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旧百島中学校における芸術活動に関する
島民の意識調査から

アートプロジェクトを用いた地域再生の可能性と課題

金 谷 信 子・瀋 俊 毅・高 橋 広 雅・中 島 正 博

A Consciousness Survey of Momoshima Island Residents Regarding 
Artistic Activity at the Former Momoshima Junior High School:
The Potential for Community Regeneration through Art Projects

In recent years, art projects have been developed in different places in Japan and attracted attention from various 
quarters. We conducted an attitude survey of the residents on Momoshima Island regarding “ART BASE Momoshima,” 
an artistic activity that started in 2011 on an Island within Onomichi City. The purpose of our survey is to understand 
precisely the characteristics of the local residents, since it is a prerequisite for promoting art projects as activities 
related to community regeneration. Specifically, we asked about their consciousness of their lives in general as well as 
their interest in the project, and we clarified issues such as the extent local residents were concern with the project, how 
willing residents are to cooperate and participate in the project, and what residents could be involved more actively in 
the project.
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　昨今アートプロジェクトと呼ばれる取り組みが
国内各地で展開され、各方面から注目されている。
アートプロジェクトの目的、内容、規模、運営形態
は様々であり、立場により定義は多様であるが、①
美術館とは異なる空間を用いて、②地域や社会の課
題解決や問題提起を視野に入れて、③アーティスト、
鑑賞者、地域住民、行政、企業、大学などの様々な
ステークホルダーが協働して実施する、④主として
現代アートを利用した企画ということがおおむね共
通している1。
　内容は、関係者が手弁当で企画運営する比較的小
規模な事業から、国内外の著名なアーティストを招
聘して広大な場所を舞台に展開される大規模な芸術
祭まで様々である。またリーダーシップもアーティ
スト主導型、ディレクター主導型、まちづくり関係

者主導型、行政主導型、大学主導型など様々である。
地域住民やボランティアが参加・協力する場も作品
の制作、事業の運営、作家の滞在支援など様々であ
るが、関与の機会や関与の濃淡は事業により異なる。
著名な事例としては「大地の芸術祭―越後妻有アー
トトリエンナーレ」（2000年〜）、「別府現代芸術
フェスティバル『混浴温泉世界』」（2009年〜）ま
た「瀬戸内国際芸術祭」（2010年〜）などが挙げら
れる。
　こうした事業に関心が高まっている理由としては、
現代アートには社会の課題を提示したり、忘れられ
た可能性を発見する力があると期待されていること、
さらにこうしたアートの力は人と人のつながりを取
り戻したり、地域の再生を図ることが可能と期待さ
れていることが挙げられている2。本論がアートプ
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ロジェクトに注目する理由は主に後者であり、地域
社会においてアーティストと住民、住民同士、住民
と観客の間の交流が拡大することがアートプロジェ
クトの役割として期待されるためである。
　筆者らの研究グループは、事例調査の一つとして、
尾道市百島において2011年から進められている旧
百島中学校の再利用を中心とする芸術活動―ART 
BASE百島―を対象として、島民の意識調査を行っ
た。その目的は、アートプロジェクトを地域再生に
結び付ける事業として育てていくために、前提条件
となる地域住民の特性を詳細に把握することである。
百島を対象地として選んだ理由は、瀬戸内国際芸術
祭の開催により注目される地域に存する島であるこ
と、また広島市立大学芸術学部関係者が主催してい
ることからアートプロジェクトを実施する前と後の
住民の意識を比較する調査に協力が得られたことに
よる。なおアートプロジェクトと住民の意識に関す
る研究は複数あるが、前後の比較研究は管見の限り
行われていない。
　具体的には、ART BASE百島に対する島民の関
心や協力の意向のほか生活全般に関わる意識に関し
て質問し、地域住民が本事業にどの程度関心を有す
るのか、協力・参加しようとするのかしないのか、
どのような形で協力・参加しようとするのか、ある
いはどのような属性・価値観・交流・ネットワー
ク・問題意識を持つ島民が事業に積極的に関わろう
とする傾向が強いのかを明らかにした。
　本調査が対象とするアートプロジェクトは広島県
尾道市の百島において2011年から進められている旧
百島中学校の再利用を中心とする芸術活動である。
百島の概要は後述するが、人口が600人に満たない
瀬戸内海の離島である。活動の拠点はART BASE 
百島と名付けられている。本事業は「アーティスト
柳幸典と恊働者達による『半農半芸術＋ちょっと
漁』をコンセプトとした創作活動を通して、離島の
創造的な再生を試みる私設アートセンター」と解
説されている（ART BASE Momoshima website）。
プロデューサー・ディレクターである柳は広島市立
大学芸術学部の教員であり、日本を代表する現代
アート作家の一人である。2000年に開催された「瀬
戸内国際芸術祭」の参加作家でもある。また本事業
は広島市立大学芸術学部関係者が2006年から進めて
きた「広島アートプロジェクト」の一事業でもある3。
ART BASE 百島の趣旨は以下のとおり述べられて

いる。

少年の頃から秘密基地を作り続けてきた　
木の上、土の中、水の上、、、
そして
かつて海賊どもが根城とした瀬戸内海の島々に出
会った
犬島「製錬所」に次ぐ離島の秘密基地
ART BASE　百島
そこは　
アーティスト達と恊働者達による
芸術を手段ではなく目的とする
真剣な遊びの前線基地だ

　ここで強調されているのは「芸術を手段ではなく
目的とする」ことである。つまり大規模なアートプ
ロジェクトでしばしば見受けられるように、まちづ
くりや地域再生を第一の目的として主催者やディレ
クターが主導してアーティストの参加や作品の選定
を行うという形式とはやや異なり、アーティストが
主導して芸術を第一の目的としつつ離島の活性化を
図ろうとするプロジェクトと位置付けることができ
る。また広島市立大学芸術学部の学生・教員が多数
関わっている点では、大学主導型のアートプロジェ
クトでもある。
　本事業は瀬戸内でプロジェクト候補地を探してい
た柳が、尾道市百島に廃校があることを知ったこと
が発端である。尾道市としては、市内で唯一橋が架
かっていない百島の地域活性化が長年の懸案であり、
両者の合意により本事業はスタートした。2011年２
月に地元島民対象に旧中学校利用構想が提示され、
同６月には地域説明会を開催した。この間に百島の
住民により、民家の斡旋を受け、関係者・アーティ
ストが不定期に泊まり込みを続けながら活動拠点の
整備を進めてきた。地元の住民を対象にしたワーク
ショップも数回重ねてきた。本事業に参加している
のは、趣旨に賛同した全国各地の若手アーティスト
である。ART BASE 百島は2012月11日４日にオー
プンし、特別展（柳幸典×原口典之）と企画展（参
加作家９名・組）が11月24日まで開催された。作品
は旧百島中学校を改装したART BASE 百島に展示
されたほか、島内の防波堤、公民館、寺、旧医院を
舞台に制作された。作家と作品の詳細は＜図1-1＞
の開催記念展プログラムに紹介されているとおりで
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の地域連携によって探求することも目的としている。
このため関係者には百島に住民票を移した者をはじ
め、滞在する作家が地域の島民に見守られながら制
作活動を続けたり、島の産物の差し入れを受けるな
ど日常的な交流を深め、また対話を積み重ねる中で、
アートを用いた地域の活性化の取り組みが進められ
ている。

