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It’s a fine day! Why don’t you visit Ichihara? 

いちはらアート×ミックスは、本市が有する美しい里山

を主な舞台に、地域の持つ様々な資源を現代アートと融合

（ミックス）し、里山に活力を漲らせ、より魅力的な「い

ちはら」を再発見する新しい形の芸術祭です。 

2014 年よりトリエンナーレ形式で開催してきたいちはら

アート×ミックスは、地域や関係各所の皆様の御協力をい

ただきながら第 1 回は約 8 万人、第 2 回は約 10 万人と多

くの皆様にお越しいただきました。そして、2020 年 3 月

20 日より「房総里山芸術祭 いちはらアート×ミックス

2020」として第 3 回目の開催を予定しておりましたが、新

型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため開催を

延期いたしました。 

この度、第 3 回芸術祭は「房総里山芸術祭いちはらアー

ト×ミックス 2020＋」としてリスタートいたします。「＋

（プラス）」には、開催年の「＋」だけではなく、これまで

に培った資産を礎に未来へ引き継ぐとともに、度重なる災

害からの復興とコロナ禍により変わりゆく社会に立ち向か

う「挑戦」をテーマに加えるという「＋」、これにより芸術

祭に付加価値を与える「＋」という意味を込めました。 

 開催にあたっては新型コロナウイルス感染症の感染拡大

防止を徹底するほか、皆様に安心して質の高いアート作品

を鑑賞いただける新たな芸術祭の形を構築するなど感染拡

大防止と社会経済活動の維持の両立、新たな生活様式の確

立を目指し取り組んでまいります。 

桜と菜の花が咲き誇る里山とアートが彩る市原市で

2021 年の春、お待ちしております。 

 

いちはらアート×ミックス実行委員会会長 

市原市長  小出 譲治 

 

晴れたら 

市原、行こう 



 

 

   

 

はじめに 

まず、この度の新型コロナウイルス感染症で影

響を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げま

す。 

「房総里山芸術祭いちはらアート×ミックス

2020」は、当初 2020 年 3 月 20 日から 5 月 17 日

までの開催を予定していました。来場者の皆様を

お迎えすべく、2019 年秋には台風・豪雨災害を乗

り越え、アーティストや地域の方々、関係団体の

皆様など本当に多くの方が全力で準備に取り組み

春を迎え、いちはらの美しい里山に作品たちが顔

を揃えたのも束の間、新型コロナウイルスが世界

中で猖獗を極め、芸術祭もその影響を受け開催の

延期を決定しました。 

満開の桜や菜の花が咲き誇る里山に抱かれた作

品たちを目の前にしながら、目まぐるしく変化す

る生活様式、社会経済の環境・ニーズと向き合う 

中で、私たちは今だからこそ求められる「新たな 

 

旅」「新たな芸術祭」の形を、この市原の里山の中

で開催する芸術祭に見出しました。アーティスト

からもコロナ禍を過ごし感じたことなどを表現し

たい、などの声がありました。 

そして、2021 年 3 月 20 日より「房総里山芸術

祭 いちはらアート×ミックス 2020+」として開

催することを決定しました。「+（プラス）」には

開催年の「+」だけでなく、これまでの芸術祭の

開催により培った資産を礎に未来へ引き継ぐとと

もに、度重なる災害からの復興とコロナ禍により

変わりゆく社会に立ち向かう「挑戦」をテーマに

加えるという「+」、これにより芸術祭に付加価値

を与える「+」という意味を込めました。 

まちづくりとしての芸術祭 

 いちはらアート×ミックスは、「3 年に 1 度のイ

ベント」に終始するものではありません。2014 年

に開催した第 1 回にて「課題解決型芸術祭」と銘

打ったように、人口減少・少子高齢化、これに伴

う経済活動の縮小など、市原市だけでなく全国の

地方都市が抱える諸問題をアートの力で解決す

る、新たなまちづくりに果敢にチャレンジし続け

ています。 

第 3 回においても命題はそのままに、さらにま

ちづくりの手法として確立し、その開催効果を分

野問わず波及させるべく、「アートを活用したまち

づくり」を市の方針として定め、これを支える重

点事業として開催することとしました。 

 

コロナ禍を乗り越える「新たな芸術祭」 

 



 

 

  

 

