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特定研究費（学長指定研究費）
文化芸術創造活動拠点を通じた広島都心部（基町地区）の活性化に関する研究
研究代表：中村圭

研究組織（平成 26年度）
中村圭	 芸術学部・講師（研究代表）
前川義春	 芸術学部・教授
南昌伸	 芸術学部・教授
吉田幸弘	 芸術学部・教授
藤江竜太郎	 芸術学部・助教
土井満治	 芸術学部・助教
長野佳嗣	 芸術学部・非常勤助教
石田真理	 芸術学部・非常勤助教
広田稔之	 広島市中区役所地域おこし推進課
佐田弘志	 広島市中区役所地域おこし推進課

研究の背景
広島市の中心に位置する基町住宅地区は、住民の高齢化（40%）
や外国人居住者の増加（17.5%、なお全市では 1.1%）によって、
地域コミュニティの存続が危ぶまれている。こうした現状に際し
て、平成 25 年 7 月、広島市は「基町住宅地区活性化計画」を発

表した。この計画では、基町の将来像を３つ描いており、その１
つである「にぎわいの基町」を生み出すためのメニューの１つと
して、「基町アートロード、アートによる魅力作り」があげられ
ている。その実施について、広島市中区から本学に協力の依頼が
あった。これを芸術学部で検討し、その活動拠点づくり（基町中
央商店会 98 号店舗を利用）と、その活動拠点での様々な文化芸
術創造活動を担う現地ディレクターの雇用、各種事業の実施を、
広島市中区役所の受託研究「大学と行政の協働による文化芸術創
造活動拠点設置・運営を通じた、基町住宅地区の持続的活性化に
関する研究」（平成 26 年度から 3 年間の予定）で実施すること
になった。

本研究は、この上記受託研究の目的である基町住宅地区の活性化
を、「広島市の都市活性化レベルに押し広げる」ための、構想や
方法を創出するための研究である。従って、受託研究と本研究は、
相互補完的な関係にある。

写真：基町プロジェクト活動拠点 M98 正面。
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基町の地域活性化は、本地域においてのみ取り組むのではなく、
市内中心部に立地している特徴を生かして、地域内外の交流人口
を増加させる必要がある。特に、高齢化が顕著であるため、持続
的な地域の活性化を目標とするならば、長期目標として、若い世
代の居住者を増加させる必要がある。そのためにも、まずは、若
者の交流人口を増加させる必要がある。なお、ここでの若者とは、
主として国内外の 18 歳から 30 歳を中心とする年齢の大学生及
び大学院生などをモデルとして想定する。一方、受託研究で行う
地域活性化事業は、基町住宅地区を直接の対象とする。従って、
基町地区とその外部を交流させる事業のあり方の検討は、受託研
究外でも行う必要がある。本研究はまさにその点を担うものであ
る。
以上のように、本研究は、受託研究と連携しながら進める必要が
ある。

研究目的
1.	 基町住宅地区を中心とした周辺地域のコミュニティを活性化
するために、特に文化芸術創造の面からどのようなアプロー
チが可能かを明らかにする。

2.	 新たな広島市都心部の魅力創出、及び、国際平和文化都市実
現への寄与の方法を、特に文化芸術創造の面から確立する（白
島新駅〜中央公園〜平和記念公園を視野に入れる）。

3.	 広島市における地域活性化モデル事業となるための、他都市
事例との比較検討及び成果の発信。

基町住宅地区における地域コミュニティの活性化は、地域定住者
のコミュニケーションの活性化に加えて、地域外からの流入人口
を増加させ、新しい人と人のコミュニケーションの機会を増やす
ことにより達成可能と考える。なお、その実現には、地域社会の
様態変化という性質上、数十年単位という非常に長い時間がかか
ると予想される。

