
 

 

 

 

 

 

 

 

独立行政法人日本芸術文化振興会 

平成 22 事業年度評価報告書 

第 8 期（平成 22 年 4 月 1日から平成 23 年 3 月 31 日まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 23 年 6 月 

独立行政法人日本芸術文化振興会 

 



 

 

 

 

 

 

本報告書は、独立行政法人日本芸術文化振興会評価委員会要項

第 1 条及び評議員会規則第 1 条 2 項に基づき、平成 23 年 6 月 29

日に開催された第 25 回評議員会に報告され、審議の結果、適切で
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はじめに 

 

本評価委員会は、独立行政法人日本芸術文化振興会評議員会規則

第 8 条の規定に基づき、振興会の業務の運営に関する評価を行うた

め設置されたものである。 

このたび、理事長の諮問を受け、平成 22 事業年度の業務の実績に

関して、厳正かつ客観的な評価を行った。 

評価は、前年度に引き続き、振興会が実施した当該年度に係る自

己点検評価報告書をもとに、まず各委員が事前評価を行い、次に振

興会からの説明を聴取しながら、合議により最終的な評価を行った。 

本評価委員会は、評価結果について、原則として年度計画に定め

られた項目ごとに取りまとめ、評価報告書として提出するものであ

る。 

評価においては、できる限り、振興会の業務運営をより良いもの

とするための意見を付したものであり、次年度以降の各事業の充実

及び発展に活用されることを期待する。 

 

 

評価実施の経緯 

 

第 1 回評価委員会  平成 22 年 9月 17 日 

第 2 回評価委員会  平成 23 年 5 月 12 日 

第 3 回評価委員会  平成 23 年 6 月 17 日 

第 4 回評価委員会  平成 23 年 6 月 22 日 
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１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置 

 

(1) 文化芸術活動に対する援助 

日本芸術文化振興会による様々な芸術文化活動に対する助成事業が、継続して、安

定的に行われ、我が国の文化の継承発展に大きく貢献していることを高く評価する。 

助成交付事務の効率化に関し、助成対象活動に対する調査は会計調査、公演調査と

も目標数を大幅に上回り、交付申請から決定までの期間が大いに短縮された。これは、

内部のシステムの改良と充実や基金部職員対象の研修会による効果であり、高く評価

する。しかしなお、評価基準を設けて何らかの検証を行う必要性や、遠隔地の公演調

査の増加といった課題が残る。専門委員とは別に、公演調査委員を設けて公演調査の

増加を図り、公演の質を分析するなど、今後も引き続き調査活動に力を注ぎ、関連し

て適切な援助に効果を発揮する仕掛けを工夫する必要がある。 

文化庁と振興会の助成事業一体化について、内容の明確化によって、申請側並びに

事務局の利便性や効果が上がったことを評価する。両者の区別が分かりやすくなるよ

う、広報の説明にひと工夫ほしい。 

審査について、助成した事業が自立していく道筋が明確に示されているか、過年度

の補助がどのように有効に働いたかを緻密に検証し、さらに厳正な方法の工夫が望ま

れる。審査用の分析評価報告書が演劇分野以外でも活用されたことを評価する。 

助成の成果として、基金の助成金を得た多くの団体では経済的負担が軽減されるが、

助成金を活かして公演のレベルアップを図る団体を、芸術創造活動特別推進事業の助

成の対象となる団体に成長させていくよう重点投資するような仕組みを、中期的に考

えていきたい。不採択となった場合には、翌年度に向けた対応のため、不採択の理由

を通知書に明示することを検討してほしい。 

広報について、ホームページの内容は分かりやすく、たびたび内容更新が見られ、

職員の努力が評価できる。アクセス件数が目標数を大幅に上回ったのは、全国的に広

報活動を行った成果でもあり、国民の期待の表れとして高く評価したい。助成なしに

は存続が危ぶまれる芸能があってもなかなか積極的に応募してこない地域もあるた

め、事業趣旨や助成対象分野、目的、審査基準などの広報にも力を注ぎ、応募を増や

して助成事業の質を向上させ、援助が実りあるものとなるよう一層の工夫をしてほし

い。優れた助成事業の再公演などにより、事業を広報する方法もあるのではないか。 

助成対象活動の応募に関して随時相談を受けることを周知し、受付に先立って「応
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募相談期間」を設けたことは、芸術水準は高いが申請に問題のある団体への取組みと

して、大いに評価できる。地域文化施設公演・展示活動について、応募対象を大学に

まで拡大したことを評価する。インターネットでのファイル提出による応募について、

今後の検討課題としてはどうか。 

募集説明会については、東京・大阪のみならず、福岡でも実施したことは大いに評

価できる。さらに説明会の開催地を何年ごとかに巡回させて拡大し、地域への広報を

充実させてほしい。 

助成金を受けた公演のうち、東日本大震災の被災地で公演予定だったものはむろん、

全国公演のうち東日本での公演だけが劇場側の判断等で公演中止になったものも多

い。中止又は一部中止になった助成対象公演について、適切な手続がとられているも

のと考えるが、しっかりと検証して次につなげてほしい。 

低金利等で基金の運用が厳しいなか、助成金の交付金額はできるだけ減らさないよ

うにすべきである。また交付件数についても、採択されることにより専門誌に採り上

げられる機会が増え、集客増につながる等の効果も見込めるため、できるだけ減らさ

ないよう努力してほしい。被災地の東北を文化芸術活動で支援するため、当該地域で

の文化芸術活動の支援に役立つ助成を検討してはどうか。 

寄付金増額への取組みについて、美術、音楽等使用目的を明確にして募集する方法

が工夫できないか。 

 

 (2) 伝統芸能の公開及び現代舞台芸術の公演 

 

伝統芸能の公開及び現代舞台芸術の公演は、振興会でなければなし得ない重要な事

業である。国立の劇場数や公演数、そしてその番組の豊富さは、国際的に誇ってもい

いのではないだろうか。東京のみならず地方公演も含め、1 年中いつでも日本の伝統

芸能と現代舞台芸術を楽しみ、鑑賞することができるのは特異なことである。民間の

自主公演だけではできない部分を補い、また、保護・伝承し上演するところに振興会

の存立価値がある。上質、高度の技芸や環境で公演を継続していることを、高く評価

する。さらに、このことは、多くの人がその舞台に接して初めて意味を持つのであり、

観客数も一部を除いて目標数を超えたことを評価する。他方十分な集客が期待できな

い公演も、文化の保存・振興のためには重要な場合があり、国立でなければできない

挑戦的な公演も必要であろう。 

 

（伝統芸能の公開） 
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伝統芸能の公開に関しては、大部分の分野で目標入場者数を達成できた。土・日は

