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1．はじめに 
1.1背景と目的 

1990 年代以降、芸術による地域づくりが全国的に展開さ

れている。例えば、新潟県の大地の芸術祭 1）、香川県の土

佐アート街道 2）、瀬戸内国際芸術祭 3）、など様々な空間を

利活用した地域の魅力づくりの実現に向けて様々な取り組

みが展開されている。 
こうした中で、奈良県は2011年より町家の芸術祭はなら

ぁと注 1 を奈良県のまちづくりに向けた取り組みが展開し

ている 4）。芸術による町家の私用空間を展示空間として利

活用が進められている。 
 また、芸術による都市づくりは、日本・中国・韓国にお

いて中心的に進められ、東アジア文化都市12都市が選定さ

れている 5）。開催ビジョンの一つは、文化芸術を中心とし

て教育、産業、観光、地域振興などの分野と融合した「ま

ちづくり」を進めることである。京都市は2017年日本の文

化都市として選定され、ロームシアター京都、京都芸術セ

ンター、二条城など京都市内が会場として利活用すること

になっている 6）。 
 このほかには、芸術による地域づくりの実現に向けた民

間主導の取り組みも展開されている。例えば、木津川アー

ト 7）、丹波篠山まちなみアートフェスティバル 8）、などの

事例がみられる。 
 さらに、芸術系大学と地域連携による地域づくりの実現

に向けた取り組みも展開されている。例えば、取手アート

プロジェクト、鯖江市メガネ産業と芸術系大学との連携、

京都の芸術系大学の連携による地域連携の取り組み、など

の事例が紹介されている 9）。 
このように、地域のまちづくりと芸術を結びつける動き

が盛んになっている。また、アーティストの活動を地域に

行われる支援策を制度化したものが「アーティスト・イン・

レジデンス」もみられる。他方、「空き家」や「市街地空洞

化」といった負の遺産を抱えた地域は「芸術」を利活用す

るケースも増えている。例えば、大地の芸術祭の開催会場

の一つは廃校をアートの場として利活用している。しかし、

其の多くは公共建築や公共空間による芸術作品を設置する

パブリックアートであり、その「付加価値の創造」に注目

されつつある。 
従って、芸術祭注2が地域にどのような影響を与えている

か、また、どのような問題が生じているか、地域のまちづ

くり計画策定を行う際、芸術祭と開催地域がどのような展

開しているかを考察することは、都市づくりまたは地域の

まちづくりを推進する上で、重要である。 
1.2まちづくりにおける既往研究と本研究の位置づけ 
芸術による地域づくりに関する主な研究をみると、澤村

は新潟県で開催された大地の芸術祭に関する開催意義、開

催エリア、経済効果、他の地域との比較を議論している 10）。

福武・北川は瀬戸内国際芸術祭の開催経緯と展開及び今後

の方向を議論している 11）。竹本は地域資源を利活用した地

域づくりの事例の中で、愛知県西尾市佐久島と現代アート

の取り組み、福島県三島町のアートによる交流人口の拡大、

などの事例が紹介されている 12）。 

さらに、藤田は現代社会と芸術の関係、芸術と地域の関

係、など多様な視点から、芸術と携わる若手との会話形式

を通じて地域におけるアートの意義を議論している 13）。 
他方、町家と町並みを利活用したまちづくりに関して、

碓田・他は重要伝統的建造物群保存地区における町家の私

用空間を伝統行事のひな祭りの展示空間として利活用の事

例が報告されている 14）。例えば、岡山県「倉敷ひなめぐり」、

大阪府の「富田林じないまち雛めぐり」、福岡県の「筑後良

井おひなさまめぐり」などの12箇所の 重要伝統的建造物

町家の私用空間を利活用したまちづくり計画策定と展開に関するー考察 

-奈良県町家の芸術祭はならぁとを事例として- 
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群保存地区（以下は重伝建地区と略す）がなされている。

