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「恵庭まちじゅう図書館」について 
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おける空家対策の取り組み」について 
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恵庭市は札幌市の南に位置し漁

川沿いに農林業を中心に発展した。

自衛隊駐屯地の開設、ＪＡでの札幌

市内への 23 分、千歳空港へ 13 分と

いう交通条件から、宅地開発や企業

立地が活性化した道内有数の成長

都市である。 

国有林と自衛隊演習場で市面積の約７割を占めている。基幹産業は農業であり、稲

作や特産品のえびすかぼちゃなどがある。 

また、市内に５か所の工業団地があり、地の利を生かして企業誘地を進めた結果、

サッポロビールの北海道工場、山崎製パンの札幌工場が進出し工業団地地帯で操業し

ている。 

まちの顔の一面として、近隣中核都市の札幌まで電車で 30 分もかからない距離に

あり、札幌のベットタウンとして、また、自衛隊も３駐屯地あり自衛隊と共存共栄を

しているまち。 

教育機関としては、大学が１校、専門学校が４校、高校が２校、中学校５校、小学

校が８校ある。 

「花のまちづくり」でも知られており、市内の環境美化に力を入れている。人やお

店などが自分で手入れしているお庭を一定の期間公開する「オープンガーデン」や今

年で設立 55 周年を迎える「花いっぱい文化協会」を推進し、花を通じて人のつなが

りに貢献すべく尽力している。 

公共施設の集約化や地域のバリアフリー化を進め、ＪＲ３駅を中心として「歩いて

暮らせるまちづくり（コンパクトシティ）」への転換を推進している。持続可能社会

のため、「市民の広場」の開催や市民活動団体のネットワーク化を図り、次の時代に

希望を持って立ち向かう取り組みを進めている。 

北海道恵庭市 

 

文教経済常任委員会 
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１．恵庭市の図書関連施設及び市民の読書活動状況          

（１）市内図書関連施設について 

市内市立図書館は１本館２分館で運営している。市内の恵み野地域にある図書館本

館は、平成４年に建てた施設であり、現在道内でもっとも新しい公共図書館である。 

また、蔵書のある施設ではないが、市内にインターネットによる予約で配本・受け

取り・返本ができる「ブックステーション」を公共施設の一部のスペースを借りて、

運営している。３館合計で約 30 万冊の蔵書がある。 

（２）市民の図書館利用状況等 

来館者数は３館合計で１日あたり約 1,000 名おり、図書館施設利用の登録者数は、

市の人口約 68,000 人のうち約 42,000 人である。また、貸出冊数は市民一人当たり年

間 9.35 冊である。 

道内最新の公共図書館であることから注目を浴びて、オープンから貸出冊数は全体

で上昇傾向にあったが、内訳でみたところ児童書の貸出の伸び率が悪いことが判明し、

読書活動推進への取り組みを開始した。 

特に、これまでの取り組みの中で、全国に先駆けて平成 12 年 12 月（試行期間３か

月間）９，10 か月の検診児に本をプレゼントする「ブックスタート」事業を開始して

いるが、この事業は行政、ボランティアと市民を交えて行ったはじめての事業であっ

た。恵庭市にとって「ブックスタート」事業は「恵庭まちじゅう図書館」を主とした

地域ぐるみ、市民主体型の読書推進事業の切り込み口となった。 

 

２．「恵庭まちじゅう図書館」                     

（１）「恵庭市人とまちを育む読書条例」の策定・施行 

恵庭市は「恵庭市人とまちを育む読書条例」を策定・施行することによって、読書

活動の推進を図っている。条例策定にあたっては、多くのボランティアを中心として
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だれもが等しく読書活動に親しむことができるように、地域ぐるみで行う読書のまち

