
小淵沢駅周辺地域活性化計画

第一回　策定委員会

平成２４年　７月４日



１　駅前広場計画の経緯

　　　既存駅前広場の課題の整理

　　　基本構想における駅前広場整備案の検討

２　地域住民の意見・要望

　　　市民との意見交換

　　　地域住民の代表意見

　　　現状と基本構想、市民の意見を反映させた今後の検討すべき課題

　　

３　観光戦略の経緯

　　　上位計画と北杜市の取り組み

　　　　

４　地域活性化の事例

　　　(1) 大分県由布院市　由布院駅

　　　(2) 宮崎県日向市　　日向市駅

　　　(3) 高知県四万十市　中村駅

　　　(4) 長野県上高井郡　小布施町　　　

　　　(5) 新潟県　　　　　越後妻有トリエンナーレ　　　

　　　(6) 香川県直島町　　ベネッセアートサイト直島

　　　(7) 群馬県　　　　　草津国際音楽アカデミー＆フェスティヴァル

　　　(8) 事例の分析

小淵沢の星空
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歩道の整備・バリアフリー化 課題①：歩車分離の必要性

課題②：送迎車などの混雑を解消するための車道整備の必要性

課題③：歩道の整備、バリアフリー化についての検討

広場におけるその他の検討事項

　課題④：擁壁の扱いと電柱の扱いについて

利用者の安全性の確保・利便性の向上

課題①

課題②課題③

課題④
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課題①：西側の階段及び駐車場からのアクセスの歩車分離

課題②：交通安全上ゆとりのない車道と歩道

課題③：南側に歩道を設ける場合について

　　　　相互交通のための幅員の確保が困難である。

課題④：横断歩道の位置について

　　　　交通安全上、駅前広場入口付近は望ましくない。

課題⑤：一般駐車場について

　　　　　身障者用の駐車場からの動線の確保が必要である。

課題⑥：バス待機場所について
　　　　　転回駐車が困難である。

課題⑦：駅舎までのアプローチが長い

その他の課題：ポケットパークなど交流や憩いの場、またイベントスペース等の整備

　　　　　　　駐輪場の確保

課題①

課題⑤ 課題⑥ 課題⑦

課題② 課題③ 課題④



平成 18年度まちづくり交付金事業（小淵沢周辺地区）ワークショップ開催

第一回ワークショップ「小淵沢駅周辺を見直してみよう！」報告（平成 19年２月）

■計画に対する意見

　　◎様々な立場の人が納得するプロセスや計画であってほしい

　　◎観光客のためだけでなく、生活の場としての駅前であってほしい

　　　・多目的なコミュニケーションのできる駅に

　　◎駅を整備するだけでなく、それをきっかけに商店街が元気になることが大切

　　◎まちの魅力を発信して、まちに人を呼び込む工夫

　　◎南北に雄大な山を見渡せる景観の魅力を最大限に活かしたまちづくり

　　　　　◎小淵沢らしさを活かした駅

　　　

・山並み、歴史、懐かしさを感じさせる、高原のイメージ、乗馬のイメージ

■交通に関する意見

　　◎人と車が共存できる環境

　　◎利用者が使いやすい駅前駐車場、ロータリー

　　　　　◎駅前に大型バスロータリーの必要性

■その他駅前整備に関する意見

　　　

　　◎寒冷地対策について

オープンハウス「一人でも多くの意見を市に届けよう！」報告（平成 19年 2月）

方法　：　シール投票とアンケート

結果：　１２２名（男性５２名、女性７０名）、アンケート回答者全体７８名

■投票の多かった意見

　　◎エスカレーターやエレベーターの設置

　　◎雄大な山並みや高原のイメージを大切にした駅舎のデザイン

　　◎駅前通り正面を人が集まる場所へ

　　◎商店街のイメージアップ

　　◎山並みのビューポイントや歴史を感じる景観など魅力的な資源を活用

■アンケートによる意見（抜粋）

　　◎駅と商店街が一体となったまちづくり

　　◎身障者に配慮したバリアフリーデザイン　

　　◎歩行者動線を優先した駅前ロータリー

　　◎観光交流センターの交流機能を商店街に設ける

　　◎自然を大切にし、ロケーションを活用
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第４回ワークショップ　小淵沢駅前広場整備について　再提案書（平成 19年３月）

