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１.実施報告書発⾏について  
 

第 4回⼤阪芸術⽂化交流シンポジウムの実施報告書をここにお届けします。⼤阪アーツカウンシルでは、
2018年より、毎年 1回、⼤阪芸術⽂化交流シンポジウムを開催してきました。第 1回は「世代を超えて「演
劇」課題を共有できるのか︓現代演劇つくり⼿の視点から」、第 2回は「大阪から「美術/アート」を拓
く」、第 3回は「⼈と地域を育み・つなげる場︓公⽴文化施設の現場から」と題し、毎回ゲスト登壇者を招
きました。毎回、このように実施報告書を作成して公表し、開催後も多くの方々に、シンポジウムの内容を

参考としてもらえるようにしてきました。 

大阪のこれから 5年の⽂化政策計画を明記した「第 5次大阪府文化振興計画」には「文化に関わる環境づ
くり」「文化が都市を変革する」「文化が社会を形成する」と三つの施策方向を示しています。大阪に限ら

ず、国も各地の⾃治体も計画的に⽂化政策を実現しようとしています。⼀⽅で芸術家や芸術団体、府⺠や市

⺠は、各々の⽴場から様々に⽂化活動に取り組み、芸術現場の状況は⽇々更新されていき、それは必ずしも

計画の想定内とは限りません。「アーツカウンシル」は文化政策と、変化する芸術の現場の間にある「仕組

み」です。2000年代後半より⽇本で注⽬され各地で設置がはじまり、2021年現在、約 30の自治体で各々が
ユニークな活動を展開しています。第 4回のシンポジウムでは「現場の視点から「地域アーツカウンシル」
の〈仕組み〉を紐解く」と題し、各地の地域アーツカウンシル事例を通して、その仕組みがどのようなもの

なのか学び、現場の視点から議論を拓きました。 

また結果的に第 4回は、はじめて府外から登壇者を招きました。実際に来阪がかなわなかった登壇者とも
オンラインでつなぎました。各事例はユニークさに加えて、どの地域も熱心な取り組みであることがうかが

えました。 

2020年度からの新型コロナウイルス感染症拡⼤の影響により、芸術活動は大きな制限を受けました。芸術
家や文化団体は、改めて活動の社会的意義を問われる状況となり、少なくない葛藤もあったことと思いま

す。一方で、今回紹介したように、各地のアーツカウンシルが、中間支援機能を持ち、社会における芸術活

動の意義を拓き、現場を勇気づけようと努⼒しています。そう考えた時、地域アーツカウンシルは、芸術を

通して未来を示すものだと、思えてきました。 

大変な時期にも関わらず、各地からご登壇いただきましたみなさまに、心から感謝いたします。 

また、この実施報告書が、文化芸術に関わる多様な⽴場の皆様に活⽤されることを、⼼からねがいます。 

 

大阪アーツカウンシル統括責任者 

中⻄美穂 
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2.シンポジウム概要 

2-1 事業概要  
 

名称︓第 4回 ⼤阪芸術⽂化交流シンポジウム 

-現場の視点から[地域アーツカウンシル]の〈仕組み〉を紐解く- 

⽇時︓2022（令和 4）年 2月 26日（土）10︓20〜13︓00（10:00開場） 

場所︓国⽴国際美術館講堂 

定員︓30名（無料・要予約・先着順） 

集客数︓21名 

 

 

※大阪アーツカウンシルは、大阪府市文化振興会議の部会として、文化施策の評価、企画の提案に関す

る調査並びに⽂化に関する情報の収集及び分析を⾏っています。このシンポジウムは、大阪アーツカウ

ンシルの公開調査事業です。 
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2-2 登壇者  
 

総合司会 

中⻄美穂（⼤阪アーツカウンシル統括責任者） 

 

開会の音楽 

天王寺楽所雅亮会   

 

第 1部 各地の地域アーツカウンシル事例紹介 

進⾏／ 

山中俊広（大阪アーツカウンシル委員／インディペンデントキュレーター） 

登壇者／ 

・アーツカウンシルみやざき（（公財）宮崎県芸術文化協会） 

 山森達也（アーツカウンシルみやざき プログラムディレクター） 

・アーツカウンシル新潟（（公財）新潟市文化振興財団） 

 杉浦幹男（アーツカウンシル新潟 プログラムディレクター） 

・大阪アーツカウンシル 

 中⻄美穂（⼤阪アーツカウンシル統括責任者） 

・おかやま文化芸術アソシエイツ（（公社）岡山県文化連盟） 

 高田 佳奈（公益社団法⼈岡⼭県⽂化連盟事務局（おかやま文化芸術アソシエイツ担当）） 

・Kyoto Art Consortium（京都府地域文化創造促進事業） 

 八巻真哉（京都府文化スポーツ部文化芸術課） 

・堺アーツカウンシル（ 堺市文化観光局文化部文化課） 

 上⽥假奈代（堺アーツカウンシル プログラムディレクター／詩人） 
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第 2部 ディスカッション 

進⾏／ 

権⽥康⾏（⼤阪アーツカウンシル委員／伊丹市⽴⽂化会館（東リいたみホール）館⻑） 

コメント／ 

古後奈緒⼦（⼤阪アーツカウンシル委員／⼤阪⼤学⽂学部准教授） 

志村聖子（大阪アーツカウンシル委員／相愛大学音楽学部准教授） 

登壇者／ 

上⽥假奈代、杉浦幹男、⾼⽥佳奈、中⻄美穂、⼋巻真哉、⼭森達也 

 

 

 

 

 

 
  会場風景 
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3 シンポジウムの記録  
 

10︓20 

はじめに  
中⻄美穂（⼤阪アーツカウンシル統括責任者） 

 

 コロナ禍において医療従事者をはじめ、社会に必要な仕事をずっとしてく

ださる方がいることで今があると思います。心から感謝申し上げます。 

 そして、今、戦争のある地域にいらっしゃる方もおられます。この場から祈っています。どのような

ときにも、芸術は⼈の⼒になると信じています。 

 本日は日本各地で芸術活動を支えている、地域アーツカウンシルの方々にご参集いただきました。そ

の⽅々の発表や議論の前に⾳楽をお届けします。「天王寺楽所 雅亮会」の奏でる音は 1400年前よ

り、大阪の地で育まれ、その時時の宗教や、政治、経済、そして人々と関係してきました。アーツカウ

ンシルは芸術活動があるからこそ存在意義があると言えます。 

 アーツカウンシルの生まれるずっとずっと昔から人々は芸術に関わってきました。そこで、古からの

大いなる芸術を思い起こし、シンポジウムに招き入れるために演奏をしていただきます。 

 

――雅楽 平調越殿楽―― 

天王寺楽所 雅亮会（てんのうじがくそ がりょうかい） 

 「天王寺楽所」は、聖徳太子在世の頃に四天王寺に設置されたという伝承を持つ

雅楽演奏組織である。聖徳太⼦の年忌法要である「聖霊会」を中⼼に四天王寺由縁

の舞台で千四百年にわたって、雅楽や舞楽の演奏を受け継いできた。独特の舞態を

持った天王寺舞楽（「聖霊会の舞楽」）は、国の重要無形⺠俗⽂化財に指定されてい

る。明治維新以降は、明治⼗七年に⺠間⼈によって設⽴された「雅亮会」が天王寺舞楽の伝統を受け継ぎ、「天王寺楽所 

雅亮会」と名乗り、聖霊会の舞楽をはじめ、四天王寺における法会舞楽、住吉⼤社、嚴島神社の奉納舞楽に毎年参仕し、

⼤阪フェスティバルホールで毎秋⾃主公演会を催している。昭和五⼗三年のアメリカ・カーネギーホール公演をはじめ、

海外公演経験も豊富である。また、数多くの受賞歴を持っており、令和⼆年には伝統芸能ポーラ賞（地域賞）を受賞し

た。平成⼆⼗六年には楽頭であった⼩野功⿓が恩賜賞・⽇本芸術院賞を受賞した。  

天王寺楽所雅亮会 

中⻄美穂 
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10︓30〜 

テーマ︓ 

第 1 部 各地の地域アーツカウンシル事例紹介  
 

進⾏／ 

山中俊広（大阪アーツカウンシル委員／インディペンデントキュレーター） 

 

登壇者／ 

・アーツカウンシルみやざき（（公財）宮崎県芸術文化協会） 

 山森達也（アーツカウンシルみやざき プログラムディレクター） 

・アーツカウンシル新潟（（公財）新潟市文化振興財団） 

 杉浦幹男（アーツカウンシル新潟 プログラムディレクター） 

・大阪アーツカウンシル 

 中⻄美穂（⼤阪アーツカウンシル統括責任者） 

・おかやま文化芸術アソシエイツ（（公社）岡山県文化連盟） 

 高田 佳奈（公益社団法⼈岡⼭県⽂化連盟事務局（おかやま文化芸術アソシエイツ担当）） 

・Kyoto Art Consortium（京都府地域文化創造促進事業） 

 八巻真哉（京都府文化スポーツ部文化芸術課） 

・堺アーツカウンシル（ 堺市文化観光局文化部文化課） 

 上⽥假奈代（堺アーツカウンシル プログラムディレクター／詩人） 
  

山中俊広 
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１．アーツカウンシル新潟（（公財）新潟市文化振興財団） 

発表︓杉浦幹男（アーツカウンシル新潟 プログラムディレクター） 

 

地域アーツカウンシルの現状 

 ⽂化庁が、アーツカウンシルの設⽴や地域の⽂化芸術推進体制を構築す

る事業に対する支援*を 2016年から開始し、各地でアーツカウンシル設⽴
の動きが広まってきました。2019年には、⽇本芸術⽂化振興会によるアー
ツカウンシルネットワークが設⽴（事務局︓アーツカウンシル新潟）され

ました。現在のアーツカウンシル設置状況は、以下の通りです。 

設置済︓14自治体・1⼤学（⻘森、新潟、前橋ほか） 

検討中︓19⾃治体（岩⼿、千葉、名古屋ほか） 

*文化芸術創造拠点形成事業（地域における文化施策推進体制の構築促進） 

 

アーツカウンシル新潟について 

 アーツカウンシル新潟は、⽂化庁の⽀援が始まった最初の年、2016年に⼿を上げました。前市⻑が⽂化政
策に⼒を⼊れており、全国で先駆けてアーツカウンシルを⽴ち上げようと、申請をしました。採択後、スタ

ッフを集めるなどの準備期間を経て 2016年 9⽉に設⽴となりました。 

 設⽴の⽬的は、当初、⽂化庁が⽬的としていたのと同じように、東京オリンピック・パラリンピック関連

の文化事業の評価をリードしていくというものでした。機能は、以下の４つです。 

１市⺠の⽂化芸術活動の⽀援 

文化芸術活動に対するアドバイスや相談、マッチングなどの活動支援。今後の助成事業に関する検討 

２調査研究 

新潟市の文化芸術活動に関するシンクタンク機能（文化芸術関連調査、政策研究、人材育成、啓蒙な

ど） 

３情報発信 

調査・研究結果、各種助成、アーツカウンシル新潟支援事業などの一体的な情報発信 

４企画・⽴案 

新潟市及び新潟市関連機関の文化芸術事業に対する、助言や提案、企画運営支援。 

 

 

