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平成 30 年度「アートをテーマとした構想事業」
業務委託活動報告書

特定非営利活動法人ジャパンイニシアチブ
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１．事業全体の目的

　本事業の目的は長和町がアートの力で地域創生を行うことです。

　女子美術大学生のデザイン力や発信力を活用し情報発信等の町の活性化を目指します。近年大学の

社会貢献が求められています。教育機関として女子美術大学が地方自治体とともに地域の活性化を目

指す事業を行うことには重要な意義があり、長和町の「アートをテーマとした構想事業」に取り組む

ことはそうした社会貢献活動の一環の事業として女子美術大学内で位置づけられていることなどから

町と女子美術大学の間で包括連携の締結を目指します。

　また、アート、クリエイティブ系の企業のサテライトオフィスを長和町に誘致、集積し、定住を含

めた人口流入の可能性も模索し、地域の活性化を目指します。

２．今年度事業の目的

　今年度は「アートをテーマとした構想事業」の推進にあたり、女子美術大学との包括連携のための

環境づくりと、女子美術大学と町の具体的な連携事業の検討のための材料の洗い出しを目的としまし

た。あわせて平成 28 年度に実施された女子美術大学の学生訪問とその中で提案された企画書、作品を

含めて本事業を町民に知ってもらうために、町の人達が参加できるような事業をおこない、「アートを

テーマとした構想事業」専用のホームページをリニューアルし、活用することを目的としました。

３．今年度の事業概要（事業計画）

　今年度は町と女子美術大学の協議を経て、以下の事業を計画し、実施しました。

（１）作品発表とプレゼンテーション（詳細は後述）
　女子美術大学の活動として、平成 30 年 11 月初旬に実施される長和町総合文化祭に参加しました。

当日は、主に、町の人たち向けに作品展示、プレゼンテーションを行いました。作品展示では、平成

28 年度、30 年度の長和町をテーマにした作品と、女子美術大学の活動を展示し、プレゼンテーション

では大学の紹介を行いました。

　また、作品展示に訪れた町の方々に感想や事業に対する意見などを伺うため、アンケートなどを実

施しました。
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（２）長門ふれあい館での子どもたちとの交流（詳細は後述）
　長和町職員から提案があり、長和町総合文化祭前日に「長門ふれあい館（児童館）」の子どもたちと

の交流を実施しました。

（３）サテライトオフィスの誘致
　「アートをテーマとした構想事業」をサポートする存在すると考えられる、コンテンツ系企業のサテ

ライトオフィスの誘致を、昨年度に引き続き検討しました。

　平成 29 年度において、サテライトオフィス設置について、長和町の視察を行ったコンテンツ制作会

社数社より様々なご意見を頂戴しました。しかし、意見の中にあった町のインターネット環境、交通

環境については、クリエイター企業の要望にどこまで応えられるかが不明であるということから、現

時点ではサテライトオフィスの誘致は厳しいという判断をしました。今後は、引き続き調査結果を検

討し、現時点で誘致が難しい原因等の整理をしていきます。

（４）「アートをテーマとした構想事業」専用ホームページのリニューアル
　事業を発信するためのコンテンツが充実してきたことで、よりホームページが見やすくなるよう、

ホームページをリニューアルしました。具体的には、平成 28 年度の作品について詳細説明を追加し、

平成 30 年度の取組についての紹介ページを作成しました。

（５）包括連携協定に向けた環境整備
　包括連携にむけて、現在女子美術大学の窓口であるメディア表現科だけでなく、工芸科やファイン

アート系の本事業への参加について大学に依頼しました。

（６）女子美術大学の授業としての取組（詳細は後述）
　女子美術大学浅野教授によるプロジェクト＆コラボレーション授業を長和町をテーマに行いました。

　※本事業とは別に行われた取組ですが、今後の長和町との連携を検討する中で関係してくる取組で

　　あるため、授業の日程に同行しました。

（７）役場職員からの提案事業の検討（詳細は後述）
　平成 30 年度の活動をふまえ、役場職員からのアイデアの検討を含めて役場担当者、女子美術大学、

ジャパンイニシアチブで実現性が高いものについて検討しました。

４．女子美術大学の授業としての取組
　　＜別紙参照＞
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５．長門ふれあい館での子どもたちとの交流

　以下のような要望が長和町から出され、女子美術大学の首藤講師、早渕助教が中心となりワーク

ショップを企画、実施しました。

＜長和町からの要望＞
　■放課後、ふれあい館に来る子どもたちと、触れ合い、その中で子どもたちからの要望（絵を描く、

　工作する）に応えてほしい。最初からワークショップ等を行うと、子どもたちも身構えてしまので、

　触れ合う中で子どものニーズを探してほしい。

　■今後行事として、黒板アート等の制作過程を見せてもらう等の取組の可能性も考えている。

　■実施にあたっては平日の 15 時から 17 時の間がよいと思われる。閉館は 19 時だが多くの子ども　

がいる時間帯。低学年は 15 時から、３年生以上は 16 時から児童館に来る。50 ～ 60 人程度の子供　

たちが集まる。

　■職員が足りず、いてもらうだけでもありがたいが、以前美大卒の職員が新聞紙等で工作をしてく

　れたので、そのような感じで子供たちと触れ合ってもらいたい。

＜実施時間＞
11 月 2 日 16：00 ～ 17：00

＜内容／キラキラワークショップ＞
　周辺に落ちている葉っぱや小枝など、普段は当たり前すぎて自分の周りにあっても気付かず意識し

ないモノを、100 円ショップなどで販売しているラインストーンやキラキラした装飾部材でデコレー

トする事で、改めてその色や形状に目を向ける事を目的としています。

　制作された葉っぱ等は、女子美側で準備した大型プリンタで出力した木のシルエットに張り付け、

キラキラと輝く長和の子どもたちのキラキラを作り出します。

ワークショップの説明を聞く子どもの様子 学生と一緒に制作する様子
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　最初は騒いでいた子どもたちもすぐに集中し作品作りを行いました。ワークショップ開始時には参

