
独立行政法人日本芸術文化振興会

平成 24 事業年度評価報告書

平成 25 年 6 月

独立行政法人日本芸術文化振興会評価委員会





目 次

はじめに

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 ……… 1

(2) 伝統芸能の公開及び現代舞台芸術の公演 ……… 2

(3) 快適な観劇環境の形成、広報・営業活動の充実、……… 9

劇場施設の使用効率の向上等

(4) 伝統芸能の伝承者の養成及び現代舞台芸術の ……… 10

実演家その他の関係者の研修

(5) 伝統芸能及び現代舞台芸術に関する調査研究 ……… 12

の実施並びに資料の収集及び活用

２ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置

……… 14

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 ……… 14

４ 国立劇場おきなわ・新国立劇場の運営委託、人事、……… 15

施設・設備に関する計画等、業務運営に関する事項

独立行政法人日本芸術文化振興会評価委員会委員名簿 ……… 17

（参考）

独立行政法人日本芸術文化振興会評議員会規則 ……… 18

独立行政法人日本芸術文化振興会評価委員会要項 ……… 19



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 24 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、まず各委員が評価意見書の提出を行い、

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、振興会の業務運営をより良いものとするための

意見を付しており、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 24 年 10 月 2日

第 2回評価委員会 平成 25 年 4月 26 日

第 3回評価委員会 平成 25 年 6月 14 日

第 4回評価委員会 平成 25 年 6月 21 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が行う様々な文化芸術活動に対する助成事業は、安定的に

適切な採択が行われ、継続的に実施されていることを評価する。今後は、各地域

で行われる活動にも目配りし、東京一極集中とならぬようプログラムディレク

ター、プログラムオフィサーの役割を生かし、情報提供等を更に促進させてほし

い。

年間活動支援型の導入に伴う助成システムの見直しに合わせて事務手続きの簡

素化に努めた結果、助成対象団体の利便を図る支援体制が整備され、交付決定ま

での期間が前年度より大幅に短縮（5.7日）されたことを評価する。

助成対象活動の審査・調査等については、24年度において新たに、演劇、伝統

芸能・大衆芸能分野にもプログラムディレクター、プログラムオフィサーが配置

されたことを評価する。また、審査、評価、助成団体に対する助言や公演調査な

どの機能を強化したことにより、助成分野の偏りを防ぎ、公平性の確保につながっ

たことを評価する。

23年度から進められたプログラムディレクター、プログラムオフィサーの配置

により複眼的に行う公演調査が定着し、23年度の実績を大幅に上回ったことを評

価する。今後は、より客観性と透明性を確保するために、公演調査の審査基準を

明示するとともに、集積した成果を助成決定の審査に具体的に生かせる仕組みを

構築することが望ましい。

助成事業を周知させるための広報活動については、ホームページを活用した情

報提供や助成対象活動の募集説明会が東京、大阪以外の地方でも行われたことを

評価する。今後も説明会の開催地や回数の拡大を期待する。また、24年度の助成

は、交付件数、交付額ともに減少しており、こうした事実を社会に広く理解して

もらうことも必要であろう。引き続き助成事業に関する広報の充実・拡大を積極

的に進め、その動きの中で、振興会の活動PRと新たな資金の受入拡充に向けた工

夫と今後の多様な方策について検討を望みたい。
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(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》