満席の場合が多くあり、高く評価してよい。特色ある公演の実施、青少年対象の企画、

3 年連続での入場率の上昇など評価すべき点は多い。ただ、目標入場者数を達成でき

なかった分野については、さらに入場率を高める工夫がほしい。 

歌舞伎公演については、国立劇場の果たすべき役割を踏まえた充実した企画を評価

する。古典作品では、単に名場面を取り上げるだけでなく、上演頻度の少ない場面を

復活したり、通して上演することで、作品の意義を改めて検証できる。新作の取組み

についても、前年度国立劇場の上演した作品が商業系の他劇場で再演されるなど、成

果を上げることができた。 

10 月の真山青果の「天保遊侠録」「将軍江戸を去る」は中村吉右衛門の台詞術が映

え、11月の「国性爺合戦」は坂田藤十郎、市川團十郎の顔合わせで充実していた。そ

れぞれ新歌舞伎の代表作と大作の通し狂言という、国立劇場でなければ実現しにくい

企画であり、芸術的成果は認められる。ただし、入場者数が目標に達しなかったこと

は残念である。12月の「仮名手本忠臣蔵」は由良之助に絞った台本による変則的な通

し上演であったが、松本幸四郎、市川染五郎の親子共演で面白く見せた。ただし、三

段目の冒頭で大序を説明する台本はやや強引過ぎた。1 月は恒例になった尾上菊五郎

劇団による復活歌舞伎で「四天王御江戸鏑」を 196 年ぶりに上演したが、台本がまと

まっていて演技、演出に工夫があり正月公演らしい楽しい舞台であった。祝祭的でケ

レン味のある公演でもあり、このような復活上演を国立劇場で行うことは、上演演目

の拡充として意味がある。3 月には片岡仁左衛門、中村時蔵で「絵本合法衢」を上演

した。これも台本が優れ、俳優諸氏の好演で優れた舞台になった。大震災で途中休演

になったのはやむを得ない処置だったと思うが、近い将来同じメンバーで是非再演す

ることを検討してほしい。鑑賞教室は映像を交えた構成にも工夫があり、若手俳優の

解説によって何より親近感が生まれ、高校生に好評と見受けられた。こういった形の

継続に期待したい。 

文楽公演については、文楽劇場 4月公演で「妹背山婦女庭訓」の舞台である奈良の

平城遷都 1300 年とうまくリンクして、「文楽列車」など新たな普及活動が実現したこ

とを評価する。夏休み文楽特別公演や錦秋文楽公演の入りが厳しかったのは残念であ

る。配役の若返りは魅力だと思うが、入場率の低迷について分析する必要があり、制

作発表などの周知方法も工夫すべきではないか。初春文楽公演におけるように、中

堅・若手をダブルキャストにするなどして抜擢の機会を作ることは、今後も試みてほ

しい。 

文楽劇場の文楽公演は、年間で入場者が目標達成できなかったが、公演回数は減ら

すべきでない。新作「鰯売恋曳網」(小劇場)の上演、「日本振袖始」（文楽劇場）の復
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活上演は演目の拡充として評価できる。両者ともまだ洗練され得る演目と思われるの

で、いずれは再演を期してもらいたい。このように、東京又は大阪で好評だった新作

や復活上演は、近々東西入れ替えて上演し、多くの観客が楽しめるよう配慮をしてい

くべきであろう。 

世代交代に備えて中堅若手の抜擢等が喫緊の問題であることは、特に太夫について

は誰もが認識している。たとえ当面の公演水準に問題が出ても、若手を使った思い

切った企画を立てることで、10年後に秀れた切り場語りが出てくるような環境を整え

るべきではないか。 

文楽鑑賞教室は、無料プログラムや工夫を凝らした解説、構成で実施している効果

の検証を行うべきである。また、「社会人のための文楽鑑賞教室」や夏休み文楽特別

公演第 3部・サマーレイトショーについては、アンケートの活用等により、開演時間、

公演の成果、観客の動向や満足度についての検証を行い、計画に反映させるよう望み

たい。 

短期公演に関しては、舞踊、邦楽公演での工夫を凝らした企画はもとより、今年度

は特に雅楽、民俗芸能などに、国立劇場らしい充実した企画公演が見られた。いずれ

も国立劇場でなければできない取組みとして評価したいが、舞踊や民俗芸能などの一

部の公演には、内容ある企画であったが入場者が少ないものがあった。企画内容に即

した広報の在り方、開演時間の設定など、次年度に生かす工夫がほしい。 

舞踊公演について、11 月小劇場「舞の会」では中堅・若手にも活躍の場を提供し

て、自信を持たせることができた。今後も、早くから企画を立てて広報を十分に行う

など工夫しながら、中堅・若手に機会を与えてはどうか。3 月小劇場「素踊りの会」

は、舞踊界の実力者の登場で、充実した内容だった。古典だけでなく、比較的新しい

創作舞踊も取り上げれば、演目に多様さが生まれ、新鮮味が出るであろう。このよう

な当代の舞踊家の共演を、また企画してもらいたい。2 日目の長唄がすべて同じ芸系

の演奏家であったことが残念であり、多彩な演者の選定に今後は一層留意してほしい。 

1月小劇場の邦楽公演「長唄の会」では、力のこもった演奏をそれぞれ聞くことが

できた。「三曲の会」では今後の要望として、新しい演奏者を発掘するような視点で、

ふさわしい演奏者を集めてもらいたい。 

2月大劇場の舞楽公演「蘇合香」再演は、大曲を二年がかりで全曲演奏する企ての

前篇として、まず「序」の部分を奏したが、企画全体の希少価値、壮大さを考えると、

国立劇場ならではの非常に重要な企画だった。ただし、舞台の工夫がもう少しほしい。

また、もう少しエネルギーのある演奏が聴きたかった。なお、復曲上演にこぎつけた

初演時の関係者の名前だけでも、演目解説に紹介すべきであろう。雅楽公演は入門者

向けのレクチャーを本公演と関連して実施するなどによりさらに入場者を増やし、公
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演回数・日数を増加させる（又は大劇場に公演場所を移す）ことを検討してはどうか。 

民俗芸能公演では、雄勝法印神楽、地芝居の黒森歌舞伎など、地元の雰囲気を再現

する努力もされ、貴重な芸能が東京で上演されたことは、国立劇場のあるべき姿とし

て評価する。雄勝法印神楽では、現地から屋台を搬入することで、真正なかたちでの

上演となるとともに、大道具製作の経費を縮減できた。「舞い、踊る獅子たちⅢ」で

は解説が具体的で分かりやすく、的を射たものだった。ただし、公演の構成について

は、質の高さを維持できるよう十分吟味してもらいたい。3 月琉球芸能公演「組踊と

創作舞踊」では、舞の重鎮が登場したが、「二童敵討」の兄弟はやはり若手に踊って

ほしかった。 

特別企画公演では、江戸の語り芸をパノラマ的にショウケースにしたり（小劇場）、

石清水八幡宮の御神楽と里神楽を比較する（文楽劇場）など、企画の観点が非常に素

晴らしく工夫が見られたもののあったことを特筆すべきだ。 

大衆芸能公演に関して、東日本大震災の影響を受け一部中止した公演があったにも

かかわらず、全体としては計画を超える入場者があったことを評価する。演芸場の特

別企画で 4 月「酒をきく」では、地域に伝承する文化の活性化の好例となった点で、

劇場の努力を高く評価したい。毎月の名人会ほか、5 月「立川流落語会」、11 月「圓

楽一門会」といった、寄席で実現できない企画が実現したことを喜びたい。 

能楽公演に関して、ほとんどが入場率 90％を超える好調を保っていることは好ま

しい。10月企画と 11月狂言の会が目標を下回っているが、10月企画は民俗芸能と狂

言との併演という企画の意義がうまく伝わらなかった可能性が強い。11月狂言の会は、

優れた配役による好演目であるだけに、残念であった。8 月企画「夏休み親子のため

の能楽公演」は、本物の楽器で囃子を演奏する体験をさせ、「夏休み親子のための狂

言公演」も、狂言面を実際に触らせたりした。いずれも子ども用に現代語訳チャンネ

ルを字幕表示に加えるなど、積極的な試みが評価できる。 

国立劇場おきなわにおける組踊等沖縄伝統芸能に関して、組踊がユネスコ無形文化

遺産に選ばれたことで改めて注目され、公演の入場者数が昨年度より増えたことを評

価する。さらに、公演日程や企画、営業の工夫を進め、入場率が上がるよう努めてほ

しい。新作組踊や沖縄芝居の新作の公演は意欲的な取組みとして評価したい。西表島

の民俗芸能や八重山の舞踊などを定期公演として企画化していることを高く評価す

る。同時に、これらの記録映像をアーカイブとして整備することが必要になってくる。

平日上演の試みは始めたばかりであり、開演時間の再検討など集客の工夫をしつつ、

今後の様子を見たい。組踊鑑賞教室は、高い入場率となっており、今後の沖縄の芸能

にとって実に好ましい。さらに、教育現場へ出かけて体験授業を行うような、アウト

リーチを検討してもらいたい。 
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年々鑑賞教室等の普及活動が盛んになり成果を上げているが、日本文化の伝承のた

