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Public-Private Partnerships at the Setouchi International Art Festival:
Advantages and Challenges

This article explores the structure of public-private partnerships (PPP) at the Setouchi International Art Festival 
(SIAF), held triennially at remote islands in the Seto Inland Sea. SIAF is operated by unique partnerships that include 
private foundations and corporations, volunteer organizations, local organizations, as well as prefectural and municipal 
governments. At the most recent SIAF 2013, the partnerships successfully invited internationally renowned artists and 
drew an audience of more than one million. Further, the partnerships contributed to the success of SIAF through raising 
private funds and a volunteer workforce. 

It is notable that a private art producer and a private director, both heads of private arts organizations, effectively 
lead SIAF. This flexibility to encourage private sector contributions is understood to be instrumental to SIAF’s success. 
However, some local residents at the hosting islands have expressed dissatisfaction with the purportedly self-righteous 
attitudes of SIAF’s leadership. PPP is expected to update public services with the private sector’s innovative ideas, but 
the noted disconnect between the innovative ideas of the private sector and the public’s interests may yet be another 
challenge to PPP.
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Ⅰ．はじめに：公民パートナーシップとしてみ
る瀬戸内国際芸術祭

　瀬戸内国際芸術祭は、「海の復権」というテーマ
を掲げ、自然の中に現代アートを配し、観客が瀬戸
内海の島々を巡りながら島民と交流し地域の文化に
触れるという新しい趣向の芸術祭である。また瀬戸
内国際芸術祭は、国内外の人々が観客として島々を
訪れるのみでなく、来島者に作品制作や会場案内に
協力するボランティアとして主体的に関わる機会を
提供した参加型の芸術祭でもあった。このコンセプ

トが反響を呼び、2010 年の第 1 回瀬戸内国際芸術
祭の観客数は予想を大きく上回り、またボランティ
アの活躍も注目された。以後、地域活性化の先駆的
事例として各方面で話題になっている。
　離島に作家が滞在し現代アートを制作しボラン
ティアがサポートするという構図のほかに、直島ベ
ネッセアートサイトという企業主導の取り組みとの
相乗効果にも関心が寄せられており、マスコミ報道

瀬戸内国際芸術祭における公民パートナーシップ
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や雑誌記事等における紹介も非常に多い。実際、過
疎地の島々が全国から訪れた若者でにわかに活況を
呈し、島の風景を一変させた本事業には、瞠目すべ
きエピソードが満載である。
　ただ後述するように瀬戸内国際芸術祭の各々の島
で運営に関わった人々の姿は多彩であり、また公民
の連携体制さらには民民の連携体制も多様であった。
瀬戸内国際芸術祭に関わった多くの公民の主体の連
携のあり方も、詳細に検討すると従前の公民パート
ナーシップには見られないいくつかの特性がある。
　1990 年代以降、公共政策の各分野では公民パー
トナーシップの重要性が謳われ、協働あるいは新し
い公共という概念のもとで様々な取り組みが進んで
きた。「公民パートナーシップ」とは Public Private 
Partnerships (PPP) の訳語であり、公民連携あるいは
官民パートナーシップと呼ばれることもある。PPP
とは文字通り公的主体と民間主体の連携を意味する
が、その構成要素や定義は定まっておらず立場によ
り様々な解説がなされている 1。ここでは大まかに、
これまで政府が主導して行ってきた公共事業（社会
資本の整備および福祉・教育・文化などのサービス
の提供）に関して、民間主体が事業の企画、実施、
資金負担など多くの場面において参加する様々な手
法と整理しておく。民間主体には営利組織と非営
利組織の双方が含まれる。1990 年代以降、先進諸
国の政府が公民パートナーシップを導入してきた目
的は、財政悪化に苦しむ中で社会資本の整備や公共
サービスの提供を効率化するためであった。
　PPP は 1990 年代から普及してきた用語であるが、
政府が公共サービスの提供を外部化し、民間事業者
に委ねるという手法は古くから存在した。こうした
伝統的な外部化の手法と PPP の手法の相違は、後
者においては民間主体が関わる場面が増えたこと、
とりわけ事業の企画に民間主体の参加が見られるよ
うになったことである（OECD 2008）。伝統的な外
部化においては、公共サービスの質や量は政府が企
画し、民間主体は提示された業務の一部を仕様に
沿って実施することが多い。これに対して PPP に
おいては、民間主体が企画段階から参加する余地が
あることから、革新的なアイディアを公共事業に取
り入れる可能性が生まれ、結果的に公共サービスの
水準が高まるという利点が期待されている。
　PPP に類似する概念として「協働」あるいは「新
しい公共」という用語もあるが、これらは主として

公的主体と市民活動団体などの非営利の民間主体を
中心とした連携事業に収斂しがちな傾向がある（金
谷 2011）。しかし本稿が対象とする瀬戸内国際芸術
祭に関わる主体は後述するように地方自治体、大小
各種の非営利組織および営利組織と多彩である。こ
のためより広い概念である公民パートナーシップと
いう用語を用いることとする。
　公民パートナーシップに対しては、様々な点で行
き詰まりを見せる現行の公共サービスに風穴を開け
る手法として期待が寄せられているが、各々に異な
る目的そしてステークホルダーを有する公的主体と
様々な民間主体の連携は、理想と現実の狭間で苦難
しているのも事実である 2。こうした事情を考える
と、瀬戸内国際芸術祭を巡る公民パートナーシップ
のあり方を詳細に検討することは、隘路にある公民
パートナーシップに対して、一つのヒントを提供す
る可能性がある。
　瀬戸内国際芸術祭が開催された島々は広範に点在
しており全容を解明することは容易ではなく、本報
告もその域を出るものではないが、こうした認識を
踏まえつつ、瀬戸内国際芸術祭に関わる公民パート
ナーシップの特質の一端を明らかにしていきたい。
なお本報告は、瀬戸内国際芸術祭に関わった行政機
関、財団、住民、ボランティアなどの関係者に対す
るヒアリング、文献・資料、現地視察などを基にし
ている。

　瀬戸内国際芸術祭は、離島であり過疎化・高齢化
が著しい瀬戸内の島々を舞台とした、「海の復権」
をテーマに掲げた現代アートの祭典である 3。
　第１回芸術祭は、2010 年 7 月～ 10 月、瀬戸内海
の直島、豊島、小豆島、男木島、女木島、大島（以
上、香川県）、犬島（岡山県）の 7 つの島で開催され、
18 か国 75 組のアーティスト・プロジェクトが参加
した。本事業には、当初予想の 3 倍近い 94 万人の
観客が訪れ、この成功により 3 年後の開催が決定し
た。
　第 2 回芸術祭は、2013 年 3 月から春会期、夏会期、
秋会期に分散し計 108 日の間、第 1 回の 7 島に、沙
弥島、本島、高見島、粟島、伊吹島の 5 島を加えた
12 の島において開催された。26 ヶ国 200 組の作家
が参加し、観客は 107 万人に上った（表 1）。小豆島、

Ⅱ．瀬戸内国際芸術祭の概要
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直島、豊島を除くと、島の人口は数十人から数百人
という離島がほとんどであり、そこに数万人の人々
が訪れるという前代未聞の規模の来島者があった。

　瀬戸内国際芸術祭の主催者は、瀬戸内国際芸術祭
実行委員会である。会長は香川県知事、副会長は香
川県商工会議所連合会会長と高松市長である。次い
で総合プロデューサー・福武總一郎氏（公益財団法
人福武財団理事長）と、総合ディレクター・北川フ
ラム氏（アートディレクター）が配され、委員には
開催市町の首長、公益財団法人福武財団および県内
関係団体が名を連ねるという組織が構成されている。