駅前広場の構成

①　駅前広場の正面は、車の出入りではなく人が中心の広場や観光拠点とする。

③　タクシー、送迎バス、一般車両、身障者用の乗降スペースを確保する。

④　身障者用、タクシー用乗降場は駅改札に一番近い場所に配置する。

⑤　タクシープールやバスの待機場所は、乗降スペースから遠い位置でもかまわない。

⑥　現在の月極駐車場は別の場所に確保。

⑦　駅前広場の宅盤高さの検討。

⑧　駅改札前の人が集まる広場の内容を検討し、広場の適正規模を算出。

駅前広場の機能について

①　北杜市全体の観光拠点として、情報が集まり、提供出来るように観光案内所を充実させる。

②　駅前広場をコミュニケーションの場所として、休憩出来るベンチや椅子等の用意。

　　また、イベントが行えるような空間を確保。

③　大型バス等にも対応できる構造。

④　バス停機能を持たせる。

駅前の活性化のために

①　商店街を歩いてもらうために、商店街利用者の駐車場を町中に設置。

②　地域住民や観光客が利用出来る交流センターを商店街の中に設置。

③　商店街の安全な道路整備、送迎用の駐車場整備、くつろげる場所の確保。

④　景観を観光資源ととらえ、商店街のゲートや林立する看板などを解消。

⑤　電線の地中埋設化。

⑥　植栽や水辺空間を活用した商店街。

ワークショップの様子



□交通機能―利便性、安全性の確保

　・歩車分離、ユニバーサルデザイン（バリアフリー）

　・高い視認性（死角のない計画）、わかりやすいサイン計画

　・路面凍結、雪対策

　・緊急車輛動線

　・駐車、駐輪場

□防災・防犯について

□環境的共生―小淵沢の気候風土に適したサスティナブルな計画

　・省エネ・省資源・・・自然環境エネルギー（太陽光等）の活用、間伐材等の活用
　・環境的負荷の低い材料・・・浸透性舗装材など

□アメニティ

　・交流や憩いの場、またイベントスペースとなるポケットパークなど
　・便利なストリートファニチャーのレイアウトとデザイン

　

□景観―魅力的な景観の創出

　・八ヶ岳・南アルプスの眺望

　・周辺環境との融和

　・自然景観と調和したアートワーク

　・夜間の管理について

　・高い視認性（死角のない計画）

　・災害時・緊急時の対策

　・景観に調和する美しいサインデザイン

　・擁壁の工夫と魅力的なデザイン

　・電線の地中埋設化の検討

□まちづくり・新たな観光戦略
　　　・地域住民と一体的に推進するまちづくり

　・地域の特色を生かしたイベントの提案

　・北杜市固有の自然環境の活用（小淵沢周辺を流れる水路の活用など）

　・観光資源の利活用、マネジメントの検討

　・イメージやテーマなどの立案
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計画期間：H23～ H30 年度

『やすらぎと感動のやまなし』

　旅行者に対する目標

「旅行者の笑顔あふれる山梨」
　地域に対する目標

「地域がいきいきしている山梨」
　インバウンド観光に対する目標

「海外の人々が訪れたくなる山梨」

計画期間：H23～ H27 年度

『豊かな自然と歴史文化、芸術に彩られた上質な日常を、

暮らすように旅する滞在型観光地』

” 暮らし旅 ”
　

　山梨県、長野県、北杜市、富士見町、原村の共同策定

　　