文化芸術における創造性は、都市の魅力向上や地域産業の活性化
に貢献する力として、国際的に大きな期待が寄せられており、国
内にも先進事例（横浜市や、ユネスコ創造都市ネットワーク加盟
都市の旭川市、金沢市、名古屋市、神戸市など）がある。しかし、
この創造性の可能性について、広島市の都市像「国際平和文化都
市」の実現と関係付けて研究された事例はまだようである。
また、平成 25 年（2013 年）は広島平和記念公園を設計した丹
下健三の「丹下健三生誕 100 周年プロジェクト」が実施された
他、同年 2013 年に二度目となる東京オリンピック開催（2020
年）が決定、2015 年には戦後 70 年（広島における被爆 70 周年）
を迎えた。そして、2016 年には戦後初となるアメリカ大統領の
広島訪問と献花が実現するなど、様々な角度から戦後日本史を見

返す機運が高まっている。こうした状況において、広島市が、平
和記念資料館、軸線上に捉えられた原爆ドーム、その延長線上に
位置する大高正人による基町高層アパートなど、戦後を代表する
都市計画の遺産（レガシー）をいかに後世に発展的・建設的に継
承するかは、広島市のみならず、日本の歴史においても重要な課
題である。

予想される結果と意義
1.	 広島開基のまち基町で、文化芸術創造機能による地域活性化
ができる。

2.	 その事業をモデル事業として洗練させることで、市内の他の

上図：広島平和総合公園計画（広島平和都市建設構想案、1950 年）
出典：『丹下健三』丹下健三・藤森照信 ,	2002

1 平和大通り
2 平和記念会館本館
3 平和記念会館原爆記念陳列館
4 公会堂
5 平和広場
6 平和アーチおよび慰霊碑
7 記念並木
8 遺跡
9 児童センター本部
10 児童図書館
11 児童化学美術博物館
12 運動場およびプール

13 フットボール場
14 体育館
15 テニスコート
16 レスリングアリーナ
17 陸上競技場
18 水泳場
19 ボートハウス
20 野外劇場
21 化学博物館
22 美術館
23 図書館
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地域に展開が可能となる。
3.	 将来的には、平和首長都市から若いアーティストやデザイ
ナー、学生を招聘した、滞在型文化芸術創造交流が可能になる。

4.	 国際平和文化都市の高度な実現に貢献できる。
5.	 次代を担うグローバルな視点をもった若者の育成する場とプ
ログラムを創出できる。

6.	 文化芸術における創造性を、地域活性化に運用する方法と人
材の開発・蓄積。

7.	 広島のブランドを活用した、市内外文化芸術組織の連携強化。
8.	 広島においては、被爆の実相を伝え、平和を祈念するための
様々な文化的事業が行われている。特に、美術の分野ではヒ

ロシマ賞が広く認知されているが、まちづくりについては、
広島市の「ひろしま 2045：平和と創造のまち（＊１）」によ
る取り組みが継続的に行われている。本研究は、この「ひろ
しま 2045：平和と創造の街」にも貢献ができる。

＊１：ひろしま 2045：平和と創造のまち
趣旨　被爆 50 周年を記念し、1995 年に開始した「ひ
ろしま 2045：平和と創造のまち」は、2045 年のひろし
まに向け、優れたデザインの社会資本を整備していこう
とするものです。
広島の都市景観形成において重要と認められる本市の建

上図：広島平和総合公園計画に、原爆死没者慰霊碑〜原爆ドーム
の距離を直径とする円を、平和記念公園の軸線上に描いた場合、
このような図となる。

上図：現在の基町周辺および平和記念公園周辺の地図に、原爆死
没者慰霊碑〜原爆ドームの距離を直径とする円を、平和記念公園
の軸線上に描いた場合、このような図となる。
©	OpenStreetMap	contributors	openstreetmap.org