＜全 般＞

伝統芸能の公開に関しては、いまだ震災の影響が残る中、公演全体で、入場者

数・入場率ともに年度計画の目標を達成していることを評価する。

歌舞伎の復活通し上演、復曲能、舞踊、新作組踊などに優れた企画と内容が見

られ、大衆芸能、能楽、そして文楽も順調な実績であった。また歌舞伎や文楽な

どの「鑑賞教室」の継続により、青少年への普及、低料金での提供など振興会な

らではの実績を重ねている。ただ歌舞伎や舞踊、能楽など、一部目標に届いてい

ない分野もある。演目の内容や上演の質などを十分に精査した上で、更に改善を

図るべきである。

各分野において、解説付き企画やプレ講座が行われた。今後もこのような活動

を拡充してほしい。

＜歌舞伎公演＞

歌舞伎は年間8公演を実施した。4月は昨年東日本大震災で中断した鶴屋南北の

「絵本合法衢」をほぼ同じ顔触れで上演、片岡仁左衛門の悪の二役をはじめ出演

者が好演し、震災からの復活をアピールした。ロビーでチャリティーのサイン入

りブロマイドを販売したのも復興支援の一助として良かった。10 月の「塩原多助

一代記」は83年ぶりの復活通し上演で、国立劇場にふさわしい取組である。坂東

三津五郎が初演通りに多助と道連れ小平を演じたことで劇の運びが面白くなった。

11 月の「浮世柄比翼稲妻」は市川染五郎が怪我で出演不能になったものの、松本

幸四郎、中村福助や代役に立った中村錦之助を中心に通し狂言らしい良さを出し

た。12 月の「鬼一法眼三略巻」は「清盛館」を序幕につけて、「菊畑」「一條大蔵

譚」を上演し、中村吉右衛門が充実した演技を見せた。１月は河竹黙阿弥の「櫓

太鼓鳴音吉原」を国立劇場文芸課が補綴した尾上菊五郎の一座による復活狂言「夢

市男達競」で、正月らしい華やかで娯楽性に富んだ舞台になっていた。3月の「隅

田川花御所染」は福助が清玄尼を演じ、尾上松也、中村隼人ら若手が主要な役に

起用され成長を見せたが、配役間のバランスが取れず、若さが目立つところもあっ

た。また、3月の公演に関しては、間際まで出演者が固まらなかったことが集客に

影響したのではないか。

広報活動は、公演の意図が伝わるように、アピールポイントを絞って行う必要

がある。また、3月公演での「アフタートーク」など一連の取組を評価し、今後は
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国立劇場の外部でも同様の工夫を期待したい。

鑑賞教室は解説に工夫があり、若手俳優を起用したのも若い観客には親しみや

すい。中村橋之助、片岡愛之助と実力者が演じたことで、舞台自体の水準も高かっ

た。

歌舞伎公演全般における入場率は計画を下回った。震災以降観客の心理が冷え

たこと、染五郎の休演や 3 月が若手中心の公演だったことによる影響が考えられ

るが、他に原因がないかしっかりと分析して、今後に対処する必要がある。

振興会役職員による「おすすめキャンペーン」が今年も実施されたことを評価

する。観客委員会の調査、分析に加え、外部の意見も参考にしながら、より集客

に向けた努力を行ってほしい。

＜文楽公演＞

文楽は 5 月に「八陣守護城」、9 月に「傾城阿波の鳴門」、12 月に「苅萱桑門筑

紫㵞」という珍しい演目を上演したことを評価する。いずれも文楽以外での通し

上演が絶えており、また文楽ならではの面白さを持つ演目である。11 月の文楽劇

場「仮名手本忠臣蔵」では、何よりも出演者全体の志の高さが舞台に溢れている

のが良かった。観客の関心や集中力はいかにも高く、演目の選択や上演の質が良

ければ、目標を十分に達成できることを証明した。中堅・若手技芸員にこれから

も飛躍と成長の機会を与えたい。

竹本住大夫ら人間国宝の休演があったにも関わらず、年間を通して目標入場者

数を達成したことを評価する。文楽では世代交代が急速に進んでおり、長老級の

負担を軽減しながら、中堅・若手を大きな役や新しい演目に挑戦させる企画を立

ててほしい。

文楽劇場での本公演の入場率が 62.9％に達したのは、大阪市長が文楽協会への

補助金を一時凍結したことによって文楽への関心が高まったこともあっただろう

が、技芸員自身が危機感を持ち、振興会と協力して、様々なPR活動を行ったこと

や、舞台の緊張感が維持されたことが貢献したのではないか。

営業面では、地下鉄の文楽ポスターや、ラジオ CM の導入を評価する。3月に国

立劇場本館の歌舞伎公演で行ったアフタートークや記念撮影会のようなイベント

を文楽公演でも取り入れてみてはどうだろうか。また、文楽劇場において、観客

アンケート調査の回収率が以前と比べて大幅に改善していることを評価する。

文楽でも復活、復曲は振興会の役割として今後も継続してもらいたいが、文楽

の娯楽としての位置付けを見失わないようにしてほしい。

文楽劇場の集客につながるような一般向けの義太夫教室、人形教室を是非地元
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大阪でも行ってほしい。