と呼ばれるこの時代においても社会経済活動、文

化芸術活動の灯を消すことなく、今この市原で芸

術祭を開催することに意義があります。 

美しい里山や 100 年の歴史を誇る小湊鉄道、私

たちを見守り育ててくれた学校の校舎、経済の中

心であった商店街など、市原の歴史や文化そのも

のである場所に展開されるサイトスペシフィック

な作品たちは、芸術作品としての魅力だけでな

く、いちはらの「まちの記憶」を伝えてくれま

す。 

まちの記憶がアーティストにより新たな魅力と

なって好循環を生み出す、作品をつくることがま

ちづくりにつながる「新たな芸術祭」の姿を確立

します。 

 

五井駅から列車に乗って夢いっぱいの冒険へ。

いちはらでしか体験することのできない「五井機

関区から養老渓谷までをめぐるアートの旅」が始

まります。 

 

 

いちはらアート×ミックス実行委員会 

 

 

 

「新たな芸術祭」の構築 

新型コロナウイルスの影響により、日本中で

様々なイベント、芸術祭が中止を余儀なくされる

中、5 月下旬に「緊急事態宣言」の解除があり、

「新しい生活様式」が示されました。 

社会経済の活動レベルが段階的に引き上げられ

る中、新しい旅の形として自宅から 1～2 時間圏内

で行くことのできる場所を旅する「マイクロツー

リズム」が提唱され、注目されはじめています。

はじめは新型コロナウイルス感染症の感染拡大防

止の観点から注目されていましたが、住んでいる

場所周辺の新たな魅力、今まで気付くことのでき

なかった魅力に出会うことができるという側面も

持っています。 

都心から 1 時間圏内というアクセスの良さを有

しながらも広大な里山環境の中開催するいちはら

アート×ミックスはこのニーズに応え、今できる

社会経済活動・文化芸術活動を継続し、市外から

の来場者のみならず、市民の地域への愛着と誇り

の創生、地域活性化や関係人口の創出などの好循

環を生み出すことのできるポテンシャルがある芸

術祭であると考え、開催を中止することなく、新

しい生活様式に対応した「新たな芸術祭」として

開催することを決定しました。 

開催においては来場者の皆様、市民の皆様の安

全を守るべく感染予防対策を徹底します。これに

より、これまでの芸術祭とは異なる点に違和感を

覚えるかもしれません。しかし、これまで培った

資産を未来に継承するためには、「with コロナ」 
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(1) 市原市の現状 

 

① 市原市が有する地域資源 

本市は、都心や羽田空港、成田国際空港より 1 時間以内の距離

にありながら、市の南部に広がる里山や、国の天然記念物に指定

され GSSP（国際境界模式地）にも認定された「市原市田淵の地

磁気逆転地層」（以下「チバニアン」という）、100 年以上に渡り

市民の生活や経済活動を支え育んできた交通手段であり、駅舎群

等が国登録有形文化財に登録されるなど文化資源としても貴重な

小湊鉄道、その沿線を彩り多くの鉄道・写真ファンが撮影に訪れ

る菜の花畑など、豊かな自然や悠久の歴史・文化を感じられる多

くの地域資源を有する。 

 

② 市原市が直面する課題 

一方で、市の南部地域は人口減少・少子高齢化が急速に進み、人口はピーク時の 3 分の 2 以下に

減少、高齢化率は 50%近くに達し、古くからの商店の廃業、小中学校の統廃合が進むなど、地域の

活力やコミュニティの維持、美しい里山環境の維持や文化継承の担い手の減少が課題となってい

る。また、市民の「生活の足」ともいえる小湊鉄道は、人口減少により一部の駅で乗降客数がこの

30 年で 10 分の 1 以下になるなど激減し、路線の維持が厳しい状況が続いている。 

 

 

(2) これまでの取組 

 

① 地域住民とアーティスト、行政の協働 

市内では、地域住民によるギャラリーマップの自主制作や、小

湊鉄道沿線や里山の環境整備など、地域住民主体の文化芸術活動

や里山保全活動が積極的かつ継続的に行われていた。また、2013

年には「市原湖畔美術館」が全面リノベーションにより開館し、

現在も市の文化芸術の拠点となっている。 

1.開催趣旨 

都心や国際空港からのアクセスが

良い市原市 
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地域住民にアートが浸透していく動きに呼応すべく、2011 年に