ある。オープニングには島内外から約450名の来場
者があり、ART BASE 百島を始点として島内の会
場を回遊する多くの観客で賑わった。
　ART BASE 百島では若手作家が島に住みながら
作品を発表することを目標としている。またここで
は、農業・漁業と芸術の協働による新たな現代アー
トの社会的役割を、日本の里山里海を支える離島と

＜図1-1＞ ART BASE百島：開催記念展プログラム（一部）
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　調査地の概要を理解することは、今後の地域再生
の方法を模索し、アートプロジェクトの貢献を考え
る前提条件である。また芸術活動に関するアンケー
ト調査の結果を実態に即して理解するためにも、島
民の居住する百島の様々な側面に関する認識は不可
欠である。

1．百島の概要
　瀬戸内海に位置する百島はその島全体が広島県尾
道市百島町である。JR尾道駅に隣接する瀬戸内海
交通のターミナル尾道港から、尾道水道を通り南
西方向に高速船で20分、フェリーで40分の距離に位
置する。本土との位置関係を図2-１に示す。百島は
面積3.08平方キロメートル、周囲11.9キロメートル、
標高184.3メートルの十文字山を主峰とする起伏の
多い土地のわずかな平野に3つの集落がある。島の
北に福田港を擁する福田地区、その南に隣接して島
の主な施設が位置する本村地区、そして島の最南部
の泊地区の３集落からなっている。人口はこの３集
落にほぼ均等に分布している。
　百島の自然の魅力は海と山である。穏やかな瀬戸
内海の眺めとともに、海水浴、潮干狩り、釣りなど
を楽しむことができる。島の西側の海岸から眺める
夕日は島の宝の一つである。人口が多かった1960年
代には百島の山は中腹まで耕作されていたが、今で
は山の中腹は森林あるいは灌木林に戻っている。そ
のような山野の変遷は過疎化が進む瀬戸内海の多く
の島に共通した景観である。
　百島には公共施設をはじめ幾つかの施設が存在す
る。公共施設として尾道市役所・百島支所、百島公
民館、百島コミュニティセンター、百島簡易郵便局、
学校として百島幼小中学校がある。高校生は船で島
外の学校に通う。近年百島診療所が復活した。百島
では2005年以来、百島診療所が休止していたが、僻
地の医療活動を志す医師によって、2011年４月に再
び百島診療所が開業したのである。
　百島の産業は農業と漁業であるが、現在の百島で、
農業・漁業などの第１次産業の就業者数は最も少な
い。農業は野菜（キャベツ・たまねぎ）と柑橘が中
心だが規模は零細である。水産業はアサリ採貝漁業
を主体に、刺し網でキス・カレイ・イカ、一本釣り
でチヌ、小型底引き網でエビ・カニなどの漁業が

行われている。2001年にはイチゴ栽培農家が誕生し、
観光農園としても活動している（広島県2003）。
　第２次産業として建設業があるが、百島の就業者
数のほとんどは第３次産業に従事し、尾道市や沼隈
町などの島外へ船で通勤している。島内には旅館な
どの宿泊施設はなく、レストランなどの飲食業もな
いが、日用雑貨などの販売を営む雑貨店が数軒存在
する。
　海と山の百島には観光資源が少なからずある。百
島は映画・テレビのロケ地として何度か登場してい
る。美しい海岸線、ピクニック広場などの観光ポイ
ントを始めとして、古い街と畑の景観は風情がある。
その他、海水浴、潮干狩り、フルーツ狩り、キャン
プ、釣り、登山ハイキング、サイクリング、神社仏
閣の祭りやイベントなども、百島の観光資源である。

＜図2-１＞　尾道市百島町の位置
２．地域再生の動向
　百島の人口は2013年１月に569人であるが、表2-1
に示すように昭和25年をピークにして高度経済成長
期から減少傾向が続いている。年間20〜30人が亡く
なっており、計算上では今後10年間で人口が半減す
ることになる。2012年の65才以上の高齢化率は65％
である。

＜表2-1＞尾道市百島町の人口の推移

Ⅱ．調査地の概要

年号 西暦 戸数 人口 世帯人数
文化 元年 1804 128 793 5.77
明治 5 年 1872 275 1624 5.91
大正 9 年 1920 363 1830 5.04
昭和 15 年 1940 450 1814 4.03
　 25 年 1950 593 2889 4.87
　 35 年 1960 565 2400 4.25
　 45 年 1970 562 2080 3.07
　 55 年 1980 545 1852 2.9

平成 5 年 1993 462 1038 2.25
　 10 年 1998 426 872 2.05
　 15 年 2003 389 733 1.88
　 23 年 2011 342 599 1.75
　 25 年 2013 332 569 1.71

出典：百島パンフレット、尾道市人口動態（2011）
尾道市住民基本台帳登録人口（2013）
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　過疎地域に特徴的な空き家や廃屋の存在は百島も
例外ではなく、島を歩くと集落の景観に空き家や廃
屋の姿を散見する。空き家の数は100戸以上あると
言われている。その空き家や廃屋とともに拡大する
耕作放棄地はイノシシの隠れ場となり、今も農業を
続ける島民に被害を与えている4。
　このような百島の過疎化・高齢化の進行に島民は
危機感を抱いている。地域再生のためには、第Ⅲ章
に紹介する島民の意識調査と同時に、以下に述べる
活性化に向けた動向を把握することも必要である5。
第一に挙げるべき活動は百島農園であろう。百島農
園は過疎高齢化の危機感から2000年に生まれた、島
づくりのための産業興しの活動である。
　第二に、かつての塩田が位置していた島の北側の
海岸では、メガソーラーが2013年11月頃の運転を目
指し完成の予定である。年間の発電量は一般家庭
450世帯分を見込んでおり、百島の335世帯の全電力
をまかなえる発電量である。雇用も見込まれる産業
として、島の将来に明るい材料を提供している。 
　第三に、百島の活性化には新たに改正された離島
新興法の役割が重要である。離島振興法6は1953年
に制定されて以来、10年ごとに改正・延長されて、
改正離島振興法が2012年に成立した。同改正法はこ
れまでの港湾整備などのハード中心の財政支援を改
め、新たに「離島活性化交付金」を創設し、妊婦の
通院・出産支援や高校生の修学支援など、ソフト事
業に幅広く使えるようになった。さらに地域の創意
工夫を生かした離島新興を図るため、税制優遇や規
則緩和などの特例を設ける「離島特区」（離島特別
区域制度）を創設する。
　第四に、百島では過疎化高齢化対策としてUJI
ターンが期待されている。増える空き家を利用して
UJIターンを促進すれば、人口減を緩和できるし空
き家や廃屋を減らすこともできる。しかし空き家の
持ち主は、いつかは百島に帰る可能性を考えており、
家屋の中の家具や仏壇の存在も空き家の有効利用を
難しくさせている。また廃屋を更地にするには多額
の費用がかかる。空き家利用のためにその家主と交
渉することは容易ではない。
　空き家対策と過疎対策は多くの市町で共通の課題
であり、空き家対策条例の施行や準備が進んでいる7