⬅基町保育園⬅基町保育園

⬅城南通り⬅城南通り

⬅原爆ドーム⬅原爆ドーム

⬅原爆死没者慰霊碑⬅原爆死没者慰霊碑

⬅平和大通り⬅平和大通り

⬅陸上競技場⬅陸上競技場

⬅城南通り⬅城南通り

⬅児童センター本部⬅児童センター本部

⬅遺跡⬅遺跡

⬅平和アーチおよび慰霊碑⬅平和アーチおよび慰霊碑

⬅平和大通り⬅平和大通り

C M Y K 58

5829折 うら 2018年 11月 21日 (水) 1:18 PM



59

設事業について、計画段階から建築、土木、ランドスケー
プ等のデザイン力に優れた設計者を選定、起用すること
により、個性的で魅力ある都市景観の創造を推進しよう
とするものです。
広島市「『ひろしま 2045：平和と創造のまち』について」
より、
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1120445049570/

あわせて、本研究の推進における重要なキーワードおよび概念に
ついても触れておく。

○広島開基の土地、基町
基町は、広島開基の土地である。また、かつて現中央公園にあっ
た住宅の居住者のための住宅環境改善策として造られた基町高層
アパートにおけるコミュニティをどのように活性化させるかとい
う課題は、単に全国各地で起きている地域コミュニティの問題で
はなく、広島の歴史、復興の極めて現代的な問題である。

○広島平和記念都市建設法

広島平和記念都市建設法
第二条広島平和記念都市を建設する特別都市計画（以下
平和記念都市建設計画という。）は、都市計画法（昭和
四十三年法律第百号）第四条第一項に定める都市計画の
外、恒久の平和を記念すべき施設その他平和記念都市と
してふさわしい文化的施設の計画を含むものとする。２
広島平和記念都市を建設する特別都市計画事業（以下平
和記念都市建設事業という。）は、平和記念都市建設計
画を実施するものとする。（昭和二十四年八月六日公布）

広島における戦後のまちづくり（復興）を遂行するため、広島平
和記念都市建設法ができ、また実際にまちはかつての規模を上回
るほどに大きくなっていった。一方、戦後 70 年を経た現在、戦
中戦後の体験者の高齢化がすすみ、これから、どのように広島の
歴史を伝えるかが、大きなテーマとなっている。
今後は、戦後復興期を経て、広島がどのような都市として成長し
たか、その成果が注目される時代となるだろう。本研究は、そう
した新しい都市像を発信するための文化芸術創造をテーマとして
いるが、こうしたアプローチはまだ少ないようである。

また、丹下健三は平和記念公園とともに、その北側に位置するゾー
ン（現在の中央公園）における、「広島平和総合公園計画（広島
平和都市建設構想案、1950 年）」の構想を描いている。この構
想は実現しなかったが、その計画図に描かれた各施設を見てみる

と、原爆ドームの北側に、児童センター本部、児童図書館、児童
化学美術博物館などが配置されており、さらに北側に、スポーツ
施設などが配置されている。丹下は、平和記念公園・資料館など
をピースセンターとして、平和をつくりだす場所として考えてい
たが、現在の中央公園にあたるゾーンでは、未来を担う世代（児
童）を、知的にも身体的にも育てるための場所として考えていた
ことが読み取れる。現在の中央公園には、その構想を一部受け継
いでいるとも思われる施設（青少年センターやこども図書館など）
がある。

なお、基町アパートには、平和記念公園を南北に貫く軸線を延長
した場所に小学校が位置するなど設計者の大高正人が、丹下健三
の軸線やスケール感を引き継いでいるのではないかと思わせる部
分がある。なお、吉島の最南端にある広島市環境局中工場の中心
に空いた開口部は、やはり、丹下の軸線を意識したものである。
平和記念公園の慰霊碑と原爆ドームを１単位とすると、およそ４
単位北上した位置に、基町保育園（そしてその北側に基町小学校
が隣接）が位置するようである。
こうしたことから、都市計画の観点からみても、基町のあり方は、
復興の歴史の中で様々な形である意味が込められていると感じず
にはいられない。基町における活性化事業とは、ごく現代的な集
合住宅環境の課題への取り組みであるとともに、広島における復
興の過程と、直結するものであると考えられる。そうであるなら
ば、広島平和記念都市建設法の理念にのっとり、この地域におけ
る活動拠点も「平和記念都市としてふさわしい文化的施設の計画」
となることをも目指すべきである。こうしたことを、その実際の
場所で構想し、実践できることは、重要な研究機会である。