づくりを推進してきており、こうした読書環境や人とのつながりを次の世代に引き継

ぎ、これからの読書活動の道しるべとなるよう本条例を整備した経緯がある。なお、

施行は平成 25 年４月１日からであり、視察時点では条例施行より約３年が経過した

状況である。 

（２）「恵庭まちじゅう図書館」事業の実施まで 

「恵庭市人とまちを育む読書条例」を施行してから、条例の周知及び主旨活動の一

環として「恵庭まちじゅう図書館」事業を開始した。「恵庭まちじゅう図書館」とは、

お店やカフェ、オフィスなどのちょっとしたスペースに、店長や経営者、スタッフの

お気に入りの本を展示し、訪れた人に自由に読んでもらい、本をつうじて会話を楽し

んでもらう「交流型の図書館」である。 

なお、「恵庭まちじゅう図書館」参加店は、

「はなほんマーク」（右図）のついた専用フ

ラッグを掲示するようになっており、市の

作成したマップとフラッグを目印にして図

書館めぐりを楽しめるようになっている。

視察訪問時点では、51 の「まちじゅう図書

館」があり、事業開始当初は 24 の「まちじ

ゅう図書館」があった。 

また、「まちじゅう図書館」については、長野県小布施
お ぶ せ

町が先駆けて行っており、

縁あって恵庭市の読書条例に沿った推進事業について相談をする機会があり、アドバ

イスを受けて「恵庭まちじゅう図書館」を実施するにいたった。 

平成 25 年の条例施行時は、条例制定記念事業として予算がつきマップやフラッグ

を作成するための資金繰りをしたが、翌年度はあくまで条例施行の記念事業であった

 



 

として予算がつかなかった

知をしてこそであること、

ップの更新やフラグの再作

 

３．「恵庭まちじゅう図

（１）「スタンプラリー」の

現在「まちじゅう図書館」

がある。条例施行１年後の

長が図書館をめぐる「スタ

当時 32 の「まちじゅう図

ったところ 11 の図書館に参

募ができるようなスタンプ

年 10 月に開催している。 

スタンプラリーのイベン

周知活動について協力して

プラリー開催協力図書館 11

算がない中ではあったが、A

書館に自分の好きな本を図

説明を受ける委員
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。しかし、翌々年の平成 27 年度は、事業

「まちじゅう図書館」参加店が増えてきた

成をするため予算がついた。 

図書館」による「スタンプリー」の

の実施状況 

事業で行っている取り組みのひとつに「ス

平成 26 年に知名度の問題が浮上し、その

ンプラリー」を提案した。 

図書館」があったが、スタンプラリー実施

参加してもらうことができ、図書館を３館

ラリーを開催した。なお、このスタンプラ

ト開催時には、行政はスタンプラリー用の

いる。また、スタンプラリーに景品をつ

1 館長による「スタンプラリー実行委員会

A賞として「１日図書館長体験賞」を２名

書館に展示できる賞」を２名、その他に館

員 「恵庭まちじゅう図書館

業とは何よりも周

たこともあり、マ

 

の実施          

スタンプラリー」

の際、ある図書館

施の呼びかけを行

館めぐると景品応

ラリーは、平成 26

の台紙を作ること、

けるため、スタン

会」を開催し、予

名、B賞として「図

館長が少しずつポ

館」のフラッグ 
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ケットマネーを出し合い、C 賞として「お菓子と図書カードをプレゼントする賞」を