おもてなしの推進 多様な観光の振興
外国人旅行者

来訪の促進

広報宣伝及び

情報提供
条例 第９条 条例 第 10条 条例 第 11条 条例 第 12条

１　おもてなし戦略 ２　地域資源活用戦略 ３　インバウンド観光戦略

１　滞在型観光地としての八ヶ岳ブランドの形成
　　　景観・環境を付加価値とした質の高い日常の延長のような体験。特徴ある優れた景観と様々

　　　な活動体験のシーンを発信していくことで、滞在型観光地としての八ヶ岳ブランドのイメー

　　　ジを形成する。

２　魅力の選択肢づくりによる連泊滞在、リピートの促進
　　　様々な地域固有の資源を再評価しながら、それらを顕在化させると共に、地域ならではの

　　　魅力や質の高さの魅力、人やサービスあるいは景観等の付加価値による魅力など、選択出

　　　来る観光メニューを豊富化させていく。

３　わかりやすくスムーズな利便性の高い交通環境の整備
　　　八ヶ岳観光圏へのアクセス交通を充実させていく。利用しやすいネットワークの整備より、

　　　わかりやすくスムーズな利便性の高い交通環境を実現する。

４　観光情報の整備・共有化と実用性のある情報発信・提供体制

　　の整備
　　　県境で断絶していた観光情報を一体化して整備し、圏域内で共有・更新される体制をつくる。

５　魅力ある地域づくりを担う人づくり
　　　観光客の多様なニーズに対応し、魅力ある地域づくりを担う人づくりを推進する。

その他の取組

①人材育成・郷土教育の充実

②美しい景観づくり・観光インフラの整備

③魅力ある地域資源の発掘、育成、保全及び活用

④おもてなしに取り組む気運の醸成

①着地型観光の推進

②宿泊・滞在型観光の推進

③都市農村交流・二地域居住の促進

④環境に配慮した山岳観光の推進

⑤効果的な情報発信

①観光プロモーションの展開

②外国人旅行者の受入環境整備

③国際交流の促進

④海外に向けた情報発信

①産業としての観光の発展

②観光地へのアクセスの向上

③災害に対する準備及び災害時対応
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基本構想：H19～ H28 年度

『人と自然と文化が躍動する環境創造都市』
水と緑と太陽の恵みを次世代に伝えるために　

上位計画

計画の名称

　新北杜市建設計画

　第一次北杜市総合計画基本構想

　第一次北杜市総合計画

関連計画

　八ヶ岳観光圏基本計画

　小淵沢駅・駅前広場整備基本構想

策定主体

　北杜市・小淵沢町合併協議会

　北杜市

　北杜市

　八ヶ岳観光圏連絡協議会

　北杜市

策定・計画年度

　策定：平成 17年 3月

　基本構想：平成 19年～平成 28年

　前期基本計画：平成 19年～平成 23年

　平成 22年 2月

　策定：平成 23年 7月

８つの個性が光る

ネットワーク都市
自然と暮らしが調和する

環境共生都市

水と緑と太陽を活かした

交流産業都市

水と緑と太陽を活かした交流産業都市

地域で育む

生活文化都市

将来都市像

施策の大綱

安全・安心で明るい杜づくり

基盤を整備し豊かな杜づくり

連帯感のある和の杜づくり

品格の高い感動の杜づくり 品格の高い感動の杜づくり
交流を深め躍進の杜づくり

環境日本一の潤いの杜づくり

教育・文化に輝く杜づくり

産業を興し、富める杜づくり ８つの杜づくり 　① 地域資源を活用した多様な観光の展開

　② 地域文化を愛しむ人と環境の形成

　③ 芸術と文化で育む地域の創造

09

観光交流資源のネットワークづくり

北杜市を訪れる人の玄関口である駅を中心とする中心市街地の活性化を図る。

馬術競技大会や自転車ロードレースの開催などイベントの誘致などのソフト

的事業展開も図っていく。湧水や河川に親しむことの出来る公園の整備も進

める。

主要事業

観光施設整備事業

清里駅周辺整備事業

甲斐大泉駅周辺整備事業

小淵沢駅周辺整備事業

主要施策

観光の振興



　観光圏では多くの観光客が来訪している観光地であるため、量的（観光客数、宿泊客数）

には大きな伸び率が見込めないものの、観光整備計画の目標年次である平成 26年度には量

的にも一定の成果が得られるよう、観光圏整備事業を組み立て、その確実な推進を図ってい

くこととしている。

　北杜市については毎年 2.0％の伸びで推移するものとする。

（八ヶ岳観光圏整備計画書　平成２３年２月改訂）

地域資源の現況と観光特性

「北杜市・八ヶ岳南麓高原エリア」

　なだらかな高原地帯で高原鉄道として親しまれている JR 小海線が走り、八ヶ岳牧場や清

美や群水湧の岳ヶ八、く高が度名知のてしとトーゾリな媚明光風るす有をどな寮泉清里

　術館が点在する。

「北杜市・太陽と茅ヶ岳・瑞牆山エリア」

　北東に瑞牆山や金峰山などの山岳地帯が広がり、南東の茅ヶ岳まで丘陵地帯を経て、平坦

　地が広がり、中央を塩川が流れる昔懐かしい風景を持ったエリアである。ラジウム含有量

　世界一ともいわれる増富ラジウム温泉郷が立地している。

「北杜市・清流と甲斐駒ヶ岳エリア」

　西に美しい甲斐駒ヶ岳を代表とする南アルプスの急峻な山岳と尾白川渓谷をはじめとする

　美しい景観に恵まれている。甲斐駒ヶ岳から流れる名水はミネラルウォーター生産日本一

　を誇る。
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観光客数

宿泊客数

かやがたけ みずがきやま
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[所在地 ]

[ 事業主 ]
[ 事業費 ]
[ 事業規模 ]
[ 計画時期 ]
[ 駅情報 ]

[ 観光客数 ]

[ 概要 ]