○文化芸術振興基本法
「創造」と文化芸術の関係性は、文化芸術振興基本法でも、その
前文において以下のように触れられている。

文化芸術を創造し、享受し、文化的な環境の中で生きる
喜びを見出すことは、人々の変わらない願いである。ま
た、文化芸術は、人々の創造性をはぐくみ、その表現力
を高めるとともに、人々の心のつながりや相互に理解し
尊重し合う土壌を提供し、多様性を受け入れることがで
きる心豊かな社会を形成するものであり、世界の平和に
寄与するものである。更に、文化芸術は、それ自体が固
有の意義と価値を有するとともに、それぞれの国やそれ
ぞれの時代における国民共通のよりどころとして重要な
意味を持ち、国際化が進展する中にあって、自己認識の
基点となり、文化的な伝統を尊重する心を育てるもので
ある。（以下略）（平成十三年十二月七日公布）
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○文化芸術創造都市
また、文化庁では、「文化芸術創造都市」という取り組みを行っ
ている。

趣旨：産業構造の変化により都市の空洞化や荒廃が問題
となる中，欧州などでは，文化芸術の持つ創造性を活か
した産業振興や地域活性化の取組が，行政，芸術家や文
化団体，企業，大学，住民などの連携のもとに進められ
てきました。こういった取組は「クリエイティブ・シティ」
として国内外で注目されつつあります。ユネスコも，文
化の多様性を保持するとともに，世界各地の文化産業が
潜在的に有している可能性を都市間の戦略的連携により
最大限に発揮させるための枠組みとして，2004 年に「創
造都市ネットワーク」事業を開始しました。
文化庁においても，文化芸術の持つ創造性を地域振興，
観光・産業振興等に領域横断的に活用し，地域課題の解
決に取り組む地方自治体を「文化芸術創造都市」と位置
付け，文化庁長官表彰，国内ネットワークやモデルの構
築を通じ支援しています。（下線は原文）
http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/chiho/creative_city/

研究計画・方法
以下を事業として実施した。
1.	 基町中央商店会 98 号店舗に、様々な創造的文化芸術活動を
行うための活動拠点を設ける。

2.	 特に若いクリエーター（本学学生、卒業生などを中心）へ、
活動機会を提供する。

3.	 継続的に、地域交流、国際交流、文化芸術振興プログラムを
行うプログラムを実施する。

なお、本研究及び受託研究「大学と行政の協働による文化芸術創
造活動拠点設置・運営を通じた、基町住宅地区の持続的活性化に
関する研究」で行う研究事業全体を「基町プロジェクト」として
取り組んでいる。

平成 26年度に実施した「モデル事業」
モデル事業として以下のプログラムを実施した。その中で、各方
面の専門家の方や修道大学、広島大学、県立大学との交流が生ま
れた。今後の連携につながる足がかりを、モデル事業の段階で築
くことが出来たことは大変有意義であった。また、イベントや模
型の展示などを実施したことで、地区外の多数の方に基町地区を
知ってもらうきっかけとなった。

1.	 基町マップ制作参加
実施期間：平成 26 年度
実施場所：基町地区内
参加者：広大生、基町地区住民、市職員、M98 スタッフなど
参加人数：15 名程度
実施内容：広島大学建築学科の学生と地域住民が協同で基町
アパートの屋上の魅力や可能性を紹介するマップを制作した。
M98 のスタッフはフィールドワークや定例会議への参加や、デ
ザイン面などでのサポートを行った。

2.	 基町カフェづくり
実施期間：平成 26 年 10 月〜
参加者：市立大学学生・教員、修道大学学生・教員、M98 スタッ
フ
実施内容：平成 27 年 8 月に基町地区周辺で仮設のカフェ「もと
まちカフェ」を作るプログラムを実施する。市立大学の学生と、
修道大学の学生が中心と鳴って企画運営を行う。平成 26 年の
10 月より修道大学の学生が企画プランを考えたり、両大学の教
員が実施に向けての打ち合わせを行った。