その開催主体はひなまつり実行委員会や保存会、などの地

域住民団体である。また、ひな人形の展示場所は空き町家、

店舗が多いとみられる。 
まちづくりに関する主な研究調査は次のようなものが挙

げられる。①全国町並み保存連盟は1970年代民家と町並み

の保存と再生のために創られた制度を紹介している。また、

制度を活かしたまちづくりの事例を紹介している 15。②大

阪市街地再開発促進協議会はまちづくりの過去・現在・未

来の事例と都市再生まちづくり学へ展開していく事例を紹

介する上で、今後は高齢者が安心できるまちづくりが求め

られていると指摘している 16。③安福は中山間地域、広域

観光、都市部の観光開発、温泉地の事例から観光とまちづ

くりについて現代まちづくりと地域の関係を論じている 17。

④本田は芸術系大学と地域の連携によって芸術を活かした

まちづくりの事例と其の取組を紹介し、芸術の力による地

域づくりと地域イノベーションの関係を論じている 18。 

既往研究で述べたように、制度を活かしたまちづくり、

大都市のまちづくり、観光地の資源を活かしたまちづくり

の取組、芸術系の大学と地域の連携によるまちづくり、な

どのまちづくりに関する調査研究がみられる。しかし、町

家と町家の私用空間を利活用したまちづくり計画策定と展

開に関する実践的な研究はなかった。 

そこで、本研究は、奈良県の町家の利活用において、町

家の私用空間を利活用したまちづくりに向けた計画と事業

の実態に着目し、町家の利活用に向けた事業計画とその施

策を明らかにする上で、今後の展開を考察する。具体的に、

①奈良県町家と町家を活かしたまちづくりの事業の経緯と

現況を把握した。②参与観察によって町家の利活用の特徴

と分析を通じて、明らかになった町家の私用空間を利活用

した際の実態と問題点を検討した。③町家の利活用に向け

たまちづくり計画の展開を考察する。④前項の内容から今

後町家の利活用手法にも示唆が得られると考えられる。 

2.研究対象 

2.1用語の定義 
本研究では、町家の利活用とは単体の町家のみならず、

町家によって構成されている歴史的町並みとして従来の利

用と新たな利用によってその付加価値を示すことができる

意味を指す注3。 
まちづくりとは「地域に居住する人々のある一定の規模

のまとまった集団が、その地域を「わたしたち共通の家」

のようにみなし、家の整理や掃除をするようにその環境に

介入していくことから出発する動きであること。また、ま

ちづくりのプロセスは①構想②きっけけづくり③考え方④

マネジメントといった4つのステージで区分しており、そ

れぞれのステージでの留意点と情報、などが挙げられる 20。 

以上を踏まえて、本研究のまちづくりとは、奈良県の個

人所有の町家と空き町家及びその町並みを展示空間として

利活用する際、実施主体、展示空間づくり、空間の維持管

理、などのプロセスを展開していく過程を意味する。 
2.2奈良県町家の概要 
奈良県は、町家によって構成されている歴史的町並みが

多く残されている。例えば、町家と町並みで構成されてい

る重伝建地区今井町、松山、新町の3箇所が挙げられる。 

今井町は橿原市に位置している。1970 年文化財保護法の

改正により、集落と町並みを保存地区として保存整備計画

の策定が行われた際、今井町は調査地として取り上げられ

た。1977 年、1979 年、1980 年、1981 年、計4 回の地区

調査が行われた。こうした調査で明らかにした町家と町の

歴史及びその価値が評価された。さらに、今井町は重伝建

地区の選定を巡った賛否両論の対立を経て合意形成ができ

た事例である。1993 年 12 月今井町は寺内町として重伝建

地区に選定された 20。 
松山は、宇陀市に位置している。この地区は 1998 年か

ら 2000 年にかけて大宇陀町教育委員会が事務局を担当し、

奈良女子大学教官が主任調査員となり、町家と町並みの調

査が実施された。2006年宇陀松山は商家町として重伝建地

区に選定された 21。 
新町は、五條市に位置している。和歌山県橋本市と隣接

している。1970 年代の調査成果を利用し、2004 年から

2005 年にかけて2 次調査が行われた。2010年新町は商家

町として重伝建地区に選定された 22。 

他方、3 箇所の重伝建地区以外、城下町の大和郡山、高

取土佐、寺内町として発展してきた田原本町、古くから幹

線の交差点として発展してきた八木札の辻、などの地域で

は町家も点在している。 
このように、3 箇所の重伝建地区の町家と歴史上の城下

町、寺内町、など点在する町家は奈良県のみならず、日本

の地域資源であると言える。 
しかし、人口減少と少子高齢化に伴い、これらの地域に

おいても空き家が増えつつある傾向がある。こうした空き

家問題が地域の課題の一つになっている。 
2.3奈良県のまちづくりの支援制度 
奈良県の町家等を活かしたまちづくりに関する主な支援

制度 23を表1に示す。それぞれの支援制度の目標と財源及

び実施主体、などの概要を以下のように整理する。 