市内で初となる現代アートのイベント「アート漫遊」を開催し、

これを発展させるかたちで 2014 年より現代アートの芸術祭「いち

はらアート×ミックス」（以下、「芸術祭」という）をトリエンナ

ーレ形式で開催している。 

これらの取組においては、過疎・高齢化が進む地域にアーティ

スト・観光客など多くの若者が訪れる光景に地域住民が感銘を受

け、芸術祭のボランティアサポーターである「菜の花プレーヤー

ズ」として活動に参加し、アーティストと共に作品を作り上げ、

来場者をもてなし、芸術祭の会場整備や会場運営に携わるほか、

アーティストや移住者と継続して交流・活動するなど、地域住民

自らが主体的にアートによるまちづくりを継続、推進する機運が

醸成され、地域が活力を取り戻すきっかけとなっている。 

 

② 第 3 回芸術祭に向けての取組、新型コロナウイルス感染症の流行 

これまでの取組の効果から地域にも浸透が図られており、里山との親和性が高い現代アートこ

そ、地域資源の磨き上げ、魅力発信等による諸課題解決の手段であると考え、トリエンナーレ形式

で開催してきた芸術祭の第 3 回目を 2020 年 3 月～5 月に開催することとし、地域住民と共に準備

を進めてきた。そのような中で、本市は 2019 年 9 月から 10 月にかけて度重なる台風、豪雨による

大規模な停電、倒木、浸水、土砂災害など未曾有の被害を受けた。特に小湊鉄道は全線での運転再

開まで 3 か月以上を要する被害を受けたが、地域に活力を取り戻すためにも、「駅舎プロジェク

ト」として五井駅から養老渓谷駅までの 17 駅全てへの作品展開や、臨時列車による特別ツアーを

企画するなど、芸術祭の新たな展開の実現に大きく寄与した。 

しかし、開催を目前にして新型コロナウイルス感染症が世界的に流行し、感染拡大の防止を最優

先に考え一年延期することを決定した。 

 

 

(3) 「房総里山芸術祭いちはらアート×ミックス 2020+」の目指す姿 

 

「房総里山芸術祭いちはらアート×ミックス 2020+」（以下、「A×M2020+」という）は台風・豪雨

災害、新型コロナウイルス感染症の流行を経験した市原市、アーティストならではの、この状況下から

前へ進むフラッグシップモデルとしての再構築を図り、開催する。 

また、このかつて経験したことの無い状況に触発されたことによるアートの視点からの新たな世界観

や問題提起が示される可能性を生かし、これを踏まえたものとする。 

 これらを戦略的に統括し、発信力のある芸術祭とするため、総合ディレクターとして北川フラム氏

を迎えるとともに、第 1 回の芸術祭から参加し地域との協働を続けている若手アーティストをアートデ

ィレクターとして配置することで、質の高い、かつ地域に根差した持続可能な事業を構築する。 

市の文化芸術の拠点である市原

湖畔美術館 

過疎地域に交流人口を創出し続けて

いる芸術祭 
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本芸術祭は、アートの力を最大限に活用し、本市の歴史や文化、里山などの地域資源とアートの関係

性を紡ぎながら、地域の魅力向上や、交流から定住による地域活性化、市民の地域への愛着と誇りの創

生など、好循環を創出することにより、SDGs の理念にも通ずるアートを活用した持続可能なまちづく

りを推進すべく実施するものである。 

 また、コロナ禍においても本市の里山自然環境や、都心や成田・羽田の両国際空港へのアクセスの良

さを活かし、「三つの密」と呼ばれる環境が生まれることの防止、テレワーク等の新たな生活様式への対

応などを図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.開催の目的 

交流から定住へ 

関係人口の創出 

愛着と 

誇りの創生 

地域活性化 

地域の 

魅力向上 

好循環の創出 

未来への継承に向けた挑戦 

アフターコロナ 新たな生活様式 SDGs 
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 名称 

房総里山芸術祭 いちはらアート×ミックス 2020+ 

（読み：ぼうそうさとやまげいじゅつさい いちはらあーとみっくすにせんにじゅうぷらす） 

 

「アート×ミックス」とは 

音楽・芝居・ダンス・スポーツ・食などの生活文化、身体活動、コミュニケーションを、

アートを触媒としてつなぎ、地域とアーティストの協働により地域の特色を再確認し発信す

る、という意味を込め、名付けられた。 

 

 