大分県由布市
(面積319k㎡、人口約34,000人)
由布市
約2億円
1,874ha
平成19年～
管轄　　　　　 JR九州
乗車人数　　　 914人/日
駅舎建築面積　 571.86㎡
施行期間　　　 平成2年竣工
昭和45年　　　100万人
平成12年　　　360万人

由布市は大分県の中央に位置し、温泉で有名で
ある。1995年に掲げられた「湯布院町保養地構
想」の「最も住みやすい町こそ優れた観光地で
ある」というコンセプトに基づき、市民と行政
との協力システムによるまちづくりを推進して
いる。現在では年間約400万人の観光客が訪れ
る。

[ 北杜市・小淵沢への展開の可能性][ 特徴]

1.民間の経営者による観光開発

　由布市は、市の産業や自然の保全を考え直すという立場から
　「 自然と人とが共生する温泉保養地」というコンセプトを掲
　げている。そのため、ダム建設やゴルフ場建設等の大型開発に
　は消極的で、地域活性化についても、大型リゾート開発業者へ
　委託せず、民間の若手旅館経営者が中心とな って温泉保養地
　づくりを進めてきた。
　中心となった人物は、日本の映画人であり、由布市で旅館を経
　営する中谷健太郎氏と、同じく旅館の経営者である溝口薫平氏
　である。

2.駅ホーム内の足湯

　湯布院の資源である「温泉」を「足湯」として駅に設置するこ
　とで、駅自体が最初の観光スポットとなる。駅が地域の「顔」
　を担っている。

3.観光客を呼び込むイベントの開催

　中谷氏が中心となって、辻馬車の運行、ゆふいん音楽祭、ゆふ
　いん映画祭などが開催されている。
　イベントの開催によって、長期滞在型の観光客が増加した。

　由布院で現在行われているイベントとしては、
　　1,辻馬車の運行
　　2.ゆふいん音楽祭
　　3.ゆふいん映画祭
　などがある。

1.地域住民による観光開発

　大型レジャー施設による開発は、地域に根差した開発をするこ
　とが難しい。地域住民による地域活性化によって大型レジャー       
　施設などの参入を防ぎ、市民の生活に根付いた観光地をつくる
　ことができる。小淵沢では、美術館経営者、商店街経営者、企
　業経営者などと連携することによって北杜市・小淵沢への貢献
　が期待できる。

2.駅を最初の観光地に

　観光客が電車から降りた瞬間から観光はスタートする。駅は　
　観光客が北杜市・小淵沢らしさに出会う最初の場所である。そ
　のため駅の第一印象は、町の第一印象に大きく影響する。プラ
　ットフォームから八ヶ岳を望んだり、食材のＰＲに効果的なフ
　ァーマーズマーケット※注1を駅周辺で行う事は、町の印象を上
　げることとなる。

　注1：地域の生産者農家が複数軒集まって、自分の農場でつくった農産物を持
　 　 　ち寄り、消費者に直接販売するスタイルの市場である。

3.さらなるイベントの開催
　
　北杜市・小淵沢で現在行われているイベントとしては、
　　1.「こぶちさわ音楽祭」「八ヶ岳北杜国際音楽祭」などの音 
 楽イベント
　　2.「フラワーフェスティバル」など自然を活かしたイベント
　　3.美術展覧会をはじめとするアートイベント
　　4.八ヶ岳ホースショーinこぶちさわなどのスポーツイベント
　　5.各地で開催される祭り
　などがある。

1 2 3 32 2



[ 北杜市・小淵沢への展開の可能性][ 特徴]

１.駅舎での地場産であるスギ材の活用

　日向市駅は、構造材や内装材に耳川流域産のスギ材を利用して
　いる。宮崎県は日本一のスギ材生産県であり、耳川流域は県内
　30％のシェアを占めている。日向市は「木を活かしたまちづ
　くり」を掲げており、駅舎の他に駅前広場でのストリートファ
　ーニチャー※注2や街灯にもスギが使用されている。
　特に屋根は、この計画で新たに技術開発したスギの使用方法が
　採用されており、開発に際しては地元の業者と連携している。
　地元の木の産業を振興すると共に、地元の産業のPRにも効果
　的である。

　注2：街路や広場などに置かれる、ベンチ・案内板・水飲み場などの屋外装置
　　  　物の総称。

２.シンポジウムやイベント

　日向市駅では、駅前広場やスギ材を利用した屋根の軒下を利用
　して、様々なシンポジウムやイベントが行われている。中でも
　「ひょっとこ夏祭り」は、駅前が最も賑わうイベントであり、
　軒下をステージに見立てて、毎年様々な催しが行われている。