　瀬戸内国際芸術祭のテーマ「海の復権」には、総
合プロデューサー・福武總一郎氏の思想が色濃く反
映している。福武氏および同様な考えを持つ総合
ディレクター北川フラム氏の二人の強いリーダー
シップのもとで本事業は推進されてきた。瀬戸内国
際芸術祭の骨格を理解するために、両者の経緯を少
し詳しく紹介しておきたい。

１．総合プロデューサー・福武總一郎氏
　福武總一郎氏は岡山県出身、株式会社福武書店

（現株式会社ベネッセコーポレーション）の創業者

の子息であり、1986 年に同社社長に就任した。現
在は株式会社ベネッセホールディングス会長である

（2014 年 4 月）。直島の開発への取り組みは 1980 年
代に遡る。直島でバブル期に F 観光が主導したリ
ゾート開発が頓挫した後の開発事業に取り組んでき
た父である前社長の遺志をついだ事業であった。
　1989 年に国際キャンプ場を整備した後、1992 年
にベネッセハウスおよび直島コンテンポラリーアー
トミュージアムを開設し、2006 年には地中美術館
を開設した。1994 年には ‟Out of Bounds”、2001 年
には「スタンダード展」と銘打った現代アートの国
際的な野外展覧会を開催し、また 1998 年からは地
域に点在する空き家を多数の地域住民の参加を得て
作品化した「家プロジェクト」も展開してきた。直
島以外の地域では、2008 年に犬島において、大正
時代に操業停止し数十年放置されてきた銅製錬所を
再生させた犬島精錬所美術館を整備している。一
連の事業は「ベネッセアートサイト直島」と総称
されている。この間、直島は現代アートのメッカ
として国内外に知られるようになり、1990 年には
1 万人であった年間観光客数が、2000 年には 4 万人、
2008 年には 34 万人へと急増した（直島町 n.d.）。ま
た長年飲食店がなかった地域に飲食店がオープンし、
宿泊事業者も増えてきた。これらの一部は直島町民
と島外からの移住者によるものである（笠原 2011）。
　上記の事業は、当初は企業である株式会社ベネッ
セが中心となり進めてきたが、企業活動の制約を離
れて自由な活動を展開していくために、公益法人で
ある福武財団（詳細は後述）中心の活動にシフトし
ていった。こうした長年の取り組みの延長線上にお
いて瀬戸内国際芸術祭は構想されており、福武氏の
信念は以下のような発言に端的に表れている。

「近代化によって傷付いた島々を、ある種、怨
念を持って再生しようと。」

（福武・真部 2010）
「現代美術によって、過疎地や傷付いた地域を、
地域の人と一緒に再生する。いわゆるハコモノ
を大量につくって、それを目玉とした観光地に
するのではない。」（福武 2013）

「アートが好きだからやっているのではない。
過疎地の高齢者の笑顔、元気をつくるためだ。」

「特に瀬戸内の海と島、生活、民俗を世界に発
信することが私の夢だ。」4（長畑・枝廣 2010）

表1.  第2回瀬戸内国際芸術祭の観客数と島の人口

（単位：人）

観客数 最多来場日 人口（2010）

直島 265,403 6,288 3,277
豊島 130,123 2,886 1,018
女木島 57,582 1,488 174
男木島 49,712 1,345 162
小豆島 196,357 5,515 30,167
大島 4,544 160 91
犬島 61,809 1,685 54
沙弥島 77,693 7,300 92
本島 28,372 2,427 492
高見島 24,371 2,150 43
粟島 32,412 2,404 289
伊吹島 37,706 1,657 590
高松港 68,160 1,943 ‐
宇野港 36,124 1,299 ‐
合計 1,070,368 27,562

Ⅲ．二人のリーダーシップ〜越後妻有から瀬戸内へ

（出所）瀬戸内国際芸術祭実行委員会（2013）、総務省
（2012）、香川県（n.d.）から作成
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　ここから読み取れるのは、故郷に対する熱い想い、
成長志向の現代社会に対する疑問と憤り、また疲弊
した地域から新しい文化を発信し社会を変えたいと
いう強い使命感である。

２．総合ディレクター・北川フラム氏
　北川フラム氏は、実験的なアートプロジェクトの
パイオニアであり、現代アートを用いた地域再生の
嚆矢「大地の芸術祭　越後妻有アートトリエンナー
レ（以下「大地の芸術祭」とする）」（2000 年～）
の総合ディレクターである。「大地の芸術祭」は超
過疎化が進む農山村地域を周遊する芸術祭である。
なお北川氏は越後妻有のある新潟県の出身である。

「僕の出発点は、（略）どうして日本の美術は面
白くないんだろうということです。限られた人
たちだけのものになっていて、市民社会に広く
支持されていない。」「そうした美術の問題を明
らかにできる場所というのが、具体的な人間関
係がある『地域』だろうと思った。」（国際交流
基金 website）

「美術とはもともと直観的な社会文明を理解す
るための手立てですね。私たちは全部違うよう
に考えてきましたが、（略）この本当に捨てら
れていく地域にこそ、アートが本当に関われる
道がないのか」（北川 2010）

　このように行き詰まりをみせる現代の美術と、経
済成長の陰で切り捨てられてきた農山村地域を結び
付けようとする試みとして「大地の芸術祭」は企画
された。ここで掲げられている基本コンセプトは「人
間は自然に内包される」である。しかし当初、地元
住民の抵抗は強く、賛意を得るまでには相当の苦難
があったという（北川 2010）5。ただその後、都市
部の若者を主体にしたボランティア・こへび隊の大
勢の参加を得たこと、また住民が地域に滞在し制作
に取り組む作家の姿に触れたことなどから徐々に共
感が広がり、またアイディアの新規性が各方面で話
題を呼んだ。この間、観客も増えていき、越後妻有
アートトリエンナーレ 2009 は 38 万人の観客を集め
ている 6（大地の芸術祭実行委員会 2010）。

　「最初から理解者と一緒にやるのではなく、色々

な壁が立ちはだかっているなかで、アーティスト、
集落、サポーターの『協働』が生まれたことがもの
すごく重要だった。それによって越後妻有のパブ
リックの概念が新しく変わり始めた」（国際交流基
金 website）

　越後妻有アートトリエンナーレの総合プロデュー
サーは福武總一郎氏であり 7、総合ディレクターは
北川フラム氏である 8。つまり瀬戸内国際芸術祭は、
越後妻有アートトリエンナーレの後継事業と位置付
けられる。コンビを組む福武氏と北川氏の現代アー
トと地域の関わりに対する最近の発言は、かなり
オーバーラップしている。

　（福武氏発言）「お金儲けをいっさい約束されない
現代アートの道を選ぶアーティストは、たった一点
の作品に世の中に対する問題、課題、矛盾といった
メッセージを込めている。そのメッセージは都会で
はなく、直島や越後妻有など、自然、歴史、文化が
残る田舎におかれる方が光を放ち、我々に社会と
の対話をさせてくれるのだと思う。」（長畑・枝廣
2010）

　「アートには場を発見する力がある」「アートを通
し、この地域が外の人たちに評価されることによっ
て、土地、地域への誇りを取り戻す一歩となった」（北
川 2005）9

「アートは一種赤ちゃんのようなものですね。手間
がかかる。分かりにくい。もう大変だ。だけどそれ
をみんなが周りで構うことによって、人がつながっ
ていく。」（北川 2010）

　ここから読み取れるのは、現代アートを過疎地に
持ち込み、住民・ボランティアとの協働により地域
の活性化につなげる試みに対する自信と使命感であ
る。社会に対する強い反骨心と社会を変えようとす
る個性的な二人のリーダーのタッグである 10。
　ただ前述のとおり、瀬戸内国際芸術祭に関しては、
福武氏が瀬戸内地域に 30 年以上関わり、ハード・
ソフトのインフラの集積があったという相違がある
ことを付言しておく。