「+（プラス）」に込めた思い 

房総里山芸術祭いちはらアート×ミックス 2020 は当初 2020 年 3 月～5 月の開催を予定

していたものの、新型コロナウイルス感染症の影響により、会期を 1 年延期した。 

これに伴い、これまでに培った資産を礎に未来へ引き継ぐとともに、度重なる災害から

の復興とコロナ禍により変わりゆく社会に立ち向かう「挑戦」をテーマに加えるという

「＋」、これにより芸術祭に付加価値を与える「＋」という意味を込め、「+」とつけた。 

  

 会期 

2021 年 3 月 20 日（土・祝）～5 月 16 日（日） ※一部平日において定休日を設ける場合有 

 

 主催 

いちはらアート×ミックス実行委員会 

 

 ディレクター等 

総合ディレクター 北川フラム 

アートディレクター 豊福亮（アーティスト） 

デザインディレクター 色部義昭（グラフィックデザイナー） 

広報アドバイザー 佐野弘明（市原市広報戦略アドバイザー） 

3.開催概要 
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 参加アーティスト 

約 80 組（約 20 の国と地域） 

 

 作品数 

約 90 点 

 

 開催エリア 

千葉県市原市 小湊鉄道を軸とした周辺エリア 

（五井、牛久、高滝、平三、里見、月崎・田淵、月出、白鳥、養老渓谷） 

 

 

  

・・・新規エリア ・・・拡充エリア ・・・従来のエリア 

五井 牛久 

高滝 平三 

里見 月出 

 

月崎・田淵 
白鳥 

 養老渓谷 
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(1) コンセプト等 

 

 コンセプト 

第 1 回の芸術祭「中房総国際芸術祭 いちはらアート×ミック

ス 2014」（以下、「A×M2014」という）より掲げているコンセ

プト。 

 地域の多様さが外部の多様さと交錯しつながる場、地域の性

質を生かした首都圏のオアシスとなりうる場、ということを表

現したもの。 

 

 テーマ 

すべての土地には、その土地固有の文化や暮らしがあり、世界

へとつながる“窓”になっている。 

小湊鉄道に乗って、地域に展開された作品を観る際作品を通し

て世界を観ることができる、という仕掛けを表現したもの。 

 

 

 

 ロゴ 

A×M2014 開催の際、房総の里山の風景に映える『小湊ファイヤーオレンジ』と名付けられた色

と形を元に制作された「赤帯」のロゴ。 

A×M2020+においてはこれを折ることで生まれる形をデザインした。 

 

 

 

 

デザイン：色部義昭 

  

4.事業内容 

晴れたら 

市原、行こう 

房総の里山から 

世界を覗く 
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 メインビジュアル 

いちはらクオードの森近くの、林道月崎 1 号線

を進んだ先にある素掘りトンネル。 

小湊鉄道に乗って、新しい体験の場へと作品が

いざなうイメージと、写真家である石塚元太良が

撮影した写真のイメージが重なったためメインビ

ジュアルに選んだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

デザイン：色部義昭 

写真撮影：石塚元太良 

 

 

(2) アートプロジェクト 

 

 9 つのエリアと広域での作品展開 

これまで市の南部地域の里山を舞台に開催してきた芸術祭を、市の北部地域にある小湊鉄道五井

駅を入り口とし開催エリアを拡大する。合計 9 つのエリアで里山や廃校、空き家を舞台に質の高い

現代アート作品を展開することで、アートによる持続可能なまちづくりの実現を図る。 

 

○ 五井エリア（新規） 

小湊鉄道五井機関区、五井駅ホーム 

五井エリアは A×M2020+の旅の出発点。 

A×M2020+の総合案内所となる五井駅東口前のインフォメーシ

ョンセンターで情報を入手し、小湊鉄道五井駅機関区、五井駅

ホームに展開される作品を鑑賞したら、小湊鉄道へ乗り込み冒

険へ出発。 
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○ 牛久エリア（拡充） 

牛久商店街 

上総牛久駅から広がる牛久商店街に、かつて使われていた古い

商店跡や、現在も営業中の昔ながらのデパートに作品を展開。

また、上総牛久駅は小湊鉄道トロッコ列車の始発駅。作品を鑑

賞したら、トロッコ列車に乗り換えるもよし。週末は「出張牛

久商店街」のメンバーが商店街を丸ごとお盆に詰め込んでトロ

ッコ列車に乗り込む。 

 

