んで、今も炭を生産しています。萩
の里自然公園には明治期の炭窯跡が残っ
ています。公園内を巡ったリサーチから大

西はテーマを「炭素」に決めました。草木
染めした布の上に、画材としても太古から
使われている炭で自然の中から抽出した模
様を描き出し、人間と自然を繋ぐ「炭素」と
いう存在を意識させます。樹皮の割れや落
ち葉が積もるイメージと我々の体内のイメー
ジやもっと大きな世界のイメージは似ている
ところがあります。照子も、自然と人の精神
的、物質的なつながりや相似性を表現した
歌を多く残しました。

　相川みつぐは、『アイヌの足跡』に記述が
ある白老にまつわる義経伝説をテーマに、
絵巻のような展示「盗まれた文字」を制作し
ました。源義経とアイヌの組み合わせとい
う空想的な物語だからこそできる自由な解
釈で図案を描き、それをもとに岡田育子、
河岸麗子のお二人、アイヌ文様刺繍サーク
ルフッチコラチのメンバーに作品に刺繍を施
していただきました。会場の「創作一心」跡
には、昨年相川が制作した壁画「カムイノミ 
自身の体験と曖昧な記憶」もあります。照
子もカムイノミの歌を残しており、和人とアイ
ヌの文化が交差する白老という場所が浮か
び上がってきます。

　しらおい創造空間「蔵」では、文月悠光
の展示「声の余白」を行いました。展示に
あたり、文月は照子ゆかりの地を訪ね、歌
の中にある普遍的な感覚、自分と通ずる気
持ちをすくい取り新作の詩を書き上げまし
た。文月が照子の歌、自身の詩を朗読した

2018年より始まったアートプロジェクトを本事業で展開。シルキオはアイヌ語で「模様のつい
た」という意味で、複数のアーティストが地域に残る神話や伝承、歴史や地勢などに焦点を
当て、フィールドワークやリサーチなどを実施。アーティスト独自の発想と想像力で、土地が
持つストーリーを作品化します。今回は、作家５名各自の地域リサーチにより制作された作品
に、白老出身の歌人・満岡照子の短歌の意味合いを重ねる形で展示し、地元の伝統的な
手工芸や企業とのコラボレーションも行われました。また、平面だけでなく立体や詩などの
表現方法も加わり、よりイマジネーションが広がりました。

アーティスト 　作品 会場

相川みつぐ 「盗まれた文字」A ,B ,C 大町の空きテナント「創作一心」跡
大西 洋 「『炭となる素』つながりと距離 その２」  D,E 石山「ブウベツの森キャンプ場」内
文月悠光 「声の余白」F,G しらおい創造空間「蔵」
森迫暁夫 「〜地図。大なり小なり」H ｢haku hoste l+cafe bar」
 「〜型取りスケッチと影とりスケッチのカケラ図鑑」I 大町商店街「café結」
吉田みなみ 「樽前のひと・ Mt.Tarumae of People」 旧社台小学校
  竹浦「アンティークショップ36号線」
ディレクター：中村一典（TO OV cafe / gallery）
アイヌ文様刺繍：岡田育子／河岸麗子／フッチコラチ

前で「柏村旅館」の佇まいを残していました。
その場所を片付けながら会場にしていく作業
をしたことで、残されたストーリーを探して新
しいストーリーへと繋いでいく感覚がプロジェ
クトに自然と定着していった気がします。

　白老文化芸術共創に参加した今回は、
白老を代表する歌人である満岡照子の歌
を中心にプロジェクトを構想しました。彼女
の「白老はわが故郷よ驛を出て先づ眼にし
たしタモの大木」という歌が刻まれた歌碑
が白老駅前にあります。その歌碑と満岡照
子の存在は、2018年に白老をリサーチした
時から気になっていました。白老に残され
たアイヌの神話や生活を調べる上で必ず出
会う名著が、満岡伸一が著し大正13年に
初版が発行された『アイヌの足跡』です。そ
の満岡伸一の妻が照子です。白老の文化
の中で大きな役割を果たした夫妻の功績
は、白老の大きな財産です。

　その満岡夫妻の存在を急に身近に感じ
る出来事が2020年にありました。シルキオ
プロジェクトの準備のために白老で作業し
札幌に戻ったある夜、詩人の文月悠光に偶
然会いました。そこで白老でのプロジェクト
の話をしているうちに、彼女が満岡夫妻の
曾孫であることを知ります。文月が詩作に
励んでいた高校時代から彼女のことを知っ
ていたので、彼女の遠いバックグラウンドに
白老があったと知り何か運命的なものを感
じました。その時感じた感覚は、時間や空

ストがそれぞれの模様を紡ぎ出すように作品
を作り出していきます。2018年の展示会場
は、現在白老の文化的な発信地となってい
るhaku hoste l＋cafe barです。haku 
hoste l＋cafe barの前身は、大正末期
から営業していた「柏村旅館」で、裏庭には
馬つなぎがあり旅行者で賑わっていたようで
す。展示の時は、まだリノベーションを行う

▲
作品展示
配布資料
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　しらおい創造空間「蔵」で行ったワーク
ショップは、今回参加した5名のアーティスト
の作品を使った型を用意し、小さな布用ス
タンプ台でステンシルしてもらいました。シ
ルキオプロジェクトにとってワークショップは大
切な活動のひとつで、2018年のプロジェクトス
タートから毎年白老で実施しています。リサー
チを通してアーティストが学んだことや感じた
ことの結晶が、模様になり、それを版や型にし
ています。その版や型を使ってプリントしても
らうことで、プロジェクトの想いは広がっていき
ます。子どもたちが、自分が住んでいる地域
の伝承や歴史をベースにした柄のTシャツや
エコバッグを作って、それを普段から使ってく
れることは、その地域の未来にとって有益なこ
とだと思います。地域のみんなが欲しくなる柄

を提供することがアーティストの腕の見せ所で
すし、このプロジェクトの醍醐味でもあります。

　今まではシルクスクリーンを使うことが多
かったのですが、感染症対策も考慮し、なるべ
く密集を作らず、参加者が自分で作業を完遂
できるスタイルを目指しました。多くの色のスタ
ンプ台を用意したのでシルクスクリーンの時よ
り自由な色の選択ができたのではないでしょう
か。自分のペースで作業できるので納得いくま
で時間を掛けられるのも良かった点です。

W o r k s h o p
ワークショップ

音声と映像作品で、紙の白さ、雪の白さ、
白樺（照子は白樺秋子という別名でも作
歌）、白老、様々な白が重なり広がっていく
イメージを表現しています。照子の貴重な
資料は仙台藩白老元陣屋資料館から借用
し、直筆の色紙や書状などの展示は照子
の存在をよりリアルに感じさせました。

　森迫暁夫の展示は、「〜地図。大なり小な
り」（haku hoste l+cafe bar）、「〜型取り
スケッチと影とりスケッチのカケラ図鑑」（café
結）の2会場で展開しました。一つの大きな作
品をhaku hoste l＋cafe barに展示、そし
てその大きな作品を構成するカケラ達をcafé 
結で展示しました。森迫が飛生芸術祭やシル