Ⅳ．公民パートナーシップの実際
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１．香川県の立場と瀬戸内国際芸術祭実行委員会
　次には、瀬戸内国際芸術祭が具体的にどのような
運営体制で進められたのか、そこにはどのような公
民の主体が関わっていたのかを見ていくこととした
い。
　前述のとおり、瀬戸内国際芸術祭の主催者は、瀬
戸内国際芸術祭実行委員会である。会長は香川県知
事であり、実行委員会事務局は香川県庁内に置かれ
ていた。公民パートナーシップの実態を詳しく見る
前に、香川県の立場を確認しておきたい。
　瀬戸内国際芸術祭実行委員会（2010）によると、
本事業の経緯は 2004 年度に香川県の若手職員によ
る政策研究「『現代アート王国かがわ』の確立」で
アートアイランド・トリエンナーレの開催が提言さ
れたことが発端である。次いで 2005 年に直島福武
美術館財団が「瀬戸内アートネットワーク構想」を
発表し、複数の島々を会場とする文化芸術イベント
を提唱した後、2006 年度には香川県が直島と高松、
小豆島、丸亀、坂出を結ぶ航路の「アート・シャト
ル」を実験運航した。こうした公民相互の取り組み
の中から瀬戸内国際芸術祭の開催が決定され、2008
年に瀬戸内国際芸術祭実行委員会が設立された。
　香川県にとって豊島の産業廃棄物の不法投棄問題
は長年の懸案であり、前香川県知事は現代アートの
施設群を擁する直島と協力することを望んでいた

（北川・瀬戸内国際芸術祭実行委員会 2010）。また
香川県には、離島振興対策対象の有人島が 21 あり、
同県は 1957 年以来 7 次にわたり振興計画を策定し
離島対策に取り組んできた（香川県 2013）。つまり
地元自治体の様々な行政課題と、前述した瀬戸内の
再生を願う民間のリーダーシップが交差したところ
で、瀬戸内国際芸術祭は始動したといえる。なお第
2 回芸術祭で加わった香川県西部の 5 島の１つは現
香川県知事の出身地である。
　第 2 回瀬戸内国際実行委員会の組織は、（図１）
のとおりである。会長の下に、副会長として香川県
商工会議所連合会会長と高松市長、次いで総合プロ
デューサー・福武總一郎氏、総合ディレクター・北
川フラム氏が配され、委員には開催市町の首長、公
益財団法人福武財団および県内関係団体が名を連ね
るという組織である。
　実行委員会の外に、ボランティアサポーター組織
としてこえび隊が結成され、作品制作、会場案内、
イベント開催などの支援を行っている。

　また開催市町においては各々実行委員会が組織さ
れ、住民による協力体制の整備、ボランティアの募
集、関連事業の開催などが行われた。
　さらに作品制作に関しては株式会社アートフロン
トギャラリーが大きく関わっている。

２．様々な公民の主体
　これらの関係者のつながりを示すと（図 2）のと
おりである。以下では、主な主体の役割を順次説明
していきたい。

⑴総合プロデューサー
　総合プロデューサーは事業全体のビジョンを方向
付け、全般を統括している。企画段階においては、
作家の選択および作品の設置場所の選定を行う。作
家の選定は招待と公募により行われるが、公募の
審査員は福武氏と北川氏の二名である 11。総合プロ
デューサーは、後述する公益財団法人福武財団の理
事長であり、直島を中心とする美術施設にも関わる。

⑵総合ディレクター
　総合ディレクターは、事業の企画運営の要であり、
企画段階において、作家の選定や設置場所の選定を
行うほか、事業執行に際しても、行政機関との調整、

 

 

図1.  第2回瀬戸内国際芸術祭実行委員会

（出所）瀬戸内国際芸術祭実行委員会（2013）
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地元住民に対する説明・調整、ボランティアの組織
化を含めて事業を統括する役割を持つ。開催場所と
なる島々に出向き、地元に協力要請を行う段階から
地域に関わっている。
　なかでも重要なのは作家の選定である。作家の多
くは総合ディレクターのネットワークにより作家が
選ばれている。イベントに関しても同様である 12。

⑶香川県
　瀬戸内国際芸術祭実行委員会の会長は地元自治体
の筆頭である香川県知事が務め、香川県庁内に実行
委員会事務局が置かれており、香川県は重要な公的
主体の一員である。
　同実行委員会の主な役割は開催市町と総合ディレ
クターのつなぎ役である。開催場所となる島々に総
合ディレクターと共に出向き、市町関係者および地
元関係者の調整役となる。第 1 回芸術祭の実行委員
会事務局は17名（うち3名は高松市から派遣）であっ
た（国土交通省 website ）。

⑷開催市町
　開催市町の役割は、設置される作品の性質などに
より各々異なるが、基本的に開催地の島において、
作品の設置場所や作家の受入に関して、地元住民と
の直接の交渉窓口になることである。具体的には、
利用する場所や施設（学校、民家、農地など）の利

用に関して地元と調整を行ったり、制作を行う作家
の受入や制作協力に関して、地元住民に依頼や調整
を行うことである。

⑸こえび隊（NPO 法人瀬戸内こえびネットワーク）
　こえび隊は瀬戸内国際芸術祭のボランティア・サ
ポート組織として 2009 年 10 月に発足した 13。瀬戸
内国際芸術祭の成功要因の一つとして、頻繁に紹介
されている組織である。自治体、住民、企業、関係
団体などのつなぎ役として、総合ディレクターの発
案により設立された。越後妻有アートトリエンナー
レで活動したこへび隊の経験がベースにある。
　第 1 回芸術祭では延べ 8,500 人、実働 800 人の
こえび隊が活動した。2010 年 11 月時点の登録者
は 2,606 人に上る。第 2 回芸術祭では延べ 7,000 人、
実人員では 1,300 人のこえび隊が活動した。芸術祭
の会期前には島に滞在して作品制作を行う作家の手
伝いが主な活動であり、会期中は作品・会場の受
け付けや案内・解説として活動している人が多い 14。
活動の内訳は、作品受付（3,600 人）、作品制作（2,800
人）、イベント（600 人）であった。全国 36 都道府
県から、また海外からの参加もあった。
　芸術祭の会期外においても活動は継続しており、
2012 年 8 月時点において、週末には平均 15 名が活
動していた。スタッフは 16 名であった。またメン
バーにより管打団が結成されイベントの支援を行っ

【民間】 【実行委員会】 【関連組織】

実行委員会会長　香川県知事

企画 総合Ｐ　福武総一郎 ㈶福武財団 ㈱ベネッセホールディングス
作家選定 ㈱直島文化村

作家
26ヶ国　200組 総合Ｄ　北川フラム ㈱ＡＦＧ

作家選定
執行 法人 えびネ ト ク 作家調整執行 NPO法人こえびネットワーク 作家調整

延7000人（実1300人）
作品制作
会場受付
イベント 香川県
施設運営 事務局施設運営 事務局

地元調整
運営業務

地元住民 会場 開催市町（10）
作家受入 12島＋2会場 地元調整
案内・休憩所 運営業務
管理運営協力管理運営協力
物販 関係団体
関連行事 経済団体、企業、大学など

図2.  瀬戸内国際芸術祭の公民主体と役割・ネットワーク

（出所）筆者作成
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たり、島の夏祭りの助っ人として活躍したメンバー
もいた。全般的に社会人の参加が多く、平均年齢は
30 歳程度ということであった。
　こえび隊は瀬戸内国際芸術祭実行委員会と協力
関係にあるが、別組織として運営されており、2012
年 4 月に NPO 法人化された。自分たちで収入を獲
得する組織になることが求められており、ボラン
ティアのコーディネート以外に、商業的事業にも関
わっている。具体的には、豊島の島キッチン（レス
トラン）の運営、関連商品の流通販売があり、その
ために有償スタッフも配置している。事務局運営に
も有償スタッフを配置している。