表1 町家を活かしたまちづくりに関する支援制度の概要 

NO 事業主体 事業名

1 国土交通省 街なみ環境整備事業

2 文化庁 NPOによる文化財活用モデル事業

3 奈良県 中小企業融資制度

4 文化庁 文化芸術創造活用ぷラットフォーム形成事業

1） 支援制度の概要 
No1「まちなみ環境整備事業」は地域の住環境を整備す

る際、その整備を行う地方公共団体や土地所有者に必要費

用の一部を国土交通所が補助する。No2「NPOによる文化

財建造物活用モデル事業」は地区の活用モデル事業を行う

NPO 法人などの団体にモデルの一部を文化庁が補助する。

No3「中小企業融資制度」は奈良県で店舗を新設または改
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装などをする際、その事業者に融資を奈良県が提供する。

No4「文化芸術創造活用プラットフォーム形成事業」は地

方公共団体に対して地域の文化芸術の開催費用を文化庁が

補助する。 
2）奈良県の取組 

奈良県は、前項の支援制度を基に、2007年度より「町家

等の利活用推進事業」をスタートした。当初はまちづくり

コンシェルジュによる支援制度の紹介、町家バンクネット

ワーク協議会の設立、などの町家の利活用を巡っての体制

づくりがみられる。2011年より、現代芸術を地域との融和

を図る取組として、町家とその町並みを展示空間として利

活用する町家の芸術祭はならぁとの開催をスタートした。

町家の芸術祭はならぁとの開催主体は、地域住民団体によ

って構成する実行委員会である。 
ここでは、奈良県町家を利活用するために、実施してい

る芸術によるまちづくり事業とそのまちづくりの事例に関

する実践的な調査を行う上で、その展開を考察する。 

3.調査概要 
 調査方法は、現地訪問と参与観察及び地域の担当者、（住

民団体）のインタビュー調査を行った。それによって得ら

れた結果に基づき、分析と考察を行う。調査概要を表2に
整理する。 

表2 調査概要 

具体的には、①町家の芸術祭はならぁとの開催地域への

現地訪問をする上で、その地域の住民団体の関係者を対象

にインタビュー調査した。②筆者は2015年、2016年、2017
年今井町の各展示会場を見学する上で、参与観察をした。

③2016年土佐高取をメイン会場として開催した際、展示会

場にてボランティアスタッフとして参与観察した。④2017
年実行委員会の開催企画会議が行われた際、オブザーバー

として参与観察をした。なお、インタビュー調査は一人当

たり約90分で実施した。 
4.町家の芸術祭はならぁとの開催実績 

4.1町家の芸術祭はならぁとの概要 
 ここでは、「町家の芸術祭はならぁと」に関する事業内容、

目的、推進組織、事業費などの概要を整理する 24。 
1） 事業内容と目的 
奈良県は、町家を持つ地域を対象として、地域の住民団

体と連携をしながら、町家の芸術祭はならぁとという事業

を推進している。 
事業内容はアートイベントの企画、作家と地域との組み

合わせによるアート制作の拠点づくり、地域における伝統

行事との組み合わせての開催すること、などで構成される。

この事業を通じて、県内の町家の利活用を促進すること、

新たな価値創造が期待されること、今後奈良県のまちづく

りの向上に貢献することを目的とする。 
2）推進組織 
町家の芸術祭はならぁとの推進組織は実行委員会である。

実行委員会は地域の住民団体によって構成される。実行委

員会は委員長1名、副委員長2名、会計1名、監事1名、

事務局長1名、オブザーバー若干名によって構成される。

また、実行委員会の委員は、各地域の住民組織の会長また

は NPO 法人の理事長によって構成されている。このなか

で、奈良県のまちづくり推進局は、サブザーバーとして事

業を推進しながら事業費を提供している。現在、約10数箇

所の地域の住民団体は町家の芸術祭はならぁとのメンバー

として登録している。他方、事務局は、地域との事務手続

き、開催企画、開催確認、などの業務を担っている。 
3）開催会場の名称 
開催地域の住民団体は町家の芸術祭はならぁとの遂行を

担っている。これまでの開催会場の名称は「こあ」「ぷらす」

「あらうんど」がある。「こあ」はキュレーターが企画運営

するフェスティバル型である。「ぷらす」は地域のまちづく

り団体が企画運営するプロジェクト型である。「あらうん

ど」はワークショップ、作家の滞在による地域との交流な

どによって住民の芸術への理解を推進するプロジェクト型

である。 
4）開催の流れ 

開催の流れは図1で整理しておく。図1からは開催まで

の流れは①企画②企画案の審議③開催予算④予算の確定⑤

開催地域の募集と申請⑥企画作成⑦作家募集と選考などが

ある。 

図1 開催の流れ 

4.2開催実績 
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1）事業予算 
ここでは、2015 年から 2017 年までの 3 年間の事業費 25