１.北杜市・小淵沢の地場産材であるアカマツ

　北杜市は八ヶ岳をはじめとする豊かな自然や、農産物などに恵
　まれている。恵まれた資源を分析し、その特性を理解する事で、視野
　を絞り込んだ効果的なPRが可能になる。

　北杜市の森林面積は、市の面積の76％を占めている。中でもアカマツは
　「北杜市の木」として指定されており、アカマツの量は全国で二番目に
　多い。しかし、木材価格の低下により、林業の衰退が著しく、間伐が放
　置されているのが現状である。
　そのため、北杜市ではアカマツの活用方法の研究が進んでいる。

　こういった背景を考慮して、駅舎や駅前広場でアカマツを活用すること
　は、北杜市・小淵沢らしい景観の形成や林業の復活、地域活性化の点に
　おいて有効である。

[所在地]

[事業主]

[事業費]
[事業規模]
[計画時期]
[駅情報]

[概要]

宮崎県日向市
（面積 336 k㎡， 人口約64000人）
宮崎県、日向市、日向商工会議所、商店街振興
組合
ひゅうがまちづくり機関
約90億円
約110 ha
平成11年度～平成25年度
管轄　　　　　JR九州
乗車人数　　　1283人/日
駅舎建築面積　2891㎡
施行期間　　　平成15年11月～平成19年2月

日向市中心市街地は、周辺圏域の生活・文化・
交流の拠点としての役割を果たしてきたが、急
速な社会構造の変化や都市基盤整備の遅れから
人口は激減し、郊外への大型店の進出や、街な
かの大型店の閉鎖、撤退などにより空き店舗が
増加した。
また、JR日豊本線により、街が東西に分断され、
踏切部での慢性的な交通渋滞が起こるなど、交
通機能の面でも衰退してきた。
そこで鉄道高架化にともなう新日向市駅舎や駅
前広場を契機とし、中心市街地を一体的に再整
備しようと、地域活性化計画が行われた。

北杜市の林業家数の推移

1 2 3 11 1

12
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高知県四万十市駅前町
（面積 632 k㎡， 人口約35000人）
四万十市
420㎡
平成21年度～平成22年度
管轄　　　土佐くろしお鉄道
駅舎面積　448㎡

中村駅は一日あたりの乗降者数が少ない、ロー
カル線の駅である。計画は改札外のみを対象と
し、限られた予算の中で、利用者のために考え
られたデザインが特徴である。電車が来るまで
の待ち時間をデザインするというコンセプトの
もと、地方から消えかけていた公共空間の再生
と地場産のヒノキ材の活用が行われた。

[所在地]

[事業主]
[改修面積]
[計画時期]
[駅情報]

[概要]

[ 北杜市・小淵沢への展開の可能性][ 特徴]

1.地場産であるヒノキ材の活用

　高知県の面積の84％は森林であり、スギとヒノキがその大部
　分を占める。また、ヒノキ材のなかでも四万十ヒノキは最高級
　品として有名であり、建築物からプロダクトまで、幅広く活用
　されている。
　
　駅ホームのベンチや待合室といったパブリックスペース※注3で 
　地場産材を活用したことにより、木のぬくもりを感じる事が出
　来る居心地の良い空間となっている。

　注3：不特定多数の人間が利用できる公共空間。

2.待ち時間のデザイン

　地方駅である中村駅は乗降客が少なく、際立った観光地では
　ない。よって本設計では、観光客のためではなく、地域住民の
　ための開発を重視している。電車の待ち時間が長いという地方
　駅ならではの特性を利用して、駅使用者の目線に立った、空間
　と時間の使い方を提供している。

11 121 2

1.待ち時間のデザイン

　現在の小淵沢駅では、地域住民や観光客のための「集いの場」
　が少ない。駅をただの通過点としてではなく、駅自体が観光地
　の一つであるかのような、滞在していて楽しくなるような空間
　が必要である。
　また、電車が来るまでの待ち時間を過ごす空間が、「ただの待
　合室」となってしまうのではなく、その時間を楽しめるような
　空間作りを行うことが重要である。

　駅前広場では、バスや送迎車等が来るまでの待ち時間において
　も同様の配慮が必要であり、具体的には、
　　1.足湯の設置
　　2.ポケットパーク
　　3.読書スペース
　　4.ギャラリーの設置
　などが考えられる。
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[ 北杜市・小淵沢への展開の可能性][ 特徴]