⑹開催地の住民
　開催地の住民も様々な形で瀬戸内国際芸術祭に参
加・協力している。前述のとおり、開催地が決まっ
た後、実行委員会と開催市町を通じて、各島の自治
会関係者に協力依頼が寄せられるのが大まかな流れ
である。住民の参加・協力の形態は様々だが、作品
の材料収集、作品設置場所の調整、制作協力、清掃、
来島者に対する接待などが多かったようである。具
体的な内容の一部は以下のとおりであり 15、カッコ
内は芸術祭の回を示す。

○男木島（第 1 回）
・自治会等の呼びかけにより、コミュニティ・セ

ンター女性部、漁業協同組合女性部（タコ飯販
売）、老人会（飲み物販売）などが会期中活動
した。活動内容は、コミュニティ・センターと
自治会が希望を聞いて割り当てた。

・漁業協同組合女性部では独自にビアガーデンを
開設した。

○直島町（第 1 回）
・住民による植栽や生け花、お茶出しボランティ

ア、コンサートなどが行われた16。
・関連イベントとして、直島琴弾地浜文楽公演や

ダンス公演なども行われた。
○伊吹島（第 2 回）

・観音寺市実行委員会が、作品に利用する5万個
の「浮き」を制作するワークショップを呼びか
けた。また来場者サポートやイベント会場での
誘導のためのボランティアを募集した（観音寺
市website）。

・お茶などの接待を行う私設の休憩所が複数個所

（路上、公民館、民家、お寺など）で設置され
ていた。住民独自で作品解説や案内等も行って
いた。

・民俗資料館において自主ボランティア解説ガイ
ド（Uターン者）があった。

・宿泊提供を申し出る住民もいた。
・伊吹島出身者が会期中限定で出店したイリコお

にぎりの店があった。
○小豆島（第 1 回・第 2 回）

・千枚田に設置された作品「小豆島の光」のた
めに住民が6千本の竹を切り出した（四国新聞 
2010）。

・作品「静けさの中で」用に住民が50万本の結束
バンドを作成した（毎日新聞 2013）。

・旧醤油組合を利用したコミュニティ・アートの
ために、住民が集まりアイディアを出し合って、
作品の制作（醤油タレに醤油を詰める）作業を
行った。会期中の監視は近隣住民（老人クラブ
など）が輪番で担当した。

・坂手港の案内所では住民も案内ガイドを務めた
17。

・住民が醤の里の野外作品の監視、案内ガイドを
行った。「リーゼントのオリーブ」においては
夏みかんの接待があった。

・住民が共同で整備した私設の公園（花畑、醤油
樽のベンチなど）の案内もあった。

・「ウマキキャンプ」では、住民が交代でお茶や
トコロテンなどの接待を行った。ここで上映さ
れた映画は、地域住民が脚本、演出、出演して
制作した18。

○粟島（第 2 回）
・ボランティア団体「海ほたる隊」が結成され作

品制作に協力した。
・住民が手作りコミュニティガーデン（動物など

の作品＆花壇）を開設し案内した。
○高見島（第 2 回）

・ボランティア団体「さざえ隊」が結成された。
○沙弥島（第 2 回）

・地元ボランティアが茶接待、食事販売、清掃、
ガイドなどを行った。また親子お手伝い隊が
貝殻を使う作品に協力した。ミニチュア・イ
ス制作ワークショップも開催された（坂出市
website）。
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⑺公益財団法人福武財団
　公益財団法人福武財団 19 は、①美術館・美術施
設の運営、②美術イベント・国際交流、③情報提供・
出版、④助成事業（地域・瀬戸内文化）を行ってい
る。基本財産は 402 億円（2012 年 3 月現在）、理事
長は福武總一郎氏である。財団法人直島福武美術館
財団（2004 年設立）、財団法人文化・芸術による福
武地域振興財団（2007 年設立）および財団法人福
武学術文化振興財団（1985 年設立）が 2012 年に統
合され設立された。
　第 2 回瀬戸内国際芸術祭に対して、公益財団法人
福武財団は二つの役割を果たしている。以下の内容
は、公益財団法人福武財団（2013）による。
　第一は、瀬戸内国際芸術祭実行委員会の構成員の
一員として、香川県と開催市町に並び負担金（1.9
億円）を提供していることである。
　第二は、第 2 回瀬戸内国際芸術祭の参加作品とし
て、美術館・美術施設を提供していることである。
直島および犬島の作品の大半、豊島、女木島および
小豆島の一部の作品は、公益財団法人福武財団の美
術施設である。既存施設としては、地中美術館、李
禹煥美術館、直島・家プロジェクト、直島銭湯、犬
島・精錬所、犬島・家プロジェクト、豊島美術館が
あり、2013 年には ANDO　MUSEUM、三分一博志
建築構想展、福武ハウスが新設された。つまり瀬戸
内国際芸術祭は、瀬戸内国際芸術祭実行委員会と公
益財団法人福武財団の諸事業はオーバーラップして
構成されている。これらの財団独自の瀬戸内国際芸
術祭予算（2012 年～ 2013 年の 2 か年）としては、4.5
億円が別途計上されている。
　公益財団法人福武財団は福武家が中心に出捐して
設立された財団である。直島を中心とした芸術文
化事業は、株式会社ベネッセホールディングスの
CSR として紹介されることが多いが、実質的には
福武家の個人的なフィランソロピーである部分が大
きい。2003 年度～ 2011 年度の間に福武家から同財
団に寄付された現金・土地・美術品等は 210 億円近
いが、株式会社ベネッセホールディングスからの寄
付は 7 千万円であった（財団法人直島福武美術館財
団 各年）。同財団の従業員 110 名のうち 12 名は株
式会社ベネッセホールディングスからの出向等であ
り両者の関わりは浅くないが 20、福武家の寄付は注
目に値する規模である。公益財団法人福武財団の主
な収入は所有するベネッセホールディングスの株式

の配当 21 で、2013 年度の収入予算額は 25 億 4,180
万円である 22。
　公益財団法人福武財団は地域との連携にも時間を
かけて取り組んできた。日常的に自治会や祭りを通
じて地域に関わる取り組みも多い。古民家を利用し
た家プロジェクトなどに住民参加を得ることが出来
たのも、こうした取り組みの結果である。
　また直島銭湯は、NPO 法人直島観光協会に管理
委託し、地元自治会に運営を委ねてきた。さらに
2013 年に新設された福武ハウス（小豆島）は小豆
島自治会に運営委託すること、さらに三分一博志建
築構想展（直島）、Big Bambu（豊島）の 3 作品は、
NPO 法人こえびネットワークに運営委託すること
が報告されている。
　なおベネッセ・グループでは、ホテル経営などの
ビジネスの実施部隊としては株式会社直島文化村を
設立し、公益財団法人福武財団が行う公益事業と営
利事業を分離している。

⑻株式会社アートフロントギャラリー
　瀬戸内国際芸術祭に出品する作家との交渉や調整
を担うのは、株式会社アートフロントギャラリーで
ある。アートフロントギャラリー website によると、
同社は展示会企画、コミッションワーク、地域計画・
アートプロジェクトなど様々な美術関連事業を展開
している 23。越後妻有アートトリエンナーレおよび
瀬戸内国際芸術祭は、同社の事業実績に掲載されて
いる。代表取締役会長は北川フラム氏であり、同氏
の意向を受けて作品制作に関わる調整を実行委員会
と行うエージェントでありブレーンのような存在と
考えらえる。
　また同社 website には、関連組織として NPO 法人 
瀬戸内こえびネットワークも掲載されている。事業
実績としては、他に水都大阪 24、上勝アートプロジェ
クトなども挙げられている。コミッションワーク（都
市計画、公共施設など）として、男木交流館（瀬戸
内国際芸術祭参加作品）、海の駅なおしまなど瀬戸
内地域での事業実績も挙げられている。