＜短期公演＞

短期公演ではそれぞれの分野で国立劇場らしい企画が並んだことを評価する。

舞踊では５月の「菅原草紙」が好企画だった。３月の琉球芸能も話題を呼んだ。

邦楽、舞踊については、観客の高齢化や入場者数のバラツキに苦心しながらも、

新しい企画を立て、話題の公演を実施している努力を評価する。文楽劇場の７月

「文楽素浄瑠璃の会」で珍しいおどけ浄瑠璃を取り上げたことも評価する。

民俗芸能は、鑑賞する機会の少ないものを取り上げていて、貴重な機会を提供

していることを評価する。また、東日本大震災復興支援で東北の芸能を上演した

ことは時宜に適った企画だった。

雅楽と声明は今まで極めて高い入場率を記録してきたので、目標を割り込んだ

といっても、悪い入場率ではない。よく企画を検討しながら、根気強く続けてい

く必要がある。

＜大衆芸能公演＞

23年度は東日本大震災の影響が残っていたが、24年度は全体的に回復がみられ

る。定席公演も入場率51.7％と持ち直したが、震災前（22年度）にはまだ届かな

い。営業努力によって、定席公演の入場率を上げていくことが今後の課題である。

定席にできるだけ人気者を出演させる努力を続けてほしい。

文楽劇場小ホールの「上方演芸特選会」（年6回）も徐々に定着しつつあるよう

で、全ての公演で目標入場者数を上回ったことを評価する。

＜能楽公演＞

世阿弥自筆本による復曲能「阿古屋松」は、昨年度の「布留」「難波梅」「松浦

佐用姫」から継続した企画の掉尾を飾るものであり、国立能楽堂にふさわしい。

また、24 年度より始まった「能を再発見する」シリーズは好企画であり、公演の

趣旨が上演前の対談により明確になったことや出演者が好演したこともあって、5

月「高砂」、2月「卒都婆小町」とも、高い成果を上げた。

能楽の入場率は相変わらず 90％以上を維持しており、評価する。今後も高い水

準を保てるよう努力してほしい。

＜組踊等沖縄伝統芸能公演・国立劇場おきなわ全般＞
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国立劇場おきなわは、昨年度より定期公演の入場者数が伸び、公演数・上演回

数も増加しており、高く評価する。新作組踊も「十六夜朝顔」「聞得大君誕生」の

二作が創作された。特に後者は坂東玉三郎の出演もあって、92.7％の高い入場率

を達成し、組踊の知名度を更に高める試みとなった。琉球王朝時代の舞台構造を

再現した「御冠船踊の世界」のシリーズで「孝行之巻」が上演されたのは、学術

的な試みとしても大変に意義深い。また「北山崩」「姉妹敵討」など、あまり上演

されていなかった演目に手を付けたことは、上演演目の拡充への第一歩として評

価する。

11 月の「インド伝統芸能」は、公演企画段階での打合せをしっかり行う必要が

あった。

公演の中には、9月定期公演「奇縁之巻」のように著しく低い入場率のものがあ

る。こうしたバラツキの原因を分析して、適切な営業努力を重ねていくことが望

まれる。振興会としても、国立劇場の他の公演を高等学校などで営業する際に、

沖縄への修学旅行での組踊鑑賞を宣伝するなど、協働していくよう努めてほしい。

アンケート調査による公演の満足度が着実に改善していることを評価する。

＜演目の拡充、青少年対象公演、連携協力等＞

歌舞伎、文楽、大衆芸能、能楽、組踊において、各分野の特性を踏まえた演目

の拡充や新作脚本募集を行っていることは、国立劇場の役割を踏まえ、かつスタッ

フの能力を生かした事業であり、評価する。

鑑賞教室などの公演については、多くが 80％を超える入場率であることを高く

評価する。次世代観客の育成の礎となる事業であり、大切にしていきたい。国立

劇場本館や文楽劇場で、利用のなかった学校の先生に鑑賞教室見学の機会を設け

るなどの工夫をし、効果があったことを評価する。

またワークショップで伝統芸能を実際に体験してもらうような試みも、もっと広

範に行いたい。教員の理解を得られれば、学校単位での児童生徒鑑賞につながる

ので、伝統芸能の様々なジャンルを扱っている教員免許状更新講習を、その普及

の一助に活用してはどうだろうか。

《現代舞台芸術の公演》

＜全 般＞

現代舞台芸術公演全体で年度計画の目標を 5.2％も上回る入場率を達成したこ

とを高く評価する。もちろん入場者数の増加は大切なことだが、一方で集客には

不利であっても重要な演目について取り上げることも新国立劇場の大きな使命で
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ある。今後も引き続きその両面に適切に配慮してほしい。

