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■源汲焼却施設予定地視察 ラムさんから言われたこと
ムにアニ トが関われた らいい。
来る人 の環境教育 プ ログラ̀フ
せ るようなこと、
形についていえば、大町の高 い空 が活力
こむようなことをアー トでできた らいい。
たとえば下 に鏡を置いて、深い空が映 り

,

シユンランなども見て回れる ように。
森 はとてもいいので、そ こを散策 できる。
5題 の ゴ ミから生まれ たアー トに、今 とても価値 がついてい るので、
ニュー ョークの都市F・

アー トの持つている発信力、土地のよき、普遍的な問題性を重ね合わせることで、
つた。
焼却施設 として、本当に意味のある焼却施設として存在しうると思

ヘ レ
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長、清水
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*ちくま新書そ6月 10日に本が出る。
*妻 有 の紹介
1
,

ので、来る人をみな受け入れ てきた場所。
とどのツマ リか らきた地洛 ,ど んづま りな
ころに変えてきた。
山と信測 [しかない場所 を日本一 ρ米 ど
一
い
ある程度 の規模で営農を している場所 の 中で、世界で 番雪がふか 。
い
それが、山か ら下 りろ、農業 はやめだ、と言 始めた。
(北陸新幹線開通)が 言 われていた。
*1996年 に妻有 に入 つた ときには、2014年 問題
が、今年 の北陸新幹線開通 では、詳 もそんな ことを言 う人はいない。
ここで生きてきた人たちの歴史、 自然、文明、 を思い切つて出してい くことをや つた。
棚日と瀬替、山を巻いて道路をつ くる。
*う ぶすなの家
芸術祭 の年 1400万 の売 り上げ
それぞれ の集落 に こだわつてやってきた
ヵバコフ、ボルタンスキー 、
あるものを活 か し、新 しい価値に変える。
公共事業の活用
空家活用、廃校活用、
ヽ
ソフ トノ｀ンク、クラウドワークス
=オ イ ン ックス、ヤフ

￨

40代 の rT企 業 のエー スたちが、金儲 けだけでなく、地域 ・農業 ・文化にオシャ レにの
つて きた。
*十 日町 3年 間で ■億円を支出
5億 3000万 円がパスポー ト、協賛 で賄われてきた。
大地の芸術祭 が 日本創生 のモデル。
人 と人 とのネッ トワークが、グローパ リゼーシヨンの反対ではない力、
*来 筋者 と地域 の人が関わることが本切。
影刻や絵画も美術だが、そこで採れた ものをそ この人メ論理 し1食 べ る。
僕 が考える一番のアー トは食。次に生活。技術、土木 なども。
50万 人 100万 人の人 たちが楽 しんで訪れて くれる場所 になつた
*大 町lth生 が重な り合 つている。 日本列島の成 立がこの地域 でわかる。な どのいい条件
がある。また、長野 の文化事業の 目玉に出来る可能性 がある。

ヽ
イ
さいところから少しずつファンを作ろうということで、昨年試みをやつてみた。
この 山を巡 つて盆地を見るとい うの1ム 魅力 的な見せ方。

・

'

沐今後 は行政 とがつちり組んでや つていかなければ難 しい。
継続す るのであれば、予算t体 制を整 えて もらうことが必便 。

*源 汲の方がどうなるかはわか らないが、
1億 5000万 円は芸術祭 の予算としてはミニマム.
十 日町は 3年 間で 4億 3000万 円の予算だつたが、その後 2億 増額 したb
シー ドマネーがあれば、補助事業もとれる。
お金がないならないで、しつか り知恵 と工夫でがんばつてやる。
それはそれていい。
支援 ではな く、主体 となってやつて もらわなければならない。
市が主体 となるなかで、求心力をもつてもらわないと無理だろう。
,

ディ レクター フィーをつけて、きちんと発注 してはしい。
あとはその予算に沿つて、作戦を汲みなが らやつていけばいい。
*50日 間では、始まつてうヽ
ら広報するのではもつたいない。
広報の体制を整 える必要がある。
ロプ レゼンテーションを受けて意見交換
市長 :本 番までの間で基金 を作 つていけた らいいと考 えてい る。
県 の支援を引き出せ るよう努力す る。26年 度決算から、剰余金 の 1%を 芸術文化振興基
金 として積み立ててい くこととな り、今年度では 40∞ 万円が予算計 上 されてい ぅ。本番
程度 が精
では 1億 円くらい出 して もらえた ら大変あ りがたいが、実際 のところは 5C100万
一杯 ではない力、
フ ラム氏 :地方創生 のテーマ で、地域創 造 の助成等もあるので活用できるのではない力、

総務省でも、地方公共団体所有の遊休施設の活用については補助メニューが出る
地元出身者企業、関係企業の出資 の仕方はあるのではないか。
市長 :外部 との交流。 エコ オー ガニ ックのテーマで言えば、ラインハ ル ト、昭和電工の
黒鉛電極、信越電装などともう ながれる可能性 がある。
オ リンピックにおける芸術文化プログラムの事業費も相当額が出てくる。2020年に 2回
目を迎えるのが大 きなチャンス。
フラム氏 :国 もスポー ツは東京で、文化は地方でといっている。 これはみんな狙つてはい
るので倍率は高いが。
□体制について
事務局の建て方が課題 となる。
市長を トップに民間 で実行委員会をつ くるの ときは、市内の合意形成が とれるような委
員を委嘱。
地域おこし協力隊も検討す る。

以上