10 名として決定した。 

（２）「スタンプラリー」の実績状況 

スタンプラリーの企画発案から実施までに時間がなく、周知期間も短かかったため

参加者が少ないのではないかという心配があったが、３週間の応募期間で 38 通の応

募があった。３館図書館めぐりをできなかった方や応募をしなかった方を含めると、

参加者はもっと多いと思われる。 

賞の当選結果であるが、A 賞の「１日図書館長体験賞」については、応募状況とし

ては子供に大変人気であり、10 歳と８歳の女の子が当選し、朝の朝礼から本の貸出作

業など、半日の館長体験をしてもらった。体験の時期は１月の冬休み時期に行ってお

り、当選した児童が冬休みの課題として１日館長の経験を課題として提出したところ、

学校で賞をもらったとのことで大変喜んでいたとのことである。B賞当選者は、40 代

の主婦の方と 10 歳の男の子が受賞しておりこちらも好評を博した。 

その他課題事項としては、図書館同士の連携がないということである。この件につ

いては、図書館スタンプラリーが開催された際に「スタンプラリー実行委員会」が開

催されているが、この実行委員会により初めて図書館長同士の交流や意見交換が図ら

れた。 

平成 27 年度もスタンプラリーを実施しているが、平成 27 年度は反省会も実施して

いる。行政はあくまで後方支援であったが、反省会で要望を受け、「もっと『まちじ

ゅう図書館』が連携を図り館長たちが対外的に動けるように協力をしてほしい」との

要望を受けた。この要望に対しては、恵庭市には「まちづくり協同チャレンジ交付金」

という、行政と団体が協力して事業をする場合に最高額 10 万円の交付金がもらえる

制度があるため、今後はこの交付金も活用して、もっとさまざまな活動をしていきた

いと考えている。 
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４．今後の展望                            

（１）今後の展望 

 現在の課題や今後の展望については、銀行、郵便局、カフェ、食堂についてさらに

呼びかけを行っていきたい。銀行や郵便局では、本を読みながら交流がなかなかでき

ないとのことであるが、郵便局は独自で本の貸し出しも行っているとのことである。 

また、あるカフェでは、自分たちでイベントを開催し、ボランティアと連携して読

書推進に関する連合会を開催している。また、大人のための読み聞かせを行っている

図書館もあり、図書館が独自に開催する交流イベントも盛んになってきている。 

また、要望として「まちじゅう図書館」の利用状況等について行政が把握するべき

という指摘もあり今後対応を進めていく予定である。 

その他、最近 NTT から「i タウンページ」で「まちじゅう図書館」を特集したいと

の提案があり、行政も図書館の金銭的負担もなく「恵庭まちじゅう図書館」を周知で

きるようになった。周知活動については、今後とも積極的に進めていく方針である。 

◆その他 

最後に、平成 25 年「恵庭市人とまちを育む読書条例」施行後に NHK（全国ネット）

による番組取材があり、当時の特集番組を録画した DVD を鑑賞した。 

 

○主な質疑 

（質問）「恵庭まちじゅう図書館」事業をはじめて約３年であるが、実績データがあ

れば教えてほしい。 

（答弁）まだまだ手さぐり状態であり、実績をまとめたデータはない。要望を受けて

いるため、今後対応していく予定である。 

（質問）「まちじゅう図書館」事業の開始時には、どのようにアプローチを行ったの 

か。また、最近はどのように参加店になってもらっているのか。 
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（答弁）事業開始当初は、ポスターや広報で周知した。最近は、お店をオープンする

にともなって「まちじゅう図書館」をやりたいと手を挙げてくれるかたが多

い。「まちじゅう図書館」ということ自体が店の宣伝アピールになっている

ものと思われる。 

（質問）高齢者に対する本の宅配サービスがあると資料にもあるが、どのように運営

されているのか。 

（答弁）主に 65 歳以上の方に片道 300 円で５冊まで貸出している。宅配業者の社会

貢献というかたちで格安で対応してもらっているため、公費の負担や歳入は

ない。 
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函館市は、渡島半島の南東部に位置し、東・南・北の三方を太平洋・津軽海峡に囲

まれ、西は、北斗市・七飯町、鹿部町と接した、面積 677.83k ㎡のまちである。安政

６年（1859 年）、横浜・長崎とともに日本最初の国際貿易港として開かれて以来、い

ち早く海外の新しい知識や技術を吸収し、固有の文化を育みながら、市民有志が共に

手を携え、社会事業や教育事業などを立ち上げ社会に貢献し魅力を高めてきた。 

北海道の南端に位置しているため、古くから本州との玄関口として交通の要所とし

て栄えてきた。 

また、平成 15 年から「国際的な水産海洋に関する学術研究都市」の形成を目指し、

「国産海洋都市構想」を作成。平成 26 年に「国際海洋総合研究センター」をオープ

ンして取り組みを進めている。 

今年の平成 28 年３月 26 日に北海道新幹線開業を受けて、北海道全体・東北北関東

を、先陣を切って盛り上げるべく尽力している。 

 

函館市では、昭和 63 年に「函館市都市景観条例」の前身である「函館市西部地区

歴史的景観条例」に基づき、歴史的な建造物が数多く存在し、自然その他の環境と一

体となって函館らしい歴史と文化を表現し、形づくっている景観を有している西部地

区を「都市景観形成地域」として指定している。中でも伝統的建造物群およびこれと

一体をなしている地域を文化財保護法に基づく「伝統的建造物群保存地区」としてい

る。 函館が最も繁栄した明治末期、大正、昭和初期に建築された和風、洋風、和洋

折衷様式の建築物が多く残されている。 

 

北海道函館市 
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１．空家の現状と空家対策取り組みへの経緯             