1.まちづくりのキーパーソン

　小布施町の特徴は、リーダーシップが強いところにある。小布
　施町の町長を代々担ってきた市村一族は、観光開発のリーダー
　として小布施町の開発を行ってきた。
　市村一族の先祖であり、葛飾北斎のパトロン※注4でもあった高  
　井鴻山氏は、北斎を小布施に住まわせる。北斎の作品を観光資
　源として、昭和51年に北斎館をオープンし、その後小布施町
　の町並みの統一や、様々な施設をオープンさせ、小布施町を観
　光地として開発していく。地場産の食材を売りにした商品を並
　べる小布施堂は、観光地開発の中核施設である。

　注4：芸術家や、芸人または特定の団体などを経済的に援助する人

２.ブランド化による販売促進

　小布施町活性化の戦略は、宿泊客や長期間滞在者向けの観光モ
　デルではなく、観光バスなどで短時間に小布施堂や北斎館など
　町内の名所を巡ってもらうことを主眼に置いている。それによ
　ってリピーターの獲得を目指し、現在では年間120万人の観光
　客が訪れている。
　また特産品の栗を使った菓子は、小布施町内で販売するだけに
　とどまらず、東京や大阪などの大消費地のデパートでも販売さ
　れており、経済活性化と町のPRに貢献している。

1.まちづくりのキーパーソンの重要性

　地域住民が積極的に地域活性化に参加できるように、リーダー
　シップを取る人物が必要である。
　強いリーダーシップがあることで、軸のぶれない地域活性化の
　テーマを掲げることが可能である。

２.特産品のブランド化戦略

　北杜市・小淵沢には、新鮮で美味しい食材や、水資源が豊富に   
　存在する。観光先でおいしいものを食べたという思い出は強く
　残る。
　野菜や水、乳製品や果物といった新鮮な食材の良さを活かした
　料理や土産物をブランド化し、大消費地に売り出すことで、経
　済活性化と北杜市・小淵沢らしさの確立だけでなく、世界中の
　人に北杜市・小淵沢を知ってもらい、訪問してもらうきっかけ
　に繋がるだろう。

　

1 2 2 2 22

長野県上高井郡小布施町
（面積19㎢、人口１万2000人）
小布施町、市村一族
昭和51年度 北斎館：5億円
昭和58年度 小布施町並み修景事業：8億円
小布施堂界隈を中心とした町内全体：1.6ha
昭和40年度～
北斎館　：昭和51年度 3万5000人
　　　　　年間 27万人
小布施町：年間 120万人
年間 105億円

小布施は江戸時代後期には川と2つの街道によ
る物産・交易の拠点として栄えた宿場町であっ
たが、鉄道の発達により進んだ過疎化からの脱
出を目標に活性化がスタートした。住民と行政
が一体となったまちづくりを行う点が特徴とし
て挙げられる。

[所在地]

[事業主]
[事業費]

[事業規模]
[計画時期]
[来場者数]

[来場者数]
[経済効果]

[概要]
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新潟県十日町市（面積589㎢、人口5万人）
上記各自治体、各協賛企業
平成12年度 6億5千万円
平成15年度 12億円
平成18年度 6億5千万円
平成21年度 6億円
151ha
平成12年度～ 三年に一度開催
平成12年度 16万人
平成21年度 37万人
平成12年度 12億円
平成21年度 33億円 

総合ディレクターである北川フラム氏の、「出
身地の活性化を試みたい」という動機で計画が
始まった。越後妻有トリエンナーレは、三年に
一度開かれる芸術祭で、十日町を中心に6つの
エリアで開催される。学生有志のスタッフ「こ
へび隊」の協力のもと、地域住民が一体となり
地域活性化を行っている。

[所在地]
[事業主]
[事業費]

[事業規模]
[計画時期]
[来場者数]

[経済効果]

[概要]

[ 北杜市・小淵沢への展開の可能性][ 特徴]

１.自然の中に設置されるアート

　作品が美術館という枠を出て、アーティストが「他人の土地」
　で作品を作ることにより、住民を巻き込んだイベントの開催に
　成功している。住民に当事者意識が芽生え、作品の説明を住民
　自らが行うなど、来訪した鑑賞者との交流が生まれている。

２.キーパーソンの設定

　越後妻有トリエンナーレでは、北川フラム氏が総合ディレクタ
　ーをつとめる。彼の敏腕なディレクションにより、世界的に著
　名なアーティストの招致を実現している。
　質が高く、作品数が豊富なことと、里山にアートを設置すると
　いう世界に類をみない試みが話題を呼び、国内だけでなく、海
　外からも多くの人を呼ぶ事に成功している。

3.「リピーター」と「口コミ」によるPR方法

　マスコミ等の商業主義的なブーム化の回避によって、純粋な地
　域活性化活動としてのイメージが定着している。
　来場者の約60％が10代～30代の若い世代の人達であり、イン
　ターネット上での口コミにより、情報が広がった。