加せず周りで見ていた子どもたちも、次第に作品作りに参加しました。学生も制作が進むにつれ、子

どもたちとの会話が増えていきました。

　ワークショップの内容を説明した後は子どもたちの積極的な取組みと学生との交流があり、スムー

ズに作品が完成しました。

子供の制作した葉っぱ 葉っぱを木のシルエットに貼る様子

子供の制作した葉っぱ

木のシルエットに、子ども
たちが制作した葉っぱを貼
り付けた完成作品
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６．女子美術大学長和町総合文化祭参加

（１）概　要

＜会　　場＞　長和町町民体育館

＜開催日時＞　2018 年 11 月 3 日 9:00 ～ 20:00

　　　　　　　　　　   11 月 4 日 9:00 ～ 16:00

＜参加内容＞　作品展示

　　　　　　　似顔絵デモンストレーション

　　　　　　　プレゼンテーション

女子美術大学ブースデザイン



7

＜チラシによる案内＞
　以下の内容でチラシを作製し、役場関係機関に配布し、置いてもらうように依頼しました。
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（２）活動スケジュール

　11 月 2 日  13:00 ～会場にて展示準備

　　　　　　15:00 ～長和町ふれあい児童館にてワークショップの実施

　　　　　　16:30 ワークショップ終了

　11 月 3 日   9:00 ～展示開始／似顔絵デモンストレーション開始

　　　　　　15:30 似顔絵デモンストレーション終了

　　　　　　20:00 展示会終了

　11 月 4 日   9:00 ～展示開始／似顔絵デモンストレーション開始

　　　　　　12:40 ～ 12:55 ステージにてプレゼンテーション

　　　　　　15:30 似顔絵デモンストレーション終了

　　　　　　16:00 展示終了

　　　　　　　　  撤収　　

展示準備の様子
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（３）展示活動内容

　■大学紹介

　■デジタル絵本

　■イラスト

　■ 3DCG、アニメーション

　■ドローンで撮影した長和町の映像（文化祭開催中に撮影し、随時最新の映像を追加。）

　■ 2016 年に長和町を訪問した時に制作された企画書、および 2018 年の浅野教授の授業で制作され

　た企画書

展示の見学の様子
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（４）女子美術大学プレゼンテーション

　女子美術大学全体と、文化祭に参加しているアート・デザイン表現学科の活動について、プレゼンテー

ションを行いました。

（５）似顔絵デモンストレーション

　似顔絵デモンストレーションの受付方法

　＊タイムテーブル
11 月 3 日、4 日共通 

　　　午前   9：00-9：30、9：30-10：00、10：00-10：30、10：30-11：00

　　　午後 13：30-14：00、14：00-14：30、14：30-15：00、15：00-15：30

　　　両日とも 1 日計８回

　＊整理券の配布
　　配布方法：午前９時から全時間帯分の整理券を先着順に配布しました。

　　希望時間帯：希望の時間帯がある人はその時間帯の整理券が残っている場合のみ対応しました。

　　受付方法：整理券配布時に連絡先をもらい、開始時間の５分前にはデモンストレーションの場所

　　に来てもらうことを連絡しました。

　　キャンセル：開始時刻を 5 分過ぎた場合はキャンセルとしました。その場に希望者がいる場合は、

　　その希望者を描いてもらいます。キャンセルは長和町役場へ連絡してもらい、役場から現地担当

　　者へ連絡が入るようにしました。

　　タイムテーブル：タイムテーブルどおりの開始時間で行い、早く終了しても、開始時間の変更は

　　しませんでした。
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整理券No. 集合時間 開始時間 終了時間 名　前 電話番号 似顔絵担当 備　考

3 日

1 9:00 9:00 9:30

2 9:00 9:00 9:30

3 9:25 9:30 10:00

4 9:25 9:30 10:00

5 9:55 10:00 10:30

6 9:55 10:00 10:30

7 10:25 10:30 11:00

8 10:25 10:30 11:00

9 13:25 13:30 14:00

10 13:25 13:30 14:00

11 13:55 14:00 14:30

12 13:55 14:00 14:30

13 14:25 14:30 15:00

14 14:25 14:30 15:00

15 14:55 15:00 15:30

16 14:55 15:00 15:30

受付・整理券管理票（3 日、4 日とも同様のフォームを使用）
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似顔絵デモンストレーションの様子

７．アンケートの実施

　長和町は平成 28 年度から女子美術大学と連携し「アートをテーマとした構想事業」に取り組んでき

ましたが、今後の取組内容の検討資料とすることを目的にアンケートを実施しました。

　＜概要＞
　実施日 ：11 月 3 日、4 日

　実施場所：長和町総合文化祭会場

　調査方法：女子美術大学の展示の見学者に任意で回答して貰う。

　回答数 ：37 名
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長和町総合文化祭　
女子美術大学の作品展示等に関するアンケート