めに今後も努力してもらいたい。 

営業・広報面において、新聞社との提携企画や YouTube・銀座ホットビジョンへの

動画公開、駅や劇場周囲のポスター掲出、舞台上での記者発表、キャンペーンなど、

劇場外での連続講座も含めて、積極的な働きかけを評価する。効果的な新しい試みは、

広報手段として是非定着させてほしい。公演ごとの営業活動の努力が全体の入場者増

に反映した。団体や学校、外国人観光客に向けた営業活動を評価するが、さらに経済

団体やライオンズクラブ、ロータリークラブへの働きかけなども含め、より効果的な

内容に充実することを期待したい。文楽の配役チラシを早期に発行することは、観客

の観劇意欲をかきたてるので、なお一層努力してほしい。 

国立劇場おきなわの各公演については、沖縄県内だけでは根本的に観客層が薄いた

め、空港や宿泊施設にパンフレットを置いたり、観光案内所やレンタカーショップ、

旅行代理店などで積極的に周知し、沖縄文化への理解と尊敬を深めることにつなげた

い。ユネスコ無形文化遺産への登録を機に、沖縄への修学旅行生を対象にした鑑賞会

を積極的に進めてはどうか。アンケート調査は、昨年度より多く実施されており、公

演ごとのアンケート内容には工夫が見られる。実施回数・回収率の上昇と、得られた

結果の活用を一層図ってもらいたい。 

 

（現代舞台芸術の公演） 

現代舞台芸術のうちオペラ公演に関しては、尾高芸術監督による演目の選択、企画

について高く評価する。従来のレパートリーの再演も含めて質の高い舞台が続いた。

「フィガロの結婚」は、2003 年のプレミエが話題になっていただけに、ホモキの演出

に期待したが、今回は演出者本人が演出していないこと、初演時の演出コンセプトの

新鮮さが徐々に失われていること、指揮者に魅力が欠けること、日本人歌手の歌唱や

演技に物足りなさが残ったことなどが原因となって、必ずしも満足度の高いものとは

ならなかった。再演ものは、ただ再演するにどどまらず、さらに質の高いものを目指

す工夫と努力が不可欠である。「トリスタンとイゾルデ」は、演出や歌手の演技には

物足りないところも散見されたが、タイトルロールの二人、また脇を固めた歌手たち

の歌唱水準も高く、聴き応えのある公演となった。特に、指揮の大野和士は、欧米で

の評価を裏付ける緊張感のある棒でオーケストラを牽引し、高い成果を上げていた。

欧米諸国の一流歌劇場における上演にも匹敵するオペラ公演を東京で鑑賞できるこ

とは、新国立劇場ならではと評価できる。このような舞台公演は、日本の音楽界にも

大きな刺激を与えるであろう。「椿姫」は、トラヴィアータ歌いとして一級の人気を
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誇るチョーフィが、その評価を裏付けるかのように、歌唱、演技、容姿揃った素晴ら

しい出来を見せ、高い満足を与える公演となった。品格と深みが不足するガッロの

ジェルモン、第一幕で伸びやかさが不足したアルフレードのキムなどに、一層の適材

が配されれば、より質の高い公演となっただろう。指揮の広上淳一は、熱い気持ちと

豊かな歌心が音楽を煽り過ぎるという面もあるが、その責を十分に果たしていた。 

「鹿鳴館」は、日本語の魅力や日本文化によく通じている作曲者の作品にも関わら

ず、ベルカント発声による日本語オペラの難しさを感じた。「夕鶴」については、与

ひょう役の歌唱力と、舞台美術、照明が素晴らしかった。今後は是非新国立劇場で、

日本語の「響き」「音色」を生かせるような、日本語オペラを模索してほしい。 

豪華な舞台がオペラの大きな楽しみであることは間違いないが、費用をかければ芸

術的に水準の高いものができるかと言えば、必ずしもそうとは言えない。演出家に一

層の工夫を求めるとともに、現在我が国が置かれている経済的苦境を考えれば、年間

の公演予定の 10 本のオペラにメリハリをつけることによって、効率のよい舞台制作

に歩みを進めるべきである。舞台美術の再利用によるレパートリー公演が視野に入っ

てきており、支出縮減の意識が見られることは好ましい。今後徐々にオペラ人口を増

加させ、公演期間の長期化を図り、経費の効率的な回収をめざして、長期的なビジョ

ンを持つことが必要になろう。今年度は三人の日本人指揮者が起用されたが、いずれ

も高い成果を上げており、このような人材の登用に一層意を払うべきである。日本の

オペラを育てるために、再演では積極的に日本の歌手を起用することを検討すべきで

ある。そうしないと日本のオペラは育たないと考える。 

7月「高校生のためのオペラ鑑賞教室」は、収支率こそ低いが、低料金で高校生に

高いレベルのオペラを体験させて将来の観客養成につなげる有意義な企画である。経

費について工夫を重ねながら、今後も是非継続したい。 

バレエ公演に関して、新芸術監督ビントレーの「ペンギン・カフェ」は、舞踊家

の力量が良く発揮された舞台であった。作品初演当時の時代背景と問題提起を、現

代においてどのように再現するかは、記念碑的な作品だけに、現代における新たな

問題提起として上演してもよかったのではないか。「デヴィット・ビントレーのカル

ミナ・ブラーナ」や、「牧阿佐美の椿姫」といった話題となるべき大作が、平均入場

率に達しないなど、連休中などの集客の難しさもあろうが、いささか危うさを感じ

る。新しい芸術監督の意向や芸術観が広く理解され、やがて支持されるための土台

を築く広報が必要であろう。「こどものためのバレエ劇場」が好企画で高い入場率を

記録したことを評価する。「中学生のためのバレエ」は財政的な問題のために終了す

るが、「こどものためのバレエ劇場」を例えば低学年用と高学年＋中学生用に分割す

るなど、中学生への働きかけを続ける工夫を望みたい。また、レクチャー的な要素
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を入れて、バレエを習っている子どもだけでなく、一般の生徒にもバレエを見る楽