（１）空家の現状 

 函館山の麓に位置する都市景観形成地域（120ha）は、函館市の礎を築いてきた地

域でありその歴史的な背景を現在に継承する独特のまち並みは、函館の魅力や個性と

して、また観光振興を図るうえで重要な地域になっている。 

一方で、人口減少や少子高齢化が進行する中で、社会的ニーズの変化及び産業構造

の変化等にともない、長期にわたり使用されていない住宅やその他建築物が増加した。 

函館市における空き家は、22,530 戸、空き家率としては 15.6％（全国 13.5％）と

いった状況にあり、住宅市場に流通していない空き家は 9,170 戸、そのうち、「腐朽・

破損あり」の物件は 3,650 戸（40 パーセント）に及ぶ。 

（２）空家対策取り組みへの経緯 

空家の中には、適正な管理が行われておらず、周辺の生活環境に悪影響を与えてい

るものもある。平成 14 年９月には、国の登録有形文化財である「五島軒本店舗」の

空家からの出火による火災が発生し、「五島軒本店」が類焼による被害を受けた。こ

のことをきっかけに、空家が地域に及ぼす影響を問題視し現状を把握するための調査

など空家対策の取り組みを開始した。 

現在では、都市景観形成地域内の土地や建物を「新たに使ってもらう」ことを目的

に、民間と連携した相談窓口の設置、未流通物件の情報提供や空家の所有者、利活用

希望者に対して、専門的な立場から助言をするアドバイザーを無料で派遣する事業を

行っている。 

 

２．空家・空地の利活用相談                    

（１）相談体制・相談実績 

 相談窓口としては市役所の都市建設部まちづくり景観課に設置し、相談日時は毎週
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月曜日から金曜日までとし、窓口での面談のほか電話やメールでの相談も受け付けて

いる。相談料は無料であり、まちづくり景観課の職員２名で対応する。 

▼相談実績 

 平成 27 年度 平成 26 年度 

賃借・購入希望者 21 件 21 件 

土地・建物所有者 ４件 １件 

うちマッチングにいたった物件 ２件 ２件 

 

（３）空家の利活用に関するアドバイスをする専門家の無料派遣 

 空家の所有者や利活用希望者が、利活用に関する専門的なアドバイスを希望する場

合は、相談者からの申し込みにより、専門家を無料で派遣している。アドバイスと内

容としては、空家の売却・賃貸など流通に関すること、空家の簡易図面の作成ならび

にに当該簡易図面に基づく利活用に関すること、空家の修繕費の積算書の作成ならび

に当該見積書に基づく利活用に関することなど。 

 派遣している専門家については、「NPO 法人はこだて街なかプロジェクト」と年間で

単価契約しており、アドバイスの種類に応じで金額を設定している。主に、修繕費の

積算書の作成に対する派遣となっている。 

▼派遣実績 

 平成 27 年度 平成 26 年度 

派遣件数 ２件 １件 

派遣にかかる費用 43，200 円 16,200 件 

参考：修繕費の積算書の作成費：延べ面積 120 ㎡未満 16,200 円/件、延べ面積 120 ㎡以上 27,000 円/件 

平成 27 年度は、延べ面積 120 ㎡未満 16,200 円が１件、延べ面積 120 ㎡以上 27,000 円が１件 

平成 26 年度は、延べ面積 120 ㎡未満 16,200 円が１件 
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３．「函館市空家等対策計画」について               