の推移を図1で示す。図1により、各年度の総事業費が2015
年1480万、2016年1000万、2017年920万となっている。

総事業費は2年連続で減額されていることが明らかである。

また、諸費用の項目をみると、2017年では、これまでなか

った委託金という項目があった。 

図1 事業予算の推移 

2）開催概要 

ここでは、町家の芸術祭はならぁとの会議資料 26を基に、

各年度の期間、参加地域、出展作家、来訪者の概要を表 3
で示す。 
表 3 で示したように、町家の芸術祭はならぁとは 2011

年から2017年までは、計7回が開催されている。その開催

時期は若干の変動がみられるが、主な期間は10月下旬から

11 月上旬である。重伝建地区では、今井町は 2012 年を除

き、町家の芸術祭はならぁとの継続的な開催を行っている。

宇陀松山は 2 年に 1 回を開催している。五條新町は 2011
年から2015年まで5年連続の開催をした。 
他方、他の地域では、八木札の辻は7年連続の開催をし

ている。桜井本町、田原本、吉野町国栖、などの地域は 1

回または2回の開催をしていた。 
この中で、2017 年の開催期間は 10 月 21 日から 11 月 5

日までである。開催地域は宇陀松山、橿原市・今井町と八

木札の辻、吉野町国栖、曽爾村の4エリアである。宇陀松

山は「こあ」会場、橿原今井町と八木札の辻は「ぷらす」

会場、吉野国栖と曽爾村の2箇所は「あらうんど」会場で

ある。今井町と八木札の辻はこれまで別々のエリアで開催

したが、2017年度の開催では、開催構成と人員の連携をし

ながら共同開催をしていた。 
3）来訪者 
表3で示した各年度の来訪者数からは、開催年度によっ

て来訪者数の増減がみられる。この中で、2013年は会期を

9 月 7 日から 11 月 26 日までとなっている。来訪者が 9 万

5000 人である。他方、2017 年は会期を 10 月 21 日から 11
月5日までとなっている。来訪者が16500人である。なお、

来訪者の減少は開催期間において2回の台風などによる影

響があるとみられる。 
4）出展作家 

ここでは、2015年町家の芸術祭はならぁとに出展した作

家の出身、参加回数を図 2、図 3 で示す。図 2 によると、

作家の主な出身が奈良県59％、大阪府12％、京都7％とな

っている。各地域の割合からみると、関西エリアの作家が

多いことがわかった。 
図 3 によると、参加回数が 1 回目 68％、2 回目 18％、3

回目7％、4回目5％、5回目2％となっている。  
表3 町家の芸術祭はならぁとの開催概要 

年度 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

期間
10月8日～

10月30日

10月27日～

11月11日

9月7日～

11月26日

11月7日～

11月24日

10月24日～

11月3日

10月1日～

11月6日

10月21日

～11月5日

参

加

地

域

メイン会場

今井町

八木札の辻

五條新町

桜井・三輪

宇陀松山

ならまち

大和郡山

サテライト会

場

高取土佐

初瀬

田原本

メイン会場

御所名柄

五條新町

桜井・三輪

八木札の辻

田原本

大和郡山

メイン会場

大和郡山

サテライト

五條新町

御所名柄

今井町

宇陀松山

桜井本町

八木札の辻

メイン会場

大和郡山

ならきたまち

生駒宝山寺

参道

サテライト

田原本

御所名柄

五條新町

今井町

八木札の辻

メイン会場

宇陀松山

八木札の辻

今井町

サテライト

生駒宝山寺

参道

五條新町

メイン会場

高取土佐

サテライト

今井町

アラウンド

八木札の辻

吉野町国栖

メイン会場

宇陀松山

プラス

今井町

八木札の辻

アラウンド

吉野町国栖

曽爾村

作家

人数
58 44 43 86 57 20 56

来訪

者
42000 58490 95300 44800 56300 34700 16500

図2 出展作家の出身（2015）   図3 出展作家の参加回数（2015） 

4.3町家の利活用の事例 