しさを伝えたい。 

現代舞踊公演では、平山素子のダンステアトロン、井手茂太のダンスプラネット

が、いわゆるコンテンポラリーダンス・バブルがはじけた状況にあって、才能と力

量の確かさを感じさせ、観客の支持も得られた。力のある若手を集め、彼らの今後

の活躍を期待するための企画であれば、もっと広報を工夫して席を埋める努力が必

要である。「Dance to the Future」のように、バレエダンサーがコンテンポラリー

ダンスに参加することはごく当たり前であり、秀れた振付家を得て、このような機

会を続けるべきである。他の伝統芸能やオペラ、バレエにある、「子ども/社会人の

ための現代舞踊鑑賞教室」のような企画が実施できるのは、新国立劇場くらいであ

ろう。レクチャーも交えて、コンテンポラリーダンスがバレエやモダンダンスとど

う違うかを、ワークショップとともに感得させるような入門講座を実施してほしい。 

演劇分野では、井上ひさしの逝去にあって、東京裁判三部作上演の意義が実に大

きい。三部作を一挙に上演するという企画は、観客にはまたとない機会だが、俳優

と劇場にとっては大きなストレスをもたらす。まったく緩みのないアンサンブルと

演出・俳優の真摯な取組みによって、初演より格段に深まった舞台になり、新国立

劇場の存在意義を、改めて確認させられた。今後、「紙屋町さくらホテル」を合わせ

て、この三部作＋αの再演の機会をもってもらいたい。「エネミイ」は、蓬莱竜太の

才能をもってしても、三里塚闘争の闘士の 40年後を描くことは不可能だった。取材

と想像力だけでは追いつかないものがやはりあったのだろう。一貫して、父親の世

代と若者との感覚や世界観の差を焙りだし、「戦い」の見えにくい今という時代を描

ければ成功したかもしれない。しかし、「ヘンリー六世」三部作を中核にする「戦い」

のモチーフを 後に現代の若手劇作家に手渡したところに、鵜山芸術監督の思いが

見えたような気がした。 

宮田新芸術監督の企画「Japan Meets…―現代劇の系譜をひもとく―」が始まった。

シーズンごとにテーマを定め、それに従って作品を選んでいるのは、芸術監督のコ

ンセプトを鮮明に観客に伝える点で親切であり、入場率など客足が昨年度を上回っ

て堅調であることは評価するが、芸術的成果が現れるのはこれからであろう。今後

どんな作品をラインアップに加えるかの方針あるいは方向性に期待して、新国立劇

場ならでは、といった上演を待ちたい。「ヘッダ・ガーブレル」は、現代のくだけた

口語体にイプセンを訳すことで、台詞のやりとりに含まれるウィットを際立たせる

ことに成功した。ただ、せりふの応酬の速度が上がった分、また現代的な演技スタ

イルになった分、せりふの行間にひそむヘッダの心の動きを表わすことがむずかし

かった。大地真央は、その存在感でヘッダの傲慢さ、気品、厭世的な気分をよく表
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わしたが、元将軍の娘である若奥様としては、訳されたせりふの端々に違和感があっ

た。ヘッダの社会的地位とエリート意識という重要な要素が見えなくなった。「やけ

たトタン屋根の上の猫」は、寺島しのぶ、北村有起哉の起用による集客効果はあっ

たが、2幕以降は脇役とのあいだにアンサンブルが見られず、歯車がかみ合わなかっ

た。「わが町」の評価は分れると思う。広く遠い舞台を、宮田演出は惑星の高さから

地球上の一つの町を見下ろす神のように、おそろしくスローテンポで演出した。作

者ワイルダーは、小さな町にすべての町を、数名の登場人物にあらゆる人間のすが

たを、縮図として描き込み、その意味を終盤で観客に自ら発見させようとした。宮

田演出は洗練された照明効果、ピアノ演奏で、早くからその象徴性を暗示した。そ

れは美しい舞台ではあった。だが宇宙の縮図としてのグローヴァーズ・コーナーズ

を観客は自ら悟るのではなく、早くから気づかされて、劇の展開につき合うことに

なる。興行的に 64%ほどの低入場率でとどまったことは、年末年始にかかったとは

言え、残念である。「焼肉ドラゴン」の再演は、意義深いものがある。鄭義信の単独

演出となり、新たな要素が端々に加えられたが、それをおもしろみと考えるか、夾

雑物と受けとるかは意見が分れよう。ただし、上演全体のパワーは失われることな

く、感動的な舞台を生み出した。同作品はソウル、北九州、兵庫でも公演し、初演

の舞台美術を用いたため、制作費を縮減できた。 

いずれの分野も、アンケート回収率が極めて低い。主体的に劇場運営に参加する

よう観客に呼びかけ、回収率を上げ、観客の意見を集める努力をすべきである。 

新国立劇場の鑑賞教室は、内容が素晴らしいので、回数を増やす工夫をしてほし

い。「こどものためのバレエ劇場」など、全国で 11 公演が実施され好評であった。

青少年を対象とした公演は、地方で行われているものはまだまだ少ない。将来の観

客を育てる重要な取組みであり、開催回数も実施地域も拡充することが望ましい。

国際交流事業は、今後の劇場活動の中核をなすものとなるので整備を進めてほしい。 

 

(3) 快適な観劇環境の形成、広報・営業活動の充実、劇場施設の使用効率の向上等 

 

（快適な観劇環境の形成） 

大劇場にエレベーターが増設され高齢者が利用しやすくなったことを評価する。

能楽堂に女性用トイレを増設したことはよかった。今後もできる改良を検討しても

らいたい。新国立劇場では、広いロビーや劇場建物の外部も観客サービスに向けて

活用するなどの工夫をしてはどうか。 

本館の食堂は、軽食メニューが増えてよかった。売店は映像・音楽関係の商品が
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充実した。オリジナルグッズも種類を増やしたい。能楽堂の食堂も、内容の良いも

のを廉価で提供している。 

文楽劇場で観光客の増加が著しい中国語・韓国語への対応を評価するとともに、

他劇場も含め、東アジア観光客対策の一層の充実を検討すべきである。 

インターネットチケット販売システムで、空席状況の確認ができるようになった

こと、利用者が自分で座席を選択できるように準備を進めたことは評価できる。今

後は、携帯電話で閲覧可能なホームページの構築を含め、携帯電話からのアクセス

を可能にし、若年層への伝統芸能の普及につなげたい。 

各劇場のプログラムは、いずれも内容の密度が高く、資料的価値が非常に高い。

この質の高さを、今後も維持してほしい。文楽劇場の漫画を使った演目解説や、「近

松が描いた上方」リーフレットは、よい企画、サービスである。シリーズの充実に

期待したい。 

劇場ごとの公演説明会やワークショップなどの活動は評価できる。これらを持続

するとともに、一層の工夫を加えて、新たな観客の創出に努めてほしい。「国立劇場

in丸の内」のような社会人に向けた出張講座は、東京だけでなく、今後、各地でさ

らに増やしてもらいたい。 

 

（広報・営業活動の充実） 

振興会、新国立劇場、国立劇場おきなわのホームページへのアクセス数が目標を

上回ったことについて、迅速な更新と内容の充実等の努力を評価する。新国立劇場

では、「現代舞台芸術入門オンラインツアー ―新国立劇場へようこそ―」の追加や、

公演内容に即した特設サイトの設置、映像記録の参照を可能にするなど、充実が見

られた。ホームページへのアクセスは、国民の期待の表れなので、今後も良い方向

に工夫してほしい。ホームページへの特設サイトのリンク、各種動画サイトの活用

など、インターネットを用いた広報戦略に知恵とお金をかけていくことが必要であ

る。各劇場ごとのメールクラブ会員などに配信するメールマガジンは、今後ますま

す重要度が増すので、充実を図ってほしい。歌舞伎の 4 公演特別チケット販売など

の工夫や、新国立劇場の演劇公演で募った「ダイレクトメールメンバー」が先行予

約の主役となったことは特筆に値する。メンバーのジ・アトレ会員へのランクアッ

プを促進する施策を講じたい。また、他のジャンル・他劇場でも推進してもらいた

い。あぜくら会の会報が大きくなって見やすくなった。文楽友の会では、活動状況

や会員特典の分かる掲示をもっと増やして観客にアピールしてはどうか。 

歌舞伎公演に各国の大使を招待したのはよい試みだった。外国人の観客を増やす
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よう努力してほしい。空港や鉄道の案内所に、すべての国立劇場の月刊総合公演案

内チラシを日本語版・外国語版で置くなどの工夫もやってみてはどうか。広報活動、

営業活動については何らかの基本マニュアルを作成し、有効な広報、営業を展開す

ることが必要ではないか。 

 