3.	 もとまち TIMES の配布
配布日：（8 月号）7 月 29 日、（11 月号）10 月 26 日、（2 月号）
2 月 14 日
対象者：基町地区住民（約 3,000 世帯）
実施内容：プロジェクトの活動や、基町のニュースなどを紹介す
る新聞。基町住宅地区全世帯のポストに配布した。一面の記事に
ついては中国語訳も併記し、外国籍の方への配慮もした。

4.	 M トーク
「M トーク」とは地域住民や専門家らを招いて基町地区につい
て話し合ったり、レクチャーを開催するプログラム。参加者は
M98 のスタッフのみの場合から、一般を対象とした場合まで
様々。スタッフ、学生、地域住民の知識の向上を図り、まちづく
りの人材を育成を目指す。
開催日：平成 26 年 4 月 19 日（土）開催場所：M98
ゲスト：連合自治会長、基町社協会長／参加人数：4 名
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開催日：平成 26 年 5 月 17 日（土）開催場所：M98
ゲスト：広大建築学科学生／参加人数：2 名
開催日：平成 26 年 5 月 23 日（金）開催場所：M98
ゲスト：岡本芳枝氏／参加人数：1 名
開催日：平成 26 年 6 月 19 日（木）開催場所：広島大学
ゲスト：広大平野吉信教授／参加人数：2 名
開催日：平成 26 年 8 月 3 日（日）開催場所：基町中央集会所
ゲスト：NHK 広島大橋守氏・女優生越千晴氏／参加人数：5 名
開催日：平成 26 年 8 月 12 日（火）開催場所：M98
ゲスト：アーキウォーク広島高田真氏／参加人数：25 名
開催日：平成 26 年 4 月 26 日（土）開催場所：基町小学校
ゲスト：基町小学校校長先生／参加人数：4 名
開催日：平成 26 年 5 月 22 日（木）開催場所：M98
ゲスト：アーキウォーク広島関係者／参加人数：8 名
開催日：平成 26 年 5 月 29 日（木）開催場所：M98
ゲスト：佐々木俊輔氏／参加人数：3 名
開催日：平成 26 年 6 月 21 日（土）開催場所：基町地区内喫茶
店
ゲスト：中消防署基町出張所長池田秋治氏／参加人数：3 名
開催日：平成 26 年 8 月 5 日（火）開催場所：M98
ゲスト：修大木原一郎講師・美術家福田恵氏参／加人数：2 名
* 各参加人数はゲストを除いた数

5.	 M98 開設式
開催日：平成 26 年 5 月 10 日（土）
開催場所：M98（中区基町 16 番 17-2-103 号）
参加者：市立大学芸術学部長、副学部長、事務局長ほか、中区役
所区長、副区長ほか
関係団体：基町地区社会福祉協議会会長、基町連合自治会会長ほ
か
参加人数：50 名程度
実施内容：M98 入口で、関係者あいさつ、現地スタッフ紹介、テー
プカットを行った後、M98 内にて事業概要説明と M98 の見学会
を実施。

6.	 MAP フィールドワーク参加
開催日：［第 1 回］平成 26 年 6 月 7 日（土）［第 2 回］平成 26
年 7 月 19 日（土）
開催場所：基町地区周辺
参加者：基町地区住民、地区外参加者、広大・県大・基町高校・
基町小学校関係者、市職員、M98 スタッフなど
実施内容：広大建築学科の学生が主体となって取り組む「基町マッ
プ制作」のフィールドワークに参加。地元の方に説明を受けなが
ら基町アパート屋上や、基町地区周辺を散策した。フィールドワー