（中国新聞 2013）。尾道市ではＮＰＯが空き家再
生プロジェクト8を実施している。百島ではこれま
で空き家利用の事例は百島農園のみである9。百島

には空き家の持ち主と交渉して、利用を促進する主
体はまだ存在しない。百島で空き家問題を抱えてい
ながらも、住民レベルで問題解決に向けた動きはま
だ活発ではないようである。空き家対策条例がさら
に多くの市町に広まれば、それに呼応して空き家の
家主と交渉してUJIターンを促進する動きが生まれ
る可能性があるだろう。
　耕作放棄地は空き家と共に増える。耕作放棄地は
イノシシの隠れ家になり、イノシシは耕作を続ける
農家を悩ましているが、地元百島の住民の中から耕
作放棄地の再生に向けた動きは見られない。百島の
福田港から本村地区へ向かう道沿いには、写真に示
すような耕作放棄地が広がっている。耕作放棄地再
生の動きが生まれなければ、高齢化と害獣被害に
よって、今後ますます耕作放棄地が増えるのではな
いだろうか。比較的若い60代の年齢層の十数人を中
心にした「百島活性化の会」が十年以上百島に存在
する。多少の活動はあるものの、まだ百島を活性化
する力になり得ていない10。

＜写真＞百島町本村の耕作放棄地

１．調査の概要
　本調査は百島の島民たちがもつ「旧百島中学校の
再利用を中心とする芸術活動」（以下、芸術活動と
記述）に関する関心度や期待度を明らかにするこ
とを目的とする。調査の実施期間は2012年９月28日
から10月19日である。調査票は百島の自治会を通し
て、社会福祉協議会会長、区長、班長、各戸へとい
う経路により百島に住んでいる全ての世帯（342世
帯、一世帯１通）に配布された。回収部数は250通
で、そのうち有効回答数は247通（全体の72.2％）

Ⅲ．アンケート調査
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であった。
　調査票は主に３部構成である。第１部の芸術活動
に関連する質問項目では芸術活動の認知度、回答者
の芸術作品の鑑賞や芸術・文化活動、そしてまちづ
くりや地域活性化に関する関心度、芸術活動に期待
することや協力できることなどについて質問した。
具体的な質問内容は次の通りである。

あなたは旧百島中学校の再利用を中心とする ▶
芸術活動のことを知っているか。
あなたは芸術作品の鑑賞や芸術・文化活動に ▶
関心があるか。
あなたは地域づくりや地域の活性化に関心が ▶
あるか。
あなたはこの芸術活動に期待しているか。期 ▶
待する場合、どんなことを期待するか。
芸術活動で制作される作品に何を期待するか。 ▶
この芸術活動の準備や運営に参加・協力した ▶
いと思うか。参加・協力する場合、どのよう
な方法を希望するか。
芸術作品の制作に協力する場合、どのような ▶
形を希望するか。
仮にこの芸術活動に寄付をする場合、適当と ▶
考える金額に最も近いものはどれか。

　第２部の普段の生活に関連する質問項目では回答
者の感じる百島の魅力、近隣や地域の人たちとの付
き合いの程度、地域で開催されるイベントの参加頻
度、回答者の現在の幸福度や暮らし向き、百島での
生活に対する不安などについて質問した。具体的な
質問内容は次の通りである。

百島の魅力は何だと思うか。 ▶
あなたと近隣・地域の人たちの付き合いはど ▶
の程度であるか。
普段、地域で開催されるイベントにはどの程 ▶
度参加しているか。
あなたが住んでいる集落はまとまりがあると ▶
思うか。
おおまかに言って、たいていの人は信用でき ▶
ると思うか。（「とてもそう思う」を６点、
「全くそう思わない」を０点として一つだけ
選択）
今あなたはどの程度幸せであるか。（「とて ▶
も幸せ」を６点、「とても不幸」を０点とし
て一つだけ選択）

幸せの程度（幸福感）を考えた時に大切と ▶
思ったことは何であるか。
あなたの幸せの程度（幸福感）を高めるため ▶
に有効な手立ては何であるか。
現在のあなたの暮らし向きについて、どのよ ▶
うに感じているか。
百島での生活に不安を感じることはあるか。 ▶
あるとすれば何であるか。

　第３部では回答者の性別や年齢、住んでいる集落、
世帯類型（一人暮らしや夫婦のみ、核家族、三世帯
同居など）、出身、百島で住んでいる期間、職業、
最終学歴などの個人属性について質問した。

２．回答者の個人属性
　回答者の個人属性は表3-1に示されているとおり
である。回答者は「女性」のほうがやや多かった
（無回答の4.5％を除く、女性51％対男性44.5％）。
60代以上の回答者が合計で200人であり、全体の
80.9％を占めた。世帯類型は「一人暮らし」と「夫
婦のみ」が最も多く、それぞれ89人（36.0%）と91
人（36.8%）であった。最終学歴は、全体247人のう
ち88人（35.6%）が高等学校までであった。回答者
の職業は無職が半数以上（59.1％）を占め最も多く、
次いで農業、漁業（11.3%）であった。回答者の生
まれ・暮らしに関しては、百島で生まれ、暮らして
いる人が129人（52.2%）と最も多く、次いでUター
ンが45人（18.2%）であり、Uターンを含めて、７
割の回答者が百島で生まれている。また、66.0％の
回答者は30年以上百島に在住している。最後に、回
答者は概ね３つの集落（本村地区・福田地区・泊地
区）にほぼ均等に分布している。
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３．結果
⑴質問に関する記述統計
　第１部の芸術活動に関連する質問・回答および第
２部の普段の生活に関連する質問・回答についての
記述統計はそれぞれ表3-2と表3-3に示されている。

⒜　芸術活動に関連する質問について
　まず、芸術活動のことを知っているかを質問し
た結果、「よく知っている」（10.5％）と「ある程
度知っている」（46.6％）の回答の合計は全体の
57.1％を占め、島民に今回の芸術活動はある程度認
知されていることが分かった。また、「芸術作品の
鑑賞や芸術・文化活動に関心」を持つ回答者は半数
程度（49.0％）であるのに対して、「地域づくりや
地域の活性化に関心を持っている」回答者は71.7％
で相当に多かった。

　次に、「芸術活動に期待しているか」を質問し
た結果、「大いに期待している」（21.5％）と「あ
る程度期待している」（40.5％）の回答の合計は全
体の62％を占め、多くの島民が今回の芸術活動に期
待していることが分かった。また、表3-2に示され
ているように回答者の期待していることは「島の
文化の再生につながること」（48.2％）、「島外の
人との交流が生まれること」（47.8％）、「島内の
人々の交流が深まること」（39.7％）、「島づくり
活動が活発になること」（32.4％）、「島外の人の
移住が期待できること」（28.7％）、「島の文化な
どの資源が増えること」（26.7％）、「島に経済効
果が持たされる」（26.3％）の順であり、この順番
から島の文化の再生や島内外の人々との交流が大
いに期待されていることが分かった。そして「芸
術活動で制作される作品に期待すること」につい

質問 数 割合 質問 数 割合
性別 住んでいる集落
男 110 44.5％ 本村地区 69 27.9％
女 126 51.0％ 福田地区 71 28.7％
無回答 11 4.5％ 泊地区 98 39.7％

無回答 9 3.6％
年齢
20代〜30代 3 1.2％ 生まれ・暮らし
40代〜50代 33 13.4％ 百島での生まれ・暮らし 129 52.2％
60代〜70代 130 52.6％ 百島出身だがUターンした 45 18.2％
80代以上 70 28.3％ 他所の出身で移ってきた 51 20.6％
無回答 11 4.5％ 無回答 22 8.9％