（劇場施設の使用効率の向上） 

劇場施設の使用効率について、文楽劇場、新国立劇場中劇場以外の各施設は、数値

目標を達成し改善が見られたことは、サービス向上と劇場の存在認知や印象度を高め

る上で好ましいと評価する。 

しかし、新国立劇場のオペラ劇場の貸与実績が、相変わらず低いことは問題であ

る。貸与実績は 12日に増えたものの、今回の目標はわずか 10日であり、まだまだ十

分とは言えない。25年度には 50日程度の貸与を目標にしているので、なるべく前倒

しでその目標を達成することを要望する。そのためには、自主公演の舞台稽古日数を

減らすなどの工夫により空き日を増やすとともに、使用料金の在り方についても検討

することが必要である。 

また、こまめな営業活動や広報活動を行う必要があるように思う。オペラ劇場だ

けでなく、全館とも、他の公共劇場の成功例を参考に使用効率の一層の向上に努めて

ほしい。 

一方、国立劇場おきなわでは、貸与日数が目標を大きく上回る伸びを見せたこと

は、高く評価される。主として講演などに使用されていた小ホールを、研修生の公演

等に使うことにより、演劇公演が可能であるとの認知につなげたことを評価する。た

だし、沖縄の現状を省みたとき、貸与日の多くは土日であることを予想する。そうで

あれば、貸与を増やすため主催公演を平日に回すことで、集客数が落ちることのない

よう注意が必要である。 

なお、利用者の利便性の向上については、文楽劇場で小劇場演劇の利用者に向けて

説明会を行ったことを評価する。 

 

(4) 伝統芸能の伝承者の養成及び現代舞台芸術の実演家等その他の関係者の研修 

 

（伝統芸能の伝承者の養成） 

養成研修の実施について、文楽は研修生の教育がよく行われており、後継者として

力を持った若手が育成されている実態は、研修制度が良く機能していることを示して

いる。文楽はもとより歌舞伎の脇役にしても国立劇場の養成がなければ現在の隆盛が
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なかったことは誇ってよい。ただし、近年、なかなか研修生の数が増えないことも事

実であり、今後の検討課題にしなければならない。 

研修生の募集について、23年度の歌舞伎鳴物第 15期生への応募がゼロであったこ

とは致し方ない。この仕事ばかりは無理矢理に数合わせをしても適性に欠けた者は育

たない。今後も地道な広報を続け、この道で生きていく覚悟を持っている若者を見つ

ける以外に方法はない。しかし、広報や応募方法などを工夫することで、開講中止が

数年以上に及ばないようにする必要がある。その意味で、国立劇場での「研修見学会」、

文楽劇場での「文楽研修一日体験」、東住吉高校など全国 4 ヶ所でのワークショップ

を実施し、その参加者のなかから選考試験の受験者（合格者）を出したことは、好ま

しい事例である。また、国立劇場おきなわが、研修修了生の活動状況をホームページ

に掲載するなど、研修事業を周知する努力をしていることを評価する。 

広報の充実については、募集活動の下支えとして重要であり、全国規模で丁寧に継

続されることを希望する。伝統芸能情報館で「歌舞伎俳優養成 40 年の歩み」展を実

施したことは評価に値し、養成全体に広げた展示を各劇場で行えば募集の広報に役立

つであろう。 

また、研修生や既成者が文化普及活動へ参画することは、芸能の裾野から養成事業

を広報し、ひいては募集の周知にもつながる。能楽堂の「届けます、体験教室」や組

踊研修修了生「子の会」による芸術鑑賞教室は高い評価に値する。子どもの時の伝統

芸能の体験は、必ず未来につながるので大切にしたい。そして、研修一日体験の場と

数がさらに拡大することは、既成者研修発表会とともに、研修生や研修修了生に出演

の機会を増やし、彼らの意欲にもつながることなので、今後の充実を期待する。ただ

し、「既成者研修発表会」は、外部に向けたネーミングとしては固すぎるので、親し

みやすい名称を一考されたい。また、修了生の活動に対する評価が、今後の研修制度

の根幹につながっていくので、個々のプロフィールには必ず「研修修了」と加えるよ

うな細かい配慮も必要である。 

伝統芸能と現代舞台芸術分野の相互交流については、伝統演劇での研修の実績が、

現代演劇の研修にも生かされ、「日本の演劇人」の養成・研修に振興会が果たす役割

は大きい。ジャンルを横断した研修が効果を上げることに期待したい。また、歌舞伎、

オペラ、バレエといった、いわばぜいたくな芸能分野にも発表の場が用意され、若い

力を伸ばし、将来性を育む、恵まれた環境であることを改めて認識する必要があるだ

ろう。 

関連して提案すれば、両分野の相互交流もさることながら、伝統芸能の分野の中に

おいても、各ジャンルの研修生が互いのジャンルの差異と共通性を理解することによ

り重点をおけば、良い結果を招くと推測される。募集についても、個別の芸能ジャン



 

13 

 

ルではなく、よりゆるやかで広い、総合的舞台芸術の研修生を募集し、向き不向きを

集団の中から見出していく方式についても検討することはできないだろうか。 

また、伝統芸能の養成には、すべての分野において、研修期間中の生活保障の問題

もあるだろう。一定の奨学金制度はあるものの、独り立ちするまでの生活について、

何らかのサポート制度があると良いと思う。研修修了後も、舞台に出る若手の生活が

安定するまで、彼らを支える制度の充実を望む。伝統芸能の研修制度は、日本文化の

発展にかかわる貴重な事業であるので、様々な検討を加え、今後なお一層の充実を期

待する。 

 

（現代舞台芸術の実演家等の研修） 

研修の実施について、現代舞台芸術の分野では、順調に研修が進んでいる。将来は、

これらの研修を終えた人々を軸にした専属劇団ができるのが望ましい。 

オペラ研修所からは、世界に羽ばたく人材が出てきており、その成果を高く評価す

ることができる。研修成果発表の場を新国立劇場内に止まらず、他の場所や機会に広

げ、舞台での経験を多く積ませることによって、即戦力となる人材の養成に努めてほ

しい。現在、研修生の募集は、期にわずか 5名であるが、質を落とすことなく、もう

少し門戸を広げることを考える必要がある。 

バレエ研修についても、着実に成果が認められるので、他分野も参考にして充実を

図ってほしい。 

演劇研修については、演劇研修所がプロではなく専らアマチュアを対象にしている

体制について、改めて検討する必要がある。オペラが「大学院声楽科修了程度の実力」

を前提にしているように、既に舞台経験を積んだ有望な若手にも研修の機会を与えた

い。大学の演劇学科を卒業したレベルの人を入学させれば、本公演への端役での参加

も可能であろう。基礎的な知識やスキルは必要だが、俳優としての存在感や魅力は、

大勢の観客を前にした本舞台で培われるものではないか。 

また、演劇研修所の修了生は様々な劇団に入団しているが、新国立劇場としての支

援策があってよい。例えば、ロイヤル・シェイクスピア・カンパニーのように、新国

立劇場の本公演に当たり修了生をアンダースタディ（代役）として雇い、本公演終了

直後あるいは本公演休演日に、安い入場料で観劇できるアンダースタディによる公演

を行い、本公演の役者と比較される試練を若手に与える方策も考えられる。 

文化普及活動等への参画については、研修生参加による新国立劇場こどものための

バレエ劇場「しらゆき姫」の全国公演は有意義だったので、オペラ研修生や演劇研修

生による子ども対象の普及公演の実現に期待したい。 
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公演制作者・舞台技術者等の研修の受入れ等については、現在、新国立劇場での上

演は照明も音響も劇場スタッフが操作することが前提になっているが、若手演出家を

招く公演等では、その演出家とふだん仕事をしている若手の外部スタッフを受け入れ

れば、大いに学ぶところがあると思われる。 

 

 (5) 伝統芸能及び現代舞台芸術に関する調査研究の実施並びに資料の収集及び活用 

 

