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１．本研究の概要 

1-1 本研究の目的 

 本研究は、平成 30 年（2018）12 月に日本音楽芸術

マネジメント学会の第 11 回冬の研究大会において発

表した「『舞台芸術創造活動活性化事業』の制度上の問

題点について─審査基準を中心に─」の続編に当るも

のである。上記の発表では、副題にあるように、主に

当該助成事業における審査基準をめぐる問題について

論じたが、本稿では、同事業の助成金額の算出方法に

テーマを絞って問題点を整理し、検討していく。 

 なお、個別の申請事業に関する審査内容については

守秘義務があるため、芸術団体名や公演名などを具体

的に示すことは差し控えていることを予め断っておく。 

 

1-2 「補助金」と「基金」の概要 

 はじめに、確認のため「舞台芸術創造活動活性化事

業」（以下「補助金」）と「芸術文化振興基金」（以下「基

金」）の概要を紹介する。 

「補助金」の概要 

 「補助金」は文化庁の予算で執行されている民間の

舞台芸術実演団体に対する支援事業である。プロの実

演芸術団体の公演活動に対する国の支援事業としての

歴史は、文化庁発足前、昭和 39 年（1964）の文部省に

よる「芸術関係団体補助金」までさかのぼる。 

 平成 8 年（1996）に「アーツプラン 21」として大幅

に整備・拡充され、以後名称は折々に変わりながら、

現在の「舞台芸術創造活動活性化事業」に引き継がれ

ている。平成 21 年度以降は、独立行政法人日本芸術文

化振興会に「文化芸術振興費補助金」として交付され

る予算によって事業が実施されており、同振興会基金

部において事務が所掌されている。平成 31 年度の予算
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額は 32 億 6429 万 9 千円。 

「基金」の概要 

 平成 2 年（1990）に、政府出資金 500 億円と民間か

らの出損金 100 億円の計 600 億円を原資として設立さ

れた基金の運用益による民間芸術活動への支援事業で

ある。助成対象には実演芸術以外の幅広い文化芸術分

野が含まれている。 

 設立当初より、基金の運用や助成金の配分など、事

務は独立行政法人日本芸術文化振興会基金部が所掌し

ており、現在基金の総額は 687 億円に増資されている

が、低金利のあおりを受け、平成 31 年度の実演芸術関

係の助成金の予算額は、5億 5250万円に留まっている。 

 

２．助成金額の算出方法をめぐる問題 

2-1 助成に関する政策目的の転換 

 現在「舞台芸術創造活動活性化事業」と称している

「補助金」事業は、平成 23 年度（2011）に前身の「ト

ップレベルの舞台芸術創造事業」が始まった際、制度

が一新された。従来の「補助金」事業と大きく異なる

変更は以下の 2 点である。 

Ⅰ．「原則として、公演本番に必要な出演費等につい

ては入場料収入等の自己収入で賄うものとし、公

演本番日の前日以前の活動の創造部分に関する経

費（稽古費・音楽費・文芸費、会場費・舞台費）

に対して助成します。 1)」 

Ⅱ．「助成金の額は『助成対象経費』の合計額となり

ます。入場料収入等の自己収入が増加しても助成

金の額に影響しません。2)」 

 この助成金額の算出に関わる変更は、「文化芸術の振

興に関する基本的な方針（第 3 次基本方針）」（平成 23

年 2 月 8 日閣議決定）に記載された以下のような文化

芸術支援に関する政策目的の転換を根拠としている。 

 「従来、社会的費用として捉える向きもあった文化

芸術への公的支援に関する考え方を転換し、社会的必

要性に基づく戦略的な投資と捉え直す。」（基本的視点） 

 「文化芸術団体の創造性の発揮や継続的な発展に資

するよう、事業収支が支援額に影響しない仕組みなど、

より経営努力のインセンティブが働くような助成方法

や年間の創造活動への総合的な支援等の新たな支援の

仕組みを導入する。」（重点戦略 1） 

 即ち、芸術団体を存続させ、その活動を継続させる

ための赤字補填としての支援から、助成金によって芸

術団体の活動が社会に何らかの還元をもたらすことを

期待する支援への転換である。そして、その具体的な

反映として、公演前日までに要した創造活動に直接関
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連する経費を助成対象経費とし、結果的に公演収支が