世帯 百島で住んでいる期間
一人暮らし 89 36.0％ ３年未満 8 3.2％
夫婦のみ 91 36.8％ ３年〜５年未満 3 1.2％
核家族（夫婦と未婚の子ども） 22 8.9％ ５年〜10年未満 11 4.5％
三世帯同居 5 2.0％ 10年〜20年未満 18 7.3％
無回答 12 4.9％ 30年以上 163 66.0％

無回答 31 12.6％
職業
農業、漁業 28 11.3％ 最終学歴
建設業、製造業など 16 6.5％ 高等学校まで 88 35.6％
サービス業 10 4.0％ 短期大学・高等専門学校 17 6.9％
教員、公務員、専門職など 10 4.0％ ４年制大学 15 6.1％
無職 146 59.1％ その他 45 18.2％
その他 18 7.3％ 無回答 82 33.2％
無回答 19 7.7％

                                                  ＜表3-1＞回答者の個人属性 （回答合計数=247）
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ては多くの回答者が「地域の歴史や伝統を反映す
る」（45.7％）および「マスコミ等に取り上げられ
る」（32.4％）といったことを挙げている。「有名
な作家の参加」（22.3％）や「今までにない作品」
（25.9％）という要素より、作品と地域の歴史や伝
統とのつながりを強く期待していることが注目され
る。
　さらに、「この芸術活動の準備や運営に参加・協
力したいと思うか」という質問に関しては、「参
加・協力したい」という回答が全体の53.0％を占
め、「参加・協力したいとは思わない」という回
答（26.3％）の２倍となった。また、「希望する参
加・協力の方法」は「芸術活動やイベントに参加
すること」（参加・協力したい回答者の80.2％）
が最も多く、次いで「地元に対する協力依頼や広
報」（参加・協力したい回答者の35.9％）であった。
「作品の制作に協力する形」に関しては、「作家が
島での生活・滞在を支援すること」（参加・協力し
たい回答者の51.1％）が最も多く、次いで「制作の
作業に参加」（22.1%）、「制作に必要な物資を提
供」（19.1%）であった。
　最後に、「仮の芸術活動に対する寄付額」を質
問した結果、「1000円以下」という回答（80人）が
全体の約三分の一を占めて最も多かった。一方で、
「寄付する気持ちはない」と「無回答」の回答がそ
れぞれ全体の15％と13.4％を占めた。これは島民が
今回の芸術活動に（仮の）金銭的な支援に対してあ
る程度の抵抗があることを示唆する。

⒝　普段の生活に関連する質問について
　まず、「百島の魅力」に関しては、回答者は主
に「自然が豊かであること」（全体の72.1％）と
「地域の人々のつながりが豊かであること」（全
体の61.1％）と答えた。「回答者が住んでいる集落
はまとまりがあると思うか」という質問に関して
は、「大いに思う」（10.9%）と「ある程度思う」
（59.5%）の回答が合計で全体の７割を超えた。
　一方、近隣・地域の人たちとの付き合い程度に関
しては、「会った時にあいさつする程度」の形式的
な付き合い（16.6%）、「気軽に話し合えるような
部分的な付き合い（51.4％）と「何かにつけ相談
したり、助け合えるような」全面的な付き合い
（24.7％）であり、部分的な付き合いと全面的な付
き合いが全体の７割強であった。類似の全国調査

である内閣府「平成19年国民選好度調査」を参照す
ると、隣近所の人と「よく行き来している」人は
10.3%、「ある程度行き来している」人は30.4%であ
り、隣近所の人の行き来がある割合は4割程度であ
り、百島の住民の隣近所との交流は相当に活発であ
るといえる。また、普段、地域で開催されるイベン
トにどの程度参加しているかに関しては、「積極的
に参加している」（全体の10.5％）と「可能な範囲
で参加している」（全体の57.9％）の回答の合計が
全体の７割弱を占めた。
　地域団体への参加に関しては、「自治会への
参加あり」（49.0%）、「老人会への参加あり」
（29.1%）、「消防団への参加あり」（13.4%）、
「ボランティア団体への参加あり」（27.9%）、
「文化・音楽・趣味などのサークル団体への参加
あり」（21.1%）、「スポーツ・レクリエーション
団体への参加あり」（15.0%）となっている。類似
の全国調査である明るい選挙推推進協会「第22回参
議院議員通常選挙の実態調査」（2010年）を参照す
ると、「自治会･老人会」は35.5%、「趣味･スポー
ツ・サークル･団体」は13.3%、「ボランティア団
体」は3.3%であり、百島の島民の地域活動は他の地
域と比べて相当に活発であり、ネットワークが豊か
であるといえる。
　次に、回答者の信頼および幸福感の指標について、
回答者の平均値がそれぞれ3.705（信頼度）と3.939
（幸福感）であり、百島の島民がある程度の信頼と
幸福を感じていることが分かった。そして、幸せの
程度を考えた時に大切と思ったことは何であるかを
質問した結果、「健康」（全体の76.9％）、「家族
や友人との人間関係」（全体の60.7％）、「近隣・
地域との人間関係」（全体の42.1％）、「家計（収
入）」（全体の34％）といったことが多かった。ま
た、幸せの程度を高めるために有効な手立てに関
して、主に「あなた自身の努力」（全体の46.2％）、
「家族の間の助け合い」（全体の65.6％）、「友人
や仲間の助け合い」（全体の44.5％）という三つの
ことを挙げた。
　最後に、「現在の暮らし向き」に関して、大半の
回答者（全体の68.4％）が「普通である」と答えた。
また、「百島での生活に不安を感じること
があると答えた回答者は全体の四分の三ほどを占
め、彼らの不安なことは主に「交通機関サービス」
（54.3%）、「病気の時の医療サービス」（41.7%）、
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「買い物」（35.6%）であることが分かった。

質問 数 割合 質問 数 割合
芸術活動のことを承知（単一選択、N=247） 作品に期待すること（複数選択、N=247）
よく知っている 26 10.5％ 地域の歴史や伝統を反映する 113 45.7％
ある程度知っている 115 46.6％ 有名な作家の参加 55 22.3％
あまり知らない 74 30.0％ 今までにない作品 64 25.9％
まったく知らない 22 8.9％ マスコミ等に取り上げられる 80 32.4％
無回答 10 4.0％ その他 6 2.4％

芸術・文化活動への関心（単一選択、N=247） 活動の準備などに参加（単一選択、N=247）
関心がある 121 49.0％ 参加・協力したい 131 53.0％
関心がない 39 15.8％ 参加・協力したいとは思わない 65 26.3％
わからない 71 28.7％ 無回答 51 20.6％
無回答 16 6.5％

活動の準備に参加の方法（複数選択、N=131）
地域活性化への関心（単一選択、N=247） 芸術活動やイベントに参加 105 80.2％
関心がある 177 71.7％ 地元に対する協力依頼や広報 47 35.9％
関心がない 14 5.7％ 芸術作品の制作に協力 13 9.9％
わからない 40 16.2％ 会場の管理などの運営に協力 14 10.7％
無回答 16 6.5％ 芸術活動に必要な物資を提供 18 13.7％