（伝統芸能に関する調査研究の実施並びに資料の収集及び活用） 

調査研究について、国立劇場の仕事は、すべての大学の研究を凌駕する実績を上げ

てきた。「上演資料集」も充実しているし、「近代歌舞伎年表」「系統別歌舞伎戯曲解

題」「未翻刻戯曲集」の刊行は国立劇場でなければできなかった仕事で、これらの事

業は、今後の研究の助けになることであろう。事実、「近代歌舞伎年表」の刊行によ

り、近代演劇史の研究は大幅に進みつつある。一方、「義太夫年表昭和編」の刊行の

遅れは、残念である。今後とも、事業を計画的に進め、近代の埋もれた資料の翻刻や

紹介がさらに増えることを期待する。 

研究書とは対照的に、小学生などを対象とする平易な入門書「かぶきの本」の出版

は、将来の観客を育成するため、大いに意義のあるものであった。ルビをしっかり振

り、かみくだいた説明が正確さを失わず、国立劇場ならではの美麗でクオリティの高

い写真を収めて、軽量で扱いやすいパンフレットになっている。これを全国の小学校

など 23,000 ヶ所に寄贈したことは、高く評価する。ただ内容そのものは、小学生に

はやや難しいのではないか。改訂版では、小学生にさらに読みやすい入門書としてほ

しい。また、三味線の写真には撥も一緒に写すとか、類似の楽器が大きさによって名

称が変わることについても配慮がほしい。専門用語についてはルビを振って漢字で学

習させるなどの試みもあってよいのではないか。次の「ぶんらくの本」についても、

より分かりやすく、正確なものにという理由は理解できるが、遅滞なき刊行が待たれ

る。 

資料展示について、来館者数は、文楽劇場が若干及ばなかったものの、5館合計で

目標以上の数値を記録した。各館ともに展示には工夫が見られ、年に 4回～5回の展

示替を行っていることは評価できる。 

伝統芸能情報館での「文楽の音」展示は、大変興味深い内容だった。「メリヤス」

の紹介では、全種の音を、省略なく全曲をしっかりと聴けるようになっていたので、

視聴者を非常に満足させることができた。 

能楽堂の展示室は、専門研究者にも満足できる展示になっている。「能面にみる女



 

15 

 

性表現」など、展示の視点はとても興味深かった。また、「国立能楽堂コレクション」

の展示が巡回展として美術館・博物館で実施でき、伝統芸能の普及活動に寄与した。

類似の展示が他館でも企画できることを期待する。 

文楽劇場の展示は、公演内容に関連したテーマで企画展示が行われ、工夫されてい

ると感じた。 

このように、国立劇場、文楽劇場など、長期公演のある劇場では、よく企画された

展示が、公演と関連する形で適切に行われてきているが、その方法は展示とパンフ

レットの作成配布、あるいはレクチャーを伴う程度である。文楽劇場ではボランティ

アによる文楽応援団が活躍しているが、他の劇場でも、公演期間中は、案内役がつい

た展示ツアーを決めた時刻に催すなどの工夫により、観客の興味を高めるようにして

はどうか。また、アンケート用紙は目立つところに置いた方が、回収率もよく、運営

の参考になるのではないか。 

公演記録映像の活用について、文化デジタルライブラリーが充実し、楽しくブロマ

イドが見られるようになった。 

「仮名手本忠臣蔵」の文楽公演 DVD の完成と発売、「二世豊竹古靱太夫義太夫名演

集」の CD・DVD 刊行は蓄積した映像、音声資料を社会に還元する活動として評価した

い。特に後者の映像は貴重で、発見後早くに一般に公刊されたことは喜ばしい。 

DVD「組踊の世界へようこそ」の制作は、初心者の入門向けとして評価できるが、

全体として過去の歌舞伎入門の制作方法と類似しているので、無難だが、独自性・新

鮮味がない。音楽をどのように表現するかという点では、画面の一部に音楽場面を入

れた方が、アニメーションを登場させるよりは良いし、研修場面についても、もっと

時間をかけて映像化することを希望する。 

国立劇場本館でも、歌舞伎の作り方、文楽の上演の仕方など、昭和 50 年代に始め

はフィルムで、その後ビデオで歌舞伎舞台の映像作品が登場したが、当時大学の授業

で使用され、学生が非常に興味を持った。DVD として再制作してほしい。 

鑑賞会・講座等の実施については、受講者数が一部及ばなかったものの、震災の影

響を除けば全体で目標を達成しており、アンケート調査で有意義の回答が 89％を占

めている。 

「教員免許状更新講習」は、教師に対する伝統芸能講座として意義があり、次世代

への普及促進にもつながるので、今後も継続してほしい。 

上述のように、伝統芸能分野における調査研究、資料収集等の事業には評価すべき

点が多い。とりわけ古文献の復刻などは、振興会ならではの充実した成果と言える。

このような成果を、内外の研究機関や研究者に一層活用してもらうための工夫が必要

となろう。きめ細かな「上演資料集」や冊子などの出版物、DVD などの映像資料の制
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作など、振興会が 45 年をかけて蓄積したノウハウや知識が今なお生きていると感じ

られる。このような財産が振興会の各事業で一体的に有効活用されるように、今後と

も努力してほしい。 

出版物については、自己点検評価書によれば「少数部の出版は一般販売ルートに馴

染みにくいため、劇場内及びホームページで購入方法を案内している」としている。

しかし、「近代歌舞伎年表」は、専門家向きの書物として出版社と提携されており、

したがって、ネット書店にも流通している。これに反して、「吉田玉男 文楽藝話」

や「かぶきの本」など、一般人も読める本こそ、出版社と連携し、販売するような検

討をするべきではないか。 

「組踊の世界へようこそ」や、「現代舞台芸術入門オンラインツアー ―新国立劇場

へようこそ―」は、学校向けに制作した DVD 資料であるが、上演記録や職員の専門性

を活かしたせっかくの成果であるから、ホームページで購入方法を案内するなどして、

一般に入手できるよう他のグッズなどとともに通信販売する仕組みを整えたい。場合

によっては、入札で業者に委託するのも一つの方法だろう。あるいは、ただ送付し図

書室の隅に保管されるのではなく、その本を用いた簡単なガイダンスを授業に組み込

んだり、鑑賞教室の前後に小学生向け講座を設けるなど、より有効に使用されてこそ

の資料であることを認識し、普及活動とも連携してほしい。「かぶきの本」の刊行や

組踊の「鑑賞の手引き」のような将来の観客作りの事業は大切で、今後も様々な芸能

の分野で連携の試みを行ってほしい。 

各館による、出版物の刊行を始めとした調査研究・資料収集事業による成果は斯界

から高い評価を得、今後の歴史資料としての価値もある。同時に、図書・資料及び公

演記録等に関する情報のデーターベース化は、時代の要求でもあり、今後の充実のた

めに予算の拡充を期待する。また、国立劇場おきなわは新設劇場であることを配慮し、

調査研究・資料収集担当の職員増が必要であることを、付記しておきたい。 

 

（現代舞台芸術に関する調査研究の実施並びに資料の収集及び活用） 

調査研究や資料収集について、伝統芸能分野に比べると、オペラ分野などではやや

劣るところがある。西洋のオペラそのものの研究は他の機関に任せればよいが、新国

立劇場などでは、日本におけるオペラ受容の歴史や、日本人の手になるオペラの歴史

的、体系的研究などがもう少しなされてもよい。 

調査研究や資料収集の成果の活用については、演劇公演と連携した新訳戯曲の刊行

が評価されよう。新国立劇場の情報発信機能は発展途上にあるとは言え、記録として

まとめたものをさらに刊行物等として公開する必要がある。 
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公演記録映像等の活用については、「現代舞台芸術入門オンラインツアー ―新国