杉浦幹男 
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先進的な取り組みと⼀般の理解 

 新潟市の文化としてみなさんが思い浮かべるのは、港町／米／酒／芸術祭といったものでしょうか。4期
16年務めた市⻑の在任中に実施したのが、「水と土の芸術祭」「ラ･フォル･ジュルネ新潟」など。よく知ら
れているのは、ダンスカンパニーの「Noism Company Niigata」（2004年設⽴）です。 

 ⽇本をリードするような先進的な取り組みがなされている⼀⽅で、⼀般の市⺠の多くから「新潟は⽂化芸

術が豊かだ」と感じていただけているかというと、そんなことはありません。特に地方都市では、先進的な

ことをやればやるほど、市⺠は置いていかれてしまう状況にあります。 

 「⽔と⼟の芸術祭」では、市⺠活動に対する⽀援を⾏いました。“市⺠がやることは（どれも）素晴らし

い”という、ある種バラマキとも言える支援でした。その結果、新潟市の文化政策とはどんなものなのかが、

⾏政の側もわからなくなり、筋が通らない⽂化政策になってきてしまいました。 

 

新潟市文化芸術基盤整備促進支援事業 

 そういう中で、前市⻑の在職中に、助成⾦による⽀援の仕組みをつくりました。文化芸術活動をより多く

の市⺠に届けて、それが継続的に⾏われる仕組みが必要だと考え、以下の 3つの柱を掲げた助成制度をつく
りました。 

 

「新潟市文化芸術基盤整備促進支援事業」 

・文化芸術団体が継続して活動していくための取り組み（組織化） 

・多くの市⺠が⽂化芸術にふれることのできる環境づくり 

・⽂化芸術を活⽤した地域の課題解決や魅⼒の発信 

 

イベントや展覧会を開催するための支援ではなく、組織づくりや環境づくりに対する助成⾦を出し、アーツ

カウンシルの「伴⾛型⽀援」を⾏っています。例えば、 

「新潟⾳楽療法⼠協会」 

 合同でイギリスへ調査に⾏ったり、先進的な取り組みをもって障害者や高齢者に音楽を届けたり。コ

ミュニケーション能⼒の活性化などを⾏いました。 

「新潟市農村文化協議会」 
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 神社が多い地域ですので、各地域の小さな神社に残っている神楽など伝統芸能、郷土芸能がありま

す。 一つずつを個別に支援することはできないので、組織化してみんなでどう支援するかを議論す

る協議会をつくりました。 

 

「ユニバーサルまちづくり」 

 障害者によるまち歩きを⾏い、ユニバーサルなまちづくりという課題を解決しようという取り組みで

す。 

 

 右は、地域の課題に

対して芸術文化がどう

関わるのかを図示した

ものです。 

 

 

 

 

 

 

新潟におけるアーツカウンシルの役割 

 地域の⽂化資源を活⽤しながら、より多くの市⺠を巻き込んで、地域の社会課題をどう解決していくの

か、どうつないでいくのかが、アーツカウンシルの役割だと考えています。 

 新しく何かをつくり出すのではなく、もともと地域にあるものをどう再発⾒して、どう多くの⼈たちに関

わってもらうのか。これ以上急速な経済発展は⾒込めない中で、どう共感を得ていくのか。幸福度の⾼い地

域社会をどうつくっていくのかを考えています。 

 

 令和４年度以降は、新しく 2つの助成を実施します。ウェブサイト等でも発信をしていますのでぜひ御覧
ください。 

 

「テーマ別プロジェクト助成」【助成上限額（助成率）】50万円（2/3） 

文化芸術活動をとおして、より豊かな地域社会を実現するため、 

・地域⽂化の魅⼒を創造・発信する取り組み 
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・⽂化芸術で⼦ども・⻘少年を育成する取り組み 

・文化芸術と他分野とが連携する取り組み 

の 3つのテーマを設定し、それに沿った取り組みに対して助成します。 

 

 

「文化芸術団体ステップアップ助成」【助成上限額（助成率）】20万円（2/3） 

文化芸術団体が活動していくうえで生じるさまざまな変化に対応するため、その目的や運営方法などを

⾒直し、更なるステップアップをめざす取り組みや、新たな枠組みへのチャレンジに対して助成しま

す。 

【助成対象となる取り組み】 

事例調査やセミナー等の実施、⺠間企業との連携による新たな枠組みへのチャレンジなど 

 

 

 

 

２．大阪アーツカウンシル 

発表︓中⻄美穂（⼤阪アーツカウンシル統括責任者） 

 

大阪アーツカウンシルのしくみ 

 大阪アーツカウンシルは、2013年にスタートしました。対象地域は⼤阪府内全域です。現在の拠点は、⼤
阪府⽴江之⼦島⽂化芸術創造センター、⼤阪府⽂化課、⼤阪市⽂化課です。⼤阪府⽂化振興条例にある、知

事の諮問機関「大阪府市文化振興会議」の部会として、共同設置規約に、その活動が明記されています。 

 ⼤阪府が⽤いてきた⼤阪アーツカウンシルの概要では、「⼤阪の⽂化⾏政を推進する仕組み」「⾏政と⼀

定の距離を置く芸術⽂化の専⾨家」「専⾨性・透明性・公平性を確保する」ということが記されています。

統括責任者は公募制で、私は 2代目です。現在 3代目の統括責任者の選定中で、まもなく結果が出る予定で
す。 

 大阪アーツカウンシルの予算は約 1100万円。すべて大阪府のウェブサイトで公開されています。約 1100
万円に文化振興会議の運営費も含まれ、実際には 800万円ほどです。大半が人件費です。 

 大きなミッションがありながらも、予算が思いのほか少ない、大阪アーツカウンシルは、2017年 11月の
「あり⽅検討ワーキング部会」にて活動が整理され、「評価・審査」「調査」「企画」の 3つを軸とするこ

中⻄美穂 
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ととなりました。活動については毎年度、⽂化振興会議に承認された内容と委員とアーツマネージャーです

すめています。 

 

取り組みと課題 

 最もウェイトが大きい「評価」について紹介します。合計 37事業の担当者に複数回ヒアリングし、現場視
察をして、年度ごとに評価シートを作成しています。ただし、評価でのアドバイスを受けて、改善や変化が

進むまでには時間がかかるようです。「評価」と⾔っていますが、⾏政担当者の伴⾛⽀援的な取り組みとし

て、現場のみなさんとの対話がメインです。 

 2014年に前任者の佐藤統括が、「フェスティバル」の導⼊を提⾔しました。フェスティバルは「芸術⽂化
魅⼒育成プロジェクト」として、府市連携のもと試験的に 3年間実施されました。「複数コンテンツの組み
合わせ」「パフォーミングアーツ重視」「コラボレーション」「観光集客との相性が良い」といった特徴を

もつ取り組みでした。 

 2017年度から「⼤阪⽂化芸術フェス」に移⾏し、現在まで毎年度実施されています。2017〜18年にかけ
て、プログラムに「F1レース」が含まれたことから、「F1はアートか︖」という議論が起こりました。し
かしながら、どのようにアートを定義するかは、世界レベルの学術的な課題であり、大きなテーマです。 

 そこでアーツカウンシルからは、「⼤阪府⽂化振興条例」という⼤阪の⽂化政策の基本となっている法律

に記載されたジャンルを⾒直し、どのように規定されているのか確認することをアドバイスしました。そし

て、法律に沿ったジャンルを基軸にプログラムを組まれました。 

 

 私が統括責任者となった 2018年度以降の課題は「継続性や、企画内容」です。現在、総合ディレクターの
設置や、複数年のプロポーザル、市町村連携の強化、新たな⽂化芸術企画運営の新機構の必要性などを提案

していますが、すぐに変わるわけではありません。市町村連携については、少しずつおもしろいプログラム

も出てきています。 

 文化政策に携わっておられるみなさんはご存知の通り、文化に関わる施策の効果はすぐに結果が出るもの

ではありません。いろいろな⽴場の⼈たちが協⼒し合って変わっていくものですし、それが府⺠や市⺠に届

いていくものだということを前提に取り組んでいます。 

 

助成⾦採択審査と視察 

 ⼤阪府市の補助⾦助成⾦の採択審査と視察も仕事の⼀つです。助成⾦の審査だけではなく、助成⾦や基⾦

のもとになっている自動販売機設置業者の審査や、ふるさと納税を活用した団体支援「なにわの芸術応援募

⾦」の審査もしています。 
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 活動する人にとって一番身近な

補助⾦や助成⾦と、私達が⾏って

いる審査や視察の関係を図にして

みました。意外と複雑ですが、こ

のように循環しています。 

 

 審査して終わりではなく、不採

択への相談案内や事例報告会も⾏

っています。特にこの４年間は視

察に⼒を⼊れてきました。 

  

コロナ禍における活動調査 

 調査は、単年度予算で⾏っています。⽂化振興会議の意⾒も取り⼊れながら、部会で内容を決定していま

す。単年度予算で毎回⼿探りですが、コロナ禍においては、⺠間財団との連携があり予想外の展開となりま

した。 

 2020年におおさか創造千島財団が調査主体となり、「⼤阪における⽂化芸術関係者への新型コロナウイル
スの影響に関する実態調査」を実施しました。⼤阪アーツカウンシルが調査に協⼒し、インターネットの無

料アンケートフォームを活⽤し⾏われました。 

 結果は新聞等にも掲載され、大阪において文化芸術活動の 9割が中止や延期に追い込まれていることなど
が、社会的に認知されました。また、報道が後押しとなり、おおさか創造千島財団と大阪府大阪市が 2020年
7月 15⽇に意⾒交換し、その後の⽀援策検討の基礎資料としました。 

 今年度、2021年夏には、前年の形式を引き継ぎつつ、⼤阪市主体で調査を実施ました。2021年 9月 17日
に調査結果が大阪市より報道発表さると、複数の媒体に結果が掲載されました。その結果が後押しとなり、

「大阪市文化芸術相談窓口」が設置され、税務相談会が⾏われ、次年度からは⼤阪市⽴芸術創造館に相談業

務がメインとなるアーティストサポートが⽴ち上がることとなりました。  

 これは、調査の思わぬ展開です。当初から、このような展開をイメージして調査をはじめたわけではあり

ません。大阪アーツカウンシルはそのような形で調査を通して、自治体文化政策のダイナズムに関わってい

るのだなあと実感しました。 

 その他の企画は、このシンポジウムのように調査と連動して実施したり、おでかけアーツカウンシルとし

て他機関と関わったりしています。また「対話と相談」という予約制のプログラムなどもあります。 

 「対話と相談」を利⽤した画家より絵⼿紙が届きました。そこには「個⼈的な制作活動も⼤事ですが、そ

の活動を社会という状況の中で客観視することで、豊かな広がりを具現化できると思いました」とありまし
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た。私もそう思いますし、アーツカウンシルの存在意義は、この⾔葉に表されるようなこと、芸術の公共性

に関わることなのだと思います。 

 

 大阪アーツカウンシルの

体制は、この図のように表

されてきました。 

 

 

 

 

 右側の「アーティスト

や・文化団体」は文字で表

すと小さな四角ですが、実際にはここが「現場」です。その中には大阪全域のアーティスト、芸術団体、文

化芸術に関わる人、その愛好者、まだ芸術に触れたことがない人々と、とてもとても大きな広がりがあるこ

とを、忘れてはいけないと思っています。 

 大阪アーツカウンシルという仕組みは、活動を通して、大阪のアーティストや・文化団体等と連携し、情

報交換をしています。それが振興会議を通して大阪の文化政策につながります。 

 