今回、長和町総合文化祭において、初めて女子美術大学の作品展示及び似顔絵デモンストレーション
を行いました。
今後の取組に生かすために、アンケートへのご協力をお願いいたします。

１　ご来場いただいた方について。該当するものに○をしてください。
　（１）本日はどこからいらっしゃいましたか。
　　　　長和町　/　町外（　　　　　　　　　）

　（２）性別と年代を教えてください。
　　　　性別　男　/　女
　　　　年代　10 代以下　/　20 代　/　30 代　/　40 代　/　50 代　/　60 代　/　
　　　　　　　70 代　/　80 代以上

　（３）本日は何を目的に総合文化祭にいらっしゃいましたか。（複数回答可）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２　女子美術大学について。該当するものに○をしてください。
　（１）女子美術大学を知っていましたか。
　　　　知っていた　/　知らなかった
　
　（２）女子美術大学と長和町の連携した取組を知っていましたか。
　　　　はい　/　いいえ
　
　（３）女子美術大学の学生が 2016 年の夏と 2018 年６月に滞在していましたが、女子美術大学が町
　　に滞在していたことを知っていましたか。
　　　　知っていた　/　知らなかった

　（４）長和町総合文化祭に女子美術大学が参加することは知っていましたか。
　　　　はい　/　いいえ

　（５）女子美術大学の参加について、どういった方法で知りましたか。（複数選択可）
　　　　長和町総合文化祭のチラシ　/　長和町公式ホームページ　/　
　　　　長和町と女子美術大学の連携した取組の専用ホームページ
　　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

アンケート票：

作品展示 女子美術大学の展示
芸能発表 商工祭
特になし（毎年来ているため等）
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３　女子美術大学の展示・ステージ発表について、該当するものに○をしてください。
　（１）展示されていた作品について、
　　　・女子美術大学と長和町の連携した取組の紹介
　　　　面白かった　/　面白くなかった　/　分からない
　　　・これまでの活動の紹介
　　　　（平成 29 年度までに長和町をテーマとして作成した作品）
　　　　面白かった　/　面白くなかった　/　分からない
　　　・3DCG（静止画）
　　　　面白かった　/　面白くなかった　/　分からない
　　　・3DCG アニメーション
　　　　面白かった　/　面白くなかった　/　分からない
　　　・イラストレーション
　　　　面白かった　/　面白くなかった　/　分からない
　　　・ドローンで撮影した映像　　
　　　　面白かった　/　面白くなかった　/　分からない
　　　・デジタル絵本
　　　　面白かった　/　面白くなかった　/　分からない

　（２）今回展示されている作品の中には町をテーマとしたものがありましたが、
　　　それらは町のイメージを分かりやすく伝えていましたか。
　　　　伝えていた　/　伝えていない　/　わからない

　（３）今回、似顔絵のデモンストレーションを行いましたが、どう感じましたか。
　　　　面白かった　/　面白くなかった　/　見ていない

　（４）似顔絵の他にデモンストレーションをしてほしいものはありますか。

アニメーション作成 デッサン
イラストレーション作成 ドローンでの空撮

3DCG の作成 拡張現実（AR）体験

仮想現実（VR）体験 その他（　　　　　　　　　　　　）
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４　女子美術大学との取組について（長和町総合文化祭以外）該当するものに○をしてください。
　（１）今回展示した作品以外に、女子美術大学に取り組んでほしいことはありますか。
　　　（複数回答可）

　（２）【中学生以上の学生の方にお聞きします。】
　　　女子美術大学の学生と一緒に、授業や課外活動をやってみたいですか。
　　　はい　/　いいえ
　　　具体的にやってみたいことがあればお聞かせください。

５　長和町について

　（１）あなたが、町外の人に対して町内のおすすめの場所を紹介するとすれば、どこを紹介しますか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　（２）あなたが町内で好きな場所や、町の好きなところはどこですか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　（３）あなたが、町外の人に対して町内のおすすめの食べ物を紹介するとすれば、何を紹介しますか。

ジャンル 具体的な取り組み例

アート系
町の主要な場所へのモニュメントなど恒久設置
滞在交流を通しての外部の人たちを呼び込むアートイベント

デザイン系
特産品パッケージデザイン
公共交通機関のラッピングカーやラッピングバスのデザイン

企画／体験系
長和町の特徴を生かした体験系観光企画
デジタル技術を使った小中学校での出張授業
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６　その他
　　何かお気づきの点等がございましたら、ご自由にお書きください。
　　（面白かった作品、展示やステージ発表の良かった点や悪かった点、感想、女子美術大学の学生へ
　　のメッセージまたは取り組んでもらいたいこと等）

ご協力ありがとうございました。



17

＜回答状況＞

１．ご来場いただいた方について。該当するものに○をしてください。
（１）本日はどこからいらっしゃいましたか。

（２）性別と年代を教えてください。

長和町 32
町外 ( 武石、上田） 5

男 14
女 23
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10 代以下 6
20 代 1
30 代 9
40 代 4
50 代 6
60 代 4
70 代 5
80 代以上 2
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（３）本日は何を目的に総合文化祭にいらっしゃいましたか。（複数回答可）

　町内からの参加者が 85％以上です。性別は女性が 62％、年代は 30 代が 24％と多かったです。訪問

目的は展示が 42％、芸能発表が 26％、女子美術大発表が 17％です。（複数回答のため、複数の目的を

もっている人がいます）

２．女子美術大学について。該当するものに○をしてください。
（１）女子美術大学を知っていましたか。

知っていた 13
知らなかった 24
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（２）女子美術大学と長和町の連携した取組を知っていましたか。

