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１．本研究の概要 

1-1 本研究の目的 

 筆者は平成 23 年 8 月より同 30 年 3 月まで、独立行

政法人日本芸術文化振興会基金部のプログラム・ディ

レクターとして、舞踊分野における民間芸術団体への

助成事業に携わってきた。基金部においては、主に文

化庁から日本芸術文化振興会に交付される補助金によ

って助成事業が実施される所謂「補助金」事業と、芸

術文化振興基金の運用益によって助成事業が実施され

る所謂「基金」事業の２つの事業の遂行に携わってき

た。民間の舞台芸術活動に対する支援事業の中には、

国際交流や人材育成などに特化した事業など数種のメ

ニューがある中で、この「補助金」事業と「基金」事

業は２本柱と言ってよいものであるが、この２つは互

いに補完し合っているものでもある。 

 本研究ノートでは、「補助金」事業のシステムについ

て筆者の感じていた疑問点を整理し、検討していくが、

同時にそれは「基金」事業のあり方についても論考し

ていくことになる。また、「補助金」をめぐる問題点は

いくつかあると考えているが、今回は主に審査基準に

関連した問題にテーマを絞って、「補助金」と「基金」

を比較しつつ論じていきたいと考えている。 

 

1-2 「補助金」と「基金」の概要 

 はじめに「補助金」と「基金」の概要を紹介する。 

1-2-1 「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り、採択され

た公演事業の経費の一部を助成する制度である。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
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省による「芸術関係団体補助金」までさかのぼること

ができるものである。 

 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も、

現在の「舞台芸術創造活動活性化事業」に引き継がれ

ているものである。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いるとこ

ろとなっており、同振興会基金部において事務が所掌

されている。本研究ノートにおいては、略して「補助

金」と呼ぶこととする。平成 30 年度の予算額は 32 億

6826 万 6 千円。 

 

1-2-2 「基金」の概要 

 「基金」とは「芸術文化振興基金」の略称である。

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分野である美術の展

示、映画の製作、文化施設の活動、文化財の保存・活

用、アマチュアの活動など、幅広い芸術分野が含まれ

ており、採択された事業の実施に伴って生じる自己負

担金の一部が助成される制度である。 

 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 681 億円に増資されている

が、低金利のあおりを受け、平成 30 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。 

（内訳は、現代舞台芸術創造普及活動 5 億 470 万 3 千

円、伝統芸能の公開活動 4779 万 7 千円） 

 

２．審査基準をめぐる問題 

2-1 「補助金」の審査基準 

2-1-1 「審査基準」の概要 

「審査基準」は、助成すべき事業を採択する際に判

断の基準とする事項を定めたものであり、併せて公演

調査や事後評価の際にも適宜活用されるものである。

かつては文化庁及び独立行政法人日本芸術文化振興会

基金部の事務方が作成し、内部資料的な扱いで審査に

活用されていたものであったが、平成 23 年度に所謂

〈日本版アーツカウンシル〉の取組みが始まった際に、

「審査における公正性が更に確保されるよう、ＰＤ及

びＰＯの専門的な知識や経験を生かし、事業に係る基

本的な方向性を踏まえた審査基準を作成し、専門委員

会における検討を経た上で運営委員会において決定す
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ることとする」 1)と改めて活用の方針や策定の方法が

定められたものである。上記の平成 23 年以後、「審査

基準」は若干の字句の修正はあったものの、根幹とな

る助成の理念はほぼ踏襲されて今日に至っている。 

また、「審査の透明性を高めるため、審査基準につい

ては、助成に係る募集を行う際に併せて公表すること

とする」 2)ともされており、現在では毎年見直しを行

った上で決定され、公表されているものである。 

 

2-1-2 「審査基準」の例（音楽分野） 

 「舞台芸術創造活動活性化事業」の「審査基準」は、

芸術分野（音楽、舞踊、演劇、伝統芸能・大衆芸能）

の特質によって若干の差異は見られるものの、各分野

共通の理念によって貫かれていると言える。「審査基準」

は各分野とも、「芸術性・創造性」5 項目、「運営」2

項目、「社会性」2 項目、「その他」1 項目の計 10 項目

で構成されている。以下、音楽分野の「審査基準」 3)