○ 高滝エリア（拡充） 

市原湖畔美術館、山口の里  

過去の芸術祭でもおなじみの市原湖畔美術館で企画展「（仮称）

美術館地球号―77 億人の息吹 featuring Artists’ Breath」を開

催。また、前庭にてアートピクニックを企画。 

初めての会場となる山口の里は、県の指定文化財でもある木造

地蔵菩薩坐像が安置される集落。今は忘れられた音信山の歴史

を紐解く作品を展開。 

 

○ 平三エリア（新規） 

旧平三小学校  

A×M2020+で初めて会場となった旧平三小学校。2016 年に閉

校し、地域住民により維持管理されてきた。 

学校の地下にはトンネルが掘られ平蔵川の川廻しによる水路が

残るなど、まるで秘密基地のよう。 

 

 

○ 里見エリア 

旧里見小学校  

芸術祭の拠点となってきた旧里見小学校。今回はシェフと地域

の方々のコラボレーションによる食堂や、おにぎりの運動会、

地域のお菓子をテーマにした作品など「食」の拠点に。 
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○ 月崎・田淵エリア（拡充） 

月崎駅、月崎の里、いちはらクオードの森、田淵の里  

山あいに位置し、広大な森林が広がる持つ地域。月崎エリアで

は第 1 回芸術祭からおなじみの月崎駅、いちはらクオードの森

に加え、新たに月崎の里が会場に。 

そしてチバニアンを中心とした周辺エリア、田淵の里を新たに

会場とする。 

 

 

○ 月出エリア（拡充） 

月出工舎（旧月出小学校）、月出の森  

2007 年に閉校し、第 1 回の芸術祭を契機に市の芸術発信拠点

「月出工舎」として生まれ変わった旧月出小学校。現在も複数

のアーティストが住み込み制作活動を続けている。 

また、月出工舎近くの 2 軒の空き家を使った「月出の森構想」

がスタート。 

 

○ 白鳥エリア（拡充） 

旧白鳥保育所、旧白鳥小学校、白鳥公民館  

学校や公民館などの文化施設が立ち並ぶ白鳥エリア。旧白鳥保

育所では、女性アーティストたちが作品を展開。 

公民館ではパフォーマンス作品を展開。 

 

 

 

 

○ 養老渓谷エリア（拡充） 

旧朝生原小学校跡地、アートハウスあそうばらの谷 

春は新緑、秋は紅葉が美しく、観光地としても有名なエリア。

旧朝生原小学校跡地では、昨年の台風被害にあったイチョウの

大木を使った作品、アートハウスあそうばらの谷では周辺地区

を 3D 空間により再現した作品など、土地の記憶を残すような作

品を展開。 
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○ 広域プロジェクト 

市全域をエリアとした作品を展開。 

第 1 回いちはらアート×ミックスで市の南部地域を舞台に演劇

作品を展開した指輪ホテルが、今回は上総牛久駅以北にて作品

を展開。 

 

 

 

 

 駅舎プロジェクト 

駅舎群等が国登録有形文化財である

小湊鐵道から着想を得た作品などを制

作し、小湊鐵道の五井駅から養老渓谷

駅までの 17 駅全てに作品を設置する

「駅舎プロジェクト」を展開。駅名

や、駅のある地名、歴史にちなんだ作

品を展開することで、日本特有の鉄道

文化の発信や、地域住民の土地や守り

伝えてきた文化への愛着と誇りの創生

を図る。 

 

 

 イベント、パフォーマンス、ワークショップ 

鑑賞型の作品展開のみならず、体験、観劇型のイベン

トプログラムを実施する。小湊鐵道のトロッコ列車を舞

台とした演劇や、地域の歴史をテーマとしたパフォーマ

ンス、第 1 回の芸術祭で開催し子どもから高齢者まで幅

広い年代に愛され、その後地域に根付いた参加型イベン

ト「おにぎりのための運動会」などを開催する。また、

作家による体験型のワークショップなども開催すること

で、来場者が直接地域の文化資源や文化芸術に触れる機

会を創出する。 

  

五井駅から養老渓谷駅まで連続性のある作品を展開 
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(3) 食プロジェクト 

 