黒字になっても助成決定額は交付されるというシステ

ムが作られたわけである。 

 一方「基金」は、上記「第 3 次基本方針」以来の考

え方の転換の影響を受けることなく、今日まで引き続

き従来どおりの計算方式によって、助成金額を算出し

ている。即ち「助成対象経費の 2 分の 1 以内、かつ、

自己負担金と同額以下の額 3)」である。「補助金」事業

と「基金」事業では、助成対象経費に含まれる支出項

目は異なる。「補助金」の場合は、前述のように公演前

日までに要した経費であり、公演当日に要した経費（例

えば出演料や会場使用料など）は対象とならないが、

助成対象経費と認められる支出は基本的に全額が助成

金として計算される。それに対して「基金」の場合は、

公演当日も稽古期間も関係なく、上演に要した経費全

体が対象となるが、助成金の計算においては、助成対

象経費の 2 分の 1 以内で、尚且つ自己負担金相当分の

範囲内という上限が設定されている。 

 

2-2 助成対象に関する問題点 

2-2-1 資産的価値が発生する助成対象の問題 

 前述のように、現行の「補助金」事業の助成制度に

おいては、「公演本番日の前日以前の活動の創造部分に

関する経費（稽古費・音楽費・文芸費、会場費・舞台

費）」の全額がそのまま助成対象経費として計算される

こととなった。上記の具体例のうち、出演者やスタッ

フに対する報酬や賃借料については、当該公演の終了

と決済をもって完了するため、後に残るものはない。

複数年にわたる上演権などの買取り金額についても、

契約上の権利設定期間から当該公演分を按分した金額

が計算に用いられるなど、可能な限り、その公演に投

入される経費を限定して計算されている。 

しかし、上記のうち「舞台費」とある中には、舞台

技術スタッフの人件費ではない、形に残るものが含ま

れる。即ち、大道具・小道具・衣裳・履物・鬘などで

ある。これらは、従来の「補助金」事業や現行の「基

金」事業の助成対象経費にも勿論含まれているもので

あるが、それらの場合は、助成対象経費の 2 分の 1 な

ど、ある一定割合での助成となっていたため、現行の

「補助金」事業のように、助成金だけで製作・購入し

ている形態にはなっていない。国の補助金で製作した

り、購入したりした物品の所有権が被助成者にそのま

ま帰属する現行の方式では、当該公演に対する助成と

いう枠を超えて、はしなくも芸術団体に資産を提供す

る結果が生じている。 
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 実際にも、平成 23 年度に「補助金」事業が変更され

て以降、バレエ団全体に大道具や衣裳を一新する傾向

が強まってきている。それらは、当該公演終了後も各

団体の所有物として残り、再演時には活用されること

となる。そのこと自体は悪いことではない。また、芸

術団体は、補助金で製作した大道具や衣裳を他の団体

に有料で貸与することも可能である。これも芸術団体

の運営上好ましくないこととは言わない。しかしなが

ら、運営助成ではなく事業単位の助成を原則としてい

る我が国の助成制度全体の中において、この部分だけ

運営助成的な解釈が成り立つ現行の制度には、資産と

して残った物品の取扱いに関する明確なガイドライン

が存在しないことも含めて、いささか問題があると言

わざるを得ない。これら製作・購入したものが、当該

公演終了の時点で破損等によって資産価値が消滅し、

廃棄されていると見なす解釈も成り立たなくはないが、

現実に即しているとは言い難い。また「文化芸術振興

費補助金による助成金交付要綱取扱細則」4)には、「助

成対象活動」によって取得した財産の処分についての

規定はあるが、「助成対象活動」が「助成金」そのもの

を指すものかどうか判然としない。同様に「補助金等

に係る予算の執行の適正化に関する法律」 5)にも「補

助事業等」によって取得した財産の処分について規定

が見られるが、こちらも「補助事業等」が「補助金」

を含んでいるのかどうかは不明である。いずれにして

も、これら法律的な視点からも「適正」と言えるのか

どうか、疑義のあるところである。 

 