芸術活動に必要な資金を提供 10 7.8％
芸術活動への期待（単一選択、N=247） その他 4 3.1％
大いに期待している 53 21.5％
ある程度期待している 100 40.5％ 作品の制作に協力の形（複数選択、N=131）
どちらともいえない 50 20.2％ 制作のためのアイデアを提供 18 13.7％
あまり期待していない 17 6.9％ 制作の作業に参加 29 22.1％
全く期待していない 7 2.8％ 制作に必要な物資を提供 25 19.1％
無回答 20 8.1％ 作家が島での生活・滞在を支援 67 51.1％

その他 10 7.6％
芸術活動に期待すること（複数選択、N=247）
島の文化の再生につながる 119 48.2％ 仮の芸術活動への寄付額（単一選択、N=247）
島の文化などの資源が増える 66 26.7％ 寄付する気持ちはない 37 15.0％
島外の人との交流が生まれる 118 47.8％ 1000円以下 80 32.4％
島内の人々の交流が深まる 98 39.7％ 3000円以下 47 19.0％
島づくり活動が活発になる 80 32.4％ 5000円以下 24 9.7％
島に経済効果がもたらされる 65 26.3％ 1万円以下 20 8.1％
島外の人の移住が期待できる 71 28.7％ 1万円以上 6 2.4％
その他 3 1.2％ 無回答 33 13.4％

＜表3-2＞　芸術活動に関連する質問の記述統計
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⒜　認知度
　回答者の芸術活動に対する認知度に関しては、カ
イ２乗検定の結果、彼らの「地域づくりや地域の活
性化への関心」や「普段、地域のイベントに参加す
る程度」、「回答者の現在の職業」と相関しない
という仮説がいずれも0.1％の有意水準で棄却され、
また「自治会への参加」は５%、「ボランティア団
体への参加」は１%の有意水準で棄却されたことか
ら、芸術活動に対する認知度はこれらの要因と相関
していることが分かった。

⑵ 相関分析
　アンケート調査票での今回の芸術活動に関する
「認知度」、「期待」、「参加・協力」、「仮の寄
付金額」の諸質問項目が、ほかの質問項目と関連し
ているか否かについて、カイ２乗検定における相関
分析を行い、結果を示したのが表3-4である。相関
する項目に関しては、「関心」、「参加・協力」、
「付き合い」、「ネットワーク」、「信頼・幸福
度」、「生活・不安」、「個人属性」に分類して表
記している。

質問 数 割合 質問 数 割合
百島の魅力（複数選択、N=247） 幸せを考えた時の大切なこと（複数選択、N=247）
自然が豊か 178 72.1％ 家計（収入） 84 34.0％
地域の人々のつながりが豊か 151 61.1％ 仕事・職業 43 17.4％
街への交通の便が比較的良い 21 8.5％ 健康 190 76.9％
その他 8 3.2％ 趣味・余暇 60 24.3％

地域貢献・社会貢献 30 12.1％
住んでいる集落のまとまり（単一選択、n=247） 家族や友人との人間関係 150 60.7％
大いに思う 27 10.9％ 近隣・地域との人間関係 104 42.1％
ある程度思う 147 59.5％ その他 1 0.4％
どちらともいえない 52 21.1％
あまり思わない 10 4.0％ 幸せを高めるための手立て（複数選択、N=247）
全く思わない 1 0.4％ あなた自身の努力 114 46.2％
無回答 10 4.0％ 家族の間の助け合い 132 65.6％

友人や仲間の助け合い 110 44.5％
地域の人々との付き合い（単一選択、N=247) 社会の助け合い 41 16.6％
形式的な付き合い 41 16.6％ 職場からの支援 2 0.8％
部分的な付き合い 127 51.4％ 国や県・市からの支援 30 12.1％
全面的な付き合い 61 24.7％
付き合いはほとんどない 1 0.4％ 現在の暮らし向き（単一選択、N=247）
無回答 17 6.9％ 余裕がある 7 2.8％

どちらかというと余裕がある 25 10.1％
地域でのイベントの参加（単一選択、N=247） 普通である 169 68.4％
積極的に参加している 26 10.5％ どちらかというと苦しい 26 10.5％
可能な範囲で参加している 143 57.9％ かなり苦しい 6 2.4％
あまり参加していない 41 16.6％ 無回答 14 5.7％
全く参加していない 22 8.9％
無回答 15 6.1％ 百島での生活に不安（単一選択、N=247）

不安を感じることは特にない 41 16.6％
地域の団体への参加（複数選択、N=247） 不安を感じることがある 185 74.9％
自治会 121 49.0％ 無回答 21 8.5％
老人会 72 29.1％
消防団 33 13.4％ 百島での生活に不安なこと（複数選択、N=247）
ボランティア団体 69 27.9％ 医療（病気の時） 103 41.7％
文化・音楽・趣味等のサークル 52 21.1％ 買い物 88 35.6％
スポーツ・レクリエーション団体 37 15.0％ 仕事 18 7.3％

教育 12 4.9％
交通機関 134 54.3％
孤独 30 12.1％
その他 2 0.8％

＜表3-3＞　普段の生活に関連する質問の記述統計
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⒝　期待
　芸術活動への期待に関しては、「芸術作品の鑑賞
や芸術・文化活動への関心」や「地域づくりや地域
の活性化への関心」、「芸術活動の準備や運営に参
加・協力したいか否か」、「芸術活動への仮の寄付
金額」、「普段、地域のイベントに参加する程度」、
「回答者が百島に住んでいる期間」が0.1％の有意
水準で相関を示し、「住んでいる集落はまとまりが
あるか否か」、「自治会への参加」、「ボランティ
ア団体への参加」、「回答者の幸福度指標」、「回
答者の現在の職業」は１%の有意水準で、また「近
隣・地域の人たちとの付き合いの程度」、「スポー
ツ・レクリエーション団体への参加」、「回答者の
信頼指標」、「回答者の世帯類型」は５％の有意水
準で相関を示し、芸術活動への期待はこれらの項目
と相関していることが分かった。
　芸術活動への期待が高い人々の傾向をクロス表に
より確認すると以下のとおりである。なお本稿では
紙面の都合によりクロス表を省略している（以下同
じ）。

「芸術作品の鑑賞や芸術・文化活動への関 ◇
心」が高い人。「地域づくりや地域の活性化
への関心」が高い人。
「芸術活動の準備や運営に参加・協力」に積 ◇
極的な人。「芸術活動へ寄付」することに積
極的な人。
「普段、地域のイベントに参加」することが ◇
多い人。「近隣・地域の人たちの付き合い」
が活発な人。「住んでいる集落はまとまりが
ある」と思っている人。
「自治会」、「ボランティア団体」、「ス ◇
ポーツ・レクリエーション団体」に参加して
いる人。
人に対する「信頼度」が高い人。「幸福度」 ◇
が高い人。
世帯別では「三世代同居」。 ◇
百島に住んでいる期間が比較的短い人。 ◇
現在の職業では「教員・公務員・専門職」な ◇
ど、「農業・漁業」の人。

 
⒞　参加・協力
　芸術活動の準備や運営に参加・協力する意向に関
しては、芸術活動への期待と同じように、「芸術作
品の鑑賞や芸術・文化活動への関心」や「地域づく

りや地域の活性化への関心」また「自治会への参
加」が0.1%の有意水準で、「普段、地域のイベント
に参加する程度」、「ボランティア団体への参加」、
「回答者の世帯類型」が１%の有意水準で、「近
隣・地域の人たちとの付き合いの程度」と「回答者
の現在の職業」が５%の有意水準でそれぞれ相関す
ることが分かった。さらに、活動への期待との間に
は相関が見られなかった「消防団への参加」、「生
活に不安を感じることはあるか否か」、「回答者が
どの集落に住んでいるか」また「回答者の最終学
歴」の各項目について、芸術活動に参加・協力する
意向の場合は相関することが分かった。
　芸術活動に参加・協力する意向が強い人々の傾向
をクロス表により確認すると以下のとおりである。