を例に示す。 

 【芸術性・創造性】 

 ア 芸術団体を構成するスタッフ・キャスト等に

高い専門性が認められること 

 イ 我が国の芸術水準向上の直接的な牽引力とな

ることが期待できる公演計画であ ること 

 ウ 公演の企画意図が明確であり、かつ企画内容

が具体的で優れていること 

 エ 当該公演が過去の実績に照らして高い芸術水

準において実現可能であること 

 オ 新たな創造活動（新作、新演出等）や優れた

作品の再演などレパートリーの充実を図る等

の意欲的な公演計画であること 

【運営】 

 カ 芸術団体の組織運営体制（意思決定や監査の

体制を含む）が適正かつ透明であること 

 キ 予算積算等が適切であること 

【社会性】 

 ク 芸術団体が社会における幅広い分野※との関

連性を念頭におき、それら周辺領域への波及

効果を及ぼすことが期待できるものであるこ

と（※分野の例：教育、福祉、まちづくり、

観光・産業など） 

 ケ 公演等の対象（観客等）が社会的に開かれた

ものであり、観客の増加や育成に努めている

こと 

【その他】 

 コ 助成の緊要度についても認められること 
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2-1-3 「審査基準」各項のポイント 

上記「審査基準」10 項の文言から各項のポイントを

抽出すると以下のようになると考える。 

【芸術性・創造性】 

 ア 専門性 

 イ 卓越性 

 ウ 企画性 

 エ 実現可能性 

 オ 意欲的 

【運営】 

 カ 適正な運営 

 キ 適切な予算積算 

【社会性】 

 ク 波及効果 

 ケ 公開性、普及活動 

【その他】 

 コ 緊要度 

 

2-1-4 「公演事業支援」と「年間活動支援」 

 「舞台芸術創造活動活性化事業」の助成の申請には、

公演事業ごとに助成を申請する「公演事業支援」と、

複数の活動を一括して申請する「年間活動支援」の 2

種類の形態がある。上記 10 項目の「審査基準」は「公

演事業支援」の際の審査基準であり、「年間活動支援」

の場合は、上記の他に次の 2 項が「審査基準」に加わ

る。 

１ 今後の活動方針及び活動計画に高度な企画

性、創造性及び発展性又は基礎となるべき伝

統性が認められること 

２ 相当程度の規模と高い芸術水準を有する構成

員を擁し、相当規模以上の公演活動等を継続

的に実施しうる芸術団体であること 

「年間活動支援」において付加される「審査基準」

の 2 項目は、当然のことながら団体に対する審査項目

と見なされる内容のものであるが、前述の「公演事業

支援」で申請した場合の 10 項目の中にも、団体に対す

る審査項目と思しき事項が含まれている。それは以下

の 3 項である。 

ア 専門性 

カ 適正な運営 

ク 波及効果 

 

2-2 「審査基準」をめぐる問題 



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 

中川 

5 

 

2-2-1 「審査基準」をめぐる問題（その１） 

「年間活動支援」は、芸術団体の年間の複数の公演

活動を一括して申請する助成事業であるため、団体の

水準や力量で採否を決定する要素の強い審査となるが、

一方の「公演事業支援」の方は、公演活動ごとに申請

され、審査されるものであるため、ここに芸術団体に

対する審査項目が入ることによって、団体で選んでい

るのか、事業で選んでいるのか、という混乱が生じる

ことがある。言うなれば、申請者である芸術団体の属

性と申請事業の属性との乖離による混乱である。 

例えば、上記「審査基準」のアにあるような「高い

専門性」を誇る芸術団体の申請であっても、申請され

た公演は新進のアーティストを中心に据えた企画であ

る場合であるとか、クにあるように日頃「社会におけ

る幅広い分野との関連性」を重視して活動している芸

術団体であっても、申請された公演は「周辺領域への

波及効果」を特に意図した企画でない場合などがそれ

に該当する事例である。 

 