 私の任期はこの 3月で終わります。統括責任者は変わりますが、基本的な仕組みは変わりません。新しい
統括責任者がこの仕組みをどのように解釈し、その方の特性を生かして活動を⾏っていくのか、今からとて

も楽しみにしています。これからもますます、大阪アーツカウンシルに注目していただければと思います。 
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３．Kyoto Art Consortium（京都府地域文化創造促進事業） 

発表︓⼋巻真哉（京都府⽂化スポーツ部⽂化芸術課） 

 

アーツカウンシルの“機能を担う” 

 京都府地域文化創造促進事業（以下、創造促進事業）は「アーツカウンシ

ル」として設置しているわけではありません。創造促進事業が、アーツカウ

ンシルの一部を担った事業展開をしている、というのが私の現場レベルでの解釈です。ですので、実施事業

の一部がアーツカウンシルの機能を担っているのではないか、という前提でお話をします。 

 創造促進事業は、「京都府⽂化⼒による未来づくり条例」のうち次の 3つの項目に基づいたものです。ま
た、さまざまな取り組みを総称して地域文化創造支援事業と呼んでいます。 

 

京都府⽂化⼒による未来づくり条例 

⽂化⼒による未来づくりに関する基本的な施策 

第 1節 文化活動を担う人づくり（第 9条-第 12条） 

第 4節 文化資源を生かした地域づくり（第 18条・第 19条） 

第 7節 文化活動を支える基盤づくり（第 24条-第 26条） 

 

京都府が⽬指す⽂化⼒による未来づくり 

 ⽂化は、⽇々の⽣活や経済⾏為に深く根ざし、⻑い歴史をかけて積み重ねられ、伝えられてきたものであ

り、人々に感動と希望をもたらし、豊かな人間性や創造性を育むものです。京都府では、平成 17（2005）年
に京都府⽂化⼒による京都活性化推進条例を制定し、京都が有する優れた⽂化資源の⼒を「⽂化⼒」と位置

付け、文化芸術の振興や文化を用いた地域の活性化のためのさまざまな施策を全国に先駆けて実施してきま

した。その後社会情勢が⼤きく変化し、国の⽂化政策も⽂化庁移転決定や⽂化芸術基本法の施⾏、「⽂化芸

術推進基本計画」や「⽂化経済戦略」の策定などを踏まえて転換が進む中、文化の保存・継承から発展、創

造、活用まで、文化政策を総合的に推進するため、平成 30年７⽉に「京都府⽂化⼒による未来づくり条例」
を制定、それに基づく「京都府⽂化⼒による未来づくり基本計画」を策定しています。 

 

4つの広域振興局へのアートマネージャーの配置 

 文化スポーツ部の中に文化政策室などと共に、文化芸術課が置かれており、私が所属する文化スポーツ部

文化芸術課には 3 つの係があります。芸術振興、文化の人づくり、私が属する地域文化振興という 3 つで
す。⽂化の⼈づくり係では、京都市でのアートフェア事業や若⼿アーティストの育成などを⾏っており、芸

八巻真哉 
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術振興係では京都府文化賞の顕彰などの取り組みをしている係です。 私はプログラムオフィサーとして地域
⽂化創造促進事業内の事業統括、企画⽴案や外部との渉外、報告、政策⽴案に関わっています。 京都府は兵
庫、福井、滋賀、⼤阪、兵庫、奈良、三重と隣り合う、南北にとても広域です。その府域を丹後、中丹、南

丹、⼭城という 4 つのエリアに分け、各エリアに広域振興局があり、それぞれに地域アートマネージャーを
配置し、⽅針や予算、協働、評価などを⾏っています。 

 今後の⽂化振興――⽂化⾸都・京都を築くために必要な視点として、「アートによる市⺠⼒の育成」「⽣

涯学習」「京都にしかないもの、それが同時に世界の先端に繋がるもの」 という 3つを重視しています。 

 その中でも、アートの視点からの「地域のアイデンティティや魅⼒の確⽴」を⽬指し、住んでいてよかっ

たと誇りをもてるようなまちづくりや、ここに住みたいと選ばれるようなまちづくりをしていきたいと考え

ています。 

 

アートマネージャーの必要性と役割 

 私は公務員という⽴場ではありますが、事業企画担当として雇⽤されており、プロパーの公務員ではあり

ません。2016年に開催されたスポーツ⽂化ワールドフォーラム*の取り組みの中で、展覧会やシンポジウム
の企画などの担当として⾏政の中に⼊りました。府内の各地域における、いわゆる⽂化格差といわれるもの

があることが気にかかり、前知事時代に私からアーツカウンシル設⽴の提案や、各振興局への専⾨性を持っ

た人材――アートマネージャーの配置を提案しました。そして、2016年からアートマネージャーが随時配置
されることになりました。 

*ラグビーワールドカップ 2019、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技⼤会、関⻄ワールドマスターズゲーム
ズ 2021等に向けて、京都と東京で開催された国際会議。 

 

 アートマネージャーは、相談対応や⾃主事業の企画、助成プログラムの企画や評価⽴案などが主な仕事で

す。大きく次の 3点があげられます。 

 

①地域の人々が主体となって芸術文化活動に関わる環境づくりの促進 

②地域の持つポテンシャル・魅⼒をアートの視点から引き出し、地域に 

 根付く文化政策環境のプラットフォームの作成 

③”アート「を」学ぶ”のではなく、”アート「で」育む”取り組みを展開し、 

 文化の育成・継承へとつなげる 
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 アートマネージャーとともに、地域から事業ごとにですがアートコーディネーターとなる人材を積極的に

活用しています。各広域振興局に配した、アートマネージャーやアートコーディネーターが、「今ここ」で

なければ生まれてこない独自の文化政策環境を整備しています。 

 

創造活動の循環から拠点形成へ 

 京都府内だけでなく、国内外のアーティストをレジデンスで招くなど国際的なスケールで事業を展開して

います（地域発信型 AIR）。また、研修プログラムなど公開⾃由参加型ミーティングの開催や、関⻄および
国内外の芸術文化の動向にまつわる連続トークの開催、情報発信、事業記録のアーカイブなどを実施してい

ます。 

 AIRや滞在制作などを通して、アーティストが地域のリサーチを⾏うことで、地域の価値を⾒直し、創造
活動が循環していくという、広域振興局レベルでの拠点形成を目指しています。 

 

街・人との出会い  

→視点や価値観の再提起 

→創作活動の実⾏ 

→アーティスト・街・人の変化といった 

創造的な循環スパイラルを積み重ね、創作活動の拠点となることを目標にする。 

 

 本計画の実施により、文化芸術活動を支援する専門人材が地域における文化芸術活動に関わること

で、より地域の実情に沿った、継続性のある企画を⽴案することが可能になる。さらに、この取り組み

を通じて、全国的に必要性が高まっている文化芸術の専門人材、つまり地域の抱える課題や状況を把握

し、公的資⾦をどのように投入すれば文化芸術を振興でき、それを地域の活⼒創出につなげることがで

きるかについて考えることができる人材の育成も⾏います。 

 

【文化的効果】 

住⺠が自ら文化芸術活動に参加する環境づくりを促進することによって、地域文化の育成・発展へとつ

ながる。地域の魅⼒や文化資源を開拓し、多様な地域文化を反映した文化芸術を創造することで、住⺠

のシビックプライド（地域の誇り）の醸成と地域の活性化を促す。 
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【社会的効果】 

少子・高齢化、過疎化が深刻な状況を迎え、地域コミュニティが衰退している中で、文化資源を活用し

た地域活性化のニーズは府内各地域においても高い。現状として、文化芸術に関する人材や環境整備が

京都市内に集中しているが、本事業により、府全域で文化芸術の振興や普及の担い手となる人材発掘・

育成、情報やノウハウを共有する環境整備が推進できる。また、市町村や公⽴⽂化施設だけでなく、ア

ート NPOや文化団体、住⺠組織などが主体となり、国や⺠間の助成財団等の財政的な支援を受けなが
ら、事業化に向けて活動を継続していくことも考えられる。 

 

【経済的効果】 

地域の魅⼒や産業の付加価値などを生み出すことで、その地域に繰り返し訪れる訪問者が増える。 

 

〜⽂化⾸都・京都を築くために〜 

「ともに学び」、「ともに考え」、「ともにつくる」 

日本文化のふるさとである京都から世界に向けて、文化の真髄を発信し、 

⽂化交流の場を創出する中から、⽂化創造の新たな潮流を巻き起こします。 

 

 

 

４．堺アーツカウンシル（ 堺市文化観光局文化部文化課） 

発表︓上⽥假奈代（堺アーツカウンシル プログラムディレクター／詩人） 

 

 私は 2003年から新世界フェスティバルゲートでアーツパーク事業
に携わってきました。そこではユニークな活動が展開されていました

が、⼤阪市の⽂化事業が当初の計画よりも短い帰還で終了してしまい

ました。その時、大阪市の事業に関わっていた私達は、今後の大阪の

文化政策をどうしていけばいいのかを考えていくために、2007年
「⼤阪でアーツカウンシルをつくる会」という勉強会を⽴ち上げまし

た。⼀つの報告書を作り、アーツカウンシルを設⽴する困難さをわか

りながら、会を続けてきました。2013年に⼤阪でアーツカウンシルが設⽴されましたが、つくる会は解散せ
ず、「大阪でアーツカウンシルを考える会」として活動を続けています。 

 

上⽥假奈代 
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堺市のアーツカウンシル 

 堺市の文化芸術推進計画に基づいて、堺アーツカウンシルは 2021年 1⽉発⾜、設⽴されました。専⾨知識
を有する人材が文化芸術に携わる人たちを支援することで、文化芸術の振興を図り、文化芸術を活用して、

子育て・教育・福祉といったさまざまな分野の社会的課題の解決をめざす組織です。 

 

第 2期堺⽂化芸術推進計画（令和 3年度〜令和 7年度） 

基本目標 

（1）⾃由で⼼豊かな市⺠⽣活の実現 

 ⾃由で多様性を持った市⺠⽂化の実現により、市⺠の⽂化的⽣活の充実を図ります。 

（2）都市魅⼒の創造 

 質の⾼い⽂化芸術の⼒を幅広い分野における社会的課題の解決等に活⽤し、活気ある魅⼒あふれた 

 都市の実現を図ります。 

 

体制と機能 

 ⼤阪と同じように、堺市のアーツカウンシルも⾏政、堺市⽂化芸術審議会に紐付いています。特徴は、審

議会の中に部会があり、それとは別にプログラム・ディレクター、プログラム・オフィサー、市の職員を含

めてアーツカウンシルの組織となっているところです。 

 私はプログラム・ディレクターですが⼒不⾜なので、専⾨性の⾼いプログラム・オフィサーに関わってい

ただいています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

芸術活動に伴走し、相談や応援

をするのが役割です。例えば、

以下のような機能を担っています。 
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・関連分野との有機的な連携のためのコーディネート機能 

・文化芸術活動の推進における諸問題の解決のための相談機能 

・公募型補助⾦の対象事業の事業効果を最⼤化するための助⾔ 

 

文化芸術活動の支援 

 予算も人材も少ないですが、文化芸術活動の支援として、 

 