キオプロジェクトで白老に関わってきた10年間

で見つけたカケラ達。石や葉っぱ、出会った
人との貴重な話や何気ない話。大きな物語も
そういう小さいカケラが持つ物語が集まって出
来ているという彼の考えを表わしています。こ
の2会場としらおい創造空間「蔵」がある旧道
は明治14年明治天皇が行幸し、照子も「白老
は古きうまや路そのかみの行

み ゆ き

幸の跡を今にと
どめぬ」と歌っています。　　　（文責：中村一典）

した。とくに遠足で登ったという思い出が
多く、山の存在がまちや人にとても近い印
象を持ちました。また、私がテーマに選ん
だ短歌「火の山は雪を被

かつ

ぎて静かなり我に
も堪

た

ふる念
おも

ひあるとき」は、雪を被
かぶ

った活火
山の樽前山と照子さん自身を重ねて詠んだ
ものです。私は山と自分を重ねて見たこと
がなかったので、山のとらえ方にも違いが
あるように感じました。この歌は私の心に
一番響いた一首ですが、時を越えて、今を
生きる人々の心に響くのではないかと思い
ます。立体作品「樽前のひと」では、“静か
に耐えている山”と“力強く生きる女性”を
重ね合わせました。粘土スケッチした樽前
山と、20代・30代・40代と年代が異なる知
人がモデルの３人の女性は、自然と人間の
普遍的な強さを表しています。そして今、コ
ロナ禍でさまざまなことに耐えながら生きる
人々の姿とも重なって見えるはずです。

　地元の声を聞くと、社台小学校を意識し
て見たことがなかった、社台方面にはあま
り行ったことがなかったという人も多く、改
めて地域を見直すきっかけになったと言え
るかもしれません。私の作品は社台と「36
号線」の２カ所で展示したので、まちの端か
ら端まで移動する必要がありましたが、「作
品がなければ行かない場所を巡るのが楽し
かった」という声も聞かれました。
　今回のプロジェクトで白老のまちを初め
て巡ったという町外の方は、白老に興味が

わき、後日もう一度訪れて温泉などを楽しん
だそうです。また、ある友人はJRで景色を
楽しみながら来られたことと、36号線の店
主など地元の人と交流できたのが良かった
と言っていました。さらに効果的だったの
が、SNSへの作品の写真投稿をOKにし
たことです。「樽前のひと」の前で同じポー
ズをした写真を上げている人がいて、個展
に足を運んでくれるような人とは違う層が、
興味を持って反応していると感じました。
　課題をあげるとすれば、制作期間が短
かったことでしょうか。アーティストにとって
最も重要な展示場所が決まってから２カ月
ちょっとしかありませんでした。今回は緊急
事態宣言で延期されたことが幸いしました
が、もう少し余裕がほしいところです。また、
アーティストからの作品についての発信も、
もっとわかりやすさが必要だと思いました。
　今後、ワークショップなど日常的にアート
に触れる機会を増やしていくことも課題かも
しれませんが、このプロジェクトがまちの起
爆剤になる可能性が見えたと思っています。

アートプロジェクトが
まちに果たした役割とは

A r t i s t
I n t e r v i e w

　札幌市の石山という山間部の地区で生
まれ育った私にとって、山は親

ちか

しい存在で
す。シルキオプロジェクトで制作した立体作品

「樽前のひと」は、3人の女性と樽前山をモ
チーフにしています。これまでも山と人体をモ
チーフとした彫刻作品を制作してきましたが、
実際にある山をモチーフにしたのは初めてで
した。また、最初から屋外での展示を前提
にしており、公共性を意識したところも普段
の個展とは異なっていました。展示場所は、
誰でも入りやすくて見晴らしの良いところを探
しました。決定した旧社台小学校は、ちょう
ど目の前に樽前山が見え、作品のコンセプト
にぴったりの場所だったと思います。
　満岡照子さんの短歌を軸に作品を制作す
るにあたり、私がキーワードにしたのは“時
間”です。約１万年前に樽前山は誕生し、
明治時代の白老に生まれ育った照子さんは

「火の山」として歌に詠
よ

み、社台小学校の
子どもたちは毎日山を見ていました。今は
使われなくなったその小学校に作品を置くこ
とで、訪れた人は作品とともに樽前山を眺
め、かつて流れていた時間をたどり、この場
所が持つ意味を再認識できると考えました。

　リサーチでは、実際に樽前山を登り、地
元の方々から樽前山にまつわる話を聞きま

“ 時間 ”という意味を持つ
場所での展示

樽前のひと・
Mt.Tarumae of People

アーティスト・インタビュー
吉田みなみ （彫刻家）

1993年札幌市生まれ、蘭越町在住。16歳で初個展を開
催し、以降コンスタントに作品発表を行う。現在は粘土原
型を型取りする技法をベースに人体彫刻を制作。画家・
吉田卓矢とアートスクールも運営する。

立体作品「樽前のひと」を、旧社台小学校の敷地内で展示。
アンティークショップ36号線では絵画作品を展示した

M i n a m i  Yo s h i d a / S c u l p t o r

リサーチから見えてきた
山の姿をかたちに

Text/Miyuki Shibata

　café結でのワークショップは、蜜蝋を使っ
た布ラップ作りを行いました。森迫暁夫が
haku hoste l＋cafe barで展示した大型
の布作品「地球」と同じ柄のハンカチに、参加
者は自分で作った消しゴムハンコなどでアレン
ジします。オリジナルのハンカチができたら蜜
蠟をアイロンで溶かし布に染み込ませたら布
ラップが完成します。森迫が白老で見つけた
カケラを散りばめた作品が、布ラップという形
で参加者の暮らしの中で使われていくことにな
りました。　　　　　　　　　（文責：中村一典）
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Audio contents
音
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コ
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　ホストDJにトンコリ奏者で音楽プロデューサーのOKI氏を迎え、
アイヌ音楽をはじめ、世界各地の良質な音、知られざる音の世界を
厳選しお届けする音楽プログラムとして、全3回の生配信とそれぞれ
2回の再放送を加え9回の配信を実施しました（執筆時はまだ6回
のみ実施済み）。
　テーマに合わせDJとゲストが思い思いに音楽を掛け合うスタイ
ルであったため、既存プラットフォームでは著作権ガイドラインに抵
触することから独自の配信システムを利用し、著作権保護について
は配信楽曲を後日申告することでクリアしました。
　初回ゲストとして参加した、ブロードキャスターであり自身の音楽
番組のパーソナリティも務めるピーター・バラカン氏は、世界各国
の楽曲を自由に放送できるスタイルに共感し、全3回とも出演してい
ただいたほか、中国の農村地域や上海・沖縄などを主にフィールド
ワークし音楽や芸能を研究する大阪音楽大学音楽学教授の井口
淳子氏、町民ゲストとして国立アイヌ民族博物館の谷地田未緒氏に
もゲストとして出演いただき、アイヌ音楽はもちろん、アジア、北欧、
南米、さまざまな地域の貴重な音源を合わせて多様な文化に触れ
られる番組となりました。
　再放送を含め、毎回1,000ユーザーほどが聴取し、そのうち数
パーセントは海外からのアクセスでした。