「芸術作品の鑑賞や芸術・文化活動への関 ◇
心」が高い人。「地域づくりや地域の活性化
への関心」が高い人。
「芸術活動に期待」している人。 ◇
「普段、地域のイベントに参加」することが ◇
多い人。「近隣・地域の人たちとの付き合
い」が活発な人。
「自治会」、「ボランティア団体」、「消防 ◇
団」に参加している人。
「生活に不安を感じることがない」人。 ◇
「本村地区」に住む人。 ◇
世帯別では「三世代同居」。 ◇
現在の職業では「教員・公務員・専門職」な ◇
ど、「農業・漁業」の人。
最終学歴が「短期大学・高等専門学校」の人。 ◇

　
⒟　仮の寄付金額
　今回の芸術活動への仮の寄付金額に関しては、芸
術活動への⒝期待や⒞参加・協力と同じように、
「地域づくりや地域の活性化への関心」と「ボラン
ティア団体への参加」は0.1%の有意水準で、「生活
に不安を感じることはあるか否か」、「回答者が百
島に住んでいる期間」また「回答者の最終学歴」は
１%の有意水準で、「普段、地域のイベントに参加
する程度」、「自治会への参加」、「スポーツ・レ
クリエーション団体への参加」、「回答者の信頼指
標」、また「回答者の現在の職業」は５%の有意水
準で、各々相関することが分かった。なお⒜認知度、
⒝期待、⒞参加・協力の場合に相関が見られなかっ
た項目のうち、「老人会への参加」、「現在の生活
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「生活に余裕がある」と考えている人。「生 ◇
活に不安を感じることがない」人。
性別では「男性」。 ◇
年齢別では「20代〜30代」、「40代〜50代」。 ◇
「百島に住んでいる期間」が比較的短い人。 ◇
「現在の職業」では教員・公務員・専門職な ◇
どと農業・漁業の人。
「最終学歴」は「4年制大学」の人。 ◇

⒠　まとめ
　上記で得られた結果を横断的に見て、特筆される
ことをまとめると、以下のとおりとなる。

の暮らし向き」、「回答者の性別」および「回答者
の年齢」といった項目と仮の寄付金額との間には相
関が、新たにカイ２乗検定の結果から得られた。
　寄付をより多く考えている人々の傾向をクロス表
により確認すると以下のとおりである。

「地域づくりや地域の活性化への関心」が高 ◇
い人。
「普段、地域のイベントに参加」することが ◇
多い人。
「自治会」、「ボランティア団体」、「老人 ◇
会」、「スポーツ・レクリエーション団体」
に参加している人。
「信頼度」の高い人。 ◇

芸術活動に関する項目
相関する項目 活動の認知度 活動への期待 活動への参加・協力 仮の寄付金額
関心 芸術作品の鑑賞や芸術・文化活動への関心 − 60.10(8)*** 31.85(2)*** −

地域づくりや地域の活性化への関心 72.83(6)*** 83.81(8)*** 25.72(2)*** 31.83(10)***
芸術活動への期待 − − 42.32(4)*** 76.49(20)***

−
参加・協力 活動の準備や運営に参加・協力したいか否か − 42.32(4)*** − −

芸術活動への仮の寄付金額 − 76.49(20)*** −

付き合い 近隣・地域の人たちとの付き合い程度 − 43.66(12)* 10.06(3)* −
普段、地域のイベントの参加程度 47.27(9)*** 45.46(12)*** 17.52(3)** 25.57(15)*
住んでいる集落はまとまりがあるか否か − 32.00(16)** − −

ネットワーク 自治会に参加 9.17 (3) * 15.88 (4) ** 18.60 (1) *** 13.43 (5) *
老人会に参加 − − − 11.24 (5) *
消防団に参加 − − 7.85 (1) ** −
ボランティア団体に参加 15.91(3)** 13.30 (4) ** 8.27 (1) ** 20.61 (5) ***
文化・音楽・趣味などのサークルに参加 − − − −
スポーツ・レクリエーション団体に参加 − 12.00 (4) * − 13.84 (5) *

信頼・幸福度 回答者の信頼指標 − 39.90(24)* − 45.51(30)*
回答者の幸福度指標 − 45.47(24)** − −

生活・不安 現在の暮らし向きについての感じ − − − 33.90(20)*
生活に不安を感じることはあるか否か − − 4.22(1)* 20.47(5)**

個人属性 回答者がどの集落に住んでいるか − − 12.17(2)** −
回答者の性別 − − − 13.02(5)*
回答者の年齢 − − − 29.91(15)*
回答者の世帯類型 − 26.92(16)* 13.46(4)** −
回答者が百島に住んでいる期間 − 44.52(20)*** − 51.96(25)**
回答者の現在の職業 37.93(15)*** 41.91(20)** 12.14(5)* 39.75(25)*
回答者の最終学歴 − − 10.53(3)* 34.48(15)**

<表3-4＞　カイ２乗検定における相関分析

注：括弧の左の数字はカイ2乗であり、括弧の中の数字は自由度である。***と**と*はそれぞれ0.1％と1％と5％の有意水準で
二つの項目が相関していることを示し、―は5％の水準で二つの項目が相関していないことを示す。
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　第一には、「地域づくりや地域の活性化への関
心」および「普段、地域のイベントに参加する程
度」は、「活動の認知度」、「活動への期待」、
「活動への参加・協力」、「仮の寄付金額」の四項
目すべてと相関しているということである。ここか
らは日ごろから地域の活性化に関心を持ち、地域の
イベントに積極的に参加する人々が、本芸術活動に
ついても関心・期待が高く、労務的・金銭的での支
援に積極的であることが分かる。
　第二には、「地域づくりや地域の活性化への関
心」は「活動の認知度」、「活動への期待」、「活
動への参加・協力」、「仮の寄付金額」の四項目す
べてと相関しているのに対して、「芸術・文化活動
への関心」は「活動への期待」と「活動への参加・
協力」の二項目のみで相関するのに止まることであ
る。ここからは、島民の芸術活動に対する期待や参
加の動機としては、芸術文化というテーマよりも、
地域活性化に対する関心の方が大きいことが窺える。
　第三には、ネットワークに関して、「自治会への
参加」および「ボランティア団体への参加」は「活
動の認知度」、「活動への期待」、「活動への参
加・協力」、「仮の寄付金額」の四項目すべてと相
関し、また「老人会」、「消防団」、「スポーツ・
レクリエーション団体」など一見芸術文化活動とは
趣旨が異なる地域団体への参加も、一部の項目にお
いて相関が見られたことである11。
　第四には、「活動への期待」は「信頼指標」や
「幸福度指標」と相関し、「活動の参加・協力」は
「不安を感じることはあるか否か」と相関しており、
また「仮の寄付金額」は「信頼指標」および「現在
の暮らし向き」および「不安を感じることはあるか
否か」と相関していることである。ここからは、活
動に対する期待や支援・協力の意向は、回答者の日
常生活に関する充足感と、ある程度関係しているこ
とが窺える。
　第五には、「個人属性」に関して、「活動への期
待」と「仮の寄付金額」は、百島の居住年数と相関
しており、また「仮の寄付金額」は年齢と相関して
いることである。さらに「個人属性」では、「現在
の職業」が四項目すべてと相関しており、また世帯
類型と「活動への期待」と「活動への参加・協力」
の二項目で相関していることである。前者について
は芸術活動が教員や専門職の嗜好や関心にアピール
していること、後者については百島を生活と仕事の