・推進計画の方向性を踏まえた堺市の文化芸術施策の進捗状況の確認 

・進捗状況の確認を元にした事業効果を最大化するための改善提案 

・地域における市⺠⽂化活動を下⽀えする市内⽂化施設の機能向上に係る⽀援 

 

などを進めています。初年度は、⽂化施設の機能向上に係る⽀援として、⽂化財団・地域⽂化会館の職員向

け研修を実施しました。 

 

調査研究・情報発信 

 調査研究・情報発信では、以下のようなことに取り組んでいきます。 

 

・他市や海外の先進事例の情報収集 

・優れた⽂化芸術活動に関する取組事例の紹介 

・研究成果の発信、共有 

・文化芸術の推進に係る講演会、シンポジウム、ワークショップ等の開催 

 

コロナ禍でオンライン開催となりましたが、本年度が市⺠向け勉強会を 2件実施しました。 

 

●地域でのアート活動を学ぶ勉強会〜アーツマネジメント事始め〜 

対象︓堺市で⽂化芸術活動をしている⽅、関⼼のある⽅ 

2021年 9月 14日 オンライン開催 参加︓24人 

堺アーツカウンシルのプログラム・ディレクター、プログラム・オフィサーが 5つの事例を紹介。 

●こども・若者・⾷と交流・地域の居場所づくり・商店街など地域資源とアートなど 
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2021年 10月 14日 対面開催 参加︓22人 

企画や広報、組織の基盤強化、資⾦調達など、⽂化芸術活動に課題はつきもの。参加者のみなさんと話

し合いながら、持続可能な活動を学び合う。堺の⼈たちと交流を深めながら活動をしている。 

 

公募型補助⾦事業へのサポート 

 １年めの活動で感じていたのは、伴⾛⽀援の必要性です。補助⾦が採択された事業だけを追いかけるので

はなく、不採択の場合にもお話を聞きに伺います。そのなかで、重要だと感じているのは、助成⾦を申請す

る前の段階での相談です。申請書にどのような⾔葉を選ぶのかなど、悩むことも多いいはずです。申請前に

気軽に相談してもらいたいと考えています。審査そのものにプログラム・ディレクター、プログラム・オフ

ィサーは関わっていません。 

 まだまだ伴走支援というのはおこがましいくらいの活動ですが、できる限り、事業所や本番の現場を尋ね

るようにしています。 

 

 2021年度の堺市⽂化芸術活動応援補助⾦額は約 1700万円です。2年⽬は少し減ってしまいました。コロ
ナ禍のせいなのか、あるいは市⺠のみなさんの中で補助⾦のしくみ（経費の 1/2補助など）の理解が進み精
査されたのか。 

 

社会包摂のコツ 

 文化芸術活動による社会包摂と言われますが、社会包摂は難しい。文化施設や財団の職員研修では、社会

包摂の⼤事なプロセスとして「試⾏錯誤しながら、チームのみんなで取り組みたいと思えることをやってい

きましょう」と伝えました。 

 最後に、私が考える社会包摂のコツを紹介します。 

・普段は交わることのない他者と関わってみることで新しい価値（役割、作品）が生まれることがあ

る。 

・創造的なプロセスを共有するという姿勢が⼤切（創造から排除しない）。 

・参加者本人の興味のあるところから関わってもらう。 

・参加者のペースで「そこそこ」参加してくれたらいい、というスタンス。 

・関わるそれぞれが一歩チャレンジし、関係性もフェアである。 

・正解もなく、範囲は広いので、全部やらなくてもいい 

・小さいのがたくさんあればいい 

・とりこぼさない⼈を⼤切にする「練習」の（ような）こころもちで 
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５．おかやま文化芸術アソシエイツ（（公社）岡山県文化連盟） 

発表︓⾼⽥佳奈（公益社団法⼈岡⼭県⽂化連盟事務局 

（おかやま文化芸術アソシエイツ担当）） 

 

成り⽴ちと組織 

 公益社団法人岡山県文化連盟（以下、文化連盟）の機能を強化する文脈でで

きました。そのため、おかやま文化芸術アソシエイツ（以下、アソシエイツ）

の業務はすべて兼職で⾏っています。⽂化連盟は、県内の多彩な⽂化芸術団体

を「まとめ」「つなぎ」「のばす」唯一のネットワークです。主に４つの事業

に取り組んでいます。 

（１）おかやま県⺠⽂化祭（9〜11月）の開催 

（２）⽂化⼈材バンク〜おかやま⼦どもみらい塾〜学校出前講座の開催 

（３）天神⼭⽂化プラザ（天プラ）の指定管理運営 

（４）おかやま文化芸術アソシエイツ（相談業務、助成⾦と伴⾛支援、パイロット事業の実施） 

 

 正会員 115団体には、岡山県、県内 27市町村、分野別県レベル文化団体、市町村文化協会・文化連盟、文
化関係公益法人などが加入しています。分野別県レベル文化団体は県内の文化芸術活動の担い手で、岡山県

美術家協会、岡山県合唱連盟、岡山三曲協会など。文化関係公益法人は県内の文化芸術活動の支援主体で、

大原美術館、福武教育文化振興財団、岡山文化芸術創造が含まれます。 

賛助会員（寄付会員）も個人 249名、93団体（2021.11.25現在）いらっしゃいます。 

 多くの担い手の方が会員となっており、支援する主体が正会員です。連盟がもともと持っているネットワ

ークを維持しながら、アーツカウンシル機能を付加することで、もっと外側のみなさんとつながる、ネット

ワークを広げていこうというのが特徴です。 

 

文化資源、文化資本を活用 

 平成 30年度から 10年間（〜令和 9年）の「おかやま⽂化振興ビジョン」にも、⽂化連盟内にアソシエイ
ツを設置することが明記されています。地域アーツカウンシルを、地域社会を⽂化という切り⼝で俯瞰的に

みるための機能だと考えています。 

 プログラム・コーディネーターとして、日本初のクリエイティブ・リユース拠点を倉敷市玉島に展開して

いる大月ヒロ子さん*を迎えて、共にプログラムを考えています。大月さんは、もともと存在している文化資

⾼⽥佳奈 
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源、⽂化資本の価値を再提⽰して⾒せることが上⼿な⽅なので、わたしたちもそれに従って調査をすすめる

ことになりました。 

*⼤⽉ヒロ⼦︓（有）イデア代表取締役、国⽴歴史⺠俗博物館客員准教授、⼀般財団法⼈地域創造 文化・芸術による地
域政策に関する調査研究事業専⾨委員会委員。板橋区⽴美術館学芸員を経て独⽴。ミュージアムづくり、展覧会監修、空

間デザインを⾏う（有）イデアを設⽴し、数多くの公⽴ミュージアムの設⽴準備や運営に関わる。倉敷市の⾃宅を改修

し、様々なプロジェクトを展開中。 

（おかやま文化芸術アソシエイツウェブサイトより https://o-bunren.jp/associates/） 

 

 例えば、「作品を作る」「作品を発表する」以外に、アーティストが“提供できる価値”は何か、社会的価

値のようなものを探っていく動きにつながっていきます。そういったことの、繰り返しの中で、私達がまだ

気づいていない新しい価値を創造することができると考えています。それはまさに、アートと社会をつなぐ

ことだと考えます。 

 地域アーツカウンシルとして、いわゆる文化芸術のアートの専門性だけではなく、その地域に一緒に暮ら

す人として、地域の課題やニーズ、情報などを収集できることが強みです。 

 

機能と取り組み 

県内の多彩な文化芸術活動が「新しい価値を創造する」ためのサポートとして、具体的には以下のような機

能を備えています。 

 

１）シンクタンク機能（調査分析）・政策提言 

県内の文化芸術資源を発掘、再評価、活用するための調査研究 

 

「ヒト・コト・場所」 

県内のちょっときになるヒト、コト、場所の調査研究。大月さんとともに調査したものをコラムとして

ウェブサイトで不定期配信。その中から事業のヒントを拾っている。 

 

 

「OKAYAMA CULTURE V」 

おかやまの文化芸術の“楽しい”を紹介する公式 You Tubeチャンネル。文化連盟で作成するさまざまな
動画やコンテンツ、実演家のみなさんが⾃ら作成した動画を配信するチャンネル。県⺠⽂化祭事業に連

携して、備中地域の音をテーマにした動画など、さまざまなコンテンツを配信している。 

 

https://o-bunren.jp/associates/
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「MINING OKAYAMA」ウェブサイト 

マイニングは採掘するという意味。類まれな輝きを放つ宝石やこれから輝く原石を採掘するような感覚

で、岡山県の文化芸術に関する人、コト、場所を紹介し化学反応を起こしていくサイト。 

 

「MINING OKAYAMA」は文化芸術採掘ツールとして、以下の３つのコンテンツをベースに、県内で文
化芸術活動をする人を採掘する目的で開設しました。リストやカタログ形式ではないアーティスト・バ

ンクのようなサイトを目指しています。 

・MINING RELAY︓好きから始まるリレー形式のコンテンツ 

・CREATION SAIYUKI︓アーカイブされた作品とヒトに再び目を向けて文化芸術を楽しむ 

・BUNKA GEIJUTSU GEIGOTOMEIKAN︓誰でも登録できるデータベースを通じて⽂化芸術の 

 多種多様性を楽しむ 

 

２）中間支援機能 

「⽂化芸術交流実験室」 

領域横断的な出会いの場、参加者が気づきや学びを得る企画。回想法という医学的なアプローチと古道

具という文化芸術資源をかけ合わせた実験室や、70〜80年代の⽇本の歌謡曲の歌詞を参加者と読み込ん
でその世界観を⼗分理解した上でカラオケを歌うという企画などを実施。コロナ禍でリアルに集まるこ

とが難しく、オンラインコンテンツ「訪問実験室」も作成。日本画家が能舞台の松を描くようすを撮影

して公開したり、県⽴美術館の学芸課⻑に掛け軸や器の取り扱い、しまい⽅、紐のかけかたを学ぶとい

ったコンテンツを公開しています。 

実験室の取り組みを県⺠⽂化祭にも取り⼊れ、「これがOKAYAMA︕」というプログラムに、アソシエ
イツ的な視点の企画を組み込み実施。岡山には、備前、備中、美作の３つの地域があり、毎年地域とテ

ーマを変えて、それに沿った文化芸術資源を掘り出して、新たな⾒せ⽅で提⽰していく事業を 3年ほど
取り組んでいます。 

 

 

「みんなの活動」官⺠合同資⾦調達ミニセミナー＆相談会 

⽂化芸術系以外の助成⾦を持つ団体、県の補助⾦、福祉系、⾚い⽻根共同募⾦などとともに、県内の助

成⾦をもっている団体が全て集まって開催する資⾦調達セミナー＆相談会を定期的に実施 

 

「県内の文化関係公益法人等の情報交換会」 
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支える側のわたしたちが賢くなろうという目的で開催する情報交換会 

 

「アートマネジメント研修」 

情報交換会に合わせて研修を実施。みんなで県内で学びながら高め会える活動をしています。 

 

助成⾦分配 

 岡山には福武教育⽂化振興財団という⼤きな財団があるので、そことは⼀線を画して、県⺠⽂化祭の中に

「文化パワーアップアクション助成事業」という枠を持っています。 

 