（文責：山岸奈津子）

白老文化芸術共創では、２つの音声コンテンツを展開しました。
これは、①コロナ禍での開催となり会場に来られない場合が考えられ、遠隔でも楽しめる・
体感してもらえるコンテンツが有効であること、②コミュニケーション手段の１つとして、町内
外に関わらず白老町を知ってもらう共創関係の入り口として音声コンテンツが機能するので
はないかという狙いからです。

ラジオウタリ

　新型コロナウイルス感染症の拡大によって音声コンテンツへの注
目が集まり、サブスクリプションサービスによって「聴く」ことへのアク
セスも容易になりました。「レディオしらおい」では、白老町の空気
感を伝え、町内・町外の距離を超えて白老町を改めて知ってもらう
機会に繋げられるものにしたいと考えました。
　事務局メンバー2名と、白老町でさまざまな活動をする2名にパー
ソナリティとして参加してもらい、それぞれのスタイルで地元の人へ
のインタビュー等で白老町を紹介しています。
　Anchorという配 信 サ ービスを 活 用、spot i fy、Goog le 
Podcast等の複数のサブスクリプションサービスで聴取が可能
で、執筆現在、10数本のコンテンツが投稿されています。
　「レディオしらおい」は、思ったようにコンテンツを増やせなかった
ことが、真っ先に反省すべき点です。その一番の要因は、（コロナ
禍により活動が制限されていたこともありますが）収録・編集・投稿
までの負担を読み切れず、またその時間を確保できる体制に出来
なかったことです。
　町について、暮らしについて、普段なかなか話さない思いや考え
をアーカイブしていくこと、またそれに町内外の人が触れることによっ
て生まれるコミュニケーションは、白老文化芸術共創の根っこにな
り得るものだと考えているので、改めて体制を立て直して取り組む
べきだと考えています。

（文責：山岸奈津子）

レディオしらおい

第１回配信 2021年11月12日（金） 19: 30〜21: 30
再放送① 2021年11月13日（土） 14: 00〜16: 00
再放送② 2021年11月19日（金） 21: 00〜23: 00

第２回配信 2021年12月27日（月） 15: 00〜18: 00
再放送① 2022年1月4日（火） 13: 00〜16: 00
再放送② 2022年1月12日（水） 20: 00〜23: 00

第３回配信 2022年3月4日（金） 19: 00〜21: 30
再放送① 2022年3月9日（水） 19: 00〜21: 30
再放送② 2022年3月13日（日） 15: 00〜17: 30

配信回	 配信日時スペシャル企画 ラジオウタリ
ホストDJ：OKI（第1〜3回）
ゲスト： ピーター・バラカン（第1〜3回）
 谷地田未緒（第1回）
 井口淳子（第2回）

配信：ステージマインド（株）

レディオしらおい
パーソナリティー：中谷公佑／福島憲／大江智子／山岸奈津子

配 信
URL

（聴取無料）

ラジオウタリ第2回配信より（左からOKI、ピーター・バラカン、井口淳子）
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P h o t o  G a l l e r y
フォトギャラリー

▲
フォトギャラリー URL
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司会 まず、アーティストと地元の人が協
働で作品制作を行ったことについて
お聞きしたいと思います。相川さん
と岡田さんたちは、どのようにコラボ
レーションしていったのですか？

相川 白老の知り合いに、刺しゅうがで
きる人がいないか軽い気持ちで相
談したんです。そうしたら岡田さん
の名前が出て、「大御所が出てき
ちゃった！」と焦りました。でも、思
い切ってお願いしたら、やってくれる
とおっしゃっていただけてありがた
かったです。

岡田　私は相川さんのことを存じ上げませ
んでした。作品の「盗まれた文字」
のもとになった物語のことも初めて
知りましたし、テーマが決まったもの
に刺しゅうをするということも、今ま
でありませんでした。それがとてもお
もしろかったし、一緒に作った仲間
も新鮮な喜びがあって楽しかったと
思います。

相川 最初は、短いストロークの刺しゅうを
散りばめるような完成図を描いてい
たんですが、「刺しゅうはひとつなが
りで切れ目なく見せないと、きれい
じゃないわ」とおっしゃるので、「おま
かせします！」と。刺しゅうにはいろ
いろな技法があるということも知りま
せんでした。

岡田 制作しているときは、相川さんの要
望に沿っているのかな、と思ったと
ころはありました。でも、私たちは自
由奔放にやっちゃった（笑）。

相川 たしかに、要望どおりではありません
でしたが（笑）それが逆に良かった
と思います。思っていたよりおもしろ
いものになりました。

岡田 そう言ってくださるのが一番うれし
い。相川さんから物語の概要をい
ただいて、自分の仲間を全員取り込

もうと思ったんです。一人ひとりがい
ろいろなやり方をするだろうし、でき
あがった作品をいろいろな人に見に
来てもらいたいと考えたら、自分ひと
りでやるのはもったいない。大勢に
やってもらったほうがいいんじゃな
いかと思ったんですよ。

司会 大西さんと、アーティストの大西洋さ
んの場合はどうでしたか？

大西 展示会場を探していた大西洋さん
（以下、洋さん）自ら、私のところへ
交渉しに来ました。萩の里自然公
園とブウベツの森キャンプ場を見て

「キャンプ場のほうがしっくりくる」と
おっしゃって。

司会 事務局があいだに入ったわけでは
なかったんですね。

栗栖 洋さんが「屋外で展示したい」とい
うことで、公園など使用できるかどう
か役場に確認していました。でも、
洋さんが自分でまちを回っているうち
に、たまたま大西さんのキャンプ場
を見つけて、直接交渉して決めてき
たんです。

大西 洋さんは、制作のエネルギーがもの
すごい人という印象が強かったです
ね。当初は、布をのれんみたいに
垂らす案でしたが、安全性の観点か
ら木にぐるっと巻く展示方法に変わ
りました。最初、草木染めの布を巻
いているだけだったので「これはな
んだろう？」と思っていましたが、出
張から帰って見たら、たった一晩で
すべてに模様が描かれていたんで
す。アートのことはわかりませんが、
アーティストとしての力量を感じて「こ
の人、すげえな」と心から思いまし
た。あと、私から提案したこともあ
ります。毎年春に、キャンプ場内で
採れるイタヤカエデの樹液で淹れた
コーヒーを楽しむ「焚き火カフェ」を
開催していますが、今回の展示でも
日曜限定で樹液コーヒーのカフェを
開くことにしました。そのカップに貼

るシールを洋さんにデザインしてい
ただきました。

栗栖 アーティストと展示会場が直接協働
してなにかを行うというのは、私たち
も想定していませんでした。

司会 磯崎道佳さんのワークショップに参
加した新屋さんは、磯崎さんをご存
知だったんですか？

新屋 いえ、まったく知りませんでした。今
住んでいる沖縄からの帰省中で、
ワークショップが行われていること自
体知らなかったんです。マレウレウの
ライブチケットを「蔵」に買いに行っ
たとき、ちょうど磯崎さんが動画撮影
をしているところで、栗栖さんに声を
かけられて参加しました。ニセコか
らパン作りを教えに来ている方だと
ずっと思っていて（笑）、アーティスト
だと知ったのはワークショップの最終
日でした。みんなでパンの試食会を
したときに、「実は、作品を作ってい
るんです」と。パンの話はたくさんし
ていたんですが、アートの話はそれま
でひとつもなかったんですよね。おも
しろい方だなあと思いました。