（１）計画の概要 

 函館市では、空家等の適正な管理を促し、市民が安心して暮らすことができる生活

環境を保全するため、平成 25 年９月に「函館市空き家等の適正管理に関する条例」

を制定するなど、空家問題に取り組んできた。 

このような中、国においては、「空家等対策の推進に関する特別措置法」を制定し、

平成 27 年５月に全面施行した。これを契機として、市においても、平成 27 年 12 月

にそれまでの条例を「函館市空家等の適正な管理に関する条例」に改定した。 

また、これらの法令に基づき、「函館市空家等対策計画」を策定し、函館市の今後

の空家等対策を総合的かつ計画的に実施するため、また、市の空家等対策について、

市民に周知することを目的としている。 

計画の位置付けとしては、法第６条第１項に規定する「空家等対策計画」にあり、

法第５条に規定する国の基本方針に即して策定するものである。 

計画期間は平成 28 年度から 32 年度までの５年間であり、空家等の状況の変化によ

り、計画の見直しの必要が生じた場合には、適宜見直しを行う。 

（２）取り組みの方向性と対象地区・重点対象地区 

 倒壊などの事故や火災、犯罪などを未然に防止し、市民が安全で安心して暮らすこ

とができる生活環境の確保と空家などの状況に応じた「総合的な空家等対策」の推進

をする。 

 対象地区は、市内全域であるが、特に周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれのあ

るものが多く、早期に改善が必要とされ、また、まちなかへの居住を促進する観点か

ら重点対象地区は旧市街地である「西部地区」と「中央部地区」としている。 

（３）具体的な取り組み 

 庁内関係部局が連携して、市内全域の空家等の実態把握を行い、特に重点対象地区



 

では、都市建設部職員が「

 空家などの有効活用のた

供給マッチングの促進を行

象に開設する「空き家情報

 また、「特定空家等」の所

「代執行」と段階を追って

 その他、適正な空家等対策

等対策連絡調整会議」にお

参考 「文言の定義」につ

１「空家等」：建設物またはこれ

常態であるものおよびその敷地

２「特定空家等」：そのまま放置

衛生上有害となるおそれのある状

ために放置することが、不適切で

 

４．今後の展望    

（１）今後の展望 

 その１として、重点対象

２として、重点対象地区に

て重点対象地区における「

は、市で出せる予算５年分を

挨拶をする菊名委

- 12 - 

不良度判定」を含めた空家などの実態を

めに、改修による空家などの再生支援を創

う。マッチング促進の一方策としては、北

バンク」の活用を促進する。 

所有者等に対しては「助言または指導」、

これらの措置を講じる。 

策を実施するために、庁内８部局で構成す

いて空家等問題について対策を進める。

いて 

に附属する工作物であって、居住その他の使用が

（立木その他土地に定着するものを含む。）のこと

すれば、倒壊など著しく保安上危険となるおそれ

状態、著しく景観を損なっている状態、周辺の生

である状態にあると認められる空家等のこと。 

               

地区の空家等実態調査を平成 28 年度中に

おける「50 件」の「空家等」の利活用を行

120 件」の「特定空家等」の解消をする。

を利用する。条例及び計画に基づいた目標

 
委員長 

調査する。 

創設ほか、需要と

北海道が全道を対

「勧告」、「命令」、

する「函館市空家

 

がされていないことが

と。 

れのある状態、著しく

生活環境の保安を図る

       

に完了する。その

行い、その３とし

。解消にあたって

標の達成を目指す。 
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「条例の構成」 
フロー図 

函館市の地区区分図 
と空家対策重点地区 
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◆その他 

市役所での概要説明後、「函館市空家等の適正管理に関する条例」における重点対

象地区（旧市街地）の中にある「伝統的建造物群保存地区」の現地視察を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現地視察をおこなった 
伝統的建造物群保存地区 

伝統的建造物（１） 伝統的建造物（２） 

都市景観形成地域図と現地視察地区（西部地区一部） 
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○主な質疑 

（質問）三郷市では「住宅用地の特例」制度により、空家等に対して固定資産税の６

分の１の課税軽減措置がある事情で、空家をなかなか壊せない所有者がいる

という問題指摘があった。同じような問題はあるのか。 

（答弁）特措法施行により平成 27 年度からは「特定空家等」に対する固定資産税の 

軽減措置の適用がなくなった。空家所有者は空家の適正管理を行うか、解体 

するか、活用するかとなったため、行政側としても措置を講じることができ 

るようになった。 

（質問）条例制定による利点は。 

（答弁）市の状況による。必ずしも特措法や条例で対応できる事例ばかりではなく、

たとえば共同住宅などは特措法で対応が難しい。こういった場合は、基本的

には建築基準法により対応をする。そのような中で、京都市も空家に関する

条例を施行しているが、京都は長屋が多いため長屋に特化した条例を策定し

ているとのことである。 

（質問）不良判定については、事務担当者が行うのは難しいのでは。 

（答弁）国のガイドラインに従って点数判断をする。専門的知識を有していないも 

のでも判定できるようになっている。 

 

火災による大被害を抑えるための広い道路 函館の景観について話し合う委員 
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（質問）行政代執行候補の空家は何件あるのか。 