立劇場へようこそ―」が 3 部構成となっており、非常に楽しめた。「劇場を歩く」で

は、劇場の構造を見ることはなかなかできないので、中劇場の舞台の変化（プロセニ

アムとオープン）や、小劇場の 4種の舞台の設置方法は、地方の舞台関係者や企画者

に大いに参考になる。「スタッフの仕事」では、スタッフによる現場の言葉で仕事を

紹介し、実際の舞台映像も挿入され、より具体的に説明されているので、非常に興味

深く、とてもありがたい。「舞台ができるまで（椿姫）」は、クラシックチャンネルな

どで海外の例をよく見るが、日本ではあまりなく、高校や大学の授業にも活用したい。

伝統芸能の分野でも、このような DVD を作ってはどうか。 

鑑賞会・講座等の実施については、参加者が目標数値を大幅に上回り、公演の事前

イベント、プレトークなど、様々な組織、団体と連携して公演の普及につながる取組

みが有効になされている。特に「マンスリー・プロジェクト」は、参加者の評価も高

く、継続してほしい。 

 

２ 業務運営の効率化に関する目標を達成するための措置 

 

(1)業務運営の効率化 

情報システムの活用について、システム全般に係る運用管理業務の委託内容を見直

したことにより、すべての情報システムの一元的な管理を実現し、安全性、安定性、

信頼性を高めた。また、職員のセキュリティレベルを向上させたことを評価する。し

かし、ネット社会はますます進展しており、コンピューターによる情報発信機能の拡

充を図る必要があることから、外部委託のみでなく、専門知識を有する職員の関与も

求められる。 

事務手続きの簡素化については、管内 PHSの導入により、隼町管内全域における連

絡業務の迅速化を図ったことを評価する。 

随意契約の見直し及び外部委託の推進については、入札機会の拡大に向けた取組み

を評価するとともに、今後とも継続することを希望する。 

給与水準の適正化等に関し、その検証結果については、ラスパイレス指数 101.7

であり、職員の学歴や専門性、勤務地域が大都市圏であることを勘案すると妥当であ

り、これ以上の切下げは好ましくない。夏期の勤勉手当の一律引下げはやむを得な

かったが、今後はこのような措置をとることは避ける必要がある。職員の士気を低下

させないため、むしろ適切な昇進や男女機会均等に留意するとともに、超過勤務手当

の縮減がサービス残業を招き、労働基準法に違反しないよう、業務の簡素化・効率化
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に努めてほしい。 

総人件費の削減については、専門的な知識と経験が不可欠な業務なので限度がある。

職員は自身の意識改革や専門知識の習得に精励しつつ、代替可能な職務があれば、非

常勤職員や派遣職員に任せることも考えるべきである。 

組織機構の在り方の検討に関し、人員配置については、欧米の劇場と比較しても、

事業の内容に対して人員が少なすぎるので、増員が不可欠である。特に、国立劇場お

きなわの職員増を求めたい。 

職員の専門性の確保についても、その道のプロと呼べる職員が少なくなっている。

振興会の事業には、専門的知識と人的ネットワークが必要な業務が多いので、「効率

化」を目指す一方、芸術を扱う仕事に必要な「余裕」も大切にしながら、計画的に人

材を育成していくシステムを作ることが求められる。適性にかかわらず定期的に異動

させる習慣は見直し、早めに適性を見出すことが人材の有効利用につながるのではな

いか。 

新人職員に公演業務に関する研修を行っていることは、職場のモラル向上とアイ

デンティティー確立の上でも不可欠であり、よい取組みである。振興会で勤務する

ことの誇りを、公演内容から体験してもらいたいし、内部からの宣伝活動にも大い

に役立つことである。振興会の成長のためには、職員一丸となって公演内容を把握

し、宣伝・販売に取り組むことが重要である。公演の制作や劇場の現場勤務ではな

い職員にも、もっと研修や劇場観劇体験の機会を増やしてほしい。公演の問題点を

内部から指摘してもらうなど、実験的な試みも提案したい。日本を代表するスペシャ

リスト集団であるとの自覚と自負を持って、より高度の事業展開につなげていって

ほしい。併せて職員の実務能力並びに語学力育成のために文部科学省の研修制度を

活用していることは評価に値し、国立劇場各館とも国際的に文化発信機能の充実を

図りたい。 

効率化に関する目標の達成状況に関しては、特に一般管理費について評価する。

事業費についても一層の効率化の努力をしてほしい。 

 

(2)事業評価の実施 

自己点検評価報告書は分かりやすく、職員の努力が評価できる。 

 

３ 収支、剰余金、積立金、外部資金の獲得状況等、財務に関する事項 

 

収支に関して、公演事業等については、東日本大震災という予想を超えた災害に
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よる公演中止の影響があったものの、全体として利益を上げたことを評価する。劇

場入場料収入の減収は、直接的には東日本大震災による公演の中止が原因で、振興

会に責を負わせることは酷であり、やむを得ない。年間を通した自己収入の獲得と

公演費等の削減の努力がなければ、大きな損失が出ていたであろう。今回の大震災

によって収支に影響を与えた要素は、次年度以降についても考慮すべき内容を含ん

でいる。 

大震災の影響もあり、今後の運営環境は必ずしも楽観できる状況ではなく、むし

ろ一層厳しい状況が予測される。劇場入場料や施設使用料の増収を図るとともに、

受託事業や共催事業など外部資金の導入を進めて、自己収入の一層の獲得に努めて

ほしい。振興会のあるべき姿としては、他の芸術文化団体ができない、 高、 良

の、そして画期的な企画による上演が高く評価されるだけでなく、相応の入場者を

招き、その入場料収入と貸劇場収入で公演事業について十分に運営が可能になるこ

とが理想である。入場料収入を上げること、観客数を増やす方途を模索してほしい。

また、効率化を進め、より説得力ある財務内容の実現を図ってほしい。 

新国立劇場の公演事業については、特にオペラの支出超過が大きい。芸術性を保

持することは、オペラを上演する唯一の国立劇場として極めて重要ではあるが、経

費をかけたからといって必ずしも芸術性が高くなっているとは言い切れない。招聘

する指揮者や歌手の力量、舞台美術の在り方などについては、再考すべき余地があ

る。1年間の公演計画においてメリハリとバランスを考え、支出については一層の検

証が必要である。再演は、経費節減のためのみに行うべきではなく、再演演目の決

定に際しても、挑戦的な姿勢は保ってほしい。 

なお、大震災により公演中止となった演目について、23 年度以降に再演すれば、

今年度すでに公演準備がなされているため経費の節減につながり、また、再演を望

む観客の期待に応えられるであろう。 

  芸術文化振興基金の運用収入の減収は、予想以上の円高により外国債の運用利回

りが目標に達しなかったことによるが、全体として安全性を重視した取組みを評価

する。達成された運用利回り 2.14%は決して低い利率ではなく、良く健闘している。

世界的に経済の状況が不安定であるだけに、今後の運用は難しいと思われる。少し

でも有利な運用が望ましいが、リスクをできるだけ抑えるよう慎重に運用してほし

い。目標設定と運用の両面でより慎重な対応が求められる。 

外部資金の獲得に関して、前年を上回る収入を上げた点を評価する。芸術文化振

興基金拡充のため、企業及び個人の寄付を募るための広報活動に、なおも力を注ぎ

たい。 

人件費に関して、支出が予算を上回ったのは、社会保険料の利率改定によるもの、
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及び自己都合退職の退職金の支払いが原因であり、いずれも当初から予算計上され

るべき性質ではないため、やむを得ない。高度な経験知識を持つ職員たちの意気を

高め、より充実した公演企画の実現を図るためには、事業内容にふさわしい処遇を

可能にする環境整備に必要な予算を確保することが不可欠である。 

 

４ 国立劇場おきなわ・新国立劇場の運営委託、人事、施設・設備に関する計画等、

業務運営に関する事項 

 