　また、世界に類をみない試みということで、海外からも多くの
　取材を受け、日本の里山と世界が直接繋がることに成功してい
　る。

１.芸大が関わる事の利点
　
　北杜市・小淵沢には美術館が数多くあるが、各々が連携を取れ
　ていないのが現状である。
　各美術館に関連を持たせる手法として、美術館の間に、自然と
　対話するようなアート作品を設置し、アートロードとすること
　が考えられる。
　
　また、北杜市が有する広大な土地と自然は、アートの展示空間
　に新たな可能性を与えることができる。都心の狭い空間で芸術
　活動をしているアーティストや学生にとって、北杜市の広大で
　自然豊かな土地は絶好の展示空間になる。

8

2

1
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13
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7

5

3
4
6

↓14
1. キースヘリング美術館

12. 小淵沢郷土資料館

11. 小淵沢絵本美術館

13. 清春旅と空想の美術館

5. 絵本村

3. リードオルガン美術館

4. 八ヶ岳泰雲書道美術館

8. こぶちさわ昆虫美術館

9. フィリア美術館

10. 水木鈴子花の美術館

7. くんぺい童話館

6. 平山郁夫シルクロード美術館

2. 富士見歴史民俗資料館

14. 薮内正幸美術館

サントリーウイスキー博物館 等

小淵沢駅周辺の美術館一覧

1 21 1 11
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1.北杜市・小淵沢で芸術祭を開催

　芸術祭を開催するなどし、芸術作品が北杜市・小淵沢の豊かな
　自然の中に配置されることで、作品だけでなく、まちの魅力を
　強くアピールすることに繋がる。
　
　北杜市・小淵沢では多くの芸術家が創作活動をしている。芸術
　祭を行い発表の場を設けることで、県内外から多くの芸術家が
　集まり、地域住民との交流が行われるなど更なる活性化が期待
　できる。

2.共通パスポートによるまちの循環

　北杜市・小淵沢には魅力的な美術館が多数存在している。美術
　館だけでなく、駅や商店、道の駅などが協力し、共通パスポー
　トなどをつくることで、各施設の連携を強まり、相乗効果や、
　まちの回遊性が強化されることが期待でき、地域で一体となっ
　た活性化を行うことが可能である。

　また、北杜市・小淵沢ならば「乗馬」による市内回遊など、移
　動方法を工夫することで非日常性を演出し、観光客に大きな感
　動を与えることができると考えられる。

　

1.建築とアート

　有名建築家による建築それ自体が重要な観光スポットとなって
　いる。また、ジェームズ・タレルやクロード・モネ、草間弥生
　など、世界的なアーティストの作品が島中に点在しており、観
　光客は島を巡りながらアートと瀬戸内海の自然を満喫すること
　ができる。

2.瀬戸内国際芸術祭
　
　第一回目を平成22年に開催し、初年度の経済効果は111億円に
　のぼった。若者を中心とした観光客が数多く訪れ、会期中の島
　内は活き活きとした雰囲気で盛り上がりを見せた。
　越後妻有トリエンナーレと同様、アートが住民同士や島外の人
　を結び、交流の場をつくっている。
　また、海外からも多くの観光客が来島し、その数は総観光客数
　の15％を占める。

3.回遊性と共通パスポート

　直島では作品が各島に点在しているため、フェリーや、100円
　回遊バス、レンタサイクルなどにより、交通の連携を工夫して
　おり、移動することを楽しみながら回遊することが可能となっ
　ている。また、フェリーによる島の移動は、非日常性を演出す
　ることにも貢献している。

　共通パスポート制を設けることで来島者の利便性や回遊性を高
　めており、地域全体の活性化に繋がっている。

[ 北杜市・小淵沢への展開の可能性][ 特徴]

1 1 1 1 2 2

香川県直島町
（面積14㎢、人口3,200人）
香川県　豊島
（面積14㎢、人口1,000人）
岡山県　犬島
（面積0.5㎢、人口100人）
株式会社　ベネッセホールディングス
公益財団法人　直島福武美術館財団
―
高松港周辺、直島、豊島、女木島、
男木島、小豆島、大島、犬島、宇野港周辺
昭和60年度～
平成13年度　直島スタンダード展：４万人
平成16年度　地中美術館オープン：11万人
平成17年度　ベネッセハウス
　　　　　　 新宿舎棟オープン　：17万人
平成22年度　瀬戸内国際芸術祭　：94万人
瀬戸内国際芸術祭による経済波及効果
約１１１億円