　以上のような様々な公民の主体による様々なパー
トナーシップが織りなしているのが、瀬戸内国際芸
術祭である。前述のとおり、ベネッセアートサイト
直島がオーバーラップし同事業の中核を成している
が、この他にも、既存の事業が発展して瀬戸内国際
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芸術祭に参加した事業も複数あった。例えば、小豆
島では、自治体が主導するアーティスト・イン・レ
ジデンス事業が 2009 年から継続的に実施されてお
り、三都半島では芸術系大学のプロジェクトが始動
し芸術家村が定着しつつあった。粟島でも同様で
あった。そこに瀬戸内国際芸術祭が重なり、来訪者
や外部の人たちとの交流が一気に増えた。
　また小豆島の坂手地区には、1990 年代から商工
会などが取り組んできた「醤の里整備事業」や「醤
油蔵通りの景観形成プロジェクト」があった。しか
し事業が難航し頓挫しているところに瀬戸内国際芸
術祭の企画が持ち込まれ、廃業した醤油工場が現代
アートの作品として蘇り、寂れる一方だった町には

新しい店舗も複数オープンすることとなった。つま
り瀬戸内国際芸術祭は、離島で芽を出しつつもなか
なか根付かない地域活性化の試みを花開かせる機会
を各地で提供したと言える。
　ボランティアに関しては、地域内外の若者が多く
参加したこえび隊が主に活動したのは、豊島、大島、
女木島、男木島などの東の島々であり、西の島々で
は地元住民が主体であったようである。
　このように島ごとに異なる作品群の特性やボラン
ティアの関わりを、おおまかに図示すると（図 3）
のとおりである。瀬戸内国際芸術祭は、内容や運営
に関して相当な多様性を有していたと言うことがで
きる。

場所 作品数 作品名・施設 地元協力 自治体事業 民間事業

(観客数:人）
直島 15 直島銭湯 ○ 直島観光協会、地元自治会に委託
(265,403) 宮浦ギャラリー六区 ○

ANDO　MUSEUM ○
家プロジェクト ○
三分一博志建築構想展 ○ こえびNWに委託
ベネッセハウス ○
李美術館 ○
地中美術館 ○

豊島 15 カモメの駐車場
(130,123) 豊島横尾美術館 ○

豊島美術館 ○
トムナフーリ ○
Biｇ　Bamboo ○ こえびNWに委託
島キッチン こえびNWが運営
ほか

福武財団

犬島 9 犬島精錬所美術館 ○
(61,809) 家プロジェクト ○

ほか

女木島 11 100年の闇
(57,582) MEGI HOUSE

女根 ○
不在の存在 ○
ほか

男木島 16 男木島の魂 地元住民、ビアガーデン、物販
(49,712) ほか

小豆島 29 太陽の贈り物
(196,357) 迷路のまち Meipan(私設美術館）

わらアート
福武ハウス ○ 小豆島町自治会に委託
小豆島 Story of the Island 小豆島AIR（2009年〜）
小豆島コミュニティアートPJ 地元団体、作品制作
坂手港＋醤の里プロジェクト
小豆島の光 自治会、竹の切り出し

地元団体 茶接待

「醤の郷整備事業」
(醤油蔵通りの景観整
備プロジェクト」（1992
年〜）小豆島町商工地元団体　茶接待

大島 4 つながりの家
(4,544) ほか

粟島 9 Subtle　Intimacy ボランティア「海ほたる隊」 粟島AIR
(32,412) ほか 作品制作

沙弥島 5 階層・地層・層 地元団体ボランティア
(77,693) ほか 茶接待、食事販売、清掃、ガイド

本島 9 出航
(28,372) ほか

高見島 12 新なぎさ号・キュートアップ作戦 ボランティア「さざえ隊」
(24,371) Sea Room

ほか

伊吹島 7 沈まぬ船 観音寺市実行委員会ボランティア
(37,706) ほか WS開催

高松港 10 Luminal Air
ほか

年〜）小豆島町商工
会

ほか

宇野 10 宇野のチヌ

全体・回遊 4 島スープ
ほか

165

図3  瀬戸内国際芸術祭の島ごとの多様性

（出所）筆者作成
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３．公民パートナーシップの定量的把握
　以下では、これらの様々な公民パートナーシップ
の主体の関わりを定量的にみてみたい。まず運営ス
タッフの割合は、（表 2）のとおりである。第 2 回
芸術祭は会期・曜日により運営スタッフの人数、構
成が異なるが、平均ポストが最多であった秋会期
の土日祝のケースでは、こえび隊（13.4%）、企業・
OB 等（19.8%）、県・市町職員（19.3%）、県・市町
緊急雇用（28.9%）、警備員（18.6%）となっている。
ここから分かることは、頻繁に話題にされたこえび
隊の活動は一部に止まり、多くの行政職員と緊急雇
用による公的雇用が瀬戸内国際芸術祭を支えていた
ということである。このことは、国内外から集まっ
た若者主体のボランティアが瀬戸内国際芸術祭の重
要な担い手だったという評価を減じるものではない
が、その周辺には行政機関の手厚いサポートがあっ

たことにも留意が必要だろう。またここには地元住
民の活動がカウントされていないようであるが、自
治会や開催市町が募ったボランティアや協力者をカ
ウントすれば相当数に上ることが予測される。
　次に事業収入の割合を見ると、（表 3）のとお
りである。主催者の負担金として、香川県が 2 億
円、開催市町が 2 億 2,800 万円、公益財団法人福武
財団が 1 億 9,000 万円と三者がほぼ均等に分担して
いる。このほか補助金・助成金が 9,400 万円、寄付
金・協賛金が 1 億 5,700 万円である。グッズ販売収
入は 4,700 万円、チケット販売収入は 2 億 3,800 万
円である。これを性質別に分類すると、公共財源が
36.4%、民間財源 37.5%、事業収入が 24.3% となる。
公共財源と民間財源がほぼ同額であり、事業収入も
一定程度ある。収入面でみると、公民がほぼ対等な
バランスで参加している点が興味深い。