ク後は集会所にて参加者らと発見したこと、気づいたことなどを
シートへまとめた。

7.	 会／議／体
開催日：平成 26 年 7 月 26 日（土）
開催場所：M98
参加者：基町地区住民、地区外参加者、市大教員、市大学生、
M98 スタッフなど
参加人数：14 名
実施内容：劇作家である岸井大輔氏を講師にお招きし、岸井氏が
各地で行ってきた「会／議／体」を実施した。「会／議／体」とは、
参加者それぞれが抱える悩みや問題に対して、他の参加者が解決
案を提示し、それらを組み合わせることで問題解決を図る体験型
の演劇である。

8.	 ガタロさんライブペイント
開催日：平成 26 年 8 月 1 日（金）
開催場所：基町ショッピングセンター中央
参加者：基町地区住民、地区外参加者、市大学生、M98 スタッ
フなど
参加人数：20 名程度（M98 スタッフ：長野、石田 2 名）
実施内容：基町地区の清掃員として働きながら、絵を描いている
ガタロ氏に、基町地区での映画上映会の宣伝のためのライブペイ
ントを行っていただいた。描きながらアートについて真剣に語る
ガタロ氏の熱量に皆引き込まれた。

9.	 MAYA	MAXX さんライブペイント
開催日：平成 26 年 8 月 6 日（水）
開催場所：基町ショッピングセンター入口
参加者：基町地区住民、地区外参加者、ギャラリー G スタッフ、
M98 スタッフなど
参加人数：70 名程度
実施内容：本プログラムは主催：ギャラリー G、協力：基町プロジェ
クトで実施した。全国的に活躍している画家 MAYA	MAXX 氏が
毎年 8 月 6 日にあわせて広島市内各所で行ってきたライブペイ
ントを、平成 26 年度は基町地区で実施していただいた。

10.	関東視察
視察日：平成 26 年 8 月 25 日（月）〜 27 日（水）
視察場所：取手市井野団地（茨城県取手市）、芝の家（東京都港
区芝）、アーツ千代田 3331（東京都千代田区）、HAGISO（東京
都台東区）、黄金町エリアマネジメントセンター（横浜市中区）、
BUKATSUDO（横浜市西区）
視察者：M98 スタッフ長野佳嗣、石田真理
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実施内容：これからの基町プロジェクトの進め方を思案する参考
として、関東地方で取り組まれているアート等による地域貢献活
動の先進事例を視察し、関係者らと意見交換を行った。

11.	 未来の基町模型作り「もとまち 2.0」
開催日：平成 26 年 9 月 2 日（火）〜 16 日（火）
開催場所：M98
参加者：市立大学学生、M98 スタッフ
参加人数：20 名程度
実施内容：基町地区がよりよくなるためのアイディアを考え模型
化するプログラムを実施した。基町地区が子供からお年寄りまで
住みやすく、地区外からも人が訪れやすい場所へと生まれ変わる
様々なアイディアの模型が計 17 個完成した。

12.	 関東視察報告会
開催日：平成 26 年 9 月 13 日（土）
開催場所：基町中央集会所
参加者：基町地区住民、地区外参加者、市大教員・学生、中区職
員
参加人数：20 名程度
実施内容：9 関東視察旅行の報告会を行った。報告者は、M98
スタッフ長野、石田。視察した取り組み事例を「集まる」、「つな
がる」、「発信する」の 3 つに分類し、紹介。報告後、参加者か
らの質問等に応じ、意見交換を行った。

13.	「もとまち 2.0」展示 1
開催日：平成 26 年 10 月 18 日（土）〜 11 月 2 日（日）
開催場所：広島市中央公民館 3F ロビー
観覧者：主に基町地区住民
実施内容：「もとまち 2.0」で完成した模型を全 17 個展示した。
利用者の多い 3F のロビーに設置したため、多くの地域住民に見
ていただくことができた。同時に実施したアンケートでは、川辺
の活用を目指した案に多くの票が集まった。

14.	「もとまち 2.0」展示 2
開催日：平成 26 年 11 月 14 日（金）〜 11 月 25 日（火）
開催場所：広島市中区役所 1F ロビー
観覧者：主に広島市中区民
実施内容：「もとまち 2.0」で完成した模型を全 17 個展示した。
1F ロビーということもあり、手続きを待つ多くの来所者に見て
いただくことができた。同時に実施したアンケートでは、川辺や
ショッピングセンター屋上の活用を目指した案に多くの票が集
まった。