2-2-2 「審査基準」をめぐる問題（その２） 

「審査基準」をめぐる２つ目の問題は、「審査基準」

の各項目が均等な比重で扱われていることである。 

例えば、「社会性」のクについては、芸術の外部性に

当たるものであり、望ましいことではあるが、すべて

の公演活動に必ず期待しうる条件ではないと考える。

「舞台芸術創造活動活性化事業」の申請書類には、「本

活動の企画意図及び目標等」を記入する欄に続いて、

「本活動の社会に対する波及効果」を記入する欄が設

けられているが、申請事業の目的において、必ず外部

性を意識しなければならないかのような強制は、申請

者にとって芸術活動の自由を束縛する結果になると思

われる。 

また、「運営」のカなどは、外部から知りうる情報に

は限りがあり、適切な判断が難しいものである。同様

に、キの「予算積算等が適切」であるかどうか、につ

いても、申請者には申請者の考えや事情があることも

あり、説明を聴かずに一方的に判断することは控えな

ければならないのではないかと考える。 

10 項目の「審査基準」にはそれぞれ重要な意味があ

ると考えるが、審査にあたってそれらの各項目を単に

数値化して評価に用いることの危険性は認識しておく

必要があると考える。 

 

３．「基金」との区分 

3-1 「補助金」と「基金」の方向性 
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次に「補助金」と「基金」の目指している方向性に

ついて考えを述べる。 

3-1-1 「補助金」の助成の趣旨 

「補助金」は、その「趣旨」を「我が国の舞台芸術

の水準を向上させるとともに、より多くの国民に対す

る優れた舞台芸術鑑賞機会の提供を図るため、国内で

実施する舞台芸術の創造活動を支援するもの」 4)とし

ている。これは「補助金」の「募集案内」に記されて

いる文章であるが、助成対象が「芸術水準の向上に資

すると認められる創作性・芸術性の高い舞台芸術」で

あることは、「文化芸術振興費補助金による助成金交付

の基本方針」に定められているところである。 

 

3-1-2 「基金」の助成の趣旨 

一方「基金」は、その趣旨を「すべての国民が芸術

文化に親しみ、自らの手で新しい文化を創造するため

の環境の醸成とその基盤の強化を図ることを目的に

（中略）文化芸術活動に対して支援するもの」 5)とし

ている。これは「基金」の「募集案内」に記されてい

る文章であるが、同様に「芸術文化振興基金助成金交

付の基本方針」に、助成の対象として「芸術の創造又

は普及を図るための活動」を挙げているのを根拠とし

ているものと思われる。 

 

3-1-3 「補助金」の配慮事項 

「補助金」と「基金」の両事業は、それぞれの助成

の趣旨に則り、助成対象として審査するにあたっての

「配慮」すべき事項を定めている。 

「補助金」が支援にあたって「適切に配慮する」必

要があると定めている事項は以下の 3 項目である。 

○我が国の芸術水準の向上の直接的な牽引力となる

ことが期待される優れた公演活動 

○新たな創作活動（新作、新演出、新振付、翻訳初

演等）や伝統的な音階や技法を用いた新作公演等

意欲的な公演活動 

○大型公演、通年の定期公演、共同制作公演等相当

規模以上の公演活動 

先ほどの「趣旨」と同じく「補助金」の「募集案内」

からの引用であるが、前述の「基本方針」にも同様に

記されている。 

上記 3 項目のポイントを上から順に挙げると、以下

のようになると思われる。 
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○卓越性 

○意欲的 

○大規模 

 

3-1-4 「基金」の配慮事項 

 一方「基金」が「助成の対象として配慮します」と

している事項は以下の 4 項目である。 

○優れた実績や豊かな将来性を有するが財政的基盤

が十分でない芸術文化団体等の創造・普及活動 

○次代を担うことが期待される芸術家等の芸術文化

活動 

○芸術文化の新たな局面を切り開く先駆的・実験的

な創造活動 

○優れた芸術文化活動で、かつ、その性格上採算の

望めない活動 

 こちらも「基金」の「募集案内」からの引用である

が、同じく「基金」の「基本方針」に、何故か掲載順

序は異なっているものの、同様の記載が見られる。 

 上記 4 項目のポイントを上から順に挙げると、以下

のようになると思われる。 

○実績・将来性＋財政的基盤の不十分 

○若手 

○先進性 

○非採算性 

 