旧里見小学校に、ニューヨークの三ツ星レストランでスーシェフを

務めた経験のある米澤文雄シェフ監修による食堂を開設。“日本の食文

化の根底”をテーマに、地域住民がつくる“地域の素朴な料理”をメイン

として米澤シェフがモダンなアレンジを加えて、市原独自の新たな食

の魅力を発信する。 

食堂運営やメニューの開発において地元農産物の使用や地域住民を

雇用することで、より市原市の食・生活文化が現れたメニューとなる

ほか、急速に人口減少・少子高齢化、経済活動の衰退が進む地域に雇

用を生み出す可能性を提示する。 

また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、食事提供の際はスタッフや来場者の手

指消毒の徹底や、座席配置の間隔を見直すなど「新たな生活様式」に則った提供方法を講じる。 

 

 

(4) オフィシャルツアー 

 

車を持たない来場者や市外からの来場者の周遊利便性の向上、現代

アート作品をより理解していただくべく、ガイド付きで会場を巡るオ

フィシャルツアーを実施する。 

オフィシャルツアーの実施にあたっては、催行人数の調整や体調チ

ェックシートの活用による参加者の事前チェック等の新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大防止策を十分に講じて実施するものとする。 

 

 

(5) アートを活用したまちづくりの推進 

 

いちはらアート×ミックスの開催に加えその土地土地にゆかりのあ

る恒久作品の設置やアーティスト・イン・レジデンスによる若手作家

の育成等、アートを活用したまちづくりを推進する事業の展開に向け

検討・調整を進める。 

 

※アーティスト・イン・レジデンス 

アーティストが一定期間ある土地に滞在し、常時とは異なる文化環境で作品制作やリサー

チ活動を行うこと。またはアーティストの滞在制作を支援する事業のこと。  

A×M2014 での食プロジェクト 

山覚俵家《なっぱすごろく》 

A×M2014 で制作されその後 

恒久作品となった作品 

木村崇人《森ラジオ ステーション

×森遊会》 
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(1) 会場運営 

 

A×M のサポーター組織である『菜の花プレーヤーズ』や会場周辺町会の住民や里山団体などの協力

をいただきながら、芸術祭開催前の作品制作や開催中の受付に参加していただく。また、より円滑に会

場運営体制を整えるべく、市においても庁内横断的に取り組む。 

新型コロナウイルス感染症対策については、最重要課題と位置づけ、国及び県の示すガイドライン等

に基づき別途ガイドラインを定め、各会場の実状に応じた対策を取ることができるよう個別のマニュア

ルを作成し、これを全ての関係者が確実に実践するとともに常に最新の動向を注視しながら対応する。 

 

 

(2) 交通計画 

 

芸術祭の周遊利便性を向上させるべく、下記を整備する。 

 周遊バス 

小湊鉄道主要駅と会場エリアをつなぐ周遊バスを運行する。周

遊バスの運行にあたっては別途ガイドラインを定め、社内消毒や

ソーシャルディスタンスの確保等により新型コロナウイルス感染

症の感染拡大防止策を講じる。 

 

 レンタサイクル 

市原市観光協会との連携により、主に会場エリア内の周遊利便性を向上させるべくレンタサイク

ルの利用を促進する。 

また、メインビジュアル撮影場所である月崎トンネルといちはらクオードの森の往復手段とし

て、指定管理者安由美会との連携により新たにレンタサイクルを設置する。 

  

5.各種計画 
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 駐車場 

新型コロナウイルス感染症対策として自家用車での来場者の利便性を向上させるべく、企業や個

人の協力を得て各会場に駐車場を整備する。 

 

 その他二次交通 

 会場エリアの周遊利便性を更に向上させるべく、関係団体や企業との連携によりタクシーやレン

タカーの利用も想定した交通計画の推進を計画する。 

 

 情報提供・案内  

芸術祭の入り口となる五井駅東口、市南部エリアの入り口となる

上総牛久駅、芸術祭の中心となる市原湖畔美術館に総合案内所（イ

ンフォメーションセンター）を設置し、パスポート・各種販売物の

販売、芸術祭の情報・交通情報の提供などを実施する。 

また、会場エリア周辺道路に誘導看板を設置、パスポート購入者

へのガイドマップ配布、モデルコースの提供、会場エリア内二次交

通の利用方法など、会場エリアでスムーズに周遊するためのツール

や情報を提供する。 

 

 

(3) 広報計画 

 