人  数

民　　間
こえび隊 企業・OB 等 県職員 市町職員 県緊急雇用 市町緊急雇用

公共（行政） 警　備 計

割  合

56

13.4%

83

19.8%

21

19.3%

60 75

28.9%

46 78

18.6%

419

100.0%

内　　　訳

負 担 金 公　共

民　間

事　業

その他

補助・寄付

事業収入

香川県 2 0 0 4 2 8

4 5 0

3 6 . 4 %

4 4 1 3 7 . 5 %

2 8 5 2 4 . 3 %

2 1 1 . 8 %

2 2 8

1 9 0

9 4

1 5 7

4 7

2 3 8

2 1

1 , 1 7 5

補助金・助成金

グッズ

市町

㈶福武財団

寄付金・協賛金

チケット

そ の 他

合　　計

金額（百万円） 金額
（百万円） 割合

【参考】

福武財団事業
（百万円）

表2  運営スタッフの公民割合（第2回芸術祭）

表3  事業収入の公民割合（2011年度〜2013年度合計・見込み）

（注）平均ポスト数が最も多かった秋会期の土日祝の場合
（出所）瀬戸内国際芸術祭実行委員会（2013）「瀬戸内国際芸術祭 2013 総括報告書」

（出所）瀬戸内国際芸術祭実行委員会（2013）
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　以下では、瀬戸内国際芸術祭の公民パートナー
シップに見られる特徴について、その利点と課題を
挙げつつ述べていきたい。
　第一は、大型の民間非営利主体である公益財団法
人福武財団と行政の対等あるいはそれ以上の関係で
ある。公益財団法人福武財団の第 2 回瀬戸内国際芸
術祭に対する負担（1.9 億円）は、香川県（2 億円）
あるいは開催市町（2.28 億円）に匹敵し、行政と対
等なパートナーとして実行委員会に参加している。
また公益財団法人福武財団は、前述のとおり瀬戸内
国際実行委員会事業とは別枠で、それ以上の独自の
事業（4.5 億円）を展開している。これは瀬戸内国
際芸術祭実行委員会のアートプロジェクト費（5.8
億円）に近い規模である。公益財団法人福武財団は
自組織のために必要な投資を行ったとも考えられる
が、本事業の充実化に大きく貢献したことは間違い
ない 25。
　第二は、民民パートナーシップの拡大である。第
一の公益財団法人福武財団に関連することである
が、大型の非営利の民間主体が、住民団体やボラン
ティアなどの小規模な非営利の民間主体を支援する
というパートナーシップ、具体的には公益財団法人
福武財団が所有する美術施設の運営を、地元観光協
会、地元自治会また NPO 法人に委託する例が増え
つつある。管理運営業務の委託は、住民団体やボラ
ンティアに対する資金的支援の意味があり、大型の
民間非営利団体による地域の小規模な非営利団体に
対する目配りが注目される。
　第三は、瀬戸内国際芸術祭の企画は完全に民間の
専門家主導だったということである。企画の根幹に
ある作家・作品の選定は、総合プロデューサーと総
合ディレクターのみが行った。ここに県実行委員会
などが関与することはなかった。参加作家の多くは
総合プロデューサーと関わりを持つ 26。同氏が関わ
る大学関係者の参加も多い 27。参加作家が決まると、
作家との調整は総合プロデューサーが代表を務める
株式会社アートフロントギャラリーが行うのが手順
であった。芸術を扱うイベントにおいては、作品群
の芸術性や全体プログラムの構成の質の高さが生命
線であるため、行政の一般原則である公平性・公正
性よりも、民間の専門性あるいは斬新性や尖鋭性を
優先させるというパートナーシップが形成されたと

解することが出来る。
　第四は、第一に関連して、民民のパートナーシッ
プにおける一種の下請け化が顕在化したことである。
瀬戸内国際芸術祭の運営組織は公民一体の実行委員
会であるが、実際のリーダーシップは一部の民間の
専門家であったことから、ここでは総合ディレク
ターと地域住民の関係を民民関係と捉えるなら、両
者の関係は「協働」の名の下で、企画が一方的に決
定され事業が推進される傾向がかなり強かったよう
である。前述したとおり、企画の核である作家・作
品の選定に公的主体の関与はなく、民間主導のリー
ダーシップの下で進められた。開催地の島々の住民
にとっては、多くの場合、天から降ってきた作品の
制作に協力を要請されたことになる 28。

　このうち第三と第四に関して若干考察したい。瀬
戸内国際芸術祭においては、事業の根幹をなす作家
の選定や場所の選定に際しては、特定の価値観に基
づく芸術的観点を最優先するという意思決定がなさ
れた。本事例はかなり特殊な事例という留保は必要
であるが、このように民間主導の価値観に基づく個
性的な企画が全面的に採用される形で、公民パート
ナーシップが形成されてきたことは、注目に値する
と言えよう。
　行政が関与する大型イベントなどにおいて、民間
主体の企画がベースになることは決して珍しくない。
地方博覧会や大型イベントを広告代理店などが主導
してきた実績は全国的に多い。ただ両者の関係はあ
くまでも発注者と受注者という公民パートナーシッ
プであり、企画内容の最終的な決定権は行政側にあ
ることが通例である。Ⅰで述べた公民パートナー
シップの類型でいうと、伝統的な外部化が大半で
あった。こうした経緯を考えると、瀬戸内国際芸術
祭の民間主導性は際立っていると言える。
　また瀬戸内国際芸術祭は、芸術文化行政の文脈に
位置付けても特異な立場にある。一般に行政が支援
の対象とする芸術文化は、評価の確立した作家や作
品あるいは万人受けするような作家や作品を優先す
ることが多い。公平性・公正性を原則とする行政に
とっては、特定の価値観に基づいて作家・作品を選
択し支援することは容易ではないためである 29。
　こうしたなかで、公民パートナーシップの下で運
営された瀬戸内国際芸術祭において、一般住民には
あまりなじみがない現代アートを志向する民間の専

Ⅴ．特徴と課題
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門家に企画の全てを委ねる方式はかなり異例なこと
であったといえる。
　このことには二つの含意がある。第一は、公民
パートナーシップ型の事業において、行政が強く求
める公平性・公正性に風穴を開ける可能性を孕むと
いうことである。公民パートナーシップを求める声
の高まりとは裏腹に、顕在化しない先端的な社会的
ニーズの充足に取り組む民間主体の活動が行政との
連携を望む場合、行政の公平性・公正性の原則の壁
にぶつかることがしばしば起こる。特に市民活動型
の NPO などにはこうした悩みが多いが、現実には
隘路から抜け出せない状態が続いている。こうした
状況に新たな刺激を与える可能性がある。
　他方でこのように行政の関与を制限すると同時に、
地域住民の意思を十分に反映しない民間主導の手法
は、住民から反発を呼び、行政の関与を強化する住
民の声を高める可能性があるということである。瀬
戸内国際芸術祭実行委員会事務局は、第 1 回芸術祭
に関して「特定の民間団体と連携することに対して
は、県（市町）内で、様々な意見があったが、一定
の成果を上げることにとり、ほぼ解消されてきたと
考えられる。」（国土交通省 website ） とコメントを
しているが、瀬戸内国際芸術祭実行委員会（2013）
によると、第 2 回芸術祭に対する自治会関係者等の
意見には、「次回は核となるアート作品を期待する。
またワークショップを通じた共同制作や作家との
交流の機会が欲しかった。」（男木島）、「高齢化が進
んでおり島民が作品制作等に協力できないこともあ
る。」（高見島）という声も紹介されている 30。また
香川県文化関係者の評価 31 をみると、83.6% が「成
功だった」と評価しているが、「あなたの活動や施
設への影響」があったという人は 25.4% に止まる。

「もっと県内の芸術家、建築家等を活用してほしい」
という自由意見もあった。昨今では、県議会から総
合ディレクターの権限のあり方に疑問が呈されてお
り、今後の動向が注視される 32 。
　民民パートナーシップにおいて、組織や権威の大
小により、ある種の主従関係が見られるようになる
ことは、近年の NPO の活動にも散見される現象で
ある。公民パートナーシップにおいては、公的主体
である行政と民間主体である NPO・ボランティア
などとの一種の主従関係が根深い課題として横た
わっているが、民民パートナーシップにおいても
こうした事象が起こることを本事例は示している。

NPO などの民間の非営利活動においては、市民の
主体性や地域性が重要と盛んに喧伝されるが、一方
で昨今では資金調達や情報発信力の強い首都圏の団
体に資源が集中し、団体間の格差が拡大し、中央集
権的な意思決定が増加する傾向があることと同調す
る現象とも言える。
　このことに関連して、冒頭に示した「アートには
場を発見する力がある」、「現代アートが持つ世の中
に対する問題、課題、矛盾といったメッセージは
過疎地において光を放つ」、アートプロジェクトは