司会 吉田さんは、そのワークショップの動
画撮影を担当していますが、関わっ
たきっかけは？

吉田 最初に磯崎さんとお会いしたのが、
まだなにをするか決まっていない顔
合わせのときでした。磯崎さんはス
ケールの大きな作品を作られている
ので、どんなことをするのか楽しみ
だな、と思っていたらパンづくりだっ
た（笑）。そのわけのわからなさがす
ごくおもしろくて、「ぜひ手伝わせてく
ださい！」と申し出ました。

栗栖 本当は、説明会を開いて酵母を持ち
帰って育ててもらい、最後にみんな
で集まって、その酵母でパンを作る

予定だったんです。でも、コロナ禍
で説明会ができなくなったので「オ
ンラインで配信しよう」ということにな
り、吉田さんに動画撮影をサポート
してもらったという経緯があります。

吉田 僕は町職員ですが、同じく若手の町
職員２人と、今回を含めたアートプ
ロジェクトに共感して、少し前から関
わらせてもらっています。アートに対
する興味が強いこともあり、町の職
員としてではなく個人的に参加させ
てもらっているという立場です。その
中で、今回お声がけいただきました。

司会 まちに文化芸術のシーンができている
ことは、誇るべきではないでしょうか。
ほかではなかなかできないことが、白
老でできているのではないですか？

吉田 ６年前、白老に来て初めて知った
アートプロジェクトが飛生芸術祭で
した。そこからウイマムプロジェクト
も始まって、「飛生からまちなかに進
出してきたぞ」という感覚があり、文
化芸術の輪がまちにどんどん広がっ
て育っていることを実感しています。

相川 でも、町民の中にはまだ飛生芸術祭
のことを知らない人もいますね。今
回、会場で展示作業しているのを近
隣のマンションの人が見ていて「な
にをしているのか、ずっと気になって
いた」と、始まってから来てくれたん
です。その人に「飛生芸術祭のこと
は知っていますか」と聞いたらなに
も知らなくて、今回のプロジェクトの
ことも全然知らなかった。広報が難
しい部分はあるんだろうけれど、工
夫は必要だと思いました。みんなが
知っているほうが、まちとしては盛り
上がりますよね。

栗栖 私は、ウイマムプロジェクトの虎杖浜
での写真展で、地元の若い人たち
が展示会場になった通りでゴミ拾い
しているのをすごくいいなと思って
見ていました。設営に直接関わっ
たりするのもいいけれど、地元の人

が自主的にやってくれたことに感動
しました。

新屋　私がその展示を見に行ったときは大
雨でしたが、多分、町外から来た人
たちが何組も見て歩いていました。
そのような人たちが、地元の人がゴ
ミ拾いをしているのを見たら気持ち
がいいと思います。「地元に愛されて
いるんだな」という雰囲気が相乗効
果を生んで、展示の内容と相まって
感動を与えるんじゃないでしょうか。

吉田 虎杖浜での写真展は、地元の人が
来訪者に自主的に解説をしてキュ
レーターの役割を果たしたという点
でも、おもしろかったと思います。そ
のようなことができればいいかもしれ
ません。

司会 やらされるのではなくて、地元の人
が地域に誇りと愛情を持って自然と
やるところに価値がある、ということ
ですね。

司会 岡田さんたちが地域の伝統文化を
継承し伝えていくなかで、相川さん
のような新しい発想の人と交流する
ことで感じたことは？

岡田 自分たちの中だけでなにかを作り出
すのは、やはり閉塞感があります。
以前、役場を含めた官民で巨大パッ
チワークづくりに取り組みましたが、
官と民が協力して一緒にやらないと
できることじゃなかった。外から新し
い風をもらうことで、私たちの作品
に広がりが出てくるんです。今回の
プロジェクトでは、相川さんからアイ
デアをもらい、発想の転換ができた
というのがありました。それがとにか
く楽しかったですね。次の機会があ
るかわかりませんが、またそのときは
よろしくお願いします。

相川 まだネタはあるので（笑）。最初、作
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文化観光はなぜ重要なのか？
文化資源にはいろいろな魅力がありますが、
それらの魅力を多くの人に認識してもらわな
ければ、保存・継承が困難となります。魅力
を人に知ってもらうためには、文化資源をさ
らに磨き上げて魅力あるものにし、来訪者に
観光してもらうことが必要です。多くの観光
客が来ると、地域経済が活性化し、活性化
した一部がさらに文化資源の保存や継承費
に再投資されるようになります。そういった
好循環サイクルが回ることを目指していくこと
が、文化観光の根本的な考え方なのです。

文化観光推進法
上記の文化観光の考え方を踏まえて2020年
に施行されたのが、「文化観光拠点施設を
中核とした地域における文化観光の推進に
関する法律（通称：文化観光推進法）」です。
特徴としては、拠点になる施設（＝文化観光拠
点施設）を定めるということ。文化観光拠点施
設とは、博物館などの文化施設のうち文化につ
いての理解を深めるための解説・紹介をおこな
い、観光関係者と連携することにより地域にお
ける文化観光の推進の拠点となるものです。

地域観光を活性化するアートイベント
また、文化的な祭典・イベントを実施するこ
とで、地域観光の活性化を図るため「国際
文化交流の祭典の実施の推進に関する法
律」が、2018年に施行されました。

新しい「ゴールデンルート」を作成
日本政府としての観光の大きな目標は、訪日外
国人旅行者数を2030年に6000万人にするこ
と。世界の観光大国に仲間入りし、訪日外国
人の旅行消費額、さらには日本人の旅行消費
額も増やしていくというのがビジョンです。
ただし、旧来のゴールデンルートが既に飽和
状態で、これ以上外国人を受け入れられない
ので、観光庁は新しいゴールデンルートを公募
型で審査をして新たな日本の観光モデルルート
を設定したのです。北海道においても超広域
のゴールデンルートが２つできています。

「プラス・トーキョー」戦略
訪日外国人旅行客6,000万人を達成するた

めには、全国の空港をフル稼働させ、できるだ
け地方に分散して滞在してもらう事が必要で
す。東京に行きたい外国人に関しては、（地
方から入国した上で）地方から「プラス」で東
京に立ち寄ってもらう。それが最も効率的な
観光施策です。この「プラス・トーキョー」戦
略は、全国の全国の政令都市による指定都
市市長会で政策として採択されています。

「文化芸術推進基本計画」に
盛り込まれた多文化共生の考え方
国の文化政策の基本である「文化芸術基本
法」が2017年に制定されています。「文化芸
術基本法」ができたことにより、国は「文化芸
術推進基本計画」を定めることになり、また地
方公共団体では「地方文化芸術推進基本計
画」を定めることが努力義務になっています。

「文化芸術推進基本計画」の中に多文化共生
に関連する概念が多く散りばめられています。

障害者差別解消法
障がい者に対する差別を解消するため、
2016年に施行された法律です。一番大き
なキーワードは「合理的配慮」。
これは、ハンディキャップのある障がい者に
対して、できる範囲でできる限りのフォロー
をやっていこうということ。
この法律が追い風になって、当事者たちが
NPOを立ち上げ活動する流れが生まれていま
す。さらに、2018年には「障害者による文化
芸術活動の推進に関する法律」が制定され、
障がいがあってももっと文化を楽しめるように、
さらには障がい者が創作活動する時にはバリ
アを除いていこうということが定められました。