名作オペラに日本人出演者を多く起用して、その成長ぶりを生かしたり、「長い

墓標の列」に研修修了生を出演させ、良い緊張感の舞台を構成したことも、新国

立劇場ならではの活動と評価する。

「ピーター・グライムズ」「シルヴィア」「リチャード三世」が並び、「英国舞台

芸術フェスティバル」と銘打った企画が立てられた。しかし時代・ジャンル・モ

チーフのいずれも異なる三作品だけに、芸術的な視点がもう少し明確に提示され

れば良かった。

＜オペラ公演＞

新国立劇場は開場15周年を迎え、その制作や上演がいよいよ地に足が着いてき

たという感が強い。24年度に行われた演目は9本で、うち新制作が2本であるが、

全体として古典派、ロマン派、20 世紀の作品、またイタリアもの、ドイツもの、

イギリスものと、時代別・国別に見ても、実にバランスの良い選曲がなされてい

る。

また今年は上演の質が全体に一段と高くなった。例えば「オテロ」では、見応

えのある舞台、歌唱力の高い歌手を配した音楽的な質、いずれの面でも非常に完

成度が高かった。「ドン・ジョヴァンニ」や「ローエングリン」では、今をときめ

くスター歌手を招聘し、演出、音楽の両面でオペラ全体の水準の高さを確保する

と同時に、圧倒的な歌唱力で聴き手に大きな満足感を与えるというオペラの醍醐

味を観客に味わわせてくれた。

新制作の「ピーター・グライムズ」は、ベルギー・モネ歌劇場との提携によっ

て実現した公演だが、この作品が内包する、個人の存在を追い詰めかねない集団

社会の恐ろしさをくっきりと浮かび上がらせる演出の巧みさや、歌手陣の素晴ら

しい演唱によって出色の公演となった。質の良い海外のプロダクションは、今後

も積極的にレンタルして、新国立劇場全体の質を向上させる一助としてほしい。

また、グランドオペラのすばらしさを堪能させた「ローエングリン」に対し、現

代オペラにふさわしく社会への批判性を持った「ピーター・グライムズ」という

好対照な作品を選択したことも特筆すべきことであろう。

「トスカ」「アイーダ」の興行的成果は、こうした伝統的で豪華華麗な舞台に根

強い人気があることを示しており、唯一の国立歌劇場として、こうしたものの上

演に目を配ることにも留意しなければならない。「セビリアの理髪師」は、オペラ

を心から楽しめるプロダクションとして、その面白さを初心者などにもっと広く

周知していき、新国立劇場の定番にしても良いのではないか。
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さらに、「タンホイザー」での新国立劇場合唱団の圧倒的な迫力に満ちた演唱、