（３）女子美術大学の学生が 2016 年の夏と 2018 年６月に滞在していましたが、女子美術大学が町に

滞在していたことを知っていましたか。

はい 5
いいえ 32

知っていた 3
知らなかった 34
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（４）長和町総合文化祭に女子美術大学が参加することは知っていましたか。

（５）女子美術大学の参加について、どういった方法で知りましたか。（複数選択可）

はい 15
いいえ 22

長和町総合文化祭のチラシ 15
長和町公式ホームページ 5
長和町と女子美術大学の連携した取組の専用ホームページ 0
その他（文化祭現地で知った。人に聞いて。家族に聞いて。） 4
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　（１）から（5）の設問の中で女子美術大学と長和町の連携を知っていた人は 14%、女子美術大学の

学生が 2016 年の夏と 2018 年６月の滞在を知っていた人は６％でした。女子美術大学の町内での活動

を知っている人が少ないことがわかります。

　今後の取組に際しては、女子美術大学と長和町が連携して行う活動の周知に力を入れていくべきと

考えられます。町民への周知が図られることで、町と女子美術大学の包括連携に向けた環境が整い、

より町民に寄り添った事業展開が行えると考えます。

３ 女子美術大学の展示・ステージ発表について、該当するものに○をしてください。
（１）展示されていた作品について

・女子美術大学と長和町の連携した取組の紹介
面白かった 30
面白くなかった 0
分からない 4

・これまでの活動の紹介
　（平成 29 年度までに長和町をテーマとして作成した作品）

面白かった 24
面白くなかった 0
分からない 10

・3DCG（静止画）
面白かった 29
面白くなかった 0
分からない 5

・3DCG アニメーション
面白かった 30
面白くなかった 0
分からない 4

・イラストレーション
面白かった 29
面白くなかった 0
分からない 5

・ドローンで撮影した映像
面白かった 32
面白くなかった 0
分からない 2

・デジタル絵本 面白かった 27
面白くなかった 0
分からない 7
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・女子美術大学と長和町の連携した取組の紹介

・これまでの活動の紹介（平成 29 年度までに長和町をテーマとして作成した作品）
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・3DCG（静止画）

・3DCG アニメーション

・イラストレーション
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・ドローンで撮影した映像

・デジタル絵本

　回答者の意見では女子美術大学と長和町の連携した取組の紹介を面白いと感じた人は 88％、これま

での活動の紹介を面白いと感じた人は 71％、3DCG（静止画）が面白いと感じた人は 85％、3DCG ア

ニメーションが面白いと感じた人は 88％、イラストレーションが面白いと感じた人は 85％、ドローン

で撮影した映像が面白いと感じた人は 94％、デジタル絵本が面白いと感じた人は 79％でした。

　アンケート結果から、全体としては興味をもって観られたと考えられます。なかでもドローン撮影

は興味をもたれたようです。平成 28 年度の活動展示は企画書から成果物がわかりにくいということが

見学者の会話から推測できました。

　アンケートには表れていませんが、デジタル絵本については子どもが操作を独占する様子がありま

た。デジタル絵本は、さわらないとどのようなものかわからないことから、わからないという意見が

でたのではないかと考えられます。
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（２）今回展示されている作品の中には町をテーマとしたものがありましたが、それらは町のイメージ

を分かりやすく伝えていましたか。

伝えていたという意見が 74％でした。

（３）今回、似顔絵のデモンストレーションを行いましたが、どう感じましたか。

面白かったと答えた人が 65％でした。

　「見ていない」と答えた方が多かったことは、参加機会の有無が回答に影響を与えたと推測されます。

伝えていた 25
伝えていない 0
わからない 9

面白かった 22
面白くなかった 0
見ていない 12
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（４）似顔絵の他にデモンストレーションをしてほしいものはありますか。

　アニメーション作成が 17％、デッサンが 10％、イラストレーション作成が 19％、ドローンでの空

撮が 12％、３DCG が 18％、拡張現実（AR）の体験が 6％、仮想現実（VR）の体験が 15％、その他 3％

でした。（複数回答してもらっています）

アニメーション作成 12
デッサン 7
イラストレーション作成 13
ドローンでの空撮 8
3DCG の作成 12
拡張現実（AR）体験 4
仮想現実（VR）体験 10
その他（会話） 2
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４ 女子美術大学との取組について（長和町総合文化祭以外）該当するものに○をしてください。
（１）今回展示した作品以外に、女子美術大学に取り組んでほしいことはありますか。（複数回答可）

デザイン系の希望が多く見受けられました。

（２）【中学生以上の学生の方にお聞きします。】

　女子美術大学の学生と一緒に、授業や課外活動をやってみたいですか。

具体的にやってみたいことがあればお聞かせください。（自由記述）

＊昨日の児童館での制作は最高に楽しかった。今後も続けて欲しい　

アート系 10
デザイン系 20
企画／体験系 13

はい 5
いいえ 3
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５ 長和町について
（１）あなたが、町外の人に対して町内のおすすめの場所を紹介するとすれば、どこを紹介しますか。