アイヌが先住民族であることが法律で明記
2007年に先住民族の権利宣言が国連で
採択され、この流れの中で2008年、日本で
はアイヌ民族を先住民族とすることを求める
決議が国会でされました。
この流れに乗って2009年、アイヌの古式
舞踊がユネスコの文化遺産に登録されまし
た。そして2019年、「アイヌの人々の誇りが
尊重される社会を実現するための施策の推
進に関する法律」でアイヌが先住民族であ
ることが法律で明記されました。それに基

づいて、アイヌ関連の政策が今展開されて
おり、「ウポポイ（民族共生象徴空間）」もそ
の中に位置づけられます。

クリエイティビティと多文化共生
社会学者のリチャード・フロリダは、都市地域
の発展のためにはクリエイティブな人たちが集
まる必要があるということを提唱しました。
クリエイティブな人たちが集まるために最も重要
なキーワードは、Tolerance（寛容性）。クリ
エイティブな人たちは、普通の人とは違う、少
し変わった感性をもっており、その人たちが楽
しく暮らせる都市というのは、変わった人たち
を寛容に受け入れられる都市ということです。
すなわち多文化共生は、これからの地域
発展の大きな鍵になるのです。このリチャー
ド・フロリダの考え方は、今の基本的な都
市発展の理論の一つになっています。

白老文化芸術共創への期待
「ウイマム※文化芸術プロジェクト」は、写真
の展示光景としても美しいですし、さらにか
つての本当の虎杖浜（アヨロ）のリアルな光
景でもあって、地域の再発見ができる素晴ら
しい展示だったと思います。是非残して欲し
いですし、毎年定期的に開催したり、大町
商店街でも同じような企画をしたりして、この
白老全体を写真とアートの町のような形にす
るのもいいと思います。東川町も写真の町
で有名ですが、広域で札幌や東川とも組ん
で、写真の好きな人を日本中から呼ぶくらい
のことを考えてもいいと思いました。これから
の「白老文化芸術共創 ROOTS & ARTS 
SHIRAOI」と「ウイマム文化芸術プロジェク
ト」のさらなる展開に大いに期待しています。

多文化共生のまちづくりと文化観光施策の可能性

太 下 義 之
Yo s h i y u k i O s h i t a

1. 文化観光政策について

2. 多文化共生について

博士（芸術学）。文化政策研究者、同志社大学教授、国
際日本文化研究センター客員教授、公益財団法人静岡
県舞台芸術センター評議員。文化経済学会〈日本〉理
事、文化政策学会理事、デジタルアーカイブ学会評議員。
2025年大阪万博アカデミック・アンバサダー、オリンピッ
ク・パラリンピック文化プログラム静岡県推進委員会副委
員長、鶴岡市食文化創造都市アドバイザー。

※「ウイマム」とは、アイヌ語で「交易」を意味する。本プロ
ジェクトは文化芸術を通じた交易・交流の様々な場を人、
地域、社会へ創出し、時に地域社会の課題解決への貢献
に一躍を担う活動を目指し、2018年より毎年白老町で開
催している。

本内容は2021年10月21日（木）しらおい創造空間「蔵」で行われた「第1回 白老文化観光推進セミナー 多文化共生のまちづくりと文化観光施策の可能性」をまとめたものです。

品を見せたときは、怒られるんじゃ
ないかと思ってドキドキしましたよ。

岡田 ただ、開催してから「岡田さんちょっ
と手伝って」「みんなでなにかやりま
せんか」と、私たちを会場に呼んでく
れればよかったのに、と思いました。
つくり手のファンは町内外にたくさん
いて、「岡田がやっているなら行って
みようかな」と見に来てくれるんです。
もっとお客さんが来て盛り上がった
と思いますよ。ついでに、相川さん
の作品として見てくれる（笑）。

全員 ついでに（笑）。
相川　「岡田さんの作品だ」と見に来て、僕

には「あんたが関わったのかい？」っ
て（笑）。地域の伝統あってのアート
という視点は大事ですね。

岡田 お互いの相乗効果ですよ（笑）。
新屋 岡田さんのファンの方も、あの作品

を見たら斬新に感じますよね。
司会 大西さんは、林業という地域産業が

アートプロジェクトに関わることの意
義をどう思いますか？

大西 林業を知ってもらうという点では、良
い後ろ盾になると思います。でも、林
業の立場でアートプロジェクトについ
てどう思うのか、というのは、まだわ
かりません。たとえば、札幌のデパー
トで林業にアートを取り入れた展示
が行われた例がありますが、それを
見た人が実際に林業をやるのか、山
を守るのかというと、多分そうはなら
ないですよね。アーティストと「一緒
にやりましょう」と言って、なんらかの
成果として現れたときに、こちらには
なにが残るんだろうとは思います。

栗栖 地元の人とアーティストをつなげる立
場から言うと、つながりはそのときだ
けみたいなこともありますが、何年
にもわたって親交が続くこともありま
す。今回は道内のアーティストばか
りでしたが、遠くの人でも年に１回は
顔を出してくれたり。そういうつなが
りができると、ただ観光に来て帰る

のとは違う関係性ができて、端から
見ていて楽しいなと思います。

司会 では最後に、白老およびみなさんの今
後の展望についてお聞かせください。

岡田 今、川沿生活館で週１回活動してい
ますが、ここ（グランマ）を使って刺
しゅうの体験会を開きたいと考えて
います。１カ月前から新聞広告を出
して参加者を募り、刺しゅうと食事を
楽しんでもらう計画です。私たちも、
まちなかに出てきたいんですよ。そ
うすれば、普段とは違ういろいろな
人が来てくれると思うんです。地元
の人も「なんだろう」とちょっと覗い
てみる気になるだろうし、今後はもっ
とまちなかに出てくるべきだと思って
います。それに、今は若手を育てる
ことに力を入れていて、アイヌ民族か
どうかに関わらず、どんどん教えてい
くつもりです。

相川　今回、僕の絵に刺しゅうしてもらう
というのがおもしろかったので、岡
田さんたちにまたお願いできたらと
思っています。そして、今後も白老と
関わっていくと思うので、まちの手助
けになるようなことをしていけたらと
考えています。

大西　今回のように、いわゆる“よそ者”が
入ってきてかき回してくれることが、
白老の活性化につながると思いま
す。うちは白老で３代続く会社で80
年くらいになりますが、付き合いがあ
るのは町外の人ばかりで、地元の人
とはほとんど付き合いがないんです。
白老は、産業構造が極端に大きいと
ころと小さいところに分かれていて、
接点をなかなか持たないところが特
徴的かもしれません。だから、どち
らかというと地元の人同士がつなが
り合える機会を、このプロジェクトを

通して作っていただければ、なにか
が生まれるかもしれません。そうな
れば、活性化という意味で本物か
な、と思います。

新屋 私は遠方に住んでいるし完全によそ
者目線ですけれど、今回ハスカップ
を使ってワークショップが行われまし
たが、白老の食べ物でなにかするの
もおもしろいんじゃないかと思いまし
た。地元以外の人が加わることに
よって、食べ慣れているのとは違う食
べ方など、新しい発見が生まれるか
もしれません。それを新たに商品化
して、アーティストがパッケージデザ
インをするといったコラボレーション
も、おもしろいかもしれないですね。