(1)国立劇場おきなわ・新国立劇場の運営委託 

振興会と両財団の運営委託の方針・連絡体制の整備について、情報交換や意思疎通

へ向けた取組みを評価する。特に、人事交流は、どの劇場の発展にとっても重要であ

るので、今後も積極的に実施するよう希望する。 

業務の効率化については、監査や研修の連携に留まることなく、さらにノウハウの

共有や情報システム上の統一を行うなどにより、効率化に資するものにしてほしい。 

組織の機構の在り方については、振興会の組織と両劇場の組織を統合した方がよい

という意見があるが、組織の中にさらに独立した組織があるという形になるので、一

般的に見ると不自然に見える。両財団とも、新公益法人への移行が円滑に進むよう、

努力に期待する。要は、外部から見ればどの劇場も「国立」の劇場で、一体のものと

認識されていることを自覚することである。相互の劇場でそれぞれの公演案内が見ら

れるようにすることも好ましく、幅広い展開をしている振興会のイメージをさらに高

めるためにも、より交流を深め、日本ならではの芸能文化の多様性のため、一層の努

力をしてほしい。そして日本の「現在」の文化発信を「振興会型」国際交流の形で実

現してほしい。国立劇場 45 周年は、国立劇場の充実・発展を図る良い機会である。

我が国の文化政策の重要な拠点としての存在意義を一層高めていくことを期待する。 

 

（国立劇場おきなわ） 

国立劇場おきなわとの人事交流については、国立劇場おきなわの業務運営に中・長

期的に資するものとして評価し、今後も積極的に行ってほしい。しかしながら、両財

団とも毎年委託費削減の方向にある中、特に「国立劇場おきなわ」は、 初から人員

が足りないので配慮する必要がある。 

 

（新国立劇場） 

国際交流事業は今後ますます劇場活動の中核をなすものとなるので、「国際連携協
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力室」の設置は、時宜に適っている。さらに、新公益法人へ向け組織体制の整備を進

めてほしい。 

同時に、振興会から財団への業務運営委託に関しては、その必要性と妥当性や情報

開示の透明性について、さらに一般の理解が得られるよう努力が必要である。 

 

 (2)人事、施設・設備に関する計画 

人事については、計画的な職員採用により事業の円滑な継続を図っていることを評

価するが、短期の人事異動にはマイナス面もあるので、専門性と普遍性を持った職員

が増えるよう期待したい。また、舞台技術スタッフが不足しているならば、国立劇場

と新国立劇場の間で相互に協力する体制が作れないものか。上演するジャンルが違う

という意見もあろうが、民間の企業では同じスタッフがミュージカルも作れば現代劇、

時代劇も作るというのが当たり前になっている。 

人事交流については、多様な人材確保や円滑な業務のため、国や国立大学、国立劇

場おきなわとの人事交流が継続して実施されたことを評価する。また、職員の能力・

意識向上のために行った公演、営業、マナー等種々の研修内容の充実を評価するとと

もに、文化人類学や日本語に関する特別研修を今後も継続してほしい。 

施設・設備については、地球温暖化対策とともに、電力供給が逼迫する折柄、節電

効果も重視して、可能なところから LED 照明等へ切り替えるなど、施設の冷暖房設備、

照明設備等の更新を計画的に進めていくべきである。まだ実験的段階にあるとは言え、

舞台照明の LED 化についても、今後の技術革新をにらみつつ、将来的な導入について

検討を始めたい。 

各劇場とも、舞台機構及び関連施設等の補修を進めているが、なお遅れていると

ころもある。出演者等の事故防止の観点からも万全を尽くす必要がある。 

 

(3)その他 

東日本大震災発生から全公演とも 3 月末まで中止した決断は世情を考慮してのこ

とであると考える。今後も類似の災害に備え、国立劇場おきなわ、国立文楽劇場も含

めた全国一律の対応が望ましいかどうか、被災の度合いや地域差も勘案しながら、慎

重かつ迅速な判断を望む。3月に中止した公演で再演できるものについては、できる

限り早期に実現を図る努力をすべきである。 

被災地の伝統芸能の被災状況調査については、国立劇場として大いに協力してほ

しい。 
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独立行政法人日本芸術文化振興会評議員会規則 

 

平成１５年１０月３１日 

改正 平成２１年  ３月２７日 

評議員会決定 

 

第１章 審議事項  

第１条 評議員会は独立行政法人日本芸術文化振興会法第１２条の規定に基づき理事長の諮問に

応じ、独立行政法人日本芸術文化振興会（以下「振興会」という。）の業務の運営に関する重要

事項を審議する。 

２ 前項の審議事項には、振興会の業務の運営に関する評価を含むものとする。 

 

第２章 議事  

第２条 評議員会に議長を置き、評議員の互選で定める。 

第３条 議長は、会議の議事を整理する。 

第４条 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名した評議員が議長の職務を代理する。 

第５条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ会議を開き、議決することができない。 

第６条 評議員会の議事は、出席評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

第７条 評議員会に出席することのできない評議員は、書面をもって票決をなし、又は他の評議

員に票決を委任することができる。この場合は、出席とみなす。 

 

第３章 評価委員会 

第８条 第１条第２項に定める評価を行うため、評議員会に評価委員会を置く。 

２ 評価委員会の人数及び任期等は理事長が定める。 

 

第４章 規則の改正 

第９条 この規則を改正等しようとするときは、評議員会において評議員の３分の２以上の同意

を得なければならない。 

第１０条 評議員会の事務は、総務企画部総務課において処理する。 

 

附 則 

この規則は、平成１５年１０月３１日から施行する。 

附 則（平成 21年 3月 27日評議員会決定） 

この規則は、平成２１年３月２７日から施行し、平成２１年４月１日から適用する。
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独立行政法人日本芸術文化振興会評価委員会要項 

平成１５年１０月３１日 

改正 平成１６年 ４月 １日 

改正 平成１７年 ３月１６日 

改正 平成２０年 ６月１９日 

改正 平成２１年 ４月 １日 

独立行政法人日本芸術文化振興会理事長裁定 

第１条 評議員会に置かれる評価委員会（以下「評価委員会」という。）は、独立行政法人日本芸術文化

振興会（以下「振興会」という。）の業務の運営に関する評価を行い、その結果を評議員会に報告する。 

第２条 評価委員会は、９人以内の評価委員（以下「委員」という。）で組織する。 

第３条 評価委員は、振興会の業務の運営に関する評価に必要な学識経験を有する者のうちから、理

事長が任命する。 

第４条 評価委員の任期は、１年とし、７月１日に委嘱することを常例とする。ただし、欠員の補充

による委員の任期は、現任者の残任期間とする。 

第５条 評価委員会に委員長を置き、委員の互選で定める。 

第６条 委員長は、会議の議事を整理する。 

第７条 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した評価委員が委員長の職務を代理する。 

第８条 評価委員会は、評価委員の過半数の出席がなければ会議を開き、議決することができない。 

第９条 評価委員会の議事は、出席評価委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決すると

ころによる。 

第１０条 評価委員会に出席することのできない委員は、書面をもって票決をなし、又は他の委員に

票決を委任することができる。この場合は、出席とみなす。 

第１１条 評価委員会の事務は、総務企画部計画課において処理する。 

附 則 

１ この要項は、平成１５年１０月３１日から施行する。 

２ この要項の施行後最初に任命された評価委員の任期は、第４条の規定に係わらず、平成１７年９

月３０日までとする。 

附 則 

この要項は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要項は、平成１７年３月３１日から施行する。 

附 則 

１ この要項は、平成２０年７月１日から施行する。 

２ この要項による改正後最初に再任される委員の任期は、第４条の規定にかかわらず、平成２１年

６月３０日までとする。 

附 則 

この要項は、平成２１年４月１日から施行する。 
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