ここでは、空き町家の利活用事例報告資料 27 に基づき、

町家の利活用の事例を整理しておく。報告資料によると、

2011 年から 2016 年までの町家芸術祭はならぁとの開催を

通して空き町家の利活用事例は35件である。その内訳は、

3箇所重伝建地区が20件、7箇所一般地域が15件である。

35件の利用形態の概要を表4で示す。 
表4 事例の概要 

利用形態 件数 割合

居住 9 26%

イベントスペース 1 3%

模擬店 1 3%

塾 1 3%

セミナーハウス・ゲストハウス・シェアハウス 5 14%

複合利用

・カフェ兼模擬店、・本屋兼レンタルスペース

・事務所兼レンタルスペース・カフェ兼ギャラリー

・ギャラリー兼レンタルスペース

5 14%

飲食店

・カフェ・食事処・カフェ兼軽食

6 17%

店舗 1 3%

事務所 2 6%

ギャラリー 1 3%

交流施設 2 6%

ガラス工房 1 3%

小計 35

表4によると、利用形態の割合は、居住利用が26％を占
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めており、最も多い。次に、飲食系が17％、セミナー・ゲ

スト・シェアハウスと複合利用がそれぞれ14％となってい

る。さらに、事務所、ギャラリー、NPO法人や住民団体が

セミナーハウス・ゲストハウス・シェアハウスを管理しな

がら、作家や学生に活動の場として利用している事例もみ

られる。 

5事例と分析 
 ここでは、参与観察した今井町と高取土佐の内容を基に、

それぞれの展示空間の特徴と使われた空き町家の空間の概

要を整理する。 

5.1事例 
1）今井町の開催概要 
今井町は2011 年から2017年までの町家の芸術祭はなら

ぁとを開催してきた。各年度の展示会場とその展示内容及

び作品の内容を表6に整理する。 
表6からは①最初の年度では公共施設、防災広場を展示

空間として利用していたが、2013年以降の開催場所をみる

と、寺と空き町家を展示空間として利用するようになった。

②出展作家は公募と地域ゆかりの2種類がある。③他のイ

ベントと連携し同時開催をするようになった。④地域ゆか

りの作家の参加が多くみられる。⑤地域ゆかりの作家は今

井町では初めて作品を展示するが、町家芸術祭はならぁと

の参加は2回目または3回目として参加されている。2016
年以降、今井町の実行委員会は作家公募を行う際、会期期

間中作家の「在廊」が必需条件として設けていた。 
会場準備 

2015年以降の展示会場は、空き町家を展示会場として使

うようになっている。展示会場として使う空き町家は雑草

が生えている模様であった。また、屋根の雨漏れによる畳

の腐敗の模様であった。今井町の住民団体はそのような空

き町家の清掃を作家と一緒に作業をした。また、地域の住

民団体は建築系の大学生と連携し、空き家の改修を行う事

例もみられる。同時に、改修した空き町家を展示空間とし

て使用されている。 

写真1 片付ける前の様子        写真2 展示の様子 

その他 
現地調査からは、町家の芸術祭はならぁとのガイドブッ

クに掲載していない町家を展示空間として利用するケース

もある。例えば、2015年町家の芸術祭はならぁとの開催時、

UE 氏は自宅を友人達の作品展示場として使われていた。

NK氏は自宅の一室を絵の展示空間として設けた。 
このように、今井町の住民は町家芸術祭・はならぁとを

きっかけで展示空間を提供するようになった。また、自宅

を開放するようになった。こうした町家の展示空間は、住

民は自分の作品または友人の作品を利用しその展示空間を

作り出した。UE町家は数年前、空き町家をUE氏が購入し、

その設計と工事を行った町家である。NK 町家は絵を描く

奥さんが自分の絵を展示するために、自宅の一角を展示空

間に改修した。 
この2軒以外は町家の芸術祭はならぁとの会期以外、常

時の来訪者にも自由に見学できる空間が見られる。 
表6 今井町の展示空間 

2）高取土佐の開催概要 
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2016年高取土佐は町家の芸術祭はならぁとの「こあ」会