15.	「もとまち 2.0」展示 3
開催日：平成 26 年 12 月 14 日（日）〜平成 27 年 1 月 30 日（金）
開催場所：新地ギャラリー 1,2,3（中区堀川町内に 3 カ所点在）
観覧者：主に広島市民
実施内容：「もとまち 2.0」で完成した模型を全 17 個展示した。
新地ギャラリーはショッピングウィンドーを活用したギャラリー
のため 24 時間、通りすがりの方が気軽にのぞくことが出来る。
模型展示の他に M98 の再現展示や、これまでの活動紹介展示も
同時に開催した。

16.	「京都芸術センター」訪問
視察日：平成 27 年 1 月 31 日（土）
視察場所：京都芸術センター（京都府京都市中京区）
視察者：M98 スタッフ長野佳嗣
実施内容：「京都芸術センター」は廃校となった小学校を活用し、
文化芸術活動を行うスペース。施設内には演劇空間、ギャラリー、
レクチャールーム、図書館、カフェなどがあり非常に充実してい
た。当日開催されたアーティスト・イン・レジデンスに関するレ
クチャーも聴講した。

写真：M98 開設式での事業説明の様子。開設式は、地元メディアによりニュースとして紹介された。
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平成 26年度に実施した「地域交流プログラム」
地域交流プログラムは「夏の上映会、ワークショップ」と「秋の
意見交換会」の 2 つのブロックに分けて実施した。まず夏のプ
ログラムでは、特に基町小学校生徒らと行ったワークショップが
アートによる活性化の取り組みとして地域住民にも分かりやす
く、大変好評であった。また秋のプログラムの意見交換会では、
議題を設けて基町の未来について真剣に話し合った。そうした中
で、これまでの普段の会話では見えてこなかった、地域の抱える
問題や、住民からのプロジェクトに対する要望や思いを把握する
ことができた。

1.	 もとまちドラマ上映会（ドラマ「基町アパート」）
開催日：平成 26 年 8 月 4 日（月）
開催場所：基町中央集会所
参加者：基町地区住民、他地区参加者、市大学生・教員、中区職
員、M98 スタッフなど
参加人数：25 名程度
実施内容：平成 25 年 8 月に放送された、NHK ドラマ「基町アパー
ト」の鑑賞会を開催した。今回は中国語字幕つきの映像を上映し
たこともあり、ドラマに出演されている残留孤児の方も来場され
た。上映後ドラマを製作した、大橋守ディレクターらを交えての
トークも行った。

2.	 ワークショップ「もとまちレインボーロードをつくろう !」
開催日：平成 26 年 8 月 23 日（土）
開催場所：基町小学校体育館
参加者：基町小学校生徒、基町地区住民、市大学生・教員、中区
職員、M98 スタッフなど
参加人数：110 名程度
実施内容：この企画は基町ショッピングセンターの天窓にステン
ドグラス調のシートを貼付け、通りを色とりどりの光で満たそう
というもの。参加者で透明シートにカラーフィルムを貼り付け、
その後完成したフィルムを天窓に設置した。大変盛り上がり、好
評を得た。

3.	 もとまち映画上映会（ミリキタニの猫）
開催日：平成 26 年 8 月 24 日（日）
開催場所：基町中央集会所
参加者：基町地区住民、市大学生・教員、中区職員、M98 スタッ
フなど
参加人数：40 名程度
実施内容：この映画は NY で路上生活を送りながら絵を描いてい
るジミー・ミリキタニ氏のドキュメンタリーである。太平洋戦争
を経験した日系アメリカ人であり、広島出身であるなどの半生が

