
　卒業研究で、東栄町を知ると、廃校活用施設「東栄町体験交流館のき山学校」
にて体験イベントやアクティビティが行われて、まちおこしの一環として活用さ
れていることが分かった。自然豊かな町の魅力を伝える為地元の木材を使用した
まちおこしを行いたいと考えた。

　本研究ではのき山学校にて東栄町の木材を使用したʻʻ地元産木製タイル × アー
ト活動 ʻʻをキーワードに、新たな思い出となる参加型イベント「木製タイルアー
トプロジェクト 2022」を実施する。イベント企画を通して東栄町の魅力を広め
ると共に町内外の集客に繋げ、まちおこしに貢献することを目的とする。そして
のき山学校におけるイベント企画の実態と需要を把握し、今後の運営に貢献に繋
げる。

■コンセプト：東栄町ならではの ʻʻ地元産アート活動 ʻʻを目指した参加型イベント
■ターゲット：東栄町内外の幅広い年代

　東栄町の木材を使用した ʻʻ地元産木製タイル ʻʻを通して自然豊かな東栄町の魅力
を発信していく。イベントでは木製タイルを使用して自由な発想から生まれるアー
ト作品から東栄町やのき山学校での思い出を作ってもらうことを目的とする。
自分が関わった木製タイルをまた探しに来て欲しい・のき山学校に来た証や思い出
にしてほしいという思いが込められている。また林業が盛んである東栄町が掲げて
いる森林資源に対する取り組みに関連して、本イベントでも環境に配慮した制作を
目標とする。よって、SDGs17 の目標：「12. つくる責任、つかう責任」を意識した
イベントとする。

・木製タイル…東栄町産木材 ( スギ・ヒノキ )
・12 色のカラーバリエーション…東栄町に関する色名を設定

・塗料：「OldVillage バターミルクペイント ( 水性 )」
…塗料の半分が天然の顔料牛乳由来のミルクがセインや石灰が主成分

・木製タイルサイズ：40ｍｍ×40ｍｍ×40ｍｍ

・デザイン：正面以外の４面を 1 ㎝程塗装、ニス塗装なし

　木製タイルアートプロジェクト 2022 の情報やイベントの様子を紹介する
Instagram アカウントを開設した。2022 年 8 月 5 日から開始し、本研究の PR 動
画やイベントの告知・イベントの様子を投稿やリールストーリーにて発信した。
そこから Instagram の機能インサイトを使用し、効果そして分析や考察も行った。
　PR 動画については、本研究の主旨説明とイベント告知を兼ねたものや木製タイ
ルが完成するまでの塗り方講座動画の制作を行った。イベントの内容や様子が伝わ
るよう写真以外のコンテンツ投稿も意識し行った。

　東栄町は愛知県の北東部、北設楽郡に属する町である。静岡
県との県境付近に位置する奥三河と呼ばれる山間部に位置す
る。総面積の 9 割以上が森林である。森林資源の計画的な施策
や地元産木材の利用促進に向けた取り組みも行われている。

　平成 22 年に閉校した旧東栄町立東部小学校を活用した廃校活
用施設である。指定管理者である特定非営利活動法人てほへが
運営している。地域内外住民の交流促進と共に観光の振興及び
集落の活性化をはかっている。館内には東栄町図書室「のき山
文庫」、「Café のっきぃ」がある。

　全てのき山学校内の図書室や教室で実施した。
〇8 月イベント
ペイントした木製タイル 10 個中 9 個をのき山学校に寄付、1 個をお土産とした。
計 371 個の木製タイルが完成した。
〇10 月イベント
木製タイル 1 個 200 円でペイントを行い、持ち帰って貰った。

木製タイルアートプロジェクト　
－東栄町の地域と観光の活性化に向けて－

・名古屋市 ・東栄町

イベント 日程 時間 対象 参加費 予約 ペイント作業 参加者数 タイル数

志多らファンクラブイベント
フレッシュ奥三河

イベント①
木製タイルアートプロジェクト

イベント②
木製タイルアートプロジェクト

のき山市 2022

8/13.14

8/21

8/27

10/8.9.10

10：35
　～
12：00

10：00
　～
16：00

10：00
　～
16：00

10：00
　～
16：00

(8日：14：00～)

志多らFC

全員

全員

全員

あり

なし

なし

200円

あり

なし

なし

なし

あり

あり

あり

あり

12名

20名

18名

13名

134個

162個

80個

寄付無し

〇チラシ
　8 月は Café のっきぃともっくる新城観光案内所にチラシの設置と町内の回覧板
でご案内した。10 月はのき山学校 HP にチラシのデータを掲載して頂いた。