（２）あなたが町内で好きな場所や、町の好きなところはどこですか。

（３）あなたが、町外の人に対して町内のおすすめの食べ物を紹介するとすれば、何を紹介しますか。

　町の広報資料などから想定していた以外の場所、物品も挙げられました。

　それぞれの要素（単品や一つの場所）だけではなく、それらを組み合わせることで、より効果的に

町全体をアピールできるのではないでしょうか。

依田川 温泉 長門牧場
黒耀石 不動滝 姫木平ペンション村
やすらぎの湯 ふれあいの湯 ゴリラ岩
おたや祭 鷹山ファミリー牧場
和田宿 美ヶ原高原 長門宿
霧ヶ峰高原 ブランシュたかやま
夜空の星 むく堂 和田本陣
和紙の里

川 山々の紅葉 黒耀石ミュージアム
ふれあいの湯 田園 山
長門牧場 自然 不動産
エコーバレー ブランシュたかやま
道の駅 長門牧場 大門街道紅葉
姫木平ペンション村 夜空の星 イベント
和田宿 仏岩頂上 五無斉のびしゃん跡？

長門牧場のアイスクリーム 長門牧場のチーズ おやき
そらいろ農園のたまご ダッタンアイスクリーム 松茸
きのこ そば みそ
野沢菜 鹿肉 ダッタンそば
野菜 イノシシ肉 にじますのから揚げ
むく堂のパン 大島屋のおやき
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６ その他
何かお気づきの点等がございましたら、ご自由にお書きください。

（面白かった作品、展示やステージ発表の良かった点や悪かった点、感想、女子美術大学の学生へのメッ

セージまたは取り組んでもらいたいこと等）

　＊子供たちの似顔絵を描いてもらってよかった。

　＊ドローンの映像がきれいですごかった。

　＊似顔絵を描いて欲しくてきたが、満員御礼で残念です。

　＊長和町の良さを美術を通して伝えてもらいたい。

　＊イラストが楽しいですね。

　＊ステージ発表はもう少し元気にした方がよいですね。頑張ってください。

　＊どのデザインを見ても女性らしい柔らかなタッチでなごみます。

　＊観光協会の姫木支部のイメージステッカーの作成を依頼したいです。宜しくお願い致します。

　＊一生懸命勉強して、素晴らしい人間になってください。

　＊夏休みや春休みに児童館の子供たちと一緒に制作などやりたいです。

　＊外から来た方の見方はとても有用なので、地元の人の気づかない視点で色々発信してください。

　＊美大の人のセンスは流石と思います。何ができるか楽しみです。

　＊アニメの絵がかわいくてよかったです。

　＊ポートフォリオがよかったです。遠くから来ていただき、ありがとうございます。長和町の良さ

　　を知っていただき、うれしく思います。座って見られる場所があるといいなと思います。

具体的な記述をいただき、関心の高さが推測できます。

　アンケートの結果について、平成 30 年 11 月 29 日女子美術大学と意見交換を行いました。

その中でドローン撮影の反応から、来年度活動としてはドローンを飛ばしてアーカイブをつくること

は具体的活動として提案できると思うという意見がありました。ドローン撮影を年間通して行うこと

も考えたいということでした。

　子供との交流は今後も何らかの形で行いたいとのことでした。

　大学に対して期待されていることとしてはデザインのようですが、他の地方自治体の活動も知りた

いという意見がありました。
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参考：女子美術大学訪問の広報活動 広報ながわ 12 月記事より
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８．役場職員からの提案事業の検討

　女子美術大学に対して長和町職員より、平成 28 年度から今年度にかけて事業案が提案されていまし

た。今年度はこれまで提案された事業案の全体から、実現可能かどうかも含め、来年度以降の取組内

容について検討しました。

長和町職員からの事業案に基づく取組事業案一覧 2018 年 10 月現在

内　　容 補足事項

1
黒耀石を広くＰＲする
イメージ戦略についての検討
※関連：15

•  別紙「Obsidian art 創生プロジェクト」
•  平成 29 年度募集

2
女 子 美 大 生 の 感 性 を 活 か し た

「アート×空き家」の協働事業

• 別紙「長和町地方創生推進本部若手職員による職員プロ
ジェクトチーム報告書（グループＤ）のとおり。

• 平成 28 年度事業成果中、井口真緒さんの「長和町空き
家リノベーションプロジェクト」と類似した内容。空き
家を学生の発想でリノベーションする。

• 平成 29 年度募集

3
総花的になりがちな町のＰＲ
イメージづくりへの協力
※関連：20

• 町全体をイメージできるようなイメージ素材づくりを行
い、それを基に各種事業計画を立案。（商工観光係）

• 平成 29 年度募集

4
町各種計画等への挿絵などを
お願いする

• 町各種計画等への挿絵などをお願いする  防災関係（避難
場所の明示、避難経路、災害時の対応等）をまとめ全戸配布。

• 町の計画の冊子への挿絵。
• 平成 29 年度募集

5 農産物のＰＲ

• ブロッコリー普及のためのチラシ作成。和田青年農業者
クラブからの受託。町としても、普及を目指している。（ミ
ニトマト、アスパラ等も。栽培者は限られるが、町とし
てのＰＲならば可能か）