2-2-2 本番を分離した助成対象の問題 

 繰返しになるが、現行の「補助金」事業の助成制度

においては、本番当日の会場使用料や出演料・スタッ

フ人件費などの経費は、開演前のリハーサルも含めて

助成対象とならず、この部分は入場料収入等で賄うこ

とが求められている。一方、本番前日までに必要とさ

れた経費は基本的に助成対象に組み込まれている。こ

れは、「第 3 次基本方針」に掲げられた「文化芸術団体

の創造性の発揮や継続的な発展に資するよう、事業収

支が支援額に影響しない仕組みなど、より経営努力の

インセンティブが働くような助成方法」の導入という

政策目的を踏まえて、一定の助成対象範囲を定める必

要から線引きされた制度と推測される。 

 しかしながら、舞台芸術の業界における創造的な活

動に対する報酬は、本番とリハーサルを含めての総額

で取り決められるのが一般的であるため、平成 23 年度

に「補助金」事業の助成対象経費が改変された当初は、
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申請者である芸術団体の方たちから多くの戸惑いの声

を聞いた。業者からの請求を受け取る際にも、本番分

とリハーサル分を分けて請求してもらう必要が出てき

たためである。また出演者の出演料についても、無理

やりリハーサル分を分離して計算しなければならなく

なった。こちらは出演料よりもリハーサル参加費に手

厚く計上することによって助成額が増えるわけである

から、そういった傾向が生じているのではないか、と

いう疑念が持たれることとなったが、そもそも本番と

リハーサルに分けて支払う慣習がなかった世界である

ため、どのようなバランスが適正と言えるのかは誰に

も判断しかねるところである。 

 また、経常的な経費との関係も微妙なものとなって

いる。例えば、稽古場借料という対象経費が認められ

ており、「事務所と一体となった稽古場を年間を通じ借

上げしている場合は、床面積で按分を行うこと。 6)」

とされている。延べ床面積のうち稽古場が占める比率

を出し、そこから稽古場相当分の 1 日あたりの借料を

割り出して計上するわけであるが、稽古場は一日中特

定の公演のリハーサルに限定して使用されるとは限ら

ない。同様に給与制で雇用されている出演者・スタッ

フの人件費についても、年間給与額を就業規則等で定

める日数で割った日割額に従事日数を乗じて換算する

こととなっている。 7)これもまた、一人の人間がある

特定の公演に限定した業務を一日中行うという前提で

案出された計算であるが、やはり現実的とは言い難い。 

 創造活動はリハーサルから本番へと途切れることな

く継続しているものである。そのため、このように「公

演本番日の前日以前の活動の創造部分」という時間的

な区切りで助成対象を定める方式は、たとえ理論上可

能ではあっても、現実と乖離しており、無理がある。 

 

2-3 赤字補填ではない制度の問題点 

 「第 3 次基本方針」の重点戦略１に「事業収支が支

援額に影響しない仕組みなど、より経営努力のインセ

ンティブが働くような助成方法」を「導入する」と記

されたことを受けて、平成 23 年度以降「補助金」事業

は従来の赤字補填を脱却することとなった。上記の文

の前には、「文化芸術団体の創造性の発揮や継続的な発

展に資するよう」とその政策目的が示されている。具

体的な文意の繋がりがやや不鮮明ではあるが、「経営努

力のインセンティブ 8)」というフレーズをキーワード

に読み解くと、芸術団体が助成金を活用することによ

って、助成金に依存する経営体質を超克することが求

められているように推測される。経営的に自立するこ



舞台芸術創造活動活性化事業の制度上の問題点について 

2020.7 修正版 

6 

 