市民の「地域への愛着と誇りの創生」、地域や世代を超えた幅広い層に興味関心を持っていただき

「交流人口の拡大」を実現するため、ターゲットを設定しそれぞれに適した広報展開を行う。 

広報展開においては、市原市広報戦略アドバイザーでもある佐野弘明氏を広報アドバイザーに起用

し、詳細は別途「房総国際芸術祭 いちはらアート×ミックス 2020+ プロモーション戦略」を策定し、

これに基づき広報を展開する。 
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(4) 菜の花プレーヤーズ 

 

 A×M2014 開催を契機に発足し、これまで継続的に芸術祭の作品制

作や運営、案内など様々な取組をサポートする「菜の花プレーヤー

ズ」について、宿泊施設の案内や日常的な情報提供により活動・受入

環境を整備する。 

また、新規加入を促進するため、市民や大学、高校、企業などの団

体等に呼びかけを行うとともに、実際の活動となる作品制作の機会を

多数用意し、参加する楽しさを広く知ってもらう。 

活動にあたっては、健康チェックシートの活用による参加者の管理や参加者の手指消毒の徹底等を行

い、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策を講じる。 

 

 

(5) チケット（パスポート） 

 

 市北部から南部までと広域にまたがる会場エリアで数多くの作品を

展開する芸術祭において、来場者がスムーズに周遊できるよう、利便

性の高い鑑賞パスポートを提供する。 

 また、地域住民が気軽に訪れることができるよう、個別に作品を鑑

賞するためのチケットを提供する。 

 上記の販売においては、販売促進のため魅力的な内容と価格および

購入特典を設定するとともに、購入しやすい複数の販売窓口を設け

る。 

さらに、広く文化芸術の担い手育成のきっかけとなることを目的と

して、県内の小・中学生約 47 万人にパスポート無料引換券を配布す

る。 

 

 

(6) デザイン・グッズ開発 

 

市原市および芸術祭のブランドイメージ定着化を図るべく、芸術祭

に係るデザインにおいては色部義昭氏を起用し、統一・洗練されたデ

ザインのもと広報や環境整備を行う。また、芸術祭を訪れた思い出を

残し、リピーターとなっていただけるよう、色部デザインディレクタ

ーのデザインによる魅力あるグッズの開発を行う。 
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(7) お土産等地場産品 

 

A×M2014 においては来場者のうち、市外・県外在住者が 75%を占

めたことから、市原商工会議所との連携により市原市ならではのお土

産を購入できる環境を整備し、「いちはらファン」となっていただくき

っかけをつくる。 

 

 

(8) 資金計画 

 

 企業協賛 

市内企業や市原市にゆかりのある企業、地域振興や文化芸術の振興を推進する企業などを中心に

協賛・パスポート購入の協力を要請するとともに、芸術祭に賛同していただける企業からは、人的

支援、物的支援、広告協賛等を募り、芸術祭とのつながりを広げる。 

 

 寄附等 

個人寄附に加え、ふるさと納税等を積極的に活用し、幅広く寄付を募る。 

 

 補助・助成 

 A×M2020+は日本文化の魅力を発信し、多様性・国際性に配慮した事業として“beyond2020”、

“日本博”の認証を取得したことから、2021 年以降を見据えたレガシーの創出に資する文化プログラ

ムとして国・県からの補助金、企業メセナや各種団体からの助成獲得を目指す。 

 

 

(9) 地域住民との連携 

 

A×M2020+はまちづくり事業のひとつとして、地域資源の活用やアーティストとの交流による

地域住民の愛着と誇りの創生、地域活性化を目的としている。 

制作や運営に携わっていただくほか、地域住民向けの見学会やワークショップの開催、立ち寄り

の場としての活用等を推進することにより、地域住民と多様な人々が関わる機会を創出し、地域へ

の愛着と誇りを創生するほか、交流・関係人口の増加、移住・定住化へも繋げる。 
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(10) 広域連携 

 

近隣自治体や企業等との市域を超えた連携により A×M2020＋及び各主体が実施する事業への相

乗効果をもたらすとともに、芸術祭を通じて市原を中心とした房総里山の魅力的な地域資源を国内

外に発信する。 

 

(11) 連携事業 

 

 おもてなし交流プログラム 

芸術祭の来場者へのおもてなしとして、地域の伝統芸能や文化などを体験することのできるプロ

グラム、地域の食を楽しむことのできるキッチンカー等による「おもてなし交流プログラム」を実

施する。 

 