「アーティストのためではなく住民のために実施す
る」というコンセプトが、地域の住民にどのように
受け入れられているのかに関しては、さらなる研究
が必要と考えている 33。現代アートを用いた事業に
より過疎地を活性化させるという構想は、新規性と
いう点では非常に興味深いものであるが、現代アー
トは一般に難解な作品であるという基本的な特質を
看過したままで、作品や作家に共感した一部の住民
の感想が抽出され、作り手である芸術家・芸術関係
者から現代美術の潜在力が強調され、これに対する
反証がないままに正当化されている面も否めない 34。
　一方で、この数十年間、坂道を転げ落ちるような
人口減少と産業の衰退に直面し続けた瀬戸内の離島
に、瀬戸内国際芸術祭の期間中は観客を満載した
フェリーが日々入港し、若者が列をなして賑やかに
島を歩くという光景に、多くの島民は上気してい
るように見受けられた。また瀬戸内国際芸術祭の
ニュースが頻繁にマスコミに取り上げられることを
知り、島民が地元の島々に対する誇りを改めて持つ
ようになった様子は、一観客である筆者の目にも明
らかであった。いうならば、島民の心中には、瀬戸
内国際芸術祭の事業や進め方に諸手を挙げて賛成で
きない何がしかの違和感と、思いがけず大きな注目
を浴びることになった晴れがましさが共存している
ように見受けられた。
　瀬戸内国際芸術祭が瀬戸内の離島に与えた社会的
なインパクトは非常に大きかったことは間違いない。
現代アートを過疎地に持ち込み、住民・ボランティ
アとの協働により地域の活性化を目指すという手法
は、大枠では地域住民に受け入れられたと理解して
良いだろう。国内外からの多数の参加を集めたボラ
ンティア団体であるこえび隊は、瀬戸内の離島に新
しい風と人の流れを作り、瀬戸内国際芸術祭が手作
りで運営されている温かさを演出するしかけとして
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貴重な存在であった。開催地となった島々では、作
品制作に関わった若者がその後島に継続的に来訪し
たり、滞在を始めるという事例も多数生まれている
35。
　こうした事象は、1950 年代から今日まで連綿と
続いてきた政府主導の離島振興策がほとんど成果を
上げることが出来ず、離島は忘れられた存在であり
続けたことを考えると驚嘆に値する。かつて多くの
若者が出ていき、置き去りにされてきた離島に、現
代の若者の関心を引き寄せ、離島を訪問する行動を
喚起した瀬戸内国際芸術祭は、奇跡のような事業だ
と言える 36。そしてこの奇跡は、先鋭的な価値観を
持ち冒険心に富んだ民間人・民間組織に企画を全面
的に委ねたことから実現したと考える。強い訴求力
のある事業は、一般的に行政が重視する公平性や公
正性とは離れたところから生まれると考えられるた
めである。
　今後の課題として挙げられるのは、島の人々が今
回の経験を糧として、瀬戸内国際芸術祭により主体
的に関わる回路を出来るだけ多く作ることであろう。
また離島を舞台に優れた作品を制作し社会に発信す
ることを優先しがちな芸術家を、自分たちが望む地
域の活性化に取り込んでいくような逞しさを身に付
けることであろう。その前段階として、過去の瀬戸
内国際芸術祭のために長期にわたり協力した地域住
民の行動の集積を目に見える形でまとめ、地域住民
の貢献を再確認することも重要だと考える 37。

　日本は 2009 年から人口減少社会に入り、昨今、
地方の活性が新たな社会的課題として浮上している。
ただ地域活性化の現実は非常に厳しい 38。大半の地
方の地域活性化事業は資金調達や情報発信力の面で
多くのハンディを抱えており、前述のとおり、瀬戸
内の島々でも、これまでに住民主導や自治体主導の
様々な試みがあったが、大きなインパクトを持つに
は至らなかった。そこに登場したのが、外来のリー
ダー達であり、彼らの斬新なアイディアと若者を誘
因する力によって、瀬戸内国際芸術祭は大きな話題
を呼んだ。
　しかしながら瀬戸内国際芸術祭の公民パートナー
シップを分析してきた中で明らかになったことは、
大きな社会的インパクトを持つ地域活性化事業にお

いては、主導する主体が地域から遊離し、開催地の
島々の住民や自治体を客体化する一面を持つという
ことであった。また瀬戸内国際芸術祭のコンセプト
には、経済成長を優先してきた社会に対するアンチ
テーゼがあるとされているが、主導者は疲弊した過
疎の島々の住民ではなく、経済力と情報発信力を持
つ者－市場経済社会の勝ち組－であるという、一種
のねじれも観察された。参加者のウィンウィン関係
が想定され公民パートナーシップにおいて、意思決
定に関わる様々な公民の主体のバランスを十分考慮
する必要性も示唆された。
　このように様々な課題はあるが、瀬戸内国際芸術
祭を巡って展開されてきた公民パートナーシップに
は、冒険的ともいえる新規性と、公民の間また民民
の間で支援や協力が重層的に展開したことで、地理
的にも属性的にも非常に広範な民間の人々を巻き込
むことに一時的とはいえ成功した。これらが今後の
様々な公民パートナーシップの展開に様々な教訓と
ヒントを提示しているということについては、重ね
て指摘しておきたい。
　最後に、地域活性化が軌道に乗るまでには一般に
10 年あるいは 20 年以上の持続的な取り組みが必要
だが、本報告はスタートしてからの数年を経た段階
にある瀬戸内国際芸術祭の公民パートナーシップの
分析だという制約がある。また公民パートナーシッ
プの一員としてアーティストに関する分析を加える
ことが出来なかった 39。広範な地域に広がる島々の
取り組みに対する筆者の観察が網羅的とは言い難い
限界もある。このため今後の地域活性化に資する公
民パートナーシップに関して明確な処方箋や展望を
示すことも出来なかった。これらは今後の課題とし
たいと考えている。

　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。ヒアリン
グ等にご協力下さった関係者の皆様に心から御礼申
し上げる。また査読者から有益なコメントをいただ
いたことに感謝する。

Ⅵ．おわりに
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2013）。
７　福武氏の大地の芸術祭の総合プロデューサー就任は

2009年からである。
８　大地の芸術祭実行委員会（2010）によると、寄付・広

告協賛・作品スポンサーは2億4,132万円。これらは総合
プロデューサーとその関係者の尽力によると記載されて
いる。

９　こうした認識は北川氏独自のものではなく、アート
プロジェクトとは「コミュニティやローカリティあるい
はマイノリティという社会的な文脈に介入することによ
りのみ可能な表現活動を作品として提示する企て」（川
俣・桂2003）という概念や、「現代美術を中心に、1990 

年代以降日本各地で展開されている共創的芸術活動。作
品展示にとどまらず、同時代の社会の中に入りこんで、
個別の社会的事象と関わりながら展開される。既存の回
路とは異なる接続／接触のきっかけとなることで、新
たな芸術的／社会的文脈を創出する活動」（熊倉ほか
2013）という考え方が現代アート界にはかなり定着して
いる。

10　なお福武氏は、直島の美術館を設計者・安藤忠雄氏や
ディレクター・北川フラム氏の手腕は認めつつ、自身の
方針、主義主張に沿ったプロジェクトとしてすべてを取
り仕切ると発言している（長畑・枝廣2010）。

11　「瀬戸内国際芸術祭2010作品公募募集要項」および
「瀬戸内国際芸術祭2013公募要項」の審査員を参照。

12　香川県観光交流局にぎわい推進課職員に対するヒアリ
ング（2012年8月3日）による。

13　以下は、こえび隊事務局長に対するヒアリング（2012

年8月5日）と入手した資料、こえび隊website、NET 

TAM website、瀬戸内国際芸術祭実行委員会（2010, 

2013）による。
14　2013年に筆者が大島で接したこえび隊は大島での長年

の活動歴があり「作品制作協力が最も楽しかった」と語
り、関西から来た本島のこえび隊は「作品はよく分から
ないが楽しい」と語っていた。

15　以下の内容は住民ヒアリング（2011年11月20日～21

日、2012年8月3日～5日）および現地視察（2010年10月
31日、2013年8月31日～9月1日、同年10月13日～14日）
において得た情報を基にしている。