とができれば理想であろうが、それは容易なことでは

ない。しかし、仮に利益が出ても助成金は年度当初に

配分された交付額が支給されるわけであるから、「経営

努力のインセンティブ」は確かに働くことと思われる。 

 しかし、赤字補填でなくなったとは言っても、支援

を必要としていない事業に助成金が投入されるわけで

はない。「補助金」事業を採択する際に用いられる審査

基準の中には、令和 2 年度から年間活動支援に替って

新設された複数年計画支援を除く公演事業支援（一般

枠・ステップアップ枠）においては、音楽、舞踊、演

劇、伝統芸能・大衆芸能の各分野とも、「助成の緊要度

について認められること 9)」という一項が共通して挙

げられている。この一項については、赤字補填からの

脱却という方向性との整合性において削除すべきでは

ないか、という意見もあるが、商業的に成立しうる事

業に助成金を投入するのは、「戦略的な投資」（第 3 次

基本方針）や「効果的な投資」（第 1 次基本計画 10)）

とは言えないという考えから、反対する意見もある。

限りある予算を効果的に投資するためには、緊要度の

認められる事業を選択する必要があると考えるが、現

行の制度では、結果的に大きな収益を挙げた事業に、

さらに助成金が投入される例も実際に出てきている。

「経営努力のインセンティブ」と「効果的な投資」と

いう 2 つの政策目的は、時に相対立することとなって

いる。 

 

2-4 その他の算出方法の問題点 

2-4-1 適正価格の判断の難しさ 

 助成金の申請事業を審議・採択する過程において、

多くの時間を費やしているのが、収支予算の適正さを

めぐる議論である。これは、「補助金」事業においても

「基金」事業においても、審査基準の中に「予算積算

等が適切であること 11)」という項目が各芸術分野共通

してあるため、避けられないものとなっている。特に

支出について問題となることが多く、専門委員会にお

いて、支出予算の一部ないしは全部について、高額に

設定しているという判断が下されると、それによって

一定比率で助成額を段階的に減額する措置が取られる。 

 現在、申請団体に対して、予算積算の根拠について、

審査に供する前の段階で確認することは認められてい

ない。12)従って、疑念のある予算項目については、専

門委員の推測で判断せざるを得ない。しかしながら、

舞台芸術公演の予算は、市場で一般的に流通している

商品や役務と異なり、金額の設定にもそれぞれの芸術

創造活動としての特殊性や独自性というものがある。
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そのため、理由の確認を行わずに計上されている予算

金額の適正性を判断することは極めて困難であると同

時に、判断を誤る危険を伴うものであると懸念してい

る。 

 

2-4-2 一律に減額という不条理 

 助成金は、要望書が採択され、予算も適切と判断さ

れても減額は免れられない。採択する側は、基金部も

専門委員も、限られた予算の中で、少しでも多くの事

業を採択したいと考えるため、各団体の要望額の合計

が既定の予算配分額を上回る数の事業を採択するのが

一般的となっている。はみ出した分の要望額を圧縮せ

ざるを得ないため、一律の減額という措置が取られる。

これは、採択される側の芸術団体にも、減額されても

採択してほしい、と願う傾向があるため、強い反対の

出ていない状況にあるものと推測される。 

 しかしながら、「補助金」事業の「募集案内」に、「公

演本番日の前日以前の活動の創造部分に関する経費

（稽古費・音楽費・文芸費、会場費・舞台費）に対し

て助成します。 1)」とあるように、芸術団体が要望額

の全額を受け取る計算で予算を組んでいることが、申

請の前提になっているはずである。この要望額の算出

方法は、「事業収支が支援額に影響しない仕組み」で「よ

り経営努力のインセンティブが働くような助成方法」

を導入しようと企図する政策目的と直結しているもの

である。一律減額は恒常化しているため、助成金を受

け取る側の芸術団体の中にも、減額されるのが通例、

という認識が浸透しており、それを見越して予算を組

んでくる傾向も少なからずあるものと思われるが、特

別な事情のない限り、既定の基準に従って算出されて

いる要望額に対する一律の減額は、政策目的の達成を

阻害するものであるため、行わないのが健全なあり方

であると考える。一律の減額は正当な理由のない不条

理な慣習である。 

 