 事業連携 

 会期中に実施される市の事業、近隣自治体や市内外の企業・団体主催の企画やイベントを連携事

業として位置づけ、官民連携により芸術祭を盛り上げる。 

 

 市原湖畔美術館との連携 

 芸術祭と来場者層が重複する市原湖畔美術館と連携し、会期中のみならず会期外の企画展等の広

報協力や、美術館窓口における芸術祭鑑賞パスポート、オフィシャルグッズの販売等を行う。 

 また、会期中は作品会場として気軽に立ち寄り、過ごすことのできる周辺エリアの核として位置

づける。 

 

 

(12) 効果検証 

 

来場者属性や経済効果の調査、文化的・社会的効果や来訪者の動態調査等の効果検証を実施し、

得られたデータを次年度以降の事業計画に活用する。 

動態調査においては新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、来場者の入場した会場の履歴

を把握することで、濃厚接触者等が発生した場合の対策を実施する。 
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6.実施体制 

いちはらアート×ミックス実行委員会 

■構成員 

 実行委員 54 名（会長 1 名、副会長 3 名、監事 2 名、委員 49 名）、オブザーバー 

■役割 

 実行委員会規約に関する事項、事業計画及び事業報告、予算及び決算、 

その他実行委員会の事業に関する重要な事項の審議・決定 

総会 

 菜の花プレーヤーズ 

 町会、地域住民 

 千葉県 

 近隣自治体ほか 

■構成員 

総合ディレクター、

検討事項に応じて関

係する委員及び事務

局 

■役割 

芸術祭の企画・運営

全般に関して必要な

事項の検討、連絡、

調整を行う。 

企画・運営会議 

■構成 

市原市において芸術

祭の推進を担当する

課 

■役割 

芸術祭の円滑な企

画・運営を推進する

ために必要な事務を

執行する。 

事務局 

□総合ディレクター 

北川フラム 

□アートディレクター 

 豊福亮 

□デザインディレクター 

 色部義昭 

□広報アドバイザー 

 佐野弘明 

ディレクター等 

協議・調整 

付議 
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（収入の部）                                   単位：千円 

項目 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 合計 

市補助金 0 261,208 181,918 71,995 515,121 

 

市一般財源 0 211,783 91,918 56,995 360,696 

国補助金 0 15,000 65,000 15,000 95,000 

寄付金 0 19,425 20,000 0 39,425 

基金繰入金 0 15,000 5,000 0 20,000 

県補助金 0 2,674 2,000 2,000 6,674 

事業収入 0 174 17,150 31,000 48,324 

諸収入 0 0 1,500 0 1,500 

事業継続準備金 3,386 6,578 39,426 0 49,390 

合計 3,386 270,634 241,994 104,995 621,009 

 

 

（支出の部）                                   単位：千円 

項目 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 合計 

アートプロジェクト費 2,500 160,510 140,000 35,000 338,010 

イベント運営費 32 11,053 44,506 52,145 107,736 

広告宣伝費 668 49,164 55,120 15,500 120,452 

サポーター活動費 0 117 718 850 1,685 

施設管理費 0 9,794 0 0 9,794 

事務局運営費 186 70 150 0 406 

予備費 0 39,926 1,500 1,500 42,926 

合計 3,386 270,634 241,994 104,995 621,009 

 

  

7.事業費 
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★実行委員会総会

★実行委員会改訂

★概要決定

交通計画 ★概要決定

★リニューアル

★企画発表会

◆プレスツアー

◆見学会 ★企画発表会 ◆事前イベント

パスポート ★販売計画決定◆販売開始

デザイン・グッズ ★実施概要決定 ◆販売開始

資金調達

地域連携

広域連携

広報

菜の花プレー
ヤーズ

連携事業

8月 9月 10月

総括

アートプロジェク
ト

11月 5月12月 1月 2月 3月 4月

詳細設計・現地整備

A×M

2020

+

開催

企画運営会議

作品制作

既存作品維持管理

アーティスト再選定

市内向け広報（広報いちはら掲載、チラシ配布、ポスター・のぼり（1月～）掲出等

WEB・SNS更新

WEB・雑誌等広告

活動

募集

町会説明

寄附協賛等依頼

周辺自治体説明

おもてなし交流プログラム募集・各種調整 おもてなし交流プログラム広報

各事業連携主体との調整

8.スケジュール 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