吉田 やらなくてはならないと思っているの
は情報発信ですね。新屋さんのよ
うに、遠くで白老のことを気にしてく
れているような人たちの、耳に入っ
て目に見えるような情報発信をして
いかなくては、と思います。もうひと
つ、切実に新しい仲間をつくりたい
と思っています。メンバーが固定化
してしまっているようなところがある
ので、こんなおもしろいことをやって
いるという楽しさをわかってもらえる
仲間を増やしていきたい。

司会 磯崎さんにパンづくりのワークショッ
プについて話をうかがったとき、ハー
ブとアートは同義語だと言っていまし
た。ハーブもアートも主ではなく隠し
味で、なにかを引き出すものとしてあ
るそうです。みなさんの話を聞いて、
アートが地域の隠れた魅力を引き出
すものであるといいな、と思いました。

 みなさん、本日はありがとうございま
した。

それぞれが考える、
白老のまちのこれから

Text/Yoshiyuki OshitaText/Miyuki Shibata

栗栖マキさん
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　本事業へ向かう昨年度の構想からここま
で、私が大切にしたいのは「自分たちの地
域を自分たちでつくっていこう」という人、気
づき、空気が町内に着 と々生まれつつある
実感だ。2011年から町内で文化芸術活動
に携わり始めて10年。私が関わってきたも
のは単発な商業イベント指向では無かった
故か、一見分かりにくいし伝わりにくい。土
地のヒト・モノ・コトに向き合うことや、地域
を歩き得るインスパイアを基に生まれるプロ
グラムなど。地道で派手さを欠くものの、そ
のプロセス共有や積み重ねの中でこれまで
多くの町民や有志と出逢い、共感し、時に
ぶつかり協働してきた。「自分たちの地域を
自分たちで…」の人々の思考の出発点の１
つにウポポイ開業があるだろう。巨大な国
立施設オープンにより地域経済へ特大の恩
恵がもたらされているのか、恩恵を受ける
業態はどんなものか、ウポポイ徒歩圏の商
店街は来館者で溢れているだろうか、温泉
地への影響はどんなものだろうか、このまま
ウポポイ（国）頼りの効果に期待し続けて良
いものか…。各立場や価値観で意見や観
点も違うだろうし、１つの正解は無い。
　私は町が向かうべき展望に「ウポポイに
依存し切らない、地域独自の文化観光メ

ニューづくり」があると感じている。その成果
として地元住民が笑顔になることが何より大
切だろうと思う。文化観光の促進はお隣り
近所、集落間同士、職場同士、近いけれど
少し遠かった人たちやコミュニティの関係が
復興し、また結び直されていくきっかけにな
れないだろうか。観光客、アーティスト、ス
タッフと住民とが、一過性ではなくこれから
も続いていく関係づくりを生んでいけないだ
ろうか。（インバウンドも無視できないが）住
民の笑顔とプライドをつくっていくことは文化
芸術の役割であり本事業の目標の１つであ
りたい。地域独自のメニューづくりは、多様
な職域分野の人々が意志を持って関わるほ
どに、速度を上げて達成に向かうだろう。と
てもクリエイティブな取り組みだと思う。
　最後に。文化やアートは、地域活性化や
観光ソフトの表層的な道具ではない、その
理解も欠かせない。政策要求側もアート側
も双方の目で、文化が生み出す本質的な
価値とは何かを見つめていくこと。アートで
表現するということにどんな意義があったの
かを、意見を交わしたり共感し合えるような
空気づくり。分野それぞれがスパイラルアッ
プしていく関係性が町の中に生まれていくこ
とを願いたい。

歩いて巡る野外写真展
虎杖浜・アヨロ
2021. 8. 27-10.11

会場：屋外展示／白老町虎杖浜海岸通り
　　　屋内展示／青峯山観音寺

昭和30〜40年代に撮られた故・山崎
壽昭氏の写真を、撮影の舞台となった
虎杖浜の海岸通りの廃屋の壁に展示
した歩いて巡る写真展。

主催：ウイマム文化芸術実行委員会
　　　文化庁

シラオイ・タウンページ・
コンピレーション
2021.9. 4-10.11

会場：haku hoste l + ca fe bar
2017年より飛生や白老町内で様々なプ
ログラムを企画実施してきた、羊屋白玉
と協働してきた仲間たちによる、これまで
の活動を美術や映像で振り返る展示。
主催：飛生アートコミュニティー

F I V E S E A Z O N S 上映会
2021.9.11

会場：飛生アートコミュニティー体育館
秋からはじまる５つの季節をガーデニン
グを通して巡るドキュメンタリー映画。飛
生の森づくりプロジェクトと共鳴する部分
を感じ、この映像作品の上映会を実施。
主催：飛生アートコミュニティー
　　　文化庁「ARTS for the fu ture !」
　　　補助対象事業

今日も夕げにのしろが上がる
〜青竹の会の物語〜
2021.9.12

会場：町内個人宅（原口宅）
地域住民への取材から生まれた、地域
の日常を戯曲化したオリジナル朗読劇。
竹浦神社の荒れ果てた敷地を再び活気
ある場所にしようと奔走した若者たちの
物語を、音楽と朗読劇として上演した。
主催：飛生アートコミュニティー

トビウの森と村祭り
2021.9. 4

会場：飛生アートコミュニティー
　　  （森、グラウンド、旧校舎など）
多分野領域のアーティストが森や校舎
全域を舞台に表現を展開。クライマッ
クスでは参加者全員で巨大な火を囲う
ウポポ大合唱を実施。
主催：飛生アートコミュニティー
　　　文化庁「ARTS for the fu ture !」
　　　補助対象事業

お昼♥ D E ダンス歌謡ショー
〜昭和レディだヨ！白老集合〜
2021.9. 5

会場：ナイト・パブ キャメルNo.1
昭和歌謡で歌って踊る、巷で話題の青春
ダンス集団「昭和レディ」。独特の振り付
けのダンスが昭和の歌の世界観を引き出
し、鑑賞者の心を懐かしき昭和のあの頃
に呼び戻す体験型ダンス歌謡ショー。
主催：飛生アートコミュニティー

川村亘平斎とOLAib iの
影絵と音楽「大海獣について」
2021.9.10

会場：飛生アートコミュニティー体育館
影絵作家の川村亘平斎が音楽家２名
と共に新作を上演。壁・床・天井全
面に投影される影絵と独創的な音楽に
よる演出が夜の体育館を包み込んだ。
主催：飛生アートコミュニティー
　　　文化庁「ARTS for the fu ture !」
　　　補助対象事業

ナガツキノ市
2021.9.19- 9.20

会場：haku hoste l + ca fe bar
白老や近郊から個性的な各業種が露
天出店し、空間演出したhaku施設
周辺を囲う形のマーケット。商店街に
新しい交流と創造の場・景色を創出。
主催：haku hoste l + ca fe bar