16　瀬戸内国際芸術祭直島町実行委員会（n.d.）による。
同実行委員会の補助もあった。

17　小豆島の坂手地区の作家と作品制作に関しては、醤の
里＋坂手港websiteが詳しい。

18　小豆島町websiteによるとこの作品に関わった若者

注

１　例えばOECD(2008)は、PPPとは「政府と一つ以上の
民間パートナーが合意して、民間が政府の目的と自身の
利益目的を併存させサービス提供を行うこと」としてい
る。ここでPPPとは、伝統的な外部化（政府が民間に委
ねるサービスの内容や量を決め、両者合意の上で価格を
決める）と完全な民営化（政府の関与はゼロ）の間を埋
める、様々な政府と民間の連携の組み合わせ」であると
されている。IMF(2006)はPPPを「従来政府が提供して
きたインフラ資本やサービスを民間が提供することであ
り、政府から民間にリスクが移転することを特徴する」
と定義している。EC(2004)はPPPを「公的主体と企業が
協同して、サービス提供基盤のために投資、建設、更
新、運営、維持を行うこと」と定義している。PPPとい
う用語は、社会資本整備などにおける政府と民間企業の
ジョイント・ベンチャーのような連携事業を指すことが
多い傾向があるが、このように政府と民間の営利・非営
利事業者と連携した公共サービスの提供を幅広く含める
考え方もある。

２　新しい公民パートナーシップにおいて、市民活動型
の非営利組織（NPO法人など）は、行政主導・民間追従
ではない対等な関係を期待したが、主導権は行政側にほ
ぼ温存されてきた。協働事業の企画立案、実施に際して
の主導権は行政の手にあることが多い。住民団体との
協働政策は行政の影響力を強化したという指摘のほか
（Ogawa 2010）、理念先行型またNPO法人中心型で進ん
できた協働政策の限界を示す指摘もある（金谷2011）。
さらに昨今では、公民パートナーシップに市場メカニズ
ム（競争）が導入されてきたことの反作用として、小規
模な非営利主体が打撃を受けていることも課題になりつ
つある。

３　事業の詳細は、北川フラム・瀬戸内国際芸術祭実行委
員会（2010, 2013）を参照。

４　「一般のアートイベントは地域の人たちのためではな
く、アート関係者のためにやっていることなのです。そ
れが直島や瀬戸内での活動との明確な違いです。」（福
武2013）という発言もある。

５　4年半で2000回以上の説明会を実施しても事業は承認
されず、なかば強引に進めたが、アーティストやサポー
ターと住民が対話を重ねる中で理解が進んだとのことで
ある。

６　越後妻有アートトリエンナーレ2012では観客はさら
に増え49万人になっている（大地の芸術祭実行委員会 



瀬戸内国際芸術祭における公民パートナーシップ　89

は、その後、地域活動に従事するため島に残り、小豆島
町の地域おこし協力隊員になった。

19　以下は公益財団法人福武財団（2013）、福武財団
website、笠原（2011）、直島福武美術館財団・笠原良二
氏に対するヒアリング（2011年11月20日）による。

20　ヒアリングした笠原氏は㈱ベネッセホールディングス
の社員であり、ベネッセアートサイトの初期から20年以
上出向しているとのことであった。

21　公益財団法人福武財団はベネッセホールディングス
の大株主という関係にもある。2013年9月時点で第三位
（5.2%）。

22　収支予算書（正味財産増減ベース）。内訳は、基本財
産運用益2億6,922万円（10.6％）、受取寄付金14億5,484

万円（57.2％）、事業収益8億1,682万円（32.1％）で
あった。

23　同社の資本金は3,000万円、社員は42名である（2014

年現在）。
24　北川氏は水都大阪2009のプロデューサーも務めてい

る。
25　公益財団法人福武財団が設置する作品は一部の作家に

特化しているように見受けられる。自身が評価する作品
は私的にサポートするという福武氏の考えの表れかもし
れない。

26　香川県観光交流局にぎわい推進課職員に対するヒアリ
ング（2012年8月3日）による。

27　高見島の作家（K大学の教員等）との会話（2013年10

月13日）によると、北川氏が同大学の客員教授であり、
その縁で参加要請があったとのことだった。その他の
参加大学であるA大学でも北川氏は客員教授を務めてい
る。

28　住民との会話の中で、作品や設置場所が住民の希望と
は異なるという話を複数個所で聞いた。また作品が中々
決まらず地元が非常に困ったこと、作家によっては滞在
期間が短く交流がほとんどなかったこと、作品が期待し
ていたものではなかったという話を聞いた。

29　加冶屋（2009）は、日本の政府や自治体の芸術文化振
興策が、評価の確立した芸術家の作品の紹介を主体とし
てきたために若手美術家に参入の機会が少なかったこ
と、また制作活動助成の不備が、アートプロジェクトを
活発にしていると指摘している。

30　他に「芸術祭の目的は島の活性化と言われているが、
作品鑑賞のみで帰る人が多い。」（粟島）という意見も
あった。

31　参加作家200組のうち香川県関係者は21組（瀬戸内国

際芸術祭実行委員会 2013）。
32　2014年2月21日に北川フラム氏が香川県議会経済委員

会に召喚されたことが各紙で報じられた。香川県知事
は役割分担の検証を行うことを示唆している（香川県
website）。

33　瀬戸内の百島で実施されたアートプロジェクトに対す
る住民意識調査によると、島の住民の現代アートに対す
る評価はあまり高くなかった（中島ほか 2014）。

34　現代アートのグローバル経済化と、芸術祭の重要な
要素であるボランティアや地域住民の無償の社会貢献の
両立が今後課題になる可能性も否定できない。アーティ
ストは他の職業の人々より内的に動機づけられている点
で相対的に無私とされるが、芸術と経済あるいは市場は
無関係ではない（アビング2007）。芸術のなかでも現代
アートは市場化が進んだ商品である。19世紀の欧州の富
裕層が当時の先端芸術である印象派のパトロンとなった
のと同様に、20世紀後半のアメリカでは、新興の富裕層
が新しい芸術である現代アートに投資し始めたためであ
る（河島2008）。また世界的な現代アートの国際美術展
では、同じようなアーティストが並ぶ「世界サーキット
化」が見られ市場流通を極大化する装置となっている
（曽田2008）。もしこうした傾向が顕在化した場合、ボ
ランティアや地域住民がどのように受け止めるのか、今
後の動向が注目される。

35　大島では第1回芸術祭の参加者（A大学OG）が会期後
も活動を継続し通ってきており、カフェを運営。地元産
品を使ったスウィーツなどを提供。

36　ただ対象地域の島の人口は減少し続けており（香川県
2013、公益財団法人離島センター 2014）、今後の動向
を注視する必要がある。

37　管見の限り、地域住民の活動を集約した情報は提示
されていない。瀬戸内国際芸術祭実行委員会（2010，
2013）および瀬戸内国際芸術祭websiteでは、作品・作
家・アクセス等の情報は多いが、開催地自治体・地元住
民による取り組みの紹介はほとんどない。

38　地域再生の成功紹介事例は実は衰退している事例だと
いう指摘もある（久繁 2010）。

39　例えば小泉（2010）はアートプロジェクトにおいて、
文化が特定の主体に便宜的に利用されることで、過度に
倫理的価値観が打ち出されたり、活動が機能化したりす
ることで、文化活動が均質化する危険性があることに注
意を喚起している。
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