（答弁）現在はない。最近まで１件あったが、

適正に対応できておらず野積み状態

となっている。たとえば、立木も財産

になってしまう。現実的には、代執行

を完了して、その後の跡地を活用する

のは難しい事情がある。 

（質問）国の制度「空き家再生等推進事業」を利用した除却支援があるようだが。 

（答弁）特措法ができた後、本誌においては今年度から支援についても対応している

ところである。かかる費用の不足分は、市から上限 30 万円の補助が可能で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
行政代執行をしたが、野積み状態と 
なってしまっている案件。 
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八戸市は太平洋を望む青森県の南東部に位置している。臨海部には大規模な工業港、

漁港、商業港が整備され、背後に工業地帯が形成されており、優れた漁港施設や背後

施設を有する全国屈指の水産都市、北東北随一の工業都市として、地域の拠点となっ

ている。 

第６次八戸市総合計画（平成 27 年度策定）のなかで、将来都市像を「ひと・産業・

文化が輝く北の創造都市」と掲げている。 

分野別施策は、１．子育て・教育・市民活動、 ２．産業・雇用、 ３．防災・防犯・

環境、４．健康・福祉 、５．文化・スポーツ・観光、 ６．都市整備・公共交通とし

て分類し、戦略プロジェクトは、１．人づくり戦略（子育て/教育/女性活躍）、２．

生業づくり戦略（六次産業化/企業活性化/雇用・起業促進）、３．安心づくり戦略（地

域防災/健康・福祉）、４．魅力づくり戦略（アート・スポーツ/八戸ツーリズム/中心

市街地活性化）として分類している。 

戦略の狙いとしては、 市民が誇りに思う魅力あふれるまちの実現を目指し、戦略

の方向性として、地域特性を生かした文化・スポーツの振興、豊富な資源を活用した

観光の振興や魅力的な都市機能の整備を図る。 

特に、施策（文化関係）として、「アートのま

ちづくり」の推進に力を入れ、文化芸術活動を通

じて市民が地域の魅力を享受することができる

よう、特色ある伝統文化や南郷地域の農村文化、

中心市街地の横丁、臨海部の工場群などの地域資

源を活用したアートプロジェクトを推進してい

る。 

青森県八戸市 
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 １．八戸市の文化政策                       

（１）八戸市が文化政策に力を入れるまでの経緯 

 八戸市が文化政策に力を入れるようになったことについては、現職市長の政策が大

きな影響を与えている。現市長は、2005 年 11 月から現在３期目にあるが、大震災か

らの復興のスローガンとして「より強い、より元気な、より美しい八戸へ」創造的復

興を目指すことを宣言した。市長政策公約の中に、「市民と地域に元気をもたらす観

光・文化・スポーツの推進」を掲げ、３期目の選挙の際に、「アートのまちづくり」

を推進すること、専門員を活用することを盛り込んだ。 

（２）多文化推進 

 八戸市は、市の伝統文化から新しい文化まで多種多様な分野で活発に繰り広げられ

ている市民の特色ある文化活動に注目し、八戸市の多文化の力を結集させ、文化活動

のさらなる活性化と地域活力の創出を図っている。（＝多文化推進） 

（３）ビジョン 

平成 27 年 12 月「文化のまちづくりビジョン」を策定した。「文化芸術を通して市

民が生き生きと心豊かに暮らせるまち、文化芸術の力を活用した魅力あふれるまち、

八戸の実現」を目指すべき都市の姿とした。 

ビジョンの基本方針は、生活に文化芸術が溶け込む環境づくり、文化芸術がひらく

八戸の未来づくり、文化芸術の創造性を活かしたまちづくりとし、「多文化都市八戸」

の推進を図るとともに、あらゆる人が文化芸術に触れることのできる仕組みづくりや

市民の歓声を高める文化芸術活動の支援を行うほか、地域固有文化の継承、地域資源

の再評価、地域資源の活用、また「アートのまちづくり」の推進、創造産業の活性化、

八戸の魅力発信を図るとしている。 

このうち、「アートのまちづくり」の考え方と目標として、アーティストがまちに

入り込み市民と協働創作（AIR）をすることから、埋もれた地域資源を掘り起こし市
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民力を結集させる、従来とは全く違う視点から日常生活やまちに新しい価値を見出す、

市民の地域に対する誇りを回復し日常の市民活動を再構築するなど、創造的活動が日

常に自発的・多発的に行われる地域へ発展、地域課題を創造的発想で突破すること、

結果的に地域内外の人々が多様な方法で関わりたくなる魅力的な地域、活力ある地域

とすることを掲げている。 

 