場として開催をした。地域の住民団体は地域のイベント「案

山子めぐり」注4と一緒に開催するという要望があった。 
そこで、こうした要望を考慮する上で、キュレーターを

公募で決定した。開催期間において、キュレーターは「人

の集い」という展開会を企画した。その展示会場は地域が

提供した5箇所①土佐公民館別館②西川ガレージ③街の駅

④野口家⑤地域の居間を展示空間として使われた。 
開催当日、作家は展示会場に在廊せず、展示している案

山子は作家の代役として在廊する（写真 3、4）。また、5
箇所の展示会場にボランティアスタッフを配置している。

ボランティアスタッフは来訪者に対して道の案内をする。

展示作品に対して説明しないこというマニュアルがある。 
 このように、高取土佐の会場では、町家の芸術祭はなら

ぁとより地域のイベントを盛り上げたいイメージが見られ

る。つまり、今回は町家の芸術祭はならぁとと同時に開催

した試みは地域のイベントを盛り上げる手段の一つである

といえる。 

写真3 案山子の展示模様 写真4 作家の代役の様子 

5.2 分析 
1）展示空間の特徴 

 今井町と高取土佐の両地域の共通点は、地域のイベント

と連携し町家の芸術祭はならぁとを開催していた点である。

両地域の相違点は、今井町では、2011 年から 2017 年まで

計6回の開催をし、それぞれの開催年度においては、使う

空間の種類と作家との関係をみると、公募から地域ゆかり

の作家を利用していく変化が見られる。他方、高取土佐は

2回の開催を切りに、その後は開催がみられなかった。 
2）事業展開の実際 
今井町では、既存施設から空き町家までの空間を展示空

間として利活用しているようになった。2018年4月（現在）

町家の芸術祭はならぁとを継続的な開催を決定している。

また、2016年より作家さんの在廊という地域独自の開催ル

ールを作り出そうとしている。さらに、空き町家の片付け

や使う会場の数を増やしつつあることも見られる。特に、

空き町家を展示空間として利活用する際、片付けが必要な

空き町家に対して、作家の参加を取り込むようにする動き

も見られる。こうした取組によって、 
これに対して、高取土佐は2017年から町家の芸術祭はな

らぁとの開催をしていなかったが、案山子めぐりという地

域のイベントは継続的に開催をしている。 
6.町家の芸術祭はならぁとの展開 

1） 事業費 
奈良県は2011 年度から2016年度までに開催した町家の

芸術祭はならぁの事業費を実行委員会に補助金として交付

していた。2017年度は、補助金の削減と他の施策などによ

り、事業予算が大幅に変動せざるを得ない現状である。2016

年は例年より事業予算の費用はさらに減額されていること

になっている。これによって、2017年開催費用の名目は補

助金から負担金に変わる動きがあった。他方、開催地域の

市町村は、開催地に対して負担金を交付している。 
2） 事務局 
事務局からは一般社団法人を設立する動きがあった。奈

良県は町家の芸術祭はならぁとの事業をこの一般社団法人

に委託する。一般社団法人は奈良県の委託を受けて、事業

企画案を実行委員会に提案する。または、一般社団法人は

町家の芸術祭はならぁと以外の事業も遂行することができ

る。他方、地域の住民団体はこの新設した一般社団法人の

業務内容に対して、奈良県町家の芸術祭はならぁと事業と

他の事業を同時に遂行する際、何か影響を及ぼすかという

指摘もあった。 
3）今後の開催地 
ここでは、町家の芸術祭はならぁとの今後の開催につい

て、各地域の住民団体の関係者を対象としてインタビュー

した内容を基にそれぞれの地域の開催意向を表5で示す。 
表5 今後の開催地の現況 

表5からは、①今井町と宇陀松山及び八木札の辻の3エ

リアは継続的な開催をしていく意思がある。これに対して、

他の地域は開催する意思があるどうかは未定と回答した。

また、未定と回答した理由は次の3点が挙げられる。①こ

れまでは開催をしてきたが、今後はこれまでの開催を再度

見直したい。②これまで企画と開催を行ったメンバーの間

では、意見の相違が生じているため現時点では未定とする。

③新規立ち上がった NPO 法人と地域の商工会とは地域づ

くりの方向性が一致していないため、開催を見送るとする。 
7．結論 
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7.1まとめ 
 本研究は町家の利活用に向けた芸術によるまちづくりの