アースダイブ白老 / 札幌
アイヌ語地名から探る土地の記憶

2022. 2. 20 他

会場：オンライン配信（青峯山観音寺）
虎杖浜アヨロ地区と札幌駅周辺エリア
のアイヌ語地名をめぐる動画を撮影、
配信時はオンラインで動画を共有しな
がら講師の解説を聞く形式。
主催：ウイマム文化芸術実行委員会
　　　文化庁

飛生芸術祭2021

2021.9. 6- 9.12

会場：飛生アートコミュニティー
木造校舎と周囲の森を展覧会場とし
て、多様な表現をお披露目し訪れる地
域内外たくさんの方 と々出会い交流す
る、一年に一度の催し。
主催：飛生アートコミュニティー

企 画 ディレクターの

あとが き
（つぶやき）

町内連携実績プログラム

企画ディレクター

木 野 哲 也
Te s t u y a  K i n o

2322



女性
61.1%

男性
36.1%

その他・
答えたくない

2.8%

●女性：61.1%

●男性：36.1%

●その他・答えたくない：2.8%

回答数：36

●とても印象に残った　●あまり印象に残らなかった
●このあと訪れる予定にしている　●知っていたが訪れなかった　●知らなかった

磯崎道佳
（AIR）

吉田みなみ
（シルキオプロジェクト）

森迫暁夫
（シルキオプロジェクト）

文月悠光
（シルキオプロジェクト）

大西洋
（シルキオプロジェクト）

相川みつぐ
（シルキオプロジェクト）

40.6%

36.4%

64.5%

54.5%

50.0%

83.3% 8.3
%

8.3
%

17.6% 14.7% 14.7%2.9
%

12.9% 12.9%9.7%

9.1% 12.1% 18.2% 24.2%

24.2%12.1%9.1%

12.5% 28.1% 18.8%

回答数

32

33

31

33

34

36

あなたの性別をお答えください。〈単一回答〉

性別は、「女性（61. 1%）」と男性より高い割合となっている。

あなたの年齢をお答えください。〈単一回答〉

年齢は、30〜50代が回答者全体の5割以上を占めている。特に「40代：
25. 0%」が最も多く、次いで「50代：19. 4%」、「30代：13. 9%」の順となって
いる。一方で、20代以下の若年層、70代以上の高齢層もそれぞれ1割程
度を占めている。

今回のイベントのそれぞれの項目に対する評価を教えてください。〈単一回答〉

事業の評価については、「総合的な満足度：65. 8%」で「まあまあ良い：
31. 6%」とあわせると非常に高い満足度となっている。個別の評価につい
ては、5割から7割程度が「とても良い」としているが、比較すると「会場へ
のアクセス」に関する「とても良い：48. 6%」が低い数値となっている。

今回、白老町のローカルな情報を伝える音声コンテンツ「レディオしらおい」
の配信を実施していますが、印象（または聴くかどうか）をお答えください。

〈単一回答〉

レディオしらおいの評価は、「とても印象に残った：23. 5%」と「このあと聴き
たい：61. 8%」をあわせると8割強が高い関心を示していることがわかる。

イベントの印象（または訪問したかどうか、知っていたかどうか）を
お答えください。〈単一回答〉

イベントの印象は、会期が限定的であった「アーティスト・イン・レジデンス」
プロジェクトについては他と比較して「知っていたが訪れなかった：28. 1%」
が多くを占める結果となっている。シルキオプロジェクトについては、「とても
印象に残った」「あまり印象に残らなかった」「このあと訪れる予定にしている」
をあわせた来場割合をみると、いずれも6割から9割程度となっている。

今回のイベントを親しい友人や知人等にどの程度おすすめしたいと思いま
すか。0〜10点で採点してください。〈単一回答〉

イベントの推奨度合の10段階評価は、全体で8. 206となった。年齢別で
は、20代以下が9. 200と最も高い。在住地別では、白老町外と比較して

「白老町内：7. 571」と0.5〜１ポイント程度低い。

白老町以外からお越しの方にお聞きします。白老にまた訪れたいと思いま
すか。0〜10点で採点してください。〈単一回答〉

白老の再訪希望の度合の10段階評価は、全体で9. 577と高い結果となっ
た。宿泊の有無別にみると「日帰り：9. 438」より「宿泊：9. 778」が若干高く
なっている。

白老というまちに対してどのような印象をお持ちになりましたか。〈複数回答〉

白老の印象は、「自然が豊か：73. 7%」が最も高く、次いで「食べ物が美味
しい：57. 9%」となっている。一方、「にぎわい・活気がある：5. 3%」は非常
に低い結果となっている。

今回のような文化芸術に関する取り組みにはどのような成果があると思い
ますか。〈単一回答〉

事業の成果について、「とてもある」とした回答者は、「地域の文化資源、
暮らしと風 土、土地の記憶に光を当てること：84. 8%」と最も高く、次いで

「地域のイメージアップや 経済・観光の活性化に貢献すること：81. 3%」と
なっている。

グラフ中の数値は「白老町以外からお越しの方にお聞きします。白老にまた訪れたいと思いますか」
という質問に対して0〜10点で数値回答した平均値となっており、回答全体、年齢別、在住地別、宿
泊・日帰り別で平均値を算出している。グラフ中の数値は「今回のイベントを親しい友人や知人等にどの程度おすすめしたいと思いますか」

という質問に対して0〜10点で数値回答した平均値となっており、回答全体、年齢別、在住地別、宿
泊・日帰り別で平均値を算出している。

◦本アンケート調査は、白老町において同時期に開催される「ウイマム文化芸術プロジェクト」のイベ
ント参加者と同一内容の調査票を配布・回収した。

◦回収数合計は、197件で、そのうち「白老文化芸術共創」への参加が確認できた回答数は38件と
なっている。この回答者には、「白老文化芸術共創」以外のイベントにも参加している人を含むた
め、プロジェクトに対する印象や評価に他の事業が影響している可能性を留意しておく必要がある。

◦各設問での割合を集計では無回答は母数から除いているため、グラフで標本のデータの個数（n
値）を表記した。

◦集計グラフ中に表記されている割合の数値は小数点第2位を四捨五入しているため、誤差が生じ
ている箇所がある。

あなたはどちらにお住まいですか。〈単一回答〉

在住地は、ほぼ「北海道：97. 1%」内となった。道内の内訳は「胆振地域」
が4割程度を占め、その他は「石狩地域：55. 9%」となった。胆振地域のう
ち、白老町内在住の回答数は９件で、全体の1/4程度を占めている。

Q u e s t i o n n a i r e  R e s u l t s
アンケート結果

調査の内容
調査対象：「白老文化芸術共創 ROOTS & ARTS SHIRAOI」の参加者
調査方法：Webアンケート及び紙媒体の配布
調査期間：2021年10月15日（金）〜11月7日（日）
回収数　：38
アンケート結果から特徴的な内容を抜粋して概要を記載しています。