趣旨︓文化・芸術を生かした地域的・社会的課題への対応を通じ、新たな価値の創造を目指す事業で、

以下のいずれかにあてはまる事業に助成 

１ジュニア育成支援事業 子どもたちの文化活動を支援する活動 

２文化団体育成強化事業 団体のレベルアップを図る活動 

３地域文化創造支援事業 ⽂化を切り⼝に地域を元気にする活動 

対象者︓ 

２ 岡⼭県内で⽂化・芸術活動を⾏う団体 

１，３ 主たる分野が⽂化・芸術でなくとも、⽂化・芸術をひとつの切り⼝として新たな価値を創造す

る活動を⾏おうとする団体 

上限 20万円、10団体程度、任意団体や NPOも対象 

 

 新たな価値の創造に特化したものなので、通常の演奏会や発表会には使えません。⽂化芸術を⼀つの切り

口として仕掛けていくような事業のための助成です。該当するものがなければ助成しないという方針でやっ

ています。 

 その他、「岡⼭県みんなの⽂化活動応援事業」という県の補助⾦審査にも加わり、広い意味で助成⾦分配

に関わっています。 

 

「岡山県みんなの文化活動応援事業」 

新型コロナ対策として県が設置した間接補助を実施した 

令和 2年度 102件、1400万円程度 

令和 3年度 57件、500万円予定 
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６．アーツカウンシルみやざき（（公財）宮崎県芸術文化協会） 

発表︓⼭森達也（アーツカウンシルみやざき プログラムディレクター） 

※映像による発表 

 

特徴 

 アーツカウンシルみやざきは、令和元年６⽉に、公益財団法⼈ 宮崎県芸術文

化協会の中にできました。ここでは、アーツカウンシルみやざきが、他のアーツ

カウンシルと違うところをご紹介します。 

 

その１「⺟体となる法⼈が、施設管理を⾏っていない」 

 アーツカウンシルが設置されている法⼈の多くは、ホールや施設の企画運営を⾏っています。アーツカウ

ンシルみやざきの⺟体となっている宮崎県芸術⽂化協会は、管理している施設、ホールを持っていません。

そのため、施設運営に左右されることなく、県域全体に渡って、⽂化芸術活動⽀援を⾏っております。 

 

その２「スタッフ全員が常勤」 

 プログラムディレクターの山森、そしてプログラムオフィサーの中山、両名ともがアーツカウンシルみや

ざきの常勤スタッフとして勤務しております。 

 また、プログラムオフィサーの中山は、地元コミュニティラジオのカリスマパーソナリティとして活動し

ている他、宮崎サンシャインレディとして、京セラドームでの始球式、原監督とのグーパンチ等の活動をし

ております。 

 ちなみに、中山は、インディードでアーツカウンシルへの就職を志した、初めてのプログラムオフィサー

と呼ばれています。 

 

その３「障害者芸術支援センターとの連携」 

 アーツカウンシルみやざきと、宮崎県障害者芸術⽂化活動⽀援センターは、国⺠⽂化祭・全国障害者芸術

⽂化祭みやざき⼤会の開催を契機に、設⽴されました。そのため、お互いのメリット、デメリットを補完し

会う関係をつくるために連携し、常に連絡を取り合う関係を構築しております。 

 

取り組み 

 主な業務は、相談、助成、⼈材育成、普及事業などが挙げられます。相談件数は令和元年度が 69件、令和
2年度が 123件、令和 3年度は 1月末時点で 200件と、毎年件数を増やしています。 

山森達也 
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 助成事業も、既存の⽂化活動から、他分野とのコラボレーションを⾏う事業の申請が増加しています。宮

崎の短歌⽂化を使って、街全体を歌集に⾒⽴て、歌⼈の⼩島なおさんが詠んだ歌を、QRコードで店舗や該
当に貼り付ける取り組みなど、創造性に富んだ事業が増えてきています。 

 

 その⼀例として、今年度採択事業「ひょっとこレボリューション 第一章 狼煙」をご紹介します。宮崎

県内で酒の席やお祝い事で踊られるひょっとこ踊り。これの新しい形を考えたいという相談がありました。

アーツカウンシルはアドバイザーとして参加。大阪・新世界でセルフ祭を始めとして活動するアーティス

ト、コタケマンに１週間滞在してもらい、地元の人達と一緒に新しいひょっとこ踊りをつくりました。 

 地元の皆さんのもてなしが連⽇連夜続き、⼀⽇の制作時間が２時間程度しか取れないというトラブルもあ

りましたが、型にとらわれない、新しい表現として、地元の神社や踊り集に受け入れられる事業となりまし

た。 

 今後は、更に発展させ、伝統的な踊りの中にアート、演劇等さまざまな要素を入れた新しいまつりとして

発展していく予定です。 

 

ひたなにこたつ 

 よく、全国から問い合わせがあるのが、国⺠⽂化祭（国⽂祭）、全国障害者芸術・⽂化祭（芸⽂祭）の開

催についてです。 

 コロナ禍での開催によって、参加した文化団体の感染防止対策のスキルが向上しました。また、県外から

の有名ゲストを招くことができないため、⾃分たちでできる限り良い事業をつくろうという機運が高まり、

全体として活動の質の向上につながりました。 

 さらに、１年の延期の中で、⾃分たちが⽂化芸術活動をやる意義の問い直しや、活動の継続のための議論

や取り組みが多く⾒られました。これらのことから、宮崎での国⽂祭・芸⽂祭は成功であったと⾔えます。 

 

 今後は、国文祭後の文化芸術活動をどのように考えるべきかが重要になります。しかし、オミクロン株の

感染拡⼤は、国⽂祭の成功という熱を冷ますには⼗分でした。国⽂祭後のことをみんなで議論する機会を設

けたくても人が合うことが難しいことから、ただ、グダグダと話をするだけの場を考えてみました。 

それが「ひなたにこたつ」です。 

 宮崎県庁５号館は、旧第⼀勧業銀⾏の建物で、県の⽂化財にも指定されています。しかし、現在は県庁の

ただの会議室として使われており、利活⽤についての議論は起きていません。歴史のある建物の中にこたつ

を置いたら、とりあえず誰か来るだろうと始めてみましたが、毎日 10〜30人ほどが宮崎の文化について語っ
てくれる事業となりました。 
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 アーツカウンシルみやざきは、施設をもたず、場所もないため、こんなやり方もありますよ、こんなコン

セプトはいかがでしょうかという提案型の自主事業を続けています。 

「アーツカウンシルみやざきは、よくわからないけど、面白い」 

とこの３年で⾔われるようになったのは、とても嬉しいことですし、今後も宮崎を⽂化でデザインすること

を進めていきます。 
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11︓45〜 

テーマ︓ 

第 2 部 ディスカッション  
 

進⾏／ 

権⽥康⾏（⼤阪アーツカウンシル委員／伊丹市⽴⽂化会館（東リいたみホール）館⻑） 

コメント／ 

古後奈緒⼦（⼤阪アーツカウンシル委員／⼤阪⼤学⽂学部准教授） 

志村聖子（大阪アーツカウンシル委員／相愛大学音楽学部准教授） 

登壇者／ 

上⽥假奈代、杉浦幹男、⾼⽥佳奈、中⻄美穂、⼋巻真哉、⼭森達也 

 

工夫とアイデアと情報交換 

 

権田 第 2部のディスカッションを始めます。進⾏は権⽥です。よろしくお
ねがいします。第 1部の事例紹介をしてくださった皆様と、コメンテーター
としてお二人、古後さんと志村さんに来ていただきました。 

 まずは、山森さんからお聞きしたいと思います。第一部をお聞きになって

いかがでしたか︖ 

山森 昨日はアーツカウンシルネットワーク会議に参加しました。今日のシンポジウムも含め、各地の現状

を知る機会がとても⼤事だと改めて思いました。助成⾦の話では、予算規模に⼤きな差があり、宮崎は少な

いほうに入ってしまいます。その中でどういう活動をするのかは、苦心しつつも、それぞれの地域の現状に

合あわせたアイデアを出していると感じました。アイデアを出すプログラム・ディレクターやプログラム・

オフィサーのみなさんの取り組みは勉強になりました。敬意をお伝えしたいです。 

権田 事例をお聞きして、それぞれの地域でアーツカウンシルやプログラム・オフィサーなど位置づけが随

分ちがうと思いました。⾼⽥さんはどうでしたか︖ 

高田 地味に真⾯⽬に事業をしております。特に、今回中⻄さんからお話をいただいて、都市型の東京や横

浜のアーツカウンシルは、すごく華々しい。それと同じやり方は、地方では通用しません。プロからアマチ

権⽥康⾏ 
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ュア、愛好家に⾄るまでの⼈のありかたなど、事情が⼤きく違う。予算規模や⾏政の認識、地域の⼈のアー

トに対する認識も踏まえた上で、どういう政策を打っていくのかが腕の⾒せ所だと感じました。 

 ここにいる人達は、一緒に、講師に招き合ったり、お互いの様子を勉強し合いながら活動をつくってきた

“仲間”という感覚があります。それぞれが特徴⽴ってきたなと感じました。 

権田 特殊というと、京都の八巻さんのところが特殊ですね。事業体としてのアーツカウンシルという意味

で、みなさんのお話をどうお聞きになりましたか。 

 

⼈材もお⾦も 

 

八巻 京都府は知事含め、上からアーツカウンシルをつくれと言われてつくった

のではありません。現場を預からせてもらい、事業展開していく上で、必要性を

強く感じ提案しました。イベントだけの打ち上げ花火で終わってしまうのではな

く、文化首都京都を築くために、どういう体制づくりや事業展開が必要かという

意識を持った⼈たちが集まっています。トップダウン的なイベント事業とともに

とボトムアップ的な拠点形成を同時にやっていけたらなという形で取り組みを始

めました。 

 みなさんのお話を聞いて、次々と政策をつくっていく様子などはうらやましく感じました。反面、僕自身

は展覧会事業等の企画を専⾨としているので、調査研究や助成⾦採択の業務だけでは満⾜できないかもしれ

ないとも感じました。 

 共通しているのは、人材育成の必要性です。自分が 40代半ばになり、文化芸術の必要性について改めて考
えたときに、次世代をどうつくっていくのかを徹底的に考えていきたいと思っています。 

権田 上田さんはスタートをきったばかりのアーツカウンシルとして、活動歴のあるみなさんのお話を聞い

てどうでしたか。 

上田 アーツカウンシルというのが続々とできてきている状況の中で、都市型、地方型の違いや、担い手が

取り合いになるのか、育てていくのかも気になるところです。 

 最初にアーツカウンシルをつくろうという話をしたときに、なによりも困ったのがお⾦の問題でした。中

間⽀援のための予算をどう確保するのか。⾏政や⾃治体がどう考えるのか。⼀⽅で、私⾃⾝がどうにかして

現場をまわすためのお⾦をどう考えるのかはまったく違う。私⾃⾝は今現在苦労していますし、他のみなさ

んがどのように考えておられるのかも気になります。あと、⾔葉も違うのをどうにかしたいです。 

 

 

 

八巻真哉 
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地域の文化はどんな状況かを知る 

 