明らかになるにつれて、来場者も引き込まれていった様子であっ
た。

4.	 基町プロジェクト意見交換会 1
開催日：平成 26 年 11 月 17 日（月）
開催場所：M98
参加者：基町地区住民、市大学教員、修道大学職員、中区職員、
M98 スタッフなど
参加人数：10 名程度
実施内容：平成 27 年度以降の基町プロジェクトの実施計画を策
定するにあたり、地域住民とプロジェクト関係者で意見交換を行
う場を設けた。第1回の議題は、「今の基町について感じている事」

「基町プロジェクトとM98について」とし、自由に意見を出し合っ
た。

5.	 基町プロジェクト意見交換会 2
開催日：平成 26 年 11 月 28 日（金）
開催場所：M98
参加者：基町地区住民、市大学教員、中区職員、M98 スタッフ
など
参加人数：10 名程度
実施内容：第 2 回の議題は、「これから基町プロジェクトで行う
こと」とし、プロジェクトスタッフが提示した平成 27 年度以降
の取り組みの素案を元に、意見交換を行った。参加者からは、「他
大学との連携を密にする」「活動を広くアピールする」ことが必
要との意見が出た。

6.	 基町プロジェクト意見交換会 3
開催日：平成 26 年 12 月 10 日（水）
開催場所：M98
参加者：基町地区住民、市大学教員、中区職員、M98 スタッフ
など
参加人数：10 名程度
実施内容：第 3 回の議題は、2 回に引き続き「これから基町プロ
ジェクトで行うこと」とした。前回意見が出た「他大学との連携
を密にする」ことや「被爆 70 周年に合わせた取り組み」につい
て意見交換を行った。参加者からは「人々が交流できる場が必要」
などの意見が出た。
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平成 26年度に実施した「地域行事への参画」
地域行事へは主に M98 のスタッフ 2 名が参加した。参加の内容
としては、当日のみならず、事前の打ち合わせ、準備、片付けな
どにも顔を出した。その結果として地域住民から大きな信頼を得
ることにつながった。また当日は行事への参加の傍ら一眼レフカ
メラで記録写真を撮影した。それらは後日基町社協を通して希望
者へ配布が行われた。これは市立大学芸術学部の専門性を活かし
た取り組みとして、地域住民から大変好評で、プロジェクトの周
知と理解にも大きく役立った。

1.	 基町地区原爆死没者慰霊祭
開催日：平成 26 年 8 月 10 日（日）
開催場所：基町小学校体育館
参加者：基町地区住民、M98 スタッフなど参加人数：60 名程度
実施内容：毎年 8 月 6 日の前後に執り行われている。本来であ
れば慰霊祭の後、盆踊り大会が行われるが、台風の影響で中止と
なった。慰霊祭は地域の各会長らが挨拶をしたのち、M98 のス
タッフを含む参加者全員で、順番に献花をした。M98 のスタッ
フは写真撮影も担当。

2.	 基町地区敬老会
開催日：平成 26 年 9 月 15 日（月）
開催場所：基町小学校体育館
参加者：基町地区住民、副区長ら各代表、M98 スタッフなど参
加人数：400 名程度
実施内容：毎年、敬老の日に合わせて実施している。副区長をは
じめ列席者ら挨拶の後、日本舞踊やのど自慢大会、基町小学校の
生徒さんによる基町ソーランやバイオリン演奏などの出し物が行
われ、大変盛り上がった。M98 のスタッフは写真撮影を担当。

3.	 基町地区町民体育祭
開催日：平成 26 年 10 月 19 日（日）
開催場所：基町小学校運動場
参加者：基町地区住民、区長、M98 スタッフなど
参加人数：1,000 名程度
実施内容：毎年、10 月中旬に実施している。当日は天候にも恵
まれ、多数の参加者が集まった。各種目は高齢者でも楽しめるも
のが多く、工夫がみられた。M98 のスタッフは種目への参加と
写真撮影を担当し、多くの地域住民と交流が図れた。

写真：基町高層アパート屋上。通常は入口が施錠されており、限られた地域住民しか入れないが、連続する空中庭園となっており、もともと
は公共的な空間として設計されていることが伺える。晴れた日には、平和記念公園の向こうに広島湾に浮かぶ宮島を望むことが可能。
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