取組と実績からは、次の5点がわかった。 
1）町家の私用空間と町並みの利活用 
これまでは、今井町、新町、松山の3重伝建地区、城下

町の大和郡山、高取土佐、寺内町の田原本町、八木札の辻、

などの地域は、それぞれの地域の町家・空き町家または公

的施設を現代アートで新たな価値を創造しつつある。また、

住民団体によって構成された実行委員会は町家とその町並

みを有する地域との連携を図りながら町家の芸術祭と地域

の融合によって新たな価値創造に貢献することを目標とし

て全体の事業を推進している。 
2）地域主体を重視した取組 
町家の芸術祭はならぁとは奈良県の町家の利活用を推進

するための事業であるが、事業の進め方は地域の開催意思

を尊重する上で、開催意欲がある地域を中心とした取組を

推進してきた。この進め方は他の府県のアートイベントと

の違いは行政主導ではなく地域主導という点である。 
3）多様な展示空間の運用と多様な主体の存在 
町家の芸術祭はならぁとを実施する際、採用している「こ

あ」「ぷらす」「あらうんど」という方式は多様な展示空間

を生み出している。また、今井町のような地域独自のルー

ルづくりのメリットは、ボランティアスタッフの削減がで

きる点もあれば、その展示会場への来訪者・地域の住民と

の交流を図ることが期待できる点もある。他方、そのデメ

リットは、作家活動をしながら他の仕事との兼業をしてい

る作家たちは今井町のようなルールに対して、対応できな

いケースもあるとみられる。 
4）アートイベントによる多様な利用形態の産出 

これまでに、十数か所の地域は町家の芸術祭はならぁと

の開催との関わりをしてきた。それが地域の35件空き町家

を利活用するきっかけとなった。また、35件の利活用事例

は居住、事務所、店舗、事務所兼ギャラリーなど利用形態

が見られる。特に3箇所の重伝建地区の成果は、これまで

の町家の芸術祭はならぁとの開催によって、空き町家を新

たな利活用する可能性を促進することにつながっていくと

みられる。 
5）問題点と課題 
 これまでは町家の芸術祭はならぁとを開催した地域は十

数か所があるが、継続的な開催をするかどうは地域によっ

てその開催意思の違いがあるとみられる。例えば、重伝建

地区である3箇所では、それぞれの開催回数は差があると

みられる。今後、町家の芸術祭はならぁと事業を推進する

際に、このような地域差に対して「どう対応していくか」

が課題の一つとして挙げられる。 
7.2今後のまちづくりに向けて 
奈良県町家の芸術祭はならぁとの取組から今後の町家の

私用空間を活かしたまちづくりへの知見を次の3点に示す。 
1） 地域の特色を活かす事業の総合的な計画の設定  
奈良県では、町家とその町並みがひとつの地域資源とし