権田 新潟は、2016年に設⽴されていますが、⽂化振興条例等が設置されい
ないというのが特徴ですね。 

杉浦 アーツカウンシル新潟は、前市⻑がやりましょうと⾔ってできまし

た。そもそも文化政策の計画性がほぼありません。おそらく全国の自治体が

あてはまると思いますが、地域の⽂化レベル、⽂化芸術の状況を⾏政が知っ

ているかどうかがアーツカウンシル設⽴時に⼤きく影響します。⾏政が正しい

データを持っていて、状況を理解していると、アーツカウンシル設⽴を⽬指し

たときにすんなりとスタートできます。 

 もし、それができていない場合は、アーツカウンシルを設⽴する前段に調査研究が必要です。その調査研

究をきちんとやるには半年くらいは必要でしょう。調査をしなければ、アーツカウンシルの⽴ち位置がわか

らず、⾏政と専⾨家の会話も認識も噛み合わないという最悪の状況になっていきます。新潟はわりとしっか

りしているとよく言われますが、そういう意味ではぜんぜんちゃんとしていないです。 

権田 外から⾒ている印象と随分違いますね。中⻄さんはどうでしょう︖ 

中⻄ 人口も随分違いますし、広域自治体か基礎自治体かの違いもある。京都府は広域振興局ごとに、それ

ぞれで根付くようなしくみをつくっている。例えば、⼤阪府や岡⼭県など広域なところではイメージが共有

しやすいと思います。基礎自治体になると、もっと個別に寄り添う形になりますね。 

 一方で、共通項もあると思います。既存の文化政策の考え方で捉えるとそれぞれに異なります。でも、実

は各地域で⾏われていることを抽出すると、意外と共通部分があり理論化ができるのではないかと感じてい

ます。統括としてよりも一人の研究者として興味をもっているところです。 

権田 共通項が⾒い出せそうで⾒い出せないように僕は感じたのですが。 

古後 地域がその地域にそった課題を、きめ細かく抽出して事業をされていることが素晴らしいと思いまし

た。おおざっぱな共通点としては、アーツカウンシルが担っている 3つのことが考えられます。一つは国や
地域の文化的なアイデンティティを担うこと。次に、外交的な機能、先進的なアートやハイアート的なもの

を担うこと。そして、市⺠活動から現れてきたものです。 

 また、どの団体も地域社会の課題を、芸術を絡めて解決をしようとしているのが興味深いと思いました。 

 

仕組みにおける課題 

 

志村 6団体の事例をお聞きして、改めて⽇本の地域アーツカウンシルの 

杉浦幹男 

志村聖子 
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多様性を知ることができました。それぞれの地域の特色を具現化するかたちで、できあがっていることを垣

間⾒せてもらいました。 

 すでにアーツカウンシルが設置されている地域では仕組みを変えていくのは難しいかもしれません。一方

で、今後、設置を検討している地域については、地域アーツカウンシルの現状を知る今日のシンポジウムは

意義があると思います。 

 限られた予算や時間の中で、専⾨性を活かし、関わる⼈達の能⼒をできる限り発揮できる仕組みをつくる

ことが重要だと思います。それぞれのアーツカウンシルにおいて、今の仕組みではできないことがあると

か、変えていきたいことがあるといった課題をお聞かせください。 

権田 杉浦さんいかがでしょうか。 

杉浦 それぞれの地域で、それぞれに則した仕組みを、模索しながらつくっていくしかないと思います。出

てくる課題は地域によって異なります。現状は⾏政がバックアップするかたちで、アーツカウンシルが設⽴

されるという前提で考えると、⾏政と専⾨性をどうすり合わせていくのかが課題です。 

 私は沖縄、新潟、宮崎、静岡などでアーツカウンシルの設⽴に関わって、相談を受けてきました。共通し

て課題となるのは、⾏政の⼈は出来ない理由を考える。出来ない理由を考えるなら、専⾨⼈材に任せて欲し

いと思うのですが。どの自治体も、その点が一番の大きな課題です。 

 設⽴後も出来ない理由を考える傾向はあるので、そこは課題だと思います。⽂化芸術の特性である⾃由さ

と、⾏政の特性である形にはめたいというベクトルがどうしても合いにくい。もちろん、すりあわせていか

なくてはならないが、抽象化すればそれが一番根っこにあるんじゃないかなと思っています。 

中⻄ 仕組みの前に、私が課題だと思うのは芸術家の状況を概観できる基礎研

究が無いことです。それが大阪に限った状況ではなく全国的であることを、コ

ロナ禍になって初めて知りました。地域には芸術活動、芸術家、芸術団体がど

のような階層で何人くらいいて、どのような生活をされているのか。そういっ

た基礎研究がまったくないので、毎回手探りでやっています。専門家か、文化

芸術を知らない人かという分断が起きていると思います。両者が共通で使える

⽂化芸術活動に関する資料がないことが⼀番の課題だと思っています。 

 もう⼀点、私達は現場や⾏政の⽅と対話、話し合う中でいろんなことに気づ きます。でも、今

の仕組みではそういう時間が⼗分に取れません。私が⾮常勤であったり、⾏政 の担当者もコロナ

が影響して時間が取れないとか。⾏政ができない理由を考える場⾯にあたると いうよりも、もう

少し時間があれば話ができるのにな、と思うことが多くあります。そこが仕組 みの中で足りない

なと思っていることです。 

山森 中⻄さんと、杉浦さんのお話はよくわかります。中間⽀援の存在はすごく⼤事なはずです。それが現

場と⾏政、現場と社会をつなぐ存在だと思いますが、アーツカウンシルは意外と孤⽴しやすいと改めて感じ

ています。 

中⻄美穂 
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 例えば、現場の⼈から「どうせアーツカウンシルは⾏政でしょ」と⾔われることもある。⼀⽅で、⽂化庁

の助成⾦の仕組みが、アーツカウンシルの動きや現場の声を吸い上げる構造になっていないことが気にかか

ることもあります。  

 堺の社会包摂の事業はまさに孤⽴させない、豊かさを⽀えるという事業です。⽀える事業だけど、アーツ

カウンシルには意外と関わりづらいとか、ギクシャクするような感覚を現場にいると感じます。 

 

共通の⾔葉を定義する 

 

高田 岡山は受け入れられないというよりも、もともと岡山県文化連盟とい

う地域の人とつながっている活動をベースにスタートしたので、今も大事に

しているのは、“地域アーツカウンシルこそ未来︕正義︕”という⽴ち位置はや

めようということです。 

 これまでに地域で⽂化活動をしてきた⼈たちをリスペクトして⼤切にする。

今の若い⼈たちは、地域の⽂化団体に⼊りたがらないので先細りかなと思う⾯もある。だからといって、⾏

く末に寄り添う姿勢を忘れずにいこうとか、気をつけていることはいくつかあります。 

 それよりも、私が思うのは⾏政との関係づくりの重要性です。⽂化芸術関係の法律は、⽂化芸術基本法と

いう⼀つの法律しかない。⽂化芸術はすごく幅が広くて、何をアートと捉えるのかは未だ答えがない。そん

な分野で、⾏政の担当者は 2〜3年ごとに異動していきます。 

 例えば、地域アーツカウンシルや財団側から⾒ると、その担当者が何ができる⼈なのかすぐにはわからな

い。ポテンシャルを探ることを、担当者が変わるたびにやっています。勘良くどんな⼈かがつかめる⼈もい

れば、つかめない⼈もいる。⾏政は基本的に⾏政施策、法律に基づいて動くので、それはすごく得意。だけ

ど、自由な中で、⾃分で発想してやっていくのは慣れていない、経験がない。その⼈たちと議論を、⾔葉を

すり合わせていく。⼀つひとつの⾔葉を定義していく。同じ意味を定義していくのが⼀番難しいと感じま

す。 

八巻 僕は公務員という⽴場です。事業ごとに異なる課題がいろいろとあり、専⾨⼈材に全ても⾏政側が任

せきるというのはちょっと無理があるかなと感じました。いやらしい⾔い⽅ですが、⾦を出したら⼝を出し

たいのが⾏政です。だけど、どのような形で共通⾔語を持つのかを考えていて、僕は常に翻訳者であること

に徹しています。 

 アーティスト活動による地域文化の活性などがうたわれるときに、気をつけていることがあります。自分

⾃⾝が⾏政と話をしたり、地元の⼈と話すときに気をつけているのは、アートやアーティストはスーパーマ

ンではなく、⽔⼾⻩⾨の印籠でもないと伝えるようにしています。あくまでも地域における課題などを可視

化して問うてくれているものだということ。そういうことを理解してくれるアーティストと協働してレジデ

ンスなどを実施しています。 

高田佳奈 
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 また、ニーズ調査を必ず実施してほしいとお願いしています。そもそもアーツカウンシルを必要としてい

るのか、アーティスト・イン・レジデンス事業を必要としているのかについてニーズ調査をお願いしていま

す。ニーズを調査すると都合の悪い回答が出てきてしまうかもしれませんが。 

 3年前にようやく叶ったのが、京都府が毎年 3 ⽉に⾏っている京都府の⽂化政策に関する意識調査です。
⼀年間で美術館に⾜を運びましたか︖ いくらお⾦を使いましたか︖などの設問を設けてあります。意識調査
やニーズ調査を踏まえどう施策に反映するのか。それを提案のベースの一つにしましょうということをして

います。 

 私が担当している事業については、シンクタンク等に効果検証を依頼して、結果を可視化しています。ど

のくらいの人が府外から来たとか、宿泊した人がどのくらいいたとか。敵対するという意味ではなく、共通

⾔語を持つためにこちらも理論武装をして⾏政の考え⽅とすりあわせていくことを意識づけています。 

 

社会包摂を軸にすること 

 

上田 堺市は社会包摂、共生社会に向けた事がらに重点を置いています。た

だ、地域課題に芸術分野が関わるとき、助成⾦は経費の 1/2です。すると、
やればやるほど⾚字になる。地域課題を解決すべく⾏っていても、同⼀事業

には 3年までしか助成が認められず、4年⽬には⾃⽴しなくてはならない。 

 私は⾃分の現場があり、芸術の活動で社会包摂をして⾃⽴していくのは本

当に難しいと感じています。もう少し協働できないんだろうか。文化芸術の

予算だけじゃなくて、医療や福祉、観光とか他分野と協働したり、予算を配

分できないのかしら、と思ったりします。 

 そこに、⾏政職員の⽅たちが⼒を発揮する場⾯があると思っています。私⾃⾝は他分野の⽅たちや状況を

よく知らない。実はよく知っているのは⾏政の⼈たちです。アーツカウンシルは⾏政に紐付いているので、

⾏政職員の⼒を期待したいです。 

権田 ⾏政とのリレーションでは、宮崎が障害者⽀援とつながっていますよね。 

山森 障害者芸術支援センターとの連携を全面に出しています。だからといって、一緒に事業をやっている

わけではなく、むしろ対話をしています。 

 アーツカウンシル宮崎は、初年度から「社会包摂は⽂化芸術の最先端である」と掲げています。⽂化芸術

は取りこぼさないということにつながると考えています。社会包摂に取り組むことで、県庁の中で他の分野

にアプローチが可能になります。機能や関係性が構築できるテーマではあると思います。 

 それぞれの文化団体の活動を⽀えることが⼤切なのもわかります。ただ、宮崎は社会包摂を軸としまし

た。今後、その軸がまちづくりや、海外への発信などに変わる可能性もありますが、当面はこれを軸にして

上⽥假奈代 
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いきます。アーツカウンシルがハブとなって文化芸術があり、障害福祉分野と連携することがいい形で進め