• 平成 29 年度募集

6
町関係イベントのポスター
作成

• 和田新そば祭り等のイベントポスターのデザイン
• 平成 29 年度募集

7
ＰＲのためのバス・公用車の
ラッピング

• 町のＰＲのため、町のバス（和田バス委託）やＪＲバス、
和田バスにラッピング。デザインを女子美大生に考えて
もらう。

• 公用車に長和町と分かるようなステッカー等を貼り、走
る広告塔として PR できるようにする。（平成 30 年度追記）

• 平成 29 年度募集

番号
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内　　容 補足事項

8
公共施設に絵を描く
関連：10、13、17

•  新庁舎裏側へ絵を描く。庁舎北側が寂しい。長和町らし
いデザインを女子美大生に考えてもらう。実際に描くの
は町民。

•  ながと保育園のプールのフェンス、保育園バスのバス停
への女子美大生によるペイント。（学生の作品展示の場
所としての活用もよいのでは。）

•  平成 29 年度募集

9

長和町の特産品や企業、団体の
「物語」掘り起こし、それを紹介

する本（漫画）をつくってＰＲ
する

• 長和町の特産品（奨励品）について、その品物ができる
までの物語や事業者そのものについて、を奨励品事業者
に聞き取り、漫画で表現してもらい、ＰＲに活用する。

（例：「ダッタンそば物語」）長和町奨励品に認定されれば、
女子美大の皆さんにそのような漫画を描いてもらえると
いう制度にすれば、奨励品認定のメリットにもなる。

• 長和町にある企業について、その製品や会社についての
物語を漫画にしてもらう。商工会等を通じ募集。その企
業にある物語をＰＲすることで、人材募集の観点からも
メリットがあるのではないか。（例：クルミ加工をして
いる会社にクルミのことを聞き、それをＰＲするなど）

• 長和町にある団体をＰＲしてもらうのも良い。
• 女子美大生の皆さんに、直に話を聞いてもらい、その品

物や企業、それらに関わる人を良く知ってもらった上で
取り組んでいただきたい。

• 「長和町○○物語」などでシリーズ化し、ある程度たまっ
たところで、広報と一緒に配る、学校に配布して長和町
を知ってもらう一助とする等もできるのではないか。

• 作成したものは、ホームページ等を通じて町の知名度向
上のためのＰＲに活用するほか、それぞれの事業者にも
有効活用してもらう。

• 平成 29 年度募集

10
リアルな人形を作り、町内の
観光地等に設置
※関連：8、13、17

• 木工業者の方が、下和田バイパスの花畑に花の絵を描い
ている様子の人形を設置したが、現実の人に見間違うほ
ど良くできていた。

• ほのぼのしていて長和町の雰囲気に合っているのではな
いか。

• 観光客もそれを見て足を止めていたが、そういうものを
町内各所に置き、マップのようなものを作り、探しても
らうのも面白いのではないか。

• 平成 29 年度募集

番号
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内　　容 補足事項

11

長和町に伝わる民話を漫画に
してもらい、冊子を作ったり、
ホームページ等でＰＲする。
また、アニメーション化して
ＣＡＴＶで放送する

•  長和町に伝わる民話（昔話）を漫画にしてもらう。デジ
タル技術を使った絵本にしてもらい、ホームページ等で
公開、多方面からアクセスできるようにする。

•  長和町に伝わる民話（昔話）をアニメーションにしても
らい、町のＣＡＴＶで放送する。

•  長和町に伝わる民話（昔話）を知らない人が多いと思う
ので、漫画やアニメにして多くの人に知ってもらうこと
は意味のあることではないか。

•  小中学校の先生方から、「町の民話や伝承、歴史を子ど
もたちに判り易く伝えられれば・・」と要望を受けてい
る。（平成 30 年度追記）

•  まずは別紙「まんが 長和昔ばなし」の中から２、３選
んでもらい、漫画や紙芝居をつくってもらう。（平成 30 
年度追記）

•  平成 29 年度募集

12
動く黒板アートの作成

（和田中学校の黒板を活用）

• 長和町の春夏秋冬を黒板（和田中学校のもの）に書いて
もらい、それを何回か書き換えてパラパラ漫画のような
動画を作成する。

• 作成過程を公開したり、メイキング映像をドキュメンタ
リー風に撮影したりしても良い。

• 平成 30 年度募集

13
長和町のイメージアップのた
め、バス停に絵を描いてもらう
※関連：8、10、17

• テーマ性がある絵を書いてもらい、スタンプラリーでは
ないが、バスに乗りながら各バス停を回ってもらうのも
良い。もしくは、バスの走る順番にストーリー性を持た
せるというのも面白い。

• ７番のバスのラッピングと絡めて、お揃いのデザインで
作成しても良い。

• 平成 30 年度募集

14

ウォーキングロードマップの

コース図にイラストを書いて

もらう

• 平成 31 年度に取り掛かる予定

• 健康づくりのために「ウォーキングロードマップ」（町

内に何箇所か設置）の作成を検討している。そのコース

図をイラストで描いてもらう。　　　　　　　　　　

（コースは、健康づくり推進委員等にも関わってもらい、

今後検討予定。）

• マップはパンフレットを想定。看板は検討していない。

• 平成 30 年度募集

番号
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内　　容 補足事項

15

長 和 町 の 黒 耀 石 を 基 に し た
キャラクターの作成
それをもとにした、原付の「ご
当地ナンバー」のデザイン
※関連：１、21

•  長和町の黒耀石に関する遺跡が日本遺産になったことか
ら、この機会に黒耀石のキャラクターを考えてもらう。

•  黒耀石のキャラクターは原付などの「ご当地ナンバー」
として使用すれば、走る広告として黒耀石や長和町をＰ
Ｒすることができる。

•  公式キャラクターのなっちゃんとのすみわけが必要にな
る。

•  ご当地ナンバーだけでなく PR キャラクターとして活用
可能か。もしくは非公式キャラクターとしての活動も可
能か。

•  平成 30 年度募集

16
「田舎暮らし体験住宅」関連の

印刷物及び移住施策
全般のトータルデザイン

• 平成 30 年度から利用開始した「田舎暮らし体験住宅」
の案内図や掲示物、パンフレット等、また長和町の移住
施策全般について「トータル的にデザイン」してもらう。