2-4-3 膨大な事務量 

 「補助金」「基金」はともに、公演等の事業終了後、

決算書類と領収書の写しなど支払いの証明となる資料

が日本芸術文化振興会基金部に送られ、それらを基金

部職員が確認した上で助成金の支払いが行われる。「補

助金」事業の複数年計画支援及び公演事業支援の一部

に限って、一定部分の「概算払」が認められているが、

原則として事業終了後に詳細な点検と確認作業を経た

上で支払われることになる。公費を扱うことの重みを

考慮すれば当然のことと言えようが、その確認作業は
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多大な時間と労力を伴うものとなっており、事務処理

業務は限界に達しているように思われる。 

 

３．事業目的からの考察 

3-1 助成金額算出方法の改善すべき点 

 現在の「補助金」事業の助成金額の算出方法には、

これまで述べてきたように改善すべき点がいくつかあ

る。以下、整理してまとめる。 

 ①助成対象には資産的価値のある道具類の製作費・

購入費が含まれ、それらを全額補助することによ

って運営助成につながる部分が見られる。 

─事業助成と運営助成の不統一、資産の処分に

関する規程の不整備 

②本番以前の経費が助成対象となっていることによ

って、収支予算書の作り方しだいで要望できる金

額を操作することが可能になっている部分がある。 

 ─要望額積算根拠の曖昧さによる不公平の可能

性 

 ③稽古場借料や固定給が支給されている出演者・ス

タッフの人件費を当該事業に限定した按分で計算

させる方法は、実態に即していない。 

  ─要望額積算における実態との乖離 

 ④利益を出した公演にも助成金が支給されることが

あり、効率的な支援とは言えない。 

  ─「経営努力のインセンティブ」と「効果的な

投資」という政策目的の対立 

 ⑤要望額の内訳について申請者が説明する機会をあ

たえられておらず、予算の適正・不適正について

推量で判断され、減額されることがある。 

  ─不十分な情報による採否の判断 

 ⑥採択件数を増やすために要望額の一律減額という

措置が取られており、採択されても申請者が当初

の企画どおりに事業を執行できない状況を作って

いる。 

  ─政策目的を損なう助成金配分、減額を見込ん

だ要望額による申請の誘因 

 

3-2 審査において重視すべきもの 

我が国の公的助成制度では、審査においても事後評

価においても、事業収支の適切性に時間を割いて議論

する傾向が見られ、事務処理においても同様に収支金

額の点検や確認に時間と労力が費やされている。「予算

積算等が適切であること」が審査基準として求められ、

収支の各項目から助成金額を算出している現行制度に

おいては、公金の取扱い方として正しい姿であると言
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えるが、はたして現行の方式が今日政策的に求められ

ているものと合致しているのかどうか、検討は必要と

思われる。「第 1 次基本計画」にも、「独立行政法人日

本芸術文化振興会は、文化芸術への支援策をより有効

に機能させるため、アーツカウンシル（専門家による

助言、審査、事後評価・調査研究等の機能）の強化を

図る。13)」とあるが、アーツカウンシルの機能強化が、

各支援事業の成果の判断に重点を置いて進められるべ

きであることは、言を俟たない。審査においては、こ

の事業によってもたらされる成果がどうであるか、事

後評価においては、この事業によってもたらされた成

果がどうであったかについて、PD・PO・専門委員会

によって専門的な見地から議論されることが第一義で

あり、助成金額の適切性の判断に費やす時間と労力は、

可能な限り限定的であるべきではなかろうかと考える。 

 

４．まとめ（問題解決への提言） 

 「補助金」事業をめぐる上記①から⑥の各問題を解

決するため、以下のような数種の試案を提案し、実現

の可能性について議論を喚起したい。 

 