「愛の妙薬」における優れた歌手陣の好演も、もっと多くの観客に味わってほし

いものであり、各回の上演の見所、聴き所を更に広く周知していくべきである。

オペラ公演全体で入場者数・入場率ともに目標値を超えている。しかし目標に

達しなかった公演も二、三あり、これからも一層の集客に努めてほしい。そして

新国立劇場の質の高い公演を東京以外の地にどのように広げていくべきかが今後

の課題であろう。長期的には、ツアーに出ることを前提にしたキャストや演目、

簡素な舞台美術を準備して地方公演を行うことでファンの裾野を広げ、地方から

ファンが東京公演に押し寄せるような状況を作ることも、望ましいのではないか。

＜バレエ公演＞

24 年度は計画した入場率を 3年連続して下回った。その理由について、営業、

制作の両面から検討することが必要である。

入場率の目標には達しなかったものの、上演内容は決して悪くない。ビントレー

監督下における企画は優れており、レパートリーの充実や海外有数の劇場と比肩

する水準を目指すという点では十分に目的が果たされつつある。ただそれが集客

に結び付いていないのが大きな問題であり、その原因について早急に分析し、対

策を練る必要がある。観客への周知の方法の点で多面的に考えるなど、まだまだ

工夫する余地があるのではないか。

新国立劇場バレエ団は以前よりコール・ド・バレエには定評がある。しかし、

今後はスター性、カリスマ性のあるダンサーを育てることにも努めてほしい。

公演はいずれも見応えがあり、決まりきった演目しか上演しない海外から来演

するバレエ団に比べてはるかに興味深いものであった。「シルヴィア」は、クラシッ

ク・バレエの重要なレパートリーであるにもかかわらず、日本ではあまり上演さ

れることはなかった。それにあえて取り組んだことを大いに評価する。ビントレー

監督の振付が実に気の利いたもので、それを的確に実現したダンサーたちの技術

力も高く評価する。入場者数ではやや苦戦したが、再演を繰り返すことで、日本

の観客に愛されるレパートリーになるのではないか。

「ダイナミック・ダンス」も極めて興味深い公演だった。クラシック音楽のファ

ンがこの公演に接してジャズやコンテンポラリーに深く興味を持ったり、そのま

た逆のことが生まれたりする可能性を広げた。多様な芸術領域を抱える新国立劇

場ならではの在り方が見事に生かされており、新国立劇場バレエ団の存在価値や

意味を改めて確認することができる。
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＜現代舞踊公演＞

「Dance to the Future」は粒よりのハイレベルな振付家がそれぞれの魅力を発

散し、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で、新たな発見

があり、観客にとって魅力的な企画である。

現代舞踊の分野で、子どもや社会人のための鑑賞教室の企画を新規に行うこと

は確かに難しい面があるだろう。しかし、観客を育てるためにも、新国立劇場に

は、この困難であるが必要な企画に是非取り組んでほしい。

＜演劇公演＞

演劇 8公演全体で、目標を実に 11％も上回る入場率を達成したことを高く評価

する。

何と言っても今年度の白眉は、「るつぼ」の事実上ノーカットの上演であろう。

戯曲に書き込まれていることを余さず舞台に移すことで、出来事の輪郭がぐんと

鮮明になり、心理の移ろいや劇的モチーフの発展が明確に際立った。「ヘンリー六

世」に続く史劇である「リチャード三世」は、前作と同じキャストによって上演

され、シェイクスピアの「第 1・史劇 4部作」を完結させた優れた舞台になった。

「負傷者 16 人」「温室」という、それぞれパレスチナ人、ユダヤ人の問題を扱っ

た作品を取り上げたことは、現代演劇の殿堂としてふさわしい企画である。「負傷

者 16 人」は現代を照射する作品で上演の意義が高い。「長い墓標の列」は作者の

処女作で、作品を通して時代を見直す意味でも上演に値する企画であった。ただ、

これまでは小劇場で若手劇作家の作品を取り上げて機会を与えてきたが、今年は

そうした建設的な試みがみられず、残念であった。

「特別割引通し券」など、様々な営業活動がなされたことを評価する。成果も

出ているので、今後の継続と一層の拡大に期待する。

公共の施設である国立劇場は、なるべく幅広く観客の様々な意見を聴取するの

が義務であろう。演劇のアンケート回収率は改善しているが、回答数が他ジャン

ルに比べて少なく、今一歩の努力が望まれる。

＜青少年対象公演、連携協力等＞

「高校生のためのオペラ鑑賞教室」「こどもためのバレエ劇場」の入場率がいず

れも高く、鑑賞教室全体で入場率が 95%を超えて、23 年度の実績を大きく上回っ

たことを評価する。

また、新国立劇場の優れた舞台を地方の観客にも見てもらう地方公演が増加し

たことを評価する。特に「こどものためのバレエ劇場」は、5ヶ所の地方公演を達
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成し、いずれも高い入場率となったことは大きな成果である。また、公演の関連

企画として、各地でワークショップを開催し、バレエへの関心を高めたことを評

価する。

(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》

劇場空間は、日常とは切り離され、世事をひととき忘れて、舞台芸能を楽しむ

ことができるハレの場だ。振興会は、その「夢」を提供できる場を各地に持って

いる。これからも従来のやり方に安住することなく、舞台芸能を享受してもらう

ために、継続的な工夫を積み重ねてほしい。初めて劇場に足を踏み入れる人がた

くさんいることを忘れず、観客大事の原点を常に念頭に置くことが重要である。

客席に活気があふれれば舞台にエネルギーが跳ね返り、相乗効果が望める。

国立劇場の公演は、各分野とも長時間の公演が多い。東京などでは、近郊から

劇場を訪れる人たちの帰宅時間の問題はあるが、ゆっくり食事ができる休憩時間

の設定など、今後も観客の側に立った工夫を重ねてほしい。

各劇場の整備が効果を上げつつあり、能楽堂の座席に設置した字幕も活用され

ている。新しい歌舞伎座でも同様の字幕装置が始まったが、その効果等を検証し、

大劇場での歌舞伎公演などでの導入の可否を検討できないか。

観劇マナー向上のための一連の活動を評価する。客席内の案内係の対応にはよ

り一層の向上を求めたい。

託児サービスは、劇場のイメージを向上させる働きもあり、その定着を評価す

る。将来的には、既に一部の劇場にあるような防音のガラス張りの客席や「親子

観劇ブース」などを設けることも考慮できないか。

文楽劇場の展示室の入口で四ツ橋文楽座を再現した企画はユニークで良かった。

今後も例えば、文楽の過去の名人、名手たちの舞台写真や資料等を継続展示する

など、様々な工夫を期待したい。

新国立劇場の入口からオペラ劇場へのアプローチは決して悪くないが、階段続

きで高齢者には特に大変であった。今回、短いながらもエスカレーターが設置さ

れたのは喜ばしい。今後も施設のバリア・フリー化を進める上で、様々なところ

に目配りし、改善策を検討する必要がある。また開演前のアナウンスに震災対応

の説明があるのは安心で、地震があった際の、休憩時間や終演後の交通状況のア

ナウンスも親切である。
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インターネットによるチケット購入で座席選択が導入された。他の劇場では以