Ⅳ．考察

場とする人々に地域活性化を目指す本事業はアピー
ルしていることが予測される。三世代同居の場合は
外部とのネットワークが他の世帯と比べてより広範
であることが考えられ、その相乗効果により、期待
や協力の意向が強まることが予測される。

　本調査により明らかになったことは、まず百島の
島民の「旧百島中学校の再利用を中心とする芸術活
動」に対する認知度や、島の文化の再生や当該の
人々の交流などに対する期待度はかなり高く、また
芸術活動の準備や運営に参加・協力する意向も半数
以上と高いことが明らかになったことである。一方、
島民が希望する参加・協力の方法に関しては、芸術
活動やイベントに参加という観客としての参加が主
であり、芸術作品の制作に関する協力に関しては、
作家の島での生活・滞在を支援するという希望が多
く、芸術作品の制作に対する協力の希望は少ないこ
とが分かった。つまり島民の芸術活動に対する期待
度や活動への参加・協力の意欲は強いが、観客とし
ての参加や作家の生活支援を主として考えており、
コアとなる芸術活動への関与の希望は限定的である
ことが分かった。このような百島の島民の芸術活動
に対する認知、期待、参加・協力、寄付の意向から、
今後の芸術活動や地域活性化に関して示唆されるこ
とを現段階で述べると、以下のとおりである。
　第一に、「地域づくりや地域の活性化への関心」
と、芸術活動に関する「活動の認知度」、「活動へ
の期待」、「活動への参加・協力」、「仮の寄付金
額」の四項目すべてに相関があることからは、今回
のような地域活性化事業により多くの島民を巻き込
んでいくためには、普段から島民の地域づくりや地
域の活性化への関心を高める工夫が必要であること
が示唆される。
　第二に、「芸術・文化活動に対する関心」よりも
「地域づくりや地域の活性化への関心」の方が相関
の範囲が広いことからは、芸術活動に関わる島民を
増やすためには、芸術文化に特化した内容よりは島
内外の人々の交流増加や地域活性化を優先して考慮
する必要性が示唆される。また作品に期待すること
として、最多は「地域の歴史や伝統を反映するこ
と」であったことからは、地域へのこだわりを優先
する必要が示唆される。
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うな芸術活動による地域活性化事業に住民の積極的
な参加を期待する前提として、生活が安定しており
不安がなく、人々に対する信頼度や幸福度がある程
度高いというような、物心両面で充足した生活環境
が重要であることが示唆される。単純集計結果によ
ると、島民の間には交通機関や医療などに対する不
安があり、芸術活動のみで地域再生を期待すること
には様々なハードルがあることも予測される。
　なお金銭的な支援である「仮の寄付金額」は、
「ネットワーク」、「信頼・幸福度」また「生活・
不安」の様々な要因と関連する可能性があるのに対
して、労務的な支援である「活動への参加・協力
はこうした影響が限定的であるという対比が注目さ
れるが、その詳細な分析も今後の課題としたい。
　第七に、「個人属性」に関して、「活動への期
待」と「仮の寄付金額」は、百島の居住年数が短い
ことと相関しており、また「仮の寄付金額」は年齢
の低さと相関していることを先に述べたが、このこ
とは高齢化・過疎化が進む百島を何とか変えていこ
うとする意欲は新住民や若年層の方が比較的高いと
いう、島の将来を考える上で非常に重要な知見を得
たことになる。単純集計結果では、百島の島民の多
くは「地域の人々のつながりが豊かであること」
（全体の61.1％）を誇りに思っていると回答してい
る。また前述のとおり、百島の島民の近隣・地域の
人たちとの付き合い程度は他の地域より相当活発で
あり、地域団体の参加でみたネットワークもより活
発である。これらの結果と、第四や第五で示した日
常的な人々の交流やつながりの豊かさが地域活性化
事業を進めるうえでは重要という結果を合わせて考
えると、百島には過疎化・高齢化を超えて地域活性
化を進めていくための潜在的な人材が相当にあると
いえそうである。
　最後に、相関分析の結果の解釈について以下の注
意が必要であることを付記しておく。一般的に相関
分析の結果は、あくまでも二つの要因（例えば、要
因Aと要因B）が互いに関連があることのみを意味
し、この二つの要因の間にある因果関係（例えば、
要因Aが要因Bの原因あるいは要因Bが要因Aの原
因）を意味しない。しかしながら、明らかに要因B
が要因Aの原因であることが理論上または常識上考
えにくいならば、要因Aが要因B の原因であると考
えでもよい。したがって、上記の相関分析の結果か
らの因果関係に関する記述は、筆者たちが相関する

　第三に、「活動への期待」と「活動への参加・協
力」の二つの項目に相関があるということからは、
芸術活動の準備や運営に参加・協力することにより
活動への期待が高まるという関係と、芸術活動への
期待があるからこそ、活動の準備や運営に参加・協
力するという双方向の関係が考えられる。
　第四に、「普段、地域のイベントに参加する程
度」は、「活動の認知度」、「活動への期待」、
「活動への参加・協力」、「仮の寄付金額」の四項
目すべてと相関しているということ、また「近隣・
地域の人たちの付き合い」が「活動への期待」およ
び「活動への参加・協力」と相関することからは、
本芸術活動のような地域活性化事業においては、日
常的な地域の人々の交流が基礎的条件として必要で
あることが窺われる。また島民の期待や自主的参加
を高めるためには、多くの住民が参加できるイベン
トをなるべく頻繁に企画することが重要であること
が示唆される。他方、事業の主催者に対しては、日
常的に住民との交流を多く持つキーパーソンとつな
がることの重要性を示唆しているといえる。
　第五に、「自治会への参加」と「ボランティア団
体への参加」は、「活動の認知度」、「活動への期
待」、「活動への参加・協力」、「仮の寄付金額」
の四項目すべてと相関しているということからは、
慣習として参加する地縁系の活動も、自発的な意思
で参加する地域活動も、ともに芸術活動に対する期
待や参加・協力などを向上させるためには重要であ
ることを示唆している。また「消防団への参加」と
「活動への参加・協力」との間および「老人会への
参加」と「仮の寄付金額」との間に相関があること
からは、団体の参加者の特性に応じて、労務的支援
と金銭的支援の異なる志向があることが予測される。
なお地域団体のうち芸術活動に最も関連すると考え
られる「文化・音楽・趣味のサークル団体」につい
ては上記の４項目と相関するものがなく、「スポー
ツ・レクリエーション団体」など一見芸術活動とは
趣旨が異なる地域団体については相関が見られたこ
とは興味深い結果であるが、その詳細な分析は今後
の課題としたい。
　第六に、「信頼指標」および「幸福度指標」と、
「活動への期待」と「仮の寄付金額」の間に相関が
あり、また「生活に対する不安」の少なさや「暮ら
し向き」のよさと「活動の参加・協力」また「仮の
寄付金額」の間に相関があることからは、今回のよ
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注