て残されている。奈良県はその地域資源を活かしながら町

家芸術祭はならぁとの事業の展開によって、町家の利用価

値を見出そうとしている。また、町家を有する地域は県の

施策に応じた取組をし始めている。しかし、アートイベン

トによる町家の利活用からまちづくりへ展開するために、

継続する地域と継続しない地域の比較を検証することが必

要である。また、今後、芸術によるまちづくりに向けた取

組を展開していく際、住民団体には、計画づくりの段階か

ら個々の目標のみならず、事業の総合的な目標を設定する

ことが求められる。この事業の総合的な目標設定を行うこ

とは、町家の芸術祭はならぁとを地域ごとの特色を活かす

事業として、また、町家を地域資源として、より多くの地

域が継続的開催していく意欲に繋がると考えられる。 
2）事業の運営と継続性の工夫 
奈良県はこれまで開催した町家の芸術祭はならぁと事業

の企画を実行委員会と事務局及び地域の住民団体によって

策定してきた。新設した一般社団法人には、今後町家の芸

術祭はならぁと事業を遂行して行く際、開催地域への助言

や企画策定をしながら、全体の開催をマネジメントしてい

くことが求められる。 
他方、芸術による地域づくりにおける補助対象に関して

は、地方公共団体以外に、アートの実施団体も補助対象と

なっている。従って、新設した一般社団法人は芸術による

まちづくりに向けた活動を推進する際、外国人の芸術家と

日本人の芸術家の交流を図る芸術活動を連携するとともに、

促進プラグラムを企画することも可能となる。その際、ア

ーティスト・イン・レジデンス活動の支援事業制度を活用

することによって活動資金を得ることが可能となる。 
3）地域と地域との連携 

 2016 年度町家の芸術祭はならぁと成果報告で報告した

35 事例は開催エリアの取組によって得られた事例である。

町家の芸術祭はならぁと事業の実施によって、空き町家を

展示会場として短期的な利活用ができ、居住を始め、店舗、

事務所、カフェ兼ギャラリーなど複合的な利用形態を見出

すようになった。今後、地域間の住民団体の連携を図りな

がら、芸術による町家の利活用のみならず、芸術によるま

ちづくりを推進する仕組みの構築が必要である。その際に、

芸術によるまちづくりに向けた事業計画を地域全体におけ

る位置づけを明確していくことも必要である。 
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補注 

1）ここでいう「はならぁと」とは歴史的なまちなみ地区において「ハレ（祭）

の空間＝‘華’華やかな空間」を創出することにより、地域の活性化に繋

げるという想いを込め、華（HANA）と、奈良（NARA）と、芸術（ART）

により、「HANARART(はならぁと)とする。 

2）主な芸術祭の開催概要を下記の表でまとめておく。 

3）西村幸夫（2004）「都市保存計画」は、歴史的建造物の価値について論

じた際、その価値を新たに付加するためには、①歴史的建造物の再利用や

再生などによって、劣化した使用価値を補うに足る新しい使用価値を付加

する、②間接的使用価値を評価しなおす、③非使用価値の一定部分を使用

価値化する、④建物の持つ芸術上の創造的価値を見直す、などの方法があ

ると提唱し、取り分け④の方法は、単体の歴史的建造物のみならず、広く

歴史地区・集落全体としても実施することが可能であると指摘している。

ここでは、④の付加価値をみ直す際、芸術祭を開催することを通じて町家

利活用の手法の一つとしてその内容を検討するものとする。 

4）町家の案山子めぐりとは朝日新聞10月11日の記事によると、2009年か

ら開始され、2016 年で8回目の開催となっている。その案山子の数は今回

で250体となっている。 

参考文献 

1）越後妻有大地の芸術祭実行委員会（2001）『大地の芸術祭・越後妻有ア

ートトリエンナーレ2000』現代企画室 

2）高知工科大学大学院企業家コース（2010）『土佐アート街道をゆく』丸

善株式会社出版事業部 

3）瀬戸内国際芸術祭http://setouchi-artfest.jp/about/ （2017.4アクセス） 

4）奈良県土マネジメント部まちづくり推進局 町家の芸術祭はならぁと 

http://www.pref.nara.jp/24165.htm （2017.4アクセス） 

5））文化庁ホームページ「東アジア文化都市」

http://www.bunka.go.jp/seisaku/kokusaibunka/east_asia/ （2017.4アクセス） 

6）東アジア文化都市2017京都https://culturecity-kyoto.com/about_kyoto/ 

（2017.4アクセス） 

7）木津川アート http://kizugawa-art.com/about2016.html （2017.4アクセス） 

8）丹波篠山まちなみアートフェスティバルhttp://sasayama-art.com/ （2017.4） 

9）本田洋一（2016.3）『アートの力と地域イノベーション』水曜社 

10)澤村明（2014.6）『アートは地域を変えたか』P1-10慶応義塾大学出版社 

11）福武總一郎・北川フラム（2016.10）『直島から瀬戸内国際芸術祭へー美

術が地域を変えた』現代企画室 

12）竹本昌史（2016.1）『地方創生まちづくり大辞典』国書刊行会 

13）藤田直哉（2016.2）『地域アート・美学/制度/日本』堀之内出版 

14）碓田智子・岩間香・谷直樹・増井正哉・中嶋節子（2009）「町家と町並

みを活用したイベント型伝統行事によるまちづくりの研究-イベント型ひ

な祭りの空間利用-」日本建築学会大会学術講演梗概集,P1307-1308 

15）全国町並み保存連盟（1999）『新・町並み時代』学術出版社 

16）大阪市街地開発促進協議会（2008）『都市再生・町づくり学』創元社 

17）安福恵美子（2016）『観光まちづくり』古今書院 

18）本田洋一（2016）『アートの力と地域イノベーション』水曜社 

19）西村幸夫（2007）『まちづくり学』朝倉書店 

20）橿原市教育委員会（2009）『橿原市今井町伝統的建造物保存地区見直し

調査報告書』 
21）近畿地方の町並み1-6 『日本の町並み調査報告書集』 
22）新町の町並み（2006）『伝統的建造物保存対策調査報告書』五條市教育

委員会 
23）奈良県ホームページ「町家の利活用に関する県の取組」

http://www.pref.nara.jp/5555.htm （2017.4アクセス） 
24）奈良町家の芸術祭実行委員会事務局（2017）「町家の芸術祭事業企画書」 
25）奈良町家の芸術祭実行委員会事務局「2015.2016.2017年度報告書」 
26）奈良町家の芸術祭はならぁと実行委員会資料（2011、2012、2013、2014、
2015、2016、2017） 
27）奈良町家の芸術祭はならぁと事務局（2017）『奈良・町家の芸術祭はな

らぁと』の開催における空き町家の利活用事例 

- 215 -