前から導入していることだが、振興会も遅ればせながら導入できて良かった。ま

たスマートフォンによるチケット販売のシステムが整備されたことを評価する。

文楽応援団による資料展示の解説等のボランティア活動を評価する。

《広報・営業活動の充実》

あぜくら会やジ・アトレなどの会員数の増大はもちろん、初めての観客を呼び

込む工夫と、また見てみたいというモチベーションにつながる活動を展開してほ

しい。趣味嗜好の多様化の中、観客の高齢化に歯止めをかけるため、次世代の観

客を育成する計画を具体的に作るべきだろう。

各劇場での英語サインの充実や、歌舞伎・文楽を紹介する韓国語・中国語のコ

ンパクトガイドを作成し、都内のツーリストインフォメーション等に設置したこ

とは、外国人観光客の誘引のために、優れた施策である。今後も、空港や新幹線

のターミナル駅などの案内所にポスターを貼ったり、各劇場の月刊総合公演案内

を日本語版・外国語版で置いたりするなど、なお一層の工夫を望みたい。

ホームページは様々な点で充実の度を高めており、アクセス数がいずれも目標

を大きく上回ったことを高く評価する。

各会員組織は順調に会員数を伸ばしている。あぜくら会会員によるモニター調

査が実施されたことを評価する。入会することによって一般の人が古典芸能やオ

ペラ、バレエなどに近づく手がかりや道筋が得られることを考えれば、会員登録

を促すことは非常に大事である。今後も手綱を緩めることなく会員の獲得に努め

てほしい。

《劇場施設の使用効率の向上》

国立劇場各館について、全体として劇場使用効率の目標を達成したことを評価

する。ただし新国立劇場については、毎年徐々に改善されているとはいえ、オペ

ラ劇場の貸与実績及び使用効率が相変わらず低いことは憂慮すべきことである。

25年度計画で掲げた50日の貸与目標が達成されることを要望する。

(4) 伝統芸能の伝承者の養成及び現代舞台芸術の実演家その他の関係者の研修

研修制度の必要性はますます高まっている。これまでの研修実績の歴史をみれ

ば 振興会の役割と国費投入の必要性は明らかである。振興会の継続的で前向き
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な取組を大いに評価する。

それとともに、研修制度によって自国の舞台芸術を支える人材を輩出している

ことを、国民にもっと知ってもらう必要がある。研修成果の発表会、全国での公

開実演や講座などを継続的に実施することにより、才能のある若者たちに道を開

き、職業選択の指針を示すことになるだろう。DVDの活用や公演会場での広報、ワー

クショップなども継続してほしい。

さらに、力をつけた研修修了生が将来の夢を持てるような環境整備、活躍でき

る場の用意など、研修の本来の意味が発揮できる方途を、これからも各分野で模

索、検討する必要がある。

五館合同の研修が今年度も有効であった。今後も引き続き充実した内容での実

施を期待する。

《伝統芸能の伝承者の養成》

伝統芸能の伝承者の養成に関しては、着実に成果が上がっている。ただし伝統

芸能のプロになるには時間がかかるし、適性の問題もある。短い期間で応募者数

の増減に一喜一憂するのではなく、長期にわたって養成の問題を考えていくこと

が重要であろう。研修生のための宿舎提供も地方出身者には有効である。もっと

広く周知させたい。

伝統芸能伝承者の養成に当たっては、潜在的な希望者を掘り起こすことが必要

である。その意味で養成研修事業を具体的に見せる DVD の作成は、今後の養成事

業に大いに役立つ。地道に細やかに進めていくことが大事である。また、研修内

容が本人の理解と違っていたということが、研修の中退に結び付いてしまうこと

は十分予想されることである。こうしたことが起こらないよう、研修説明会の内

容に一層の工夫を期待したい。

研修内容については、能楽の研修で１年間の早期修了者があったことを評価す

る。各研修生に合った研修の内容が工夫されることを今後も期待したい。また、

継続的に研修の内容を見直すことで効率を高めることができる。引き続き講師の

意見も積極的に取り入れて、より良いものにするための不断の努力を続けてほし

い。

東京でも「文楽若手会」が実施されたことを評価する。研修発表会や研修修了

生の発表会、若手や新人の勉強会も目標、励みになるので、回数の検討など、そ

の充実に期待したい。

能楽の研修修了生が学校公演を行っていることを評価する。その際、他の伝統

芸能も併せて紹介する工夫はないだろうか。また、各分野で地方での「ワーク
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ショップ」や「体験教室」を更に拡充してほしい。