〇お土産用パンフレット
　お土産のタイルと共に同封した。
イベントの概要、色名や Instagram の QR コードについて記載をした。



阿部研究室　A19AB035 加藤真由

■コンセプト：東栄町ならではの ʻʻ地元産アート活動 ʻʻを目指した参加型イベント
■ターゲット：東栄町内外の幅広い年代

　のき山市ではイベントと同時にアンケートを実施した。3 日間で計 13 名の参加者
からアンケートを取ることが出来た。アンケート結果をまとめると以下となる。

〇回答者属性
・小学生親子づれ
・町外住み
・のき山学校関係者

〇時間や料金の評価
作業時間・参加費共に高評価

〇満足度
大変良かったが 7 割

〇感想・ご意見
・子どもと参加できる内容が良い
・木製タイルのデザイン性が良い

・投稿閲覧数・いいね等共に少ない
・フォロワーよりもフォロワー以外のいいねが多い
・フォロワー以外が県外の方が多い→集客に繋がらず、いいね止まり
・毎日投稿 (2022/9/21-10/10) を行ったが、大きな稼働はなかった
・＃のき山市 2022・＃のき山市と検索したが関係者以外の公開投稿はなかった

　この結果の原因は参加者が小学生低学年や中高年夫婦がメインで Instagram の利用
者が少数派だからと考えられる。

Instagram 宣伝効果なし

・夏季はレジャー目的の訪問が多い・毎年東栄町に訪れている方もいる
・のき山学校の客層は町内外ともファミリー層が多数
・室内で遊べる場を求めてのき山学校を訪れている

・Instagram の広告効果が見られない
・紙媒体の広告を町内で行うことが有力
・町内にいる人をターゲットにする方が足を運んでもらえる

　以上の考察をふまえ、広告方法とイベント内容を提案する。以下の案が東栄町や
のき山学校の繁栄に繋がることを目的とする。

①夏休みイベントの恒例化
・のき山学校の客層は町内外ともファミリー層が多数
→夏休みの宿題など客層に共通するキーワードを用いたイベントに需要がある。
・テーマ：夏休みの宿題
→毎年あるもので、常に循環し途切れることのないテーマで集客をする。

②とうえい温泉での広告
・目に留まる場でチラシやポスターを掲示する
・町内外双方の集客やリピーターがあるとうえい温泉での広告をする
・東栄町の施設や飲食店等と協力した宣伝を行う
→双方の利益＆地域・観光の活性化に繋がる

 

アンケートご協力のお願い 

木製タイルアートプロジェクト 2022にご参加頂きありがとうございます。もしよろしければアンケートに 

ご協力下さいますと誠に幸いです。 

 

■お客様ご自身について 

年齢 □小学生以下 □10代 □20代 □30代 □40代 □50代 □60代  

□70代以上 

お住まいの地域 □町内 □町外(岐阜・豊橋・新城・豊川・大府・安城・浜松・その他    ) 

ご来場頂いたお連れ様 

※複数回答 

□1人で来た □友人 □配偶者 □恋人 □家族  

□その他(                               ) 

 

 イベントについて 

本イベントに参加して 

下さったきっかけ 

 

□のき山学校 HP □チラシ □もっくる新城観光案内所 □知人  

□のき山市に来場してたまたま 

□Caféのっきぃ Instagram □木製タイルアートプロジェクト 2022Instagram 

□その他(                             ) 

本イベントへの参加回数 □はじめて □2回目 □3回目 □4回目 □それ以上 

※イベント日時︓8/13.14.21.27と 10/8.9.10 

イベントの内容 □大変良かった □良かった □普通 □悪かった □大変悪かった 

イベントの作業時間 □長い □やや長い □ちょうどよい □やや短い □短い 

参加費について □安い □ちょうどよい □高い □無料が良い 

ご参加下さった理由  

 

本イベント以外に参加さ

れたものがありましたら

お聞かせください。 

 

 

 ご感想・ご意見 

その他、ご感想・ 

ご意見・改善点等お聞か

せ下さい。 

 

ご協力ありがとうございました。 

椙山女学園大学生活環境デザイン学科 阿部研究室 加藤 

　ファミリー層をターゲットにすることで毎夏一定の集客を見込めると考える。夏の
恒例イベントの定着が、他のイベントの集客にも繋がるだろう。
また Instagram の宣伝効果がないことやアンケート結果から、のき山学校では日常生
活で目に留まる広告 ( 回覧板やチラシ、ポスター等 ) が良いと思われる。

　イベントでは多くのアート作品に出会えた。想定していたデザインを遥かに超える
素敵なタイルアートの完成となった。イベントを通してデザインの多様性と幅広さを
改めて感じた。