• 平成 30 年度募集

17

観光客を呼び込むような、

目玉となるアート作品

（体験・見学型）の作成

※関連：8、10、13、18

• 長和町をＰＲすることはもちろんだが、それによって観

光客の誘致が図れればなお良い。

• 町の観光地というと町内から離れた長門牧場メインに

なっているが、何か目玉のアート作品（地域によっては

田んぼアート、ひまわり迷路）など体験、見学できるも

ので、町内に観光客を呼び込み、おもてなしをすること

によってリピーターを増やしたい。

• 平成 30 年度募集

18

テーマ性のある彫刻の作成・

展示（町内数箇所）

※関連：17

• 役場や観光施設（観光地）に一連の繋がり（テーマ）を

決めて作った彫刻を飾る。そのもの自体がインパクトが

あり、目印にもなる目立つものを幾つか置きたい。

• プレートに学校名と学生名を入れ、学生の作品展示とし

ても活用できれば良い。

• 平成 30 年度募集

19 マンホールのデザイン

• 数種類考えてもらい、町内各地に１枚ずつ配置して、ス

タンプラリー的なことに活用したり、マンホールカード

を作成してＰＲに使用したりする。

• 外国人にも人気がある。

• 平成 30 年度募集

番号
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内　　容 補足事項

20
長和町のＰＲ の
トータルデザイン
※関連：3

•  これまでに募集した事業を分析すると、長和町の知名度
向上のため、更なる PR が必要と考えられる。さらに、
町の知名度向上について、それぞれの部署がそれぞれに
努力しているが、PR について統一感を持たせることも
必要かと思われる。（もちろん、関係する各部署の皆さ
んの意見を聞くことが必要となる。）

•  今まで寄せられた事業案を女子美術大学に提供し、その
内容を考慮しつつ、町を更に研究してもらう。さらに、
町として統一感を持たせたイメージで町全体としての
PR 戦略を提案してもらい、町関係の各課係・関係機関
が協力して女子美術大学と連携した PR を進める。　　
例えば、「長和町 × 女子美 デザインの力で長和町を元
気に！」とか何とかお題目をつけて、PR を行うことも
検討したい。

•  平成 30 年度募集

21
長和町非公式キャラクターの
作成
※関連：15

• 長和町の公式キャラクターといえば『なっちゃん』だが、
公式であるがゆえにいろいろと制約がある。そこで、Ｐ
Ｒキャラクターとしての新しいキャラクターを、一から
作成してもらい、運用についても自治体が関与せず、独
自の活動を行っていただく形で運用してほしい。

• イメージとしては、千葉県の非公式キャラクターでゆる

キャラブームの先駆けとも言える『ふなっしー』や、佐

久市中込商店街で誕生し、様々なイベントでフリーダム

に活躍している非公式キャラクターの『ハイブリッ子

ちゃん』の様な存在。または、ツイッター上で様々な映

像（その多くがかなりの暴走映像）を投稿している、秋

葉原観光推進協会キャラの『ちぃたん』ツイッター登録

２年あまりで 72 万フォロワーを獲得している）。

• 町に定着している『なっちゃん』を廃するわけではなく、

『なっちゃん』とは別に、あくまで独自にＰＲ活動する

ことが目的。（不真面目でも大いに結構！というスタン

スで）。

• 平成 30 年度募集

番号
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内　　容 補足事項

22

作品制作過程の公開（小学生・
中学生が見ることができるよ
うに）
関連：25

•  制作を小学校や中学校でしてもらい、その制作作業を公
開する。

•  制作する姿は子供たちへ良い影響を及ぼすのではない
か。

•  平成 30 年度募集

23
アーティストやクリエイター
が 集 ま る ス ペ ー ス を プ ロ
デュース

• 女子美大の皆さんがプロデューサーとなり、町内にアー
ティストやクリエイターが集まるスペースを作る。　

（例）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
和田庁舎の 2、3 階をいくつもに間仕切り、アーティス
トやクリエイターの発表場所にすれば、これまでと違っ
た集客方法になる。

• 町に新しい集客方法ができたり、町民に埋もれていた作
家などの活躍の場を提供できたりと、新たな客層の開拓
と町民の能力、再発見ができる。また、人が集まれば商
売に繋げていくことができる。

• 女子美術大学にとっても、他者の作品を見ることで、視
野を広げ、自分の作品の更なるバージョンアップができ、
また、今後、社会に出て行く際に必要な視点（マーケティ
ングや顧客開拓等）を養うことができるというメリット
がある。

• 平成 30 年度募集

24 庁舎の正面入り口案内の作成

• 来庁者が正面入り口ではなく、国道側の入り口から入っ

てきてしまう。総合案内窓口がある正面入り口から入っ

て来てもらえるように看板を作成する等、良い誘導方法

を考え、デザインしてほしい。

• 平成 30 年度募集

番号
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内　　容 補足事項

25
ふれあい館の子どもたちとの
交流
関連：22

•  放課後、ふれあい館に来る子どもたちと、触れ合ってほ
しい。触れ合う中で、子どもたちからの要望（絵を描く、
工作する）に答えてもらえればよい。

•  ゆくゆくは、行事として黒板アート等の制作過程を見せ
てもらう等の取組も可。（最初からワークショップ等を
行うと、子どもたちも身構えてしまう。触れ合う中で子
どものニーズを探してもらえれば。）　　　　　　　　