Ⅰ．個別の支出項目をそのまま対象経費とする方式は

改める。 

 ─これによって、問題①が解決する。 

Ⅱ．対象経費を本番前日までに限定する方式を改める。 

 ─これによって、問題②が解決する。 

Ⅲ．シーリング制を導入する。 

 ─各支出項目に要望額の上限を設ける。（例えば、

指揮者の指揮料の助成金額は本番・リハ含めて上演

時間 2 時間以内の演奏会の場合○万円まで）上限を

超えて支給してはいけないということではなく、そ

れ以上は助成されないという方式。これによって、

問題①②③⑤⑥が解決する。 

Ⅳ．定額制を導入する。 

 ─事業規模（制作費の総額）によっていくつかの

段階に設定した定額を助成することとする。これに

よって、問題①②③⑤⑥が解決する。 

Ⅴ．目標有料入場率に下限を設定する。 

 ─予算書に入場料収入を記載する際に、総客席数

の一定割合を下回る入場率で計算してはならないこ

ととする。併せて、チケット完売による追加公演実

施や入場料金値上げについては、助成金額再計算等

の規定を盛り込む。これによって、意図的に赤字と

なるように予算を組むことができなくなり、問題④

が解決する。 



舞台芸術創造活動活性化事業の制度上の問題点について 

2020.7 修正版 

10 

 

 

 上記の各提案には合理的な論拠が不十分との反対意

見もあるかと思われる。しかしながら、一見合理的に

設計されている現行の制度も、これまで述べてきたよ

うに、残念ながら合理的な制度（言い換えるなら合理

的に助成金額を算出しうる制度）とは言えない状態に

あると言える。合理的に助成金額を算出しうる制度を

追求することよりも、助成の成果という、文化政策に

おいて最も重要視すべき政策目的達成に向けて、より

効果的・効率的な制度のあり方を検討すべきではなか

ろうか。 

 

注 

1)（独立行政法人日本芸術文化振興会 2019-1：18） 

2) 同前 

3)（独立行政法人日本芸術文化振興会 2019-2：5） 

4) 「文化芸術振興費補助金による助成金交付要綱取扱

細則」第 3 条（交付決定の条件）の(5)から(7)には

次のようにある。 

(5)助成対象活動により取得し、又は効用の増加した

財産及び助成対象活動により取得し、又は効用の増

加した価格が 50 万円以上の機械及び器具について

は、理事長の承認を受けないで助成金の交付の目的

に反して使用し、譲渡し交換し、貸し付け、又は担

保に供してはならないこと。 

(6)前号に掲げる財産につき、理事長の承認を受けて

当該財産を処分することにより収入があった場合に

は、助成金の全部又は一部に相当する金額を独立行

政法人日本芸術文化振興会に納付すること。 

(7)助成対象活動により取得し、又は効用の増加した

財産については、活動終了後においても善良な管理

者の注意をもって管理するとともに、その効率的な

運営を図ること。 

5)「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」

第 22 条には「補助事業者等は、補助事業等により取

得し、又は効用の増加した政令で定める財産を、各

省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の

目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、

又は担保に供してはならない。ただし、政令で定め

る場合は、この限りでない。」とある。その政令につ

いては、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関す

る法律施行令」第 14 条 1 項の二号に、「補助金等の

交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して各省

各庁の長が定める期間を経過した場合」とある。 

6)（独立行政法人日本芸術文化振興会 2019-1：43 ほか） 
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7)（独立行政法人日本芸術文化振興会 2019-1：41 ほか） 

8)「第 3 次基本方針」の重点戦略 1 は、戦略の背景に

「自己収入の増加等のインセンティブが働かないと

の問題」があると指摘している。 

9)（独立行政法人日本芸術文化振興会 2019-1：29 ほか） 

10)「文化芸術推進基本計画（第 1 次）」（第 1 次基本計

画）」（平成 30 年 3 月 6 日閣議決定） 

11)（独立行政法人日本芸術文化振興会 2019-1：28 ほ

か）（独立行政法人日本芸術文化振興会 2019-2：19

ほか） 

12)かつては、支出項目と計上された経費の関係も含め

て、要望書の記載内容に関する疑問箇所について、

プログラム・ディレクターやプログラム・オフィサ

ーが申請団体に問い合わせを行い、確認した内容を

専門委員会に報告していた分野もあったが、審査に

おける団体の扱いに不公平が生じるおそれがあると

いう理由から、現在は行われていない。 

13)「今後５年間に講ずべき文化芸術に関する基本的な

施策１ 戦略１関連」 
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