２．南郷アートプロジェクト                    

（１）「南郷アートプロジェクト」 

八戸市では、「文化のまちづくりビジョン」や「アートのまちづくり」の考え方と

方針から３つのアートプロジェクトを推進している。 

 

 そのうち、今回視察テーマとして注目したのが「南郷アートプロジェクト」であり、

当プロジェクトは、平成 17 年に八戸市に合併した南郷地区を舞台に、平成 23 年度か

ら実施している主にダンスを用いたプロジェクトである。 
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プロジェクトの方針と目的としては、南郷地区の日常生活の中に、「アート」が持

つ新しい視点や面白い考え方、意外な方法を取り入れプロジェクトを通して市民とア

ーティストが交流できるようにし、「アート」という切り口で、市町村合併後の一体

感を醸成し、南郷地区の地域資源の再発見と魅力を創出し、合併後に開館した南郷文

化ホールを活用して、主体的に取り組む人材を育成するものである。 

 

３．今後の展望                          

（１）今後の展望 

 「南郷アートプロジェクト」については、引き続き事業の継続を行い、地域人材の

自主性を高め、「アートのまち八戸」としての一面を強く推していく。 

 その他、文化政策・振興事業の一環として、「本のまち八戸」として、「八戸ブック

センター」平成 28 年秋に開館予定である。「八戸ブックセンター」では、これまで手

に触れる機会が少ない本に出会う場の創出という、新たな本に関する公共サービスを

提供することで、市民の豊かな心を育み、文化の薫り高いまちを目指す。また、「新

美術館整備事業」など、さらにアートを身近にするべく市内公共施設の整備を進める。 

 
八戸市南郷 
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◆その他 

八戸アピール事業の一環で、まちのいたるところに「うわさの吹き出し」がある。 

 

 

○質疑応答 

（質問）市長のアートへの思い入れの強さがうかがえるが、たった３期目（2005 年 

11 月～）でここまで「アートのまち」としてつくりあげるのは困難だったの 

ではないか。アートに身近な歴史的土壌があったのか。 

（答弁）もともと地域にあった祭や文化などをアートをとおして「見直す」「見方を 

    変えてみた」ことにより、これだけ短期で盛り上げられたのではないかと感 

    じている。 

（質問）アート事業に関して専門員がいるようだが、何人の専門員がいるのか。 

（答弁）現在専門員は２人おり、美術館の建て替え（新美術館）もあるため、学芸員 

    が１人いる。 

説明を受ける委員 

八戸のうわさプロジェクト（１） 八戸のうわさプロジェクト（２） 

視察お礼の挨拶をする佐藤副委員長 
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（質問）「南郷アートプロジェクト」からは地域と行政の一体感を感じる。新規事業 

の立ち上げにあたって、地域の協力を得るのは難しかったのでは。 

（答弁）「南郷アートプロジェクト」については、事業を進めていく上で協力を得ら 

れた理由のひとつとして地域の特性があったのではないかと感じている。も 

ともと南郷地区は小さな村で、人と人の結束が強かった。地域をまとめる自 

治会長の前向きな協力を得ることができたため、地域の人たち全体の理解も 

得ることができ「南郷アートプロジェクト」は、ここまで一体感を出すこと 

ができたのではないかと思われる。 

また、補足になるが、以前に「学校地域支援」関係のプロジェクトを抱えて 

いた。八戸市としては「学校地域連携事業」を事業開始以前から、地域と学 

校の関係を向上していく課題点があった。この点で、南郷地区の場合は、郷 

土芸能が盛んであり地域の伝統の継承者（後継者）として幼いころから学校 

で郷土芸能を身につけたり、運動会も地域の人全員が参加するようなもとも 

と地域が連携し一体感のある土壌が育まれていた。 

（質問）このような事業の発想やアイディアは、だれが発案するのか。 

（答弁）実績としては、市外のアーティストにアイディアをもらったことが多い。 

発案者の限定はしていない。 

（質問）行政として「南郷アートプロジェクト」事業にどこまで関与しているのか。 

（答弁）「南郷アートプロジェクト」については、地域市民と行政二人三脚で、行政 

は最初から最後までフォローしている。 

 