《現代舞台芸術の実演家等の研修》

現代舞台芸術でも各分野の専門家を講師とする研修事業が着実な成果を上げて

いる。

バレエ・演劇の研修で使用している施設は、国立の劇場に附属の研修所として

は大変に貧弱な環境である。せっかく狭き門を通過した優秀な才能が、その芽を

摘まれてしまう可能性もなくはない。早急に手を付けるべき課題の一つとして、

専用の施設の整備を要求していくべきである。

オペラ研修では、13 期研修修了生 4人全員が文化庁の海外留学者制度によって

海外留学することになった。このことは、新国立劇場におけるオペラ研修事業の

成果を物語っている。このようなオペラ研修事業の重要性等に鑑み、今後更に期

待したいのは、研修生を増やすことである。応募者数から見ても、オペラ研修所

の門が狭すぎるのではないか。また、併せて、選考結果についての報告を充実す

ることも望まれる。個人の資質能力についての総合的な審査なので自ずから限界

があるとしても、例えば選考委員や各次の試験の合格者数を事後的に明らかにす

ることはできないだろうか。

演劇研修の分野では研修修了生の受皿になる劇団がないため、修了後は個人の

責任に任されている。「長い墓標の列」に研修修了生が多数起用され実力を発揮し

たが、こうした企画が今後も続けられることを期待したい。

国内外の制作者、技術者の研修については、受入れ体制の整備を進めるととも

に、希望者への周知を図る必要があるのではないか。

(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》

国立劇場の伝統芸能に関する調査研究はこれまでにも大きな成果を上げてきた。

特に「近代歌舞伎年表」の刊行は国立劇場でないとできない事業で、今後の歌舞

伎研究の基礎資料として重用されることになろう。公演記録情報の登録数が目標

数を大幅に上回ったことも評価する。

伝統芸能分野における調査研究、資料の収集は、今年度も評価すべき点が多い。

「近代歌舞伎年表 名古屋篇第七巻」や「芝居見たまま 明治篇」などの古文献

の復刻、刊行は、まさに国立劇場ならではの資料収集能力を駆使した優れた実績

である。外部の制作会社と協力して作成した文楽「冥途の飛脚」の DVD 化を評価
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する。「エノケン喜劇のドラマツルギー―榎本健一と菊谷栄が見た夢―」の刊行に

ついて、下敷きとなる連載の終了後すぐに実行したのは英断であった。古典に偏

らず、大衆芸能の資料への目配りがされていることを評価する。今後は、絶版品

切れになっている刊行物の再刊を検討してほしい。

「ぶんらくの本」「のう・きょうげんの本」は、寄贈先の小学校等で活用されて

いることを評価する。そのほかの高度な研究資料や制作映像も含め、今後とも配

布効果や実際に役立っていることについての追跡調査を継続してほしい。それが

普及活動のヒントになるはずである。

文化デジタルライブラリー・システムの検索機能を強化したり、新規のコンテ

ンツを増やしたりして利用者の利便性を図っているのは、伝統芸能に対する関心

を高めたり、強めたりする意味でも評価すべき実績の一つである。ホームページ

のアクセス件数が目標を11万件も上回ったことは大きな成果である。

展示に関しては、能楽堂における観世文庫の協力を得た「観世文庫展」が、公

演と連携して充実した催しになった。また、「義太夫年表 昭和篇第一巻」の刊行

に合わせた文楽劇場の展示「昭和初期の文楽」を評価する。映画で四ツ橋文楽座

の様子を紹介したのも良かった。

《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》

現代舞台芸術の分野では、企画サポート会議の開催と、各国の主要劇場につい

ての調査研究が充実してきたことを評価する。それが次年度以降の企画に結び付

き、公演内容の充実につながってきている。他方、上演資料の収集に関してはま

だ規模が小さく、日本全体にまで及んでいない。パフォーミング・アーツは結果

が後に形として残らないものなので、それを記録した映像、画像、批評等の文献

を残す手立てを常に考えておかないと、歴史を残せない。日本で上演されたもの

に関しては、外来のものを含めて記録を残す必要があり、早急な対応が必要であ

る。

「新国立劇場名作オペラ 50 鑑賞入門（DVD 付き）」は、入門的内容ではあるが、

オペラファンにとって手軽で信頼できるハンドブックとなった。新国立劇場の素

材を利用したものとして、劇場そのものを周知させる上でも有効である。今回は

外部出版社と提携することにより、単に新国立劇場内だけでなく、より広く観客

にその存在を知らしめることとなり、その意味でも評価する。今後も外部出版社

と積極的に提携、協力し、互いに持つノウハウやコンテンツをうまく合体させる

企画を更に進めてほしい。

公演記録映像を作成し、情報センター閲覧室で公開していることは大変意義が

ある。こうした活動を広く知ってもらい利用してもらうことも、データの収集整
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理と並んで重要であろう。DVD現代舞台芸術鑑賞会は、入場者が多いとはいえない。

