
『中房総国際芸術祭 いちはらアート×ミックス』 
の実施結果について 
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【会期】3月21日（金・祝）－ 5月11日（日） 52日間 

【会場】メイン会場：千葉県市原市南部エリア［小湊鉄道上総牛久駅から養老渓谷駅一帯］  

    連携会場：中房総エリア［茂原市、いすみ市、勝浦市、長柄町、長南町、一宮町、    

                睦沢町、大多喜町、御宿町］ 

【主催】中房総国際芸術祭いちはらアート× ミックス実行委員会 

    ［会長：佐久間隆義（市原市長）］  

    ［総合ディレクター：北川フラム（アートディレクター）］ 

【後援】経済産業省、国土交通省、文化庁、観光庁、千葉県 

【協力】小湊鐵道株式会社 

開会式 in 市原湖畔美術館 

閉会式 in IAAES（旧里見小） 
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 「いちはらアート×ミックス」は、単なる芸術祭ではな

く、南部地域の過疎対策と地域の活性化を図ることはもち

ろんのこと、地方都市が抱える諸問題をアートの力で解決

する「課題解決型芸術祭」として、今後の本市のまちづ

くりの一環として開催いたしました。 



４つのコンセプト 

 ①廃校の活用 ②小湊鉄道・乗物の活用 ③豊かな自然と食 
 ④アーティストの長期的な活動や異業種からの多様な人々の参加 
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コンセプト①：廃校の活用 
 2013年春、南市原では４つの小学校が閉校しました。 
「いちはらアート× ミックス」では、この学校を活用したアート
プロジェクトを実施することにより、新たな地域のプラットホー
ムを創出し、文化的活動を通じたまちづくりを始めます。 
↓ 
実施内容 
 今回の芸術祭では、3つの小学校と、地域で保存活動を進めて
いる木造校舎（旧内田小学校）を活用して作品展示を行ないまし
た。 
 旧里見小学校は、作品の展示だけでなく、スポーツ教室、アト
リエ、音楽教室、地域の文化サークルによるワークショップなど
を実施しました。 
 旧白鳥小学校は、隣接する白鳥公民館と連携して、芝居やパ
フォーマンスの拠点として、また、食とスポーツのプロジェクト
「おにぎりのための、毎週運動会」を開催しました。 
 旧月出小学校は、校舎内だけでなく、屋外の校庭やプールなど
を活用し、作品の展示を行いました。 
 内田未来楽校では、報徳の会がカフェを併設し、来場者へのお
もてなしをしました。  

IAAES（旧里見小） 

内田未来楽校（旧内田小） 

月出工舎（旧月出小） 
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実施効果 
・会期前の作品制作から会期中の会場の受付など、地元の団体が積極的に係わっていただき、   
 地域の人々と来場者のコミュニケーションを図る場として活用することができた。 
・単なる作品の展示だけでなく、ワークショップなど体験型のメニューを提供することがで  
 き、今後の施設の活用方法などの参考になった。 
・作品制作など継続した活動に対し、民間企業や大学との連携の話が届いている。 

プリンシパル オフィス（栗林隆） 美術室（豊福亮） 光がつくる世界（岡博美） 

おかしな教室（滝沢達史） 内田のためのｲﾝｽﾀﾚｰｼｮﾝ（瀧澤潔） いちはら音楽世界巡り（本間樺代子） 
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コンセプト②：小湊鐵道・乗物の活用 
 市原市を南北に走る「小湊鐵道」。「いちはらアート× ミッ
クス」では、多くの人に愛されているこの小湊鐵道の駅舎や車両
を最大限に活用します。他にも、様々な乗物が面白く変化し、他
では決してない“体験” を味わうことができるようにします。 
↓ 
実施内容 
 来場者の移動手段としてはもちろんのこと、人々のコミュニ
ケーションの場としての鉄道、駅の可能性を考えたプログラムを
試行しました。 
 特に、「動く劇場」という新しい機能をもつユニークな作品で
あった指輪ホテルの演劇は、毎回チケットが完売になるほど好評
でした。 
 また、開発好明さんは、加茂学園の児童・生徒と共に、小湊鉄
道の7つの駅にかかしを設置し、物語を展開するプロジェクトを
実施しました。 