１　参考文献として樋口（2011）、加治屋（2009 , 
2010）、北川（2005, 2010）、長畑・枝廣（2010）、
野田（2011）、住まい・まちづくり担い手支援機構
（2011）など。

２　参考文献は注１に同じ。
３　その目的は「広島に居住、来訪する、もしくは広島

に関心を持つ一般市民、青少年、アーティスト、団体に
対して、展覧会、ワーク ショップ、講演会、イベント
の実施などを通して、国際交流を含む、現代美術を中心
とした文化芸術の振興に関する事業、広島の歴史に関す
る教育普及活動、都市空間のデザインに関する事業を行
い、文化芸術の振興、国際平和の実現、および共生社会
の推進に寄与すること」と述べられている（広島アート
プロジェクトwebsite）。

４　第Ⅱ章のアンケート結果の自由記述には、イノシシ被
害に関する問題が多数述べられている。

５　この他にも活性化に向けた動きはあると思われるが、
ヒアリングによって筆者が知りえたことを記述する。

６　離島振興法の生みの親とも言われる宮本常一は、1954
年に全国離島振興協議会の初代事務局長を務め、「離島
振興法ができたから島がよくなるのではない、島をよく
しようと行動するとき離島振興法が生きてくる」との名
言を残した。宮本は1961年２月18〜19日に百島を訪問し
ている。

７　中国新聞2013年２月10日は、中国地方で17市町が空き
家対策の施行と準備を進めていることを報じている。中
でも山口県では９市がすでに施行しあるいは施行が決定
している。

８　2009年10月よりNPO法人尾道空き家再生プロジェク
トが、尾道市と協動で新たに「尾道市空き家バンク」を
スタートさせることになった。（http://www.onomich-
isaisei.com/）

９　広島市立大学芸術学部現代表現のグループがアートプ
ロジェクト実施のために、空き家を活用している事例は
あるが、移住を目的としたものではない。

10　アートベースの立ち上げ時には旧百島中学校周辺の草
刈りをした。

11　なお本調査では、各団体への参加の程度（「積極
的」、「つきあいで」あるいは「名前だけ」）も質問

Ⅴ．おわりに

謝辞

二つの質問項目の因果関係を想定した上で得られた
解釈で、これらの因果関係が本当に成立するか否か
に関しては、回帰分析等の手法を用いて検証するの
が望ましいと思われる。そのため、今後続ける研究
課題として、これらの因果関係を厳密に検証してい
きたい。

　本稿は「旧百島中学校の再利用を中心とする芸術
活動に関するアンケート調査」の相関分析の結果を
紹介した。その結果、「芸術活動の認知度」、「芸
術活動への期待」、「芸術活動の準備や運営に参
加・協力したいか否か」といった項目が「地域づく
りや地域の活性化への関心」と相関することが分
かった。このことは、アートプロジェクトが住民に
認知され、また住民が積極的に参加するためには、
島民の地域づくりや地域の活性化への関心を高める
必要があることを示唆している。
　一方で、「芸術活動の認知度」、「芸術活動への
期待」、「芸術活動の準備や運営に参加・協力した
いか否か」に加えて「芸術活動への仮の寄付金額」
は、回答者の個人的な事情や社会・経済的特性と相
関があることも分かった。ただしこれについては、
今後より詳細な分析を進めていく必要がある。
　今後の課題としては、まず回帰分析等の手法を用
いるなどして変数間の因果関係や影響の程度をよ
り厳密に分析していくことが挙げられる。さらに、
アートプロジェクトが地域や地域住民に及ぼす長期
的な影響について分析していく必要があるかもしれ
ない。今回のアンケート調査は地域住民とアートプ
ロジェクトの関係を短期的な視点から分析するため
に行われたものであが、それは地域やその住民に長
期的な影響を与える可能性もある。それを考慮に入
れないことは、アートプロジェクトの重要な側面を
無視することにもつながる。

　本研究は、文部科学省の科学研究補助金基盤研究
C（課題名「瀬戸内芸術祭の外発的インパクトと内
発的発展：文化・社会・経済面からの持続的検証」
課題番号23530675）より援助を受けた、記して感謝
する。また、本研究のアンケート調査において、百

島自治会の林信樹会長からアドバイスおよび協力を
いただいた。ここに謝意を記す。
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したため、有意な相関関係があった12の項目間について
カイ二乗検定を行ったところほとんどの項目間で相関は
確認されなかった。有意であったのは、「認知度とボラ
ンティア団体の参加程度」（χ２=11.24（自由度４）、
値=0.024）および「仮の寄付金額と自治会の参加程度」
（χ２=30.16（自由度10）、値=0.001）)

　　のみであった。

参考文献　
明るい選挙推進協会. 2011.「第22回参議院議員通常選挙

の実態―調査結果の概要 ―」（2010年７月時点）.
Art Base Momoshima website. n.d. http://artbasemomo-

shima.jp/ (2013/03/01).
中国新聞.2013.「空き家対策条例広がる」（2012年２月10

日）
樋口貞幸. 2011.「市民イニシアチブによるアート振興」

都市研究プラザグローバルCOE文化創造ユニット『地
域の声を結ぶアート－アジア・アーツマネジメント会
議３』水曜社.

広島アートプロジェクトwebsite. n.d. http://www.hiro-
shima-ap.jpn.org/web/news.html（2013/03/01）.

広島県. 2003.「広島県離島振興計画（平成15年度〜24
年度）」.（http://opac.pref.hiroshima.jp/documents/
rdd/iso_isl_promo_h15_h24.pdf）

加治屋健司. 2010.「日本のアートプロジェクト　その歴
史と近年の展開」柳幸典・加治屋健司・岡本芳枝・
今井みはる・古堅太郎・鹿田 義彦『広島アートプロ
ジェクト2009「吉宝丸」』広島アートプロジェクト実
行委員会, pp.261-271.

加治屋健司. 2009.「アートプロジェクトと日本－アート
のアーキテクチャを考える」柳幸典・ 村田真・加治
屋健司・岩崎貴宏・齋藤彩佳『広島アートプロジェク
ト2008』広島アートプロジェクト実行委員会, pp.129-
135. 

北川フラム. 2005.『希望の美術・協働の夢　北川フラム
の40年　1965―2004』角川書店.

北川フラム. 2010.「文化・芸術による地域づくり―越後
妻有アートトリエンナーレと瀬戸内国際芸術祭を巡っ
て―」『地域社会学年報』, vol.22, pp.11-29.

長畑実・枝廣可奈子. 2010.「現代アートを活用した地域
の再生・創造に関する研究‐直島アートプロジェクト
を事例として－」『大学教育』vol.7, pp.131-143.

内閣府. 2007.「平成18年度内閣府選好度調査」内閣府国

民生活局.
野田邦弘. 2011.「現代アートと地域再生－サイト・スペ

シフィックな芸術活動による地域の変容」『文化経済
学』vol.8, no.1, pp.47-56.

尾道市. 2012.「尾道市統計人口」
（http://www.city.onomichi.hiroshima.jp/www/service/

detail.jsp?id=4607）
尾道市. 2013「尾道市住民基本台帳登録人口平成25年１

月」（http://www.city.onomichi.hiroshima.jp/www/
service/detail.jsp?id=4607）

住まい・まちづくり担い手支援機構. 2011.「地域の住
まい・まちづくり活動研究（アートプロジェクト編
①）」.