あなたご自身についてお聞きします。

プロジェクトや作品の評価についてお聞きします。

Q

Q

Q

Q

Q

Q Q

Q

Q

Q

●19歳以下：5.6%

●20代：8.3%

●30代：13.9%

●40代：25.0%

●50代：19.4%

●60代：16.7%

●70代：2.8%

●80代：8.3% 回答数：36

●とても良い　●まあまあ良い　●ふつう　●あまり良くない　●全く良くない

総合的な
満足度

展示作品

会場への
アクセス

開催時期・日時

スタッフの対応

サイン表示・
情報案内

開催場所・
会場の雰囲気

65.8%

70.3%

65.7%

48.6%

58.3%

61.8%

22.2% 16.7%

20.6%14.7%

2.6
%

2.8
%

2.8
%

2.9
%

64.7% 14.7%17.6% 3.0
%

22.9% 11.4%

24.3% 5.4
%

20.0%28.6%

31.6%

回答数

38

37

35

35

36

34

34

全体 8.206

20代以下 9.200

年齢

30～40代

50～60代

70代以上

8.833

7.167

8.000

白老町内 7.571

白老町以外の
胆振圏域 8.667

在住地
胆振圏域以外

の北海道 8.158

北海道外 8.000

宿泊 8.333

6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5

宿泊
日帰り 8.130

回答数：38

全体 9.577

20代以下 10.000

年齢

30～40代

50～60代

70代以上

9.455

9.444

10.000

白老町以外の
胆振圏域 9.500

在住地
胆振圏域以外

の北海道 9.526

北海道外 10.000

宿泊 9.778

9.0 9.5 10.0

宿泊
日帰り 9.438

回答数：29

自然が豊か

食べ物が美味しい

歴史を大切に
している
文化芸術の
魅力がある

居心地が良い

景観が美しい

まちの人が親切

にぎわい・
活気がある

その他

73.7%

57.9%

47.4%

47.4%

47.4%

39.5%

31.6%

5.3%

2.6%

回答数：38

回答数

33

32

32

34

●とてもある　●まあまあある　●あまりない　●全くない　●よくわからない

地域の文化資源、暮らしと風土、
土地の記憶に光を当てること

人と人・人と地域との絆、
コミュニティ復興の契機となること

地域のイメージアップや経済・
観光の活性化に貢献すること

多様性を尊重し、多文化共生
への動機となり続けること

2.9
%

84.8% 15.2%

68.8% 31.2%

81.3% 18.8%

64.7% 32.4%

●とても印象に残った　●あまり印象に残らなかった
●このあと聴きたい　●聴く予定は無い

「レディオしらおい」
の印象 61.8%23.5% 2.6

% 11.8%

回答数

34

●北海道：97.1%

●北海道外：2.9%

回答数：36

●胆振：41.2%

●石狩：55.9%

●大分県：2.9%

回答数：36

アンケートの結果・全詳細は
w w w. s h i - ra - o i . j pでご覧いただけます。

▶
ア
ン
ケ
ー
ト

　
結
果
・
全
詳
細

　
U
R
L

24



白老文化芸術共創
ROOTS  &  ARTS  SH I RAOI

2021年度記録集

【主催】
文化庁／独立行政法人日本芸術文化振興会／白老文化観光推進実行委員会

【制作】
白老文化観光推進実行委員会

【後援】
公益財団法人アイヌ民族文化財団／北海道教育庁胆振教育局／白老町／白老町
教育委員会／一般社団法人白老観光協会／NPO法人北海道遺産協議会／白老
町商工会／協同組合白老商業振興会／虎杖浜竹浦観光連合会／白老民族芸能
保存会／一般社団法人白老青年会議所／室蘭民報社／苫小牧民報社／北海道
新聞苫小牧支社／読売新聞社苫小牧支局／白老美術協会／一般社団法人白老ア
イヌ協会／白老町文化団体連絡協議会／白老建設協会／白老町町内会連合会／
NPO法人しらおい創造空間「蔵」

【協力】
仙台藩白老元陣屋資料館／国立アイヌ民族博物館／白老町（企画財政課・建
設課）／（株）やまもと／haku hos te l+ ca fe bar／café結／ブウベツの森キャ
ンプ場／リサイクルショップ36号線／ラナピリカ／ （株）大西林業／北海道議会
議員神戸典臣事務所／（株）熊谷商店／北海道銀行白老支店／室蘭信用金庫
白老支店／苫小牧信用金庫白老支店／レストハウスアンゼリカ／（有）こんや白
老店／地栄の和〜セカンドシーズン〜モンステラ／だうんたうん／ホームキッチン
カフェ宝竜／田辺米穀店／生ラムジンギスカン RAMBNALI／文具の金丸／
大町食堂／（株）はくねん／陶cafe輪果／北の彩味いちひろ／（株）ヤマダリビ
ング／ Boulanger ie Nish io／（有）北海道丸善白老／喫茶 休養林／ファミ
リー居酒屋河庄／キンペンカフェ／ Seasons wi th グランマ／（株）岩崎組事
務所／ HAIR SALON OGURA／白老町社会福祉協議会／（有）三河金物
／（有）蒲原水産／（有）カメラ撮影のむらかみ／天野ファミリーファーム／道南綜
合土建（株）／レストラン・カウベル／白老ガス（株）／（株）白電社／（株）白老
設備工業／フルーツスタジオ／カレンデュラ／coffee&whisky Ka iser／ベーカ
リーショップななかまど／野草民泊 野だて／白老駅北観光インフォメーションセン
ター／飛生アートコミュニティー／ウイマム文化芸術実行委員会

【謝辞】
白老ロータリークラブ／幌村建設（株）／北昭興業（株）／日本製紙／（株）白老
清掃／（株）アビーロード／有木孝／井上さくら／井上修志／井上晴彦／伊吹
圭策／宇佐見成美／大西あゆみ／大西潤二／鬼塚京子／笠井雄太郎／加藤
ゆかり／菊地恵美子／菊地辰徳／菊地智美／Kim Yoo i／木幡恵理子／栗栖
冬弥／毛笠史寛／小菅和成／小玉愛子／小林大賀／佐々木美保／新屋桃愛／
住吉直道／高橋光寿／田中綾／田村尚華／トッド・ソーンリィー／中田芽衣／中
村斎／中村多香子／中村恵／野田和規／野本正博／乗木光英／平野美幸／
堀田周作／松島みなみ／松山誠司／民部吉治／民部敬子／村上英明／谷地田
未緒／山丸和幸／吉田翔一／吉田卓矢／米本智昭
白老文化芸術共創を応援してくださった全ての皆様

【白老文化観光推進実行委員会】
名誉会長 戸田安彦（白老町長）／顧問 松田謙吾（白老町議会議長）、山丸和幸

（一般社団法人白老アイヌ協会理事長）／会長 熊谷威二（白老町商工会会長）／
副会長 福田茂穂（一般社団法人白老観光協会会長）、清水尚昭 （白老建設協会
会長）、吉村智（白老町町内会連合会会長）、竹下和男（白老町文化団体連絡協
議会会長）／委員 星貢（NPO法人御用聞きわらび理事長）、笠井雄太郎（白老
青年会議所副理事長）、木野哲也（ウタウカンパニー（株）代表）、森嶋拓（北海道
コンテンポラリーダンス普及委員会委員長）、下川原毅（苫小牧民報社執行役員編
集局次長兼白老支局長）／監事 白老金融協会／事務局長 中村諭（白老町商工
会事務局長）／事務局員 栗栖マキ（M gene Design 代表）

【広報】
山岸奈津子／DRAWING AND MANUAL （株）

【広報物翻訳】
Snow Fox English／English First／曽我英子／萩原留美
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