（参考）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
時間帯は平日の 15 時から 17 時の間（閉館は 19 時くら
いまで。多くの子どもがいる時間帯がその２時間。低学
年は 15 時から。３年生以上は 16 時から。）人数は 50
～ 60 人程度。

•  職員が足りず、いてもらうだけでもありがたいが、以前
美大卒の職員が、新聞紙等で工作をしてくれた。そのよ
うな感じで触れ合ってもらえるとありがたい。

•  平成 30 年 10 月 5 日追加

番号
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＜別　紙＞
　前述の取り組み事業案一覧には１１．長和町に伝わる民話を漫画にしてもらい、冊子を作ったり、ホー

ムページ等でＰＲする。また、アニメーション化してＣＡＴＶで放送するという取り組みが提案され

ています。そこに「まんが 長和昔ばなし」の中から２、３選んでもらい、漫画や紙芝居をつくっても

らうという意見が追記されました。
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９．来年度の事業展開

（１）女子美術大学意見

　総合文化祭終了後の平成 30 年 11 月 29 日に女子美術大学より以下の意見が出されました。

　・長和町へ提案を考えるということについては、長和町からの要望に応えることと、女子美術大学

　　として提案することのバランスを考えていきたいと思います。今回までの活動で提案するという

　　基盤はできたのではないかと思います。

　・町外への活動は観光 PR で、町内での活動は子供たちとの交流がよいのではないかと思います。

　・活動の継続性は教員が維持していくことは可能ですが、大学として一番難しいのは学生の立ち位

　　置です。学生に継続性は望めません。（進級、卒業していくので）その状態の中で、平成 30 年の

　　浅野教授の授業は長和町プロジェクトカリキュラムの 1 課題として行う可能性はあります。滞在

　　期間などを考えると調査や企画という作品になり、その時点で成績も付けられることになります。

　　一度終了した課題を継続して行うのは 3 年生が多くの課題をもっていることから難しい状態です。

　　また成績がついたものをフォローすることは、学生としてモチベーションを保つことが難しいです。

　　結果として学生としては作品についての OUT PUT がないような形になっています。自分達の活動

　　内容がどう評価されているかと知ることは大事ですが、それがないまま進級、卒業していくこと

　　になります。その中では、学生に長和町で活動することの趣旨を説明することが難しい状況です。

　また「７．役場職員からの提案事業の検討」で示した提案等を踏まえて、女子美術大学から、平成

31 年 3 月 1 日に女子美術大学の内山教授、首藤講師、早渕助教による検討会が行われ、次年度以降の

活動について以下の意見が出されました。

＜民話をマンガやイラストで表現する＞
　民話をマンガやイラストで表現することや、キャラクター制作は学生との親和性が高いと思ってい

ます。

　なかでも、民話のマンガやイラストでの表現は、実現性が高いと考えます。

　長和町で伝承されている民話を女子美大学生により絵本や漫画、アニメーション等で表現し、より

親しみやすい形態にすることで子どもや若い世代へ繋げることを目標とします。

　・実施方法

　参加する学生それぞれが民話を選択し、内容及び時代背景などを事前に調査した上で長和町を訪問

し、ロケーション等の現地調査を行います。

　その研究・調査結果を元に作品にしていきます。
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＜キャラクターの制作＞
　前回頂いた要望書の中にキャラクター案が複数あり、本学メディアとの親和性が非常に高く、実施

可能であると思います。しかし著作権の保持、所在等で要検討となるため、次年度での実施を見送る

方が良いのではないかと考えます。

＜活動拠点について＞
　将来的には以前よりご提案いただいている空き家（空き別荘）を長和町と女子美との交流ハブとし

て活用し、ビジュアライズされた民話や今後の成果、イベントやプロジェクトなどの中心的施設とし

て発展させていきたいと考えています。

＜黒耀石体験ミュージアムからの提案について＞
　黒耀石体験ミュージアムから、毎年長和町で行われる「黒耀石のふるさと祭り」に、女子美術大学

にご参加いただけないかという提案がありました。

　「黒耀石のふるさと祭り」は縄文文化に触れることができる体験イベントや、コンサートが行われま

す。そのなかで女子美術大学の皆様に何かパフォーマンスをしていただきたいとの提案でした。

　これについて女子美術大学では「黒耀石のふるさと祭り」でのパフォーマンスのハードルが高く、

次年度は見学に止め、今後どのように参加できるかを検討したいと考えます。

　上記以外の取組案については、長和町と女子美術大学の意向を調整し、実施可能かどうか検討を進

めていきます、との回答でした。

（２）サテライトオフィス誘致の検討

　29 年度に長和町に訪問したコンテンツ制作会社から質問があったインターネットの環境、交通環境

を中心に情報収集に努め、方向性を再度検討します。

（３）専用ホームページの更新

　活動内容を速やかにホームページ掲載するなど、内容の充実を図ります。

（４）女子美術大学浅野教授の授業について

　浅野教授の授業は現時点では大学としての 1 授業ですが、そこで生まれた作品は今後の活動のアイ

デア集として大学と町で共有の可能性があります。

以　上