小湊鉄道のラッピング 

あんなに愛しあったのに 
～中房総小湊鉄道編 

色々な村×かかし 

実施効果 
・鑑賞パスポートと鉄道と周遊バスの乗り放題チケットをセットに 
 して販売をしたことによって、新たな芸術祭の展開方法を提示す 
 ることができた。 
・小湊鉄道の観光資源としての魅力を、列車内での演劇や駅舎に作 
 品を設置したりすることでより強く発信するとともに、来場者に 
 非日常体験を提供することができた。 



6 

コンセプト③：豊かな自然と食 
 食はその土地に固有のものであり、地域と来場者をもっと
も深くつなげるものです。「いちはらアート×ミックス」で
は、都会で体験できない自然とのふれあいや農作業を体験し、
市原へ通いたいと思えるプログラムを用意します。 
↓ 
実施内容 
 「なっぱすごろく」ブランドとして、小湊鉄道の上総牛久
駅、里見駅、養老渓谷駅の３駅での駅弁の販売、あそうばら
の谷の倉庫を改築し、まぜご飯を提供するレストランの営業
をしました。いずれも、お米は養老のめぐみを使いました。 
 また、イノシシ肉を使ったメニューを提供するレストラン
や、旧白鳥小で開催した「おにぎりのための、毎週運動会」
では、養老のめぐみをつかったおにぎりを提供したり、月出
工舎では、市原産の米粉をつかった団子、里見小のカフェで
は、市原産の野菜を使ったメニューを提供し、来場者に市原
の「食」を提供することができました。 

ぽのわプロジェクト 

なっぱすごろく 

おにぎりのための、毎週運動会 

月と団子 

実施効果 
・JA市原市女性部が山覚俵家の継続営業を要望するなど機運が高
まりました。また、新たなビジネスモデルになった。 
・市原産の美味しいお米や農産物をPRすることにつながった。 
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コンセプト④：アーティストの長期的な活動や異業種からの多様
な人々の参加 
「いちはらアート× ミックス」の中核を担うのは、40 歳前後の
一線アーティストたちです。それらのアーティストたちが考え、
継続し長期的に市原に関わり、ものづくりにとどまらないソフト
づくりを進めます。 
↓ 
実施内容 
 今回の芸術祭には、40歳前後の第一線アーティストを中心に
採用しました。   
 旧月出小学校の中心的存在の岩間賢さんは、月出小学校に作品
を展示するアーティストの選考の際には、地域に根付き継続して
活動することができるアーティストを提案してくれました。 
 また、開発好明さんの加茂学園との協働制作をはじめ、地域の
方々のご協力をいただきながら、作品制作を行いました。 

モグラTV（開発好明） 

森ラジオステーション 
（木村崇人） 

湖の飛行機 
（KOSUGE1-16) 

実施効果 
・長期的な地域づくりを目指して取り組んでいるアーティストを活  
 用したことで、会期後も閉校施設などの有効活用について複数の  
 アーティストが検討している。 
・同じ世代のアーティストが集まったことで、他の芸術祭では体験 
 できないような交流が生まれ、地域や人々への思いが深くなった  
 というコメントをいただいた。 
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来場者について 
 

①平日（32日間） 

          計２４，９０３人（1日平均   ７７８人） 最高（5/2  1,563人） 

②土日祝（20日間） 

          計６２，１２２人（1日平均 ３，１０６人） 最高（5/4  5,095人） 

 

①＋②                  計８７，０２５人（1日平均 １，６７４人）  

 
 いちはらアート×ミックス入込客数（主な施設）  

NO 施設名 合計（人） 

1 IAAES（旧里見小学校）            13,382 

2 市原湖畔美術館               12,898 

3 いちはら人生劇場（旧白鳥小学校）      7,215 

4 アートハウスあそうばらの谷 6,758 

5 内田未来楽校（旧内田小学校） 6,299 

6 月出工舎（旧月出小学校） 5,223 
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NO 団体名 視察目的 