明治時代の直島は瀬戸内海における海上交通の
拠点であり、その後三菱マテリアルによる銅の
製錬が始まった。そして、観光を新たな主要産
業とする動きが始まり、現在では製錬業と観光
業を地域活性化の軸として発展している。

[所在地]

[事業主]

[事業費]
[事業規模]

[計画時期]
[来場者数]

[経済効果]

[概要]

直島の観光客数の推移

直島スタンダード展

地中美術館オープン

ベネッセハウス
新宿泊棟オープン
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[ 北杜市・小淵沢への展開の可能性][ 特徴]

[ 所在地 ]
[ 事業主 ]
[ 事業費 ]
[ 計画時期 ]
[ 開催期間 ]
[ 来場者数 ]
[ 経済効果 ]

[ 概要 ]

群馬県草津町（面積50㎢、人口7000人）
公益財団法人関信越音楽協会
―
昭和55年度～現在（平成24年度で第33回目）
平成24年度は8/17日～30日
平成23年度 7200人
―

温泉の町として有名な地域である。一時、観光
客の減少化が進んでいたが、「温泉街という短
期滞在型の観光モデルを長期観光型リゾート地
へ」というコンセプトのもと、町への活性化を
図る。その取り組みとして、国際的な音楽祭を
開催し、国際的な観光地として再生した。

1.短期滞在型温泉地から長期滞在型リゾートへ

　宿泊を伴うボリュームのあるイベントを行うことにより、温泉街
　という、短期滞在モデルのイメージがあった草津を、長期滞在リ
　ゾート地型の観光地へイメージアップすることに成功している。

2.アカデミー（教育）とフェスティヴァル（祭）

　第一回から世界的に有名な音楽家を招き、上質な教育と演奏を行
　っている。
　音楽界からは、「草津」といえば「世界的な音楽の町」としての
　認識が定着している。

3.音楽ホールと街角コンサート

　世界トップレベルの上質な演奏は、設備の整った音楽ホールでゆ
　っくりと鑑賞してもらう。
　祭りを盛り上げるポップな音楽は、町で毎日賑わう街角コンサー
　トで行う。
　特に、街角コンサートは草津の最も特徴的な点である。

4.毎年変わるテーマ

　毎年特定のテーマを設けて音楽祭を開催するため、飽きのこな
　い、バラエティに富んだイベントに成功している。

　過去のテーマ

　・第 20回 ( 平成 11年）：古典と現代
　・第 21回 ( 平成 12年）：バッハとロマン派音楽
　・第 22回 ( 平成 13年）：モーツァルトの旅
　・第 28回 ( 平成 19年）：ベートーヴェンからブラームスへ

1.長期滞在型観光都市のメリット

　北杜市・小淵沢には多くの音楽演奏可能な施設が存在し、こぶ
　ちさわ音楽祭も開催されている。こぶちさわ音楽祭の現状は、
　一定期間集中して毎日プログラムが組まれる音楽祭というより
　は、一ヶ月に数回コンサートがあり、それが数ヶ月にわたって
　続く開催形式である。ある一定期間集中してイベントを開催す
　ることにより、宿泊、食事、レジャー等の経済的な相乗効果を
　あげることができる。

2.芸大が関わる事の利点

　芸大には、教職員、学生共に、質の高い演奏が出来る人材が揃
　っている。また、アカデミーを行うことで、北杜市・小淵沢が
　音楽教育の場となる。
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1. アルソア野外劇場

5. ペンション月下草会

3. リゾナーレ

4. フィリア美術館

8.ヴィレッジ白州

7. 生涯学習センターこぶちさわ

6. 古神道本宮身曾岐神社

2. スパティオ小淵沢

小淵沢駅周辺の音楽ホール一覧
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文化施設のネットワーク化

強いリーダーシップ

住民参加型のイベント

地場産材の活用

世界的に有名な人物の招致

中核となる文化施設

ブランド化

工夫されたPR

広域な計画（町並みの統一など）

自然資源の活用

景観計画（自然資源）

継続したイベント

資金力のある民間企業や団体

成功要因のキーワード 北杜市・小淵沢のポテンシャル

アカマツ

美味しい食材　ミネラルウォーター

カラマツ

八ヶ岳ミュージアムリング

音楽サークル 美術サークル

ホースショー フラワーショー

こぶちさわ音楽祭 すずらん祭

湧き水 八ヶ岳南アルプス

日本一の日照時間星空

1.大分県 由布院駅

2.宮崎県 日向市駅

3.高知県 中村駅

4.長野県 小布施町

5.新潟県 越後妻有トリエンナーレ

6.香川県 ベネッセアートサイト直島

事例名

7.群馬県 

草津国際音楽アカデミー

＆フェスティヴァル