られているかなと思います。 

古後 宮崎の障害者芸術支援センターとの連携は興味があります。社会包摂と

いう言い方は、社会が階層化されていてそこから排除される、周縁化される

⼈々がいることを前提にして成り⽴っています。インクルージョンしようとい

う考えは、英国のブリティッシュ・カウンシルなどにもあり、それが日本にも

持ち込まれました。 

 その考え方が変わってきているのではないかと思っています。障害者が独自 の文化を持ってい

る、個性があるという捉え方に転換してきています。その転換が重要だと私は 思っているので、み

なさんのお考えをお聞きしたいです。 

権田 いかがでしょうか、八巻さん。 

八巻 社会的包摂を冠にした事業は文化芸術家ではやっていません。特別支援 学級でアーティスト

との交流を実施したり、⽂化庁コネクトのサテライト展⽰などには関わってい ます。ハイアートと

言われるものと、ソーシャルインクルージョンが二極化されすぎているのではないかと。現代美術を扱って

いるとそういった居心地の悪さを感じるところがあります。 

 僕自身はダムタイプの古橋悌二の研究、90年代のアートシーンをメインで研究してきました。セクシャリ
ティやジェンダーの状況が当時とどう違うのかを、今の社会包摂という⾔葉の捉え⽅と⽐較して考えると、

20〜30年後にも社会の状況は変わらず、⾔葉だけが別の何かに変わる状況になるのではないか。それに対し
てどうアプローチできるのかは、僕にとっての課題です。問題意識として強く持っています。 

中⻄ 二極化ではなく、芸術活動や表現されたものを前にしてただ感動する。私は感動しているので、この

4年間やってこられたと思っています。毎回、現場で、どんなものであってもすごく感動するというのが基
本にあります。 

 一方で、社会包摂ウォッシュのようなことは心が痛みます。いろいろ問題があるけれど、障害がある方の

表現をここに入れておけばなんとなく社会的にいい活動だよね、という形で使われているシーンがあったと

きに、とても心が痛くて困ります。そうすると、そういった活動に否定的な考えを持ってしまいかねない。 

 でも、実際はそうではないはずです。みなさん現場にいればわかると思いますが、それぞれの差異があっ

て、両極ではなくてグレーの部分もたくさんある。そこにケア的な感じで、その都度の⽀援があったり、あ

るいは教えてもらったりする関係から活動が成り⽴っていくんだと思います。 

 それを政策としてどうしていくかを考えると、先程上⽥さんがお話されたように、⾏政のほうがエキスパ

ートである部分がある。他分野の状況をよくご存知なので、教えてもらうこともあります。そういったとこ

ろで、⼀緒にできる部分があれば、⾏政に紐付いているアーツカウンシルの強みになっていくんじゃないか

と思います。 

 

古後奈緒⼦ 
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表現活動の幅をどう考えるのか 

 

高田 私は文化芸術の畑が軸足ではありますが、ファンドレーザーという資格を持っています。NPO、非営
利の⺠間活動の資⾦調達をする専⾨家を、ライフワークとしてやっています。例えば障害のある親御さんた

ちのピア・サポートをしている団体の伴走支援や、視覚障害のある方の支援をする NPOの伴走支援をした
り、まったく違う業界と関わっています。 

 その現場で⾒ることは、アートの現場から⾒えることとはちょっと違っています。「ソーシャル・エンゲ

ージド・アート」を⾏うアーティストのように、表現することを確保されている⼈はまだ幸せです。⽀援の

現場にいる⼈は社会包摂という⾔葉に拒否反応がある⼈もいる。社会包摂と⾔われれば、⾔われるほど、疎

外されている気がするという人もいます。 

 一方で、「CULTURE V」では障害児の親御さんが自分たちの余暇活動で取り組む朗読などの活動も紹介
しています。そういう意味での広く、もっとゆるやかに文化芸術を“楽しむ”という視点が人を支えることに
つながる。そういったことが⾒える。 

 アートの⽂脈からばかり攻めていくよりも、⾏政が知っている制度的な課題も理解しながらやっていかな

いと、本当の意味での社会包摂（私もあまり使いたくないですが）は難しいのではないかと感じています。 

杉浦 障害者アートや社会包摂アートが注目された結果として、障害者アートっぽくないものが障害者アー

トとしてカテゴライズされている状況が生まれています。障害者にはいろんな方々が多様にいらっしゃる中

で、多様な表現がある。であるのに、⾏政の主催する障害者アート展に「障害者アートっぽくないから」と

いう理由で作品が展⽰できないということが起こっている。障害者アートっぽいってなんだよと。すごく上

手に描くから障害者アートっぽくないと言われることもある。そもそも表現活動としてのアートが持ってい

る意味が失われているのではないかと思っています。 

 障害者だけじゃなくて、⾼齢者、ホームレス、受刑者などどんな⽴場の⼈も表現をすることが⼤事。表現

をすることで社会とどうつながるのかを支援することが大事なんだと思います。結果の作品の質を、ハイア

ートの人たちがそこのカテゴリに閉じ込めようとしているんじゃないか。幸いなことに、地域の中ではマー

ケットが無く、そういう矛盾がおこりにくいので、東京などの大都市圏ではできないことが地方だからでき

るかもと思います。 

上田 私は、ずっと貧乏な⼈たちや、困っている⼈たちの活動を続けていて、それをどう⾒られているかは

随分体で感じてきました。社会が⽂化芸術だけで成り⽴っているわけではないように、ハイアートもそうじ

ゃない表現、表現未満のものも含めて循環しているからこそ生き生きしてくる。現場を通して、循環してい

ると思っています。表現が出来る場をつくることを大事にしたいと思っています。 
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こたつはメディアか観 

 

志村 現場の方たちが日々考えながら、学びながら活動されていることが伝わってきました。アーツカウン

シルという組織そのものも、ある意味学び続ける組織であることが社会から求められているだろうと思いま

す。社会包摂のことなどは答えがないでしょう。こうあるべきではないかという理想を、それぞれの地域で

念頭に置いて活動していくのではないかと思います。 

 ⾏政の⽅々がアートにおける専⾨性に信頼がおけないという課題が上げられました。これは、⽇本の社会

全体がどのくらいアートに信頼を置いているのか、重要性を⾒出しているかが反映されているのだと思いま

す。その中で、アーツカウンシルが地域で何かを打ち出すときに、⾏政やいろんな⼈を説得していくことが

求められます。 

 2020年 6月頃、コロナ禍における文化芸術関係者の状況調査をした集計結果が、⼤阪の助成⾦制度の改善
につながった事例がありました。新聞に取り上げられたインパクトが、⾏政を動かすことにつながる大きな

要素だったと考えています。 

 みなさんが荒波にもまれながら、今後いろんな課題に対峙する中で、メディアへの働きかけや、社会に対

するアプローチ方法を変えていく必要が出てきていると思います。社会に対する働きかけの一つとしてメデ

ィアの活用がありますが、みなさんが新しく打ち出していきたいことなどがあれば聞かせてください。 

中⻄ 新聞やテレビなどいろいろありますが、宮崎で⾏われたこたつもメディアだと思いました。人と人と

のつながりを⽣み出すので。例えばあれを⼤阪市役所や府庁にも置く。ここにはなぜ置けないのか︖を考え

るのが自分の中で面白いと思いました。 

 メディアを工夫したいと思うと、制限がかかる感じをすぐに想像出来てしまう自分にもやっとする。この

ような状況に課題があるのではないかと思います。京都はこたつ置けそうですか︖ 

八巻 今は無理ですね。その都度、都度のメディアの使い⽅があると思います。京都府と京都市の京都芸術

センターが協働で⻘空相談会を設けて取材してもらいました。こういう⽀援をやっているということを、メ

ディアを活用して必要性を訴えて予算化してもらう。ただ、メディアをどうやって使うかについては、モラ

ルを問われているので、難しいですね。こたつはメディアかと言われると難しい。 

中⻄ 相談については、コロナ禍のアンケートの後、窓⼝調査を始める中で、⽂化芸術の助成⾦は観光やビ

ジネスでうまく伸びそうな事業に出会うことがありました。何かつなげていけたらよかったなと思ったもの

の、任期が終わるので何もできないままですが。 

杉浦 文化関係の計画やビジョンの策定後、改定をする会議があります。そのときにどれだけの人を巻き込

めて、どれだけのアプローチができて、意⾒が集約できるか。これらをアーツカウンシル設⽴後の計画改定

時に社会に対してアピールしてくことが、大きなポイントとしてあると思います。 
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観光と文化芸術 

 

中⻄ 途中で質問を変えますが、観光などとのつながりはどうですか︖ 

高田 ちょうど今年、岡⼭は瀬⼾内国際芸術祭、岡⼭芸術交流など現代アートの素晴らしい作品が観られる

環境にあります。 

 ⼀つは、⼤きな芸術祭にのっかって⼀緒にやっていくこと。⾏政が施策を考えるときに、芸術祭などで集

客は十分得られるので、それに絡めて企画を考えます。瀬⼾芸は県の南側、海側で開催されます。ついで

に、⼭側の北のほうにも来てもらおうという、セット売りにした企画を考えていくことで予算がつきます。 

 もう⼀つは、いわゆる県⺠⽂化祭のようなもの。多くの⾃治体では、⽂化芸術活動をする⼈が発表すると

いうパターンがほとんどだと思います。岡山では、そうではないことをアソシエイツの視点で企画していま

す。 

 県⺠⽂化祭は県の事業なので、県の観光連盟や商⼯会議所が実⾏委員に⼊ってくださる。それによって、

良い企画を⽴てれば、その⼈たちが資⾦を出してくれたりもします。クイズをやるなら観光連盟が全部持つ

よとか、チケット売りに協⼒してくれたりだとか。私達は、県⺠⽂化祭をやることで副次的な効果が得られ

ました。 

権田 ⾯⽩いですね。観光と⽂化というと宮崎はどうですか︖ 

山森 観光に関しては杉浦さんにお話いただきたいです。宮崎ではあまりできていないのが現状です。 

杉浦 アーツカウンシル宮崎をつくるときに、いろんな可能性を考えました。検討する中で、観光や地域経

済の活性化などは除外しました。アーツカウンシルが⽂化芸術を通して、地域の中での幸福度を⾼めるため

の取り組みができることに特化しました。それを前提として、設⽴の議論をすすめたんです。社会包摂の話

などもあり、レッツから山森さんを連れてきたというわけです。 

 国⺠⽂化祭には、集客が絡んできます。宮崎には古事記、⽇本書紀の舞台としてのインパクトはある。神

楽などを通じた連携は、地域文化の一つのエレメントとして今後もやっていくと思います。 

山森 実は、神楽は関わりづらいんです。観光の分野にも、ゆっくり少しず

つ関わり続けていこうとしています。伝統的なものでは、ひょっとこ踊りく

らいしか関われる部分が⾒つけられなかったんです。神楽は何百年という歴

史があります。一方、ひょっとこ踊りは比較的新しくて関わりやすかったん

です。 

八巻 観光について⾏政の⽴場からお話します。そもそも⽂化庁の⽂化資源活

⽤推進事業という補助⾦は観光庁の出国税が当てられています。ですので、⽂

化観光、いわゆるインバウンドに資する取り組みというのを前提とした補助⾦なんです。 

山森達也 
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 京都府の取り組みでは、アーツマネージャーやさまざまな支援事業なども、事業費の半分はどこかから取