１ 香川県知事 瀬戸内国際芸術祭との連携 

２ 香川県副知事 瀬戸内国際芸術祭との連携 

３ 香川県庁職員 瀬戸内国際芸術祭との連携 

４ 新潟県十日町市長 大地の芸術祭との連携 

５ 石川県珠洲市 廃校活用した取り組みへの参考 

６ 茨城県常陸太田市 少子化対策の参考 

７ 埼玉県三郷市議会議員 地域の課題解決に向けた視察 

８ 茨城県庁 〃 

９ 埼玉県さいたま市 〃 

10 
埼玉県さいたま市議会議員、 
埼玉県議会議員 

〃 

11 神奈川県逗子市 〃 

12 静岡県文化政策課 〃 

13 長野県大町市 〃 

14 関東運輸局企画観光部長 新たな芸術祭の視察 

15 山口県宇部市長 郊外型芸術祭の検討のための視察 

16 山口県宇部市議会 〃 

17 新潟県新潟市 水と土の芸術祭の参考 

視察など（34件） 
  ・高円宮妃久子さま（4/30） 

【その他】 

民間・財団などの視察（５件） 

企業、大学などのバスツアー     

                            （11件） 



いちはらの名産品 リ×ミックスプロジェクト  
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市原市を中心とするメーカーのアイテムを、新しい発想により生まれ変わらせる取り組

みとして実施。若手デザイナーへの指名制公募を行い、選考されたデザインを基にデザ

インパッケージを施し１１品目（約30種類）に上る新たなアイテムを創出しました。 

【販売実績】 
 
リ×ミックス商品販売額 
 
    ９，１４０，０６０円 
 
売上げベスト３（販売数） 
 
１ 米粉シフォン 
          3,911個 
２ ぶっかけ海苔めし  
          2,595個 
３ シーモッククッキー 
          2,333個 

実施効果 
・オフィシャルショップをはじめ、市内商業施設やサービスエリア、千葉県観光物産 
 協会の協力も得てチーバくん物産館などにも販路を拡大し、市内外に向けた「いち 
 はら名産品」のＰＲをすることができ、「いちはらブランド」の発信をすることが 
 できた。 
 ・会期終了後も、本プロジェクトで誕生した「いちはら名産品」を各生産者は引き続 
 き販売を行っており、一過性ではない地域活性化の取り組みが図られている。 
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合計 1,312名   

内訳（男性） 783名  （60%） 
   （女性） 529名  （40%） 
   （市内） 830名  （63%） 
   （市外） 482名  （37%） 
最年長 87歳 
最年少 5歳 
活動延べ人数 3,801名 
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地域の協力  

サンタル人との藁の収穫 演劇ののぼり旗製作 山覚俵家の運営協力 

運動会への参加 指輪ホテルのエキストラ 

保存食の仕込みのお手伝い 
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三井・デュポンポリケミカル株式会社千葉工場／荏原環境プラント株式会社／日本板硝子株式会社／株式会社ナガミネ／
星葉総業有限会社／DIC株式会社千葉工場／KHネオケム株式会社千葉工場／株式会社アクティオ／東レ・ダウコーニン
グ株式会社千葉工場／JSR株式会社千葉工場／市原市議会議員会／電気化学工業株式会社千葉工場／JFEエンジニアリン
グ株式会社／市原市造園緑化協同組合／株式会社東セン貿／旭洋酒ソレイユワイン／千種興産株式会社／千葉おかみさん
会／株式会社千葉銀行／株式会社京葉銀行／株式会社千葉興業銀行／千葉信用金庫／HKU SPACE(香港大學專業進修學
院)／ユニモマネジメント株式会社／千葉県森林組合市原支所／東日本高速道路株式会社／一般社団法人市原市観光協会
／株式会社伊藤園／市原市管工事協同組合／市原市防火安全協会／フクダ電子南関東販売株式会社／株式会社石垣 

現金寄附 48件 52,570,000円 

現物協賛 2件  1,500,000円相当 

パスポート協賛 12件  3,576,500円 
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広報宣伝  