安定した集客ができるよう、もう少し積極的な宣伝や企画を行いたい。

公演と連携して、専門家による作者や作品についての演劇講座を行っているの

は好企画である。

２ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置

特に情報システムの改善が進み、事務の効率化が一段と向上している。また給

与水準の見直し、入札制度の改善、省エネ・リサイクルの推進関係も適切に実施

されたことを評価する。今後は、より効率的な業務実施を心掛けるとともに、振

興会の業務の高い専門性を踏まえて慎重に検討し、業務に支障のない範囲で進め

てほしい。

給与水準の適正化に関しては、政府からの要請であるものの、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、これ以上の引下げは好まし

くないだろう。

組織機構に関する取組については、調査研究部門での任期付職員の採用や採用

年数の浅い職員の研修等を具体的・効果的に実施していることを評価する。今後、

この取組が、伝統芸能の公開・現代舞台芸術の公演をはじめ振興会の多彩な事業

につながることを期待する。また、文楽の技術職の後継者育成が確実に行われて

いることや、専門性を有する者を従事させる任期付職員採用制度の導入を評価す

る。今後も適切な人材を積極的に登用することが望ましい。

情報システムの整備は、業務運営の効率化を図る上でも不可欠なものであり、

更に効果的なものとするためには、今後の更新計画等について慎重に検討する必

要がある。

振興会全体の事業評価に関して、外部の専門家の意見を十分に取り入れ、公正

化が図られていることを評価する。今後に向けて、業界全体の動向についても更

に調査検討が必要ではないだろうか。

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

芸術文化振興基金の運用については、資金管理委員会を開催し、金融機関から
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の情報収集に努め、資金運用の検討を行った結果、当初計画を上回る運用収入と

なったことを評価する。今後も引き続き情報収集を行い、資金の安全性を重視す

るとともに、より効率的な運用に努めてほしい。

伝統芸能の公演事業については、入場料収入が計画に対して減収となったが、

公演制作に要する経費の見直し等により支出が縮減され、収支差を改善したこと

を評価する。入場料収入や観客数を増やす方策についてあらゆる方面から検討を

続けてほしい。

現代舞台芸術の公演事業については、入場料収入の増収を図るとともに、採算

性を考慮した公演制作費の見直しも検討を続けてほしい。オペラの収支差は、前

年度に比べ大幅に改善しており評価する。今後も自主制作を基本としつつ、一部

レンタル公演、共同制作などを取り入れて、収支差の改善を進めていくことが必

要である。

施設使用料収入が増加したことを評価する。引き続き、自己収入の獲得に更に

努力してほしい。

前年度に引き続き、外部資金の獲得を推進していることを評価し、今後も更に

増額できるよう努力してほしい。

また、芸術文化振興基金の拡充のため、企業及び個人に対する広報活動に力を

注いでほしい。

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

振興会と国立劇場おきなわ・新国立劇場の両財団との間で引き続き人事交流及

び事業連携が図られ成果を上げていることを評価する。24年度においては、「国立

劇場共催事業」「ダブル観劇キャンペーン」を行い、順調に成果を上げたことを評

価する。今後もこれらの事業を継続的に実施し、更に効果的な事業連携を進める

ことを期待する。

運営委託については、既に実績を残しており、このまま継続し、振興会と両財

団を発展させることが望ましい。

国立劇場おきなわ・新国立劇場の施設については、必要に応じて適切に整備さ

れていることを評価する。
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(2)人事、施設・設備に関する計画

人事関係については、振興会業務の質の向上と一層の効率化を進めるために各

部課の役割がより鮮明となるよう組織改正されたことを評価する。今後は、改正

後の組織がより良く機能するために、振興会職員全員の意識を高める努力が不可

欠である。

職員研修が継続的に実施され、芸術文化振興に対する専門性を確保するための

様々な研修内容が充実したことを評価する。

専門的な知識経験が必要な技術職の後継者育成が確実に実施されていること、

そして、専門知識を持った人材を採用したことを評価し、今後、一層の充実を期

待する。

人員削減は、現時点でも限界に近く、非常勤職員や任期付職員の増加が続けば、

中・長期的に知識・技術の伝承や職員の年齢構成に問題が発生する恐れがあるた

め、そうした事態が起こらぬよう十分留意する必要がある。

施設・設備計画については、国立劇場本館をはじめ各劇場の老朽化が進み不具

合等が見られるが、公演等に影響が出ないようにその現状を把握した上で施設整

備計画に基づき適切に整備が進められている。ただし、国立劇場本館は、開場以

来 50年近く経過しており、事業の安定的、継続的実施のため、具体的な整備の実

施計画について検討を進める必要がある。
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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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