ってこなくてはいけない。補助⾦は全体の半分。そうなると、観光をどう使うのか、どう事業費の半分を捻

出するのかを考えるのが、個⼈的には腕のみせどころだと思っています。⼀⼈広告代理店のような感じで

す。お⾦をとってきて企画して事業評価して。 

 どれだけ地域に理解してもらえるかも重要です。例えば「ALTERNATIVE KYOTO」という取り組みで
は、天橋⽴をメインにしたメデイアアートなどを展⽰しています。それを地域の⼈に⾃分ごとのように楽し

んでもらうために、どういう形で地域に根付くプログラムを企画するか。観光として 1 泊してもらうとか、
経済のことも考えて組み⽴てて、事業化、予算化を訴えています。アーツカウンシルではないので、その仕

組みからは逃げられないところではあります。 

古後 こたつ礼賛です。国文祭の後に出てきたことがすごいですね。祭りの後というコンテクストを共有し

ている。この地域ではできるけど、こちらの地域ではこたつは難しいだろうというのを、いろんな共同体で

考えることは面白いと思います。 

 宮崎はメディア戦略が興味深い。今⽇メディアと言っても、マスメディアに取り上げてもらったらそれで

いいという話ではなくなってきています。若い世代はどんどんメデイアを変えていくので、どうすべきかは

難しいところです。驚きがあるといいのかなと思います。 

 そして、同じ⽬標に向かっているはずなのに、⾏政と⾔葉が通じないという課題。いっそ、お互いの⽂化

が違うことを割り切って接触するといいのではないでしょうか。 

志村 アーツカウンシルの豊かさや実情や課題に気付かされました。いろんな人を巻き込む、誰もおいてけ

ぼりにしないことはアーツカウンシルが求められていることだと思います。日々の社会の状況も混沌として

いますが、「アートではこんなことが⼤事です」という論点を提⽰する。できるだけわかりやすく⼀般市⺠

やいろんな方々に提示していくことが求められていると思いました。 

杉浦 最後に、新潟は新潟イオンと提携*して、ワオンカードをアーツカウンシル新潟で発⾏すると、売上の
0.01％がアーツカウンシルに寄付されて、それが助成⾦になります。数が限定されますが持ってきたので興
味がある方はパンフレットとカードをお渡しします。 

*新潟市とイオン株式会社で包括連携協定を締結。全国のWAON加盟店で、「にいがた BUNKA WAON」
カードを利⽤すると、⽀払い⾦額の⼀部が（公財）新潟市芸術⽂化振興財団アーツカウンシル新潟に寄付さ

れる。 

 

権田 宮崎の映像に出演されていた方を求人サイトで採用されたということに驚きました。 

山森 人が雇えることになり、いろんな方に声をかけても、大都市圏にいるアートマネージャーが宮崎に来

られない。それで、ハローワークで求人を出しました。すると、自動的に求人サイトに登録・公開され、応

募があって採用に至りました。 
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権田 専門的人材をどうやって集めるのかは課題の一つだと思っているので、普通の求人サイトで採用でき

たことに驚きました。 

 いろんな課題が⾒えてきましたが、それが解決できそうな部分も、どうにもならない部分もありました。

ただ、みなさんのお話を聞いていて、どこかポジティブな雰囲気を感じることができました。アートは楽し

いものなので、楽しいを共有するというのが根底にあるのではないでしょうか。アーツカウンシルの組織が

各地にできて、楽しい連鎖が生まれたらいいなと思いました。 

 

中⻄ 時間となりましたのでシンポジウムを閉会いたします。大変な状況の中、お越しいただき、また視聴

いただいているみなさま本当にありがとうございました。本日はほんの一部でしたが、各地に頼りになる、

魅⼒的で個性的なアーツカウンシルが活動を始めています。ぜひ、みなさんが暮らすアーツカウンシルのホ

ームページを⾒たり、催しに参加したりしてみてください。ご⾃⾝の住んでいる場所以外にも⾏ってみるの

もいいと思います。美術館巡りという⾔葉がありますが、全国アーツカウンシル巡りみたいなことがあると

新しいツーリズムが生まれるかもしれません。各地で名物職員がいます。最後にご登壇いただいたみなさ

ま、お聞きいただいたみなさま、大変ななか会場を準備いただいた、大阪府大阪市、その他のスタッフのみ

なさま、全員に拍手をしたいと思います。ありがとうございました。 

 

 

 

  

会場風景 
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4.参加者アンケート  
4-１アンケートについて  
 

事業実施⽇︓ 2022年 2月 26日（土） 

集客数︓21名 

アンケート実施⽇︓ 2022年 2月 26⽇〜2月 27日 

アンケート⽅法︓ 当日配布の紙ベース及びウェブ回答 

回収数︓ 13件（うち紙 11件、web回答 2件） 

※アンケート用紙添付（次ページ）
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4-2 アンケート結果  
 

問1 年齢 12件の回答 

10代未満 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上 

0 0 0 4 6 2 0 0 

 

問2 どちらにお住まいですか. 35 件の回答 

大阪市内 大阪市以外

外の大阪府 

その他 

8 3 2 

※そのほかの内訳（京都 1名、神⼾市 1名） 

 

問 3 今回のイベントを何でお知りになりましたか︖（複数回答可）  13名の回答 

チラシ 新聞 テレビ・ラ

ジオ 

ウェブサイ

ト・SNS 

友人・知人 関係者 偶然 

2 0 0 3 2 7 0 

 

問4 あなたは表現活動をしていますか︖プロアマ問いません.  13件の回答 

はい いいえ 

6 7 

 

問5 上記ではいと答えた方は該当のジャンルを選んでください（複数回答可） 

演劇 舞踊 美術 音楽 古典芸能 大衆芸能 工芸 文芸 その他 

0 1 2 2 1 0 1 1 0 
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問 6 2022年 2⽉現在の⼤阪の芸術⽂化の環境について、あなたの意⾒を教えてください. 12名回答 

＜創作環境＞ 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 わからない 

0 0 5 3 0 4 

  30代 3名 

40代 2名 

40代 2名 

年齢未回答 1名 

 30代 1名 

40代 2名 

50代 1名 

＜発表場所＞ 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 わからない 

0 0 4 4 1 3 

  30代 2名 

40代 2名 

30代 2名 

40代 2名 

年齢未回答 1名 40代 2名 

50代 1名 

＜鑑賞機会＞ 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 わからない 

1 4 5 1 0 1 

40代 1名 30代 2名 

40代 1名 

50代 1名 

30代 1+名 

40代 3名 

年齢未回答 1名 

40代 1名 

 

 30代 1名 

 

＜公的⽀援・助成⾦＞ 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 わからない 

0 0 5 4 0 3 

  30代 2名 

40代 2名 

年齢未回答 1名 

30代 2名 

40代 2名 

 

 40代 2名 

50代 1名 

＜人的ネットワーク＞ 
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満足 やや満足 普通 やや不満 不満 わからない 

0 1 2 4 1 4 

 40代 1名 

 

30代 1名 

年齢未回答 1名 

 

30代 1名 

40代 3名 

30代 1名 

 

30代 1名 

40代 2名 

50代 1名 

※別記１名︓大阪市は○ ⼤阪府は︖（50代） 

 

問 7上記でやや不満、不満と答えられた⽅について、具体的にどのようなことか教えてください. 

6 件の回答 （※一部、趣旨を損なわない範囲で要約しています。また個人情報等を削除しました。） 

条件が厳しく演奏の機会が作りにくいです。(40代) 

⼤阪で活動するアーティストに対してのアーツカウンシルの知名度がまだまだ低い。(30代) 

⼤阪市と⼤阪府で温度差を感じます。郊外での取り組みが弱いのでは︖ 

京阪神とか近畿とか広域的な視点での取り組みもありでは︖ 

特に「上方」、「阪神モダニズム」、「摂河泉」をキーワードに横断的な取組みを(50代) 

・仕事上、実演家同士のネットワークが脆弱ではと感じる 

・規制緩和のハードルが高いと感じる場面が多い(年齢未回答) 

まだまだコロナの影響による制約が続いている気がします。 

文化芸術活動をされる方への支援の継続が重要と考えます。(40代) 

パフォーマーやアーティストの方々と会える機会がない。(30代) 

 

問 8 ⼤阪芸術⽂化交流シンポジウムはいかがでしたか︖ 12件の回答 

よい どちらかといえば

いよい 
普通 どちらかといえば

よくない 
よくない 

7 5 0 0 0 

 

問 9 本⽇のシンポジウムはいかがでしたか︖ ご意⾒・ご感想がございましたらお聞かせください. 

10件の回答  
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各地の取り組みが知れて、思いもつかない課題も知れて 今日興味深く聞かせて頂きました。 

会場からの質問があると良いなと思いました。(40代) 

・文化芸術を観光につなげるという視点はおもしろかったです。カジノを観光の目玉にしたいという輩と

は「⽂化⼒」がちがいますね。 

・発表内容等、参考資料（レジュメ）もう少しまとまったものが欲しかったです。(50代) 

⾏政⽀援が基本になっているように感じましたが ⾏政以外のスポンサー⽀援が多くあれば良いなと思い
ました（例・お⾦に限らず繁昌亭に対する⼤阪天満宮の⼟地無料貸し等）(40代) 

アーツカウンシル活動が それぞれの地域で⾏われているので、うまく⼀般市⺠の⽣活やつながりとして 
具現化されることを期待しています。継続できるものとして 高田さんのアートからの視点ではみえない
現場の視点のコメントは大事だと思った。予算や持っている文化は地域によって異なるが、⽂化の果たす

役割は同じで、人々の心を豊かにすることだと思うので。(50代) 

あと、このような活動には⾏政からの補助⾦が⽋かせないというのを本⽇知りました。本⽇はありがとう

ございました。 

都道府県対抗文化祭 ・地域の昔からの文化 

          ・現代アート(50代) 

共通してアーツカウンシルと⾏政とのカベがあるという事に改めておどろきました(年齢未回答) 

アーツカウンシルのメンバーのような専門家の方々でも難しいと感じることがたくさんあることに驚きま

したが、だからこそ、⽴場が違う⾏政ともっと対話をしていくことで、可能性が拡がっていくのだと感じ

ました。今後もよろしくお願いします。(40代) 

・アーティストと⾏政が「ことば」をあわせることの重要性を気づかせていただきました。 

・メディアの活用の重要性を気づかせていただきました。 

・アーツカウンシルみやざきの動画づくりがおもしろかったです。大阪アーツカウンシルもやってみれば

どうでしょうか。(40代) 

地域アーツカウンシルは型にはまったものではなく地域に根差したものになるものだと思いました。(40
代) 

とても勉強になりました。ありがとうございます。(30代) 

祭りのあと、各地のアーツカウンシルがどううごかわるのか、もう少しギロンしただきたかった。(30
代) 
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５．資料  
5-1 広報（チラシ）  
 
  



 

 

 

  



 

5-2 当⽇配布資料  

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4回 ⼤阪芸術⽂化交流シンポジウム「現場の視点から地域アーツカウンシルの〈仕組み〉を紐解く」 

実施（調査）報告書 

 

調査企画︓⼤阪アーツカウンシル 

発⾏︓⼤阪府・⼤阪市 

委託︓⼤阪府府⺠⽂化部⽂化・スポーツ室⽂化課 

受託︓株式会社 cept 

 