【メディア等の実績】 
TV：NHK、フジテレビ、チバテレビ、市原ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ 
ラジオ：NHK（FM、AM）、Bay FM、Tokyo FM、J-wave、   
    TBS、FMヨコハマ 
新聞：読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、日本経済新聞、東京新 
   聞、千葉日報、JAPAN TIMES 
雑誌：オズマガジン、美術手帖、美術の窓、Casa、ぐるっと  
   千葉、Hanako、千葉ウォーカー、ハイウェイウォー   
   カー 他 



15 

来場者アンケート結果（抜粋）  

市原湖畔美術館やIAAESなど拠点施設を中心に、来場者2,643名にアンケートを実施した。（詳細は別紙参照） 

男性 
38.7% 

女性 
61.3% 

問１ 性別  
20歳未満 

5.3% 

20代 
25.7% 

30代 
29.1% 

40代 
18.5% 

50代 
12.6% 

60代 
6.8% 

70歳以上 
2.1% 

問２ 年齢  

外国 

0.7% 

千葉県外 

46.6% 千葉県内

（市内を除

く） 
28.7% 

市原市内 

24.0% 

問６ 居住地 

内訳 
東京都50.3%、 
神奈川県17.6% 
埼玉県7.8% 
茨城県3.2% 
静岡県2.0%ほか 

 

1人 
17.7% 

2人 
49.4% 

3～5人 
24.8% 

6～9人 
3.8% 

10人以上 
4.3% 

問４  何人で来場したか 
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とても良

い 
52.5% 

まあまあ

良い 
37.2% 

普通 
8.1% 

あまり良く

ない 
2.1% 

悪い 
0.2% 

問９ 芸術祭の感想  

自家用車 
43.8% 

鉄道 
40.7% 

高速バス 
8.2% 

ツアーバス 

3.0% 
その他 

4.3% 

問10 居住地からの主な交通手段  

周遊バス 
38.7% 

鉄道 
30.2% 

自家用車 
22.9% 

徒歩 
4.9% 

レンタサイ

クル 
1.6% 

その他 
1.7% 

問11  芸術祭エリア内の交通手段  

日帰り 
78.3% 

1泊 
15.3% 

2泊 
3.7% 

3泊 
1.2% 

それ

以上 
1.5% 

問７ 滞在日数  
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①芸術祭の作品施設鑑賞費（鑑賞パスポート代、個別鑑賞料等） ¥3,708 

②交通費（鉄道やバス等の運賃・レンタカー代、高速道路料金など） ¥3,138 

③宿泊費 ¥1,573 

④飲食費 ¥2,295 

⑤お土産  ¥1,238 

⑥①以外の美術館や観光施設等の入場料、その他娯楽費  ¥223 

⑦その他 ¥108 

計 ¥12,283 

問19 平均使用額（一人当たりの消費金額） 

ぜひ来たい 
47.5% 

来たい 

36.7% 

わからない 

14.0% 

多分来ない 

1.4% 

もう来ない 

0.4% 

問21 次回も開催した場合、また訪れたいか 

クチコミ 

25.6% 

インター

ネット 
18.2% 

ポスター等

掲示物 
17.6% 

雑誌 

9.6% 

新聞 

6.2% 

フェイス

ブック 
4.9% 

ＴＶ 

2.8% 

ツイッター 

1.1% 
その他 

14.1% 

問15 芸術祭を何で知ったか 
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問23 その他意見 

【良かった点】 

・千葉で芸術祭が開催されてうれしい。次回開催も期待している。 

・小学校の校舎が魅力的であったので、継続して活かして南市原の良さをアピールしてほしい。 

・あたたかみのある土地・人・作品が素敵でスタッフも親切で、芸術祭全体の雰囲気が和やかで良い。 

・スタッフ、地元の方々の対応があたたかく、一人で来たが孤独感を感じることなく、いい思い出になった。 

・バスの使い勝手が良くて素晴らしい。交通パスポートつきでこの値段はお得。 

・規模が他の芸術祭に比べてちょうどよい。 

【悪かった点】 

・公式ウェブサイトが見づらい。交通、食事、宿の情報をもう少し詳しく載せて欲しい。 

・もっと市民にアピールしたほうがよい 

・他の芸術祭に比べて金額と作品のバランスが悪い。 

・会場全体地図が欲しい。 

・会場内の交通アクセスが悪い。 

・駐車場料金が高い。 