3-2 「基金」との区分をめぐる問題 

3-2-1 「基金」との区分をめぐる問題（その１） 

上記のように異なる趣旨において運営されている

「補助金」と「基金」であるが、言うなれば「補助金」

は文化の頂点の伸長、「基金」は文化の裾野の拡大を担

っているものととらえることができる。 

「基金」の配慮すべき事項にある「財政的基盤が十

分でない芸術文化団体」とは、どこで判断すればよい

ものであるのか、といった疑問もあれば、同じく「基

金」の配慮すべき事項にある「性格上採算の望めない

活動」に該当する公演は、たとえ高い芸術水準の公演

であっても「基金」に申請すべきであるのか、といっ

た疑問もあるであろう。しかし、それはさておき、「助

成の対象として配慮します」という曖昧な表現ながら、

上記のように、「補助金」と「基金」の両事業は、「募

集案内」の文言の上では一応の区分がなされていると

言える。 

では、申請する芸術団体にとっては、「補助金」と「基

金」は申請事業や団体の属性によって区分されている
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ものなのであろうか。筆者の知りうる限り、上記 2 事

業は、助成金額の多寡という、より切実な問題におい

て明確に区分されているのではないかと思われる。そ

してそれは、公演事業ひいては芸術団体の階層化を意

味しているものと受け止められているのが実情ではな

いか、と感じる。ここに混乱のもとがあるのである。 

申請者である芸術団体にとって、「補助金」と「基金」

の区分は、申請事業の趣旨や目的ではなく、芸術的な

水準における階層によるものと理解されており、高い

芸術水準の事業が高額の助成金を得られると認識され

ていることに大きな問題がある。 

 

3-2-2 「基金」との区分をめぐる問題（その２） 

 「補助金」の「審査基準」については前述したが、

「基金」にも同様に「審査基準」が設けられており、

音楽・舞踊・演劇各分野共通の基準 9 項目が以下のよ

うに記されている。 

【企画内容】 

 ア 活動内容が具体的であること 

 イ 活動計画が当該団体等の過去の実績等から推

測して実現可能であること 

 ウ 活動の目的及び内容が優れていること 

 エ 当該団体等及び当該活動の今後の発展に期待

が持てること 

【運営】 

 オ 芸術団体の運営（経理処理を含む）が適正で

あること 

 カ 予算積算等が適切であること 

【社会性】 

 キ 活動が社会的に開かれたものであること 

 ク 観客層拡充等の努力を行っていること 

【その他】 

 ケ 助成の緊要度が高い活動であること 

 「基金」の「審査基準」についても、各項のポイン

トを提示し、「補助金」のそれと比較してみると以下の

ようになる。（下線は両事業に共通するポイント） 

補助金 基 金 

【芸術性・創造性】 

 ア 専門性 

 イ 卓越性 

 ウ 企画性 

 エ 実現可能性 

 オ 意欲的 

【運営】 

【企画内容】 

 ア 具体性 

 イ 実現可能性 

 ウ 卓越性 

 エ 発展性 

 

【運営】 
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 カ 適正な運営 

 キ 適切な予算積算 

【社会性】 

 ク 波及効果 

 ケ 公開性、普及活動 

【その他】 

 コ 緊要度 

オ 適正な運営 

 カ 適切な予算積算 

【社会性】 

 キ 公開性 

 ク 普及活動 

【その他】 

 ケ 緊要度 

 「補助金」は公演の直接的成果であるアからオの 5

項目を「芸術性・創造性」としている。それに対応す

る「基金」の 4 項目は「企画内容」と括られている違

いはあるが、下線の表示からもわかるように、共通性

のある項目が少なくない。 

 つまり、申請者にとって、「審査基準」が申請する助

成事業（即ち「補助金」か「基金」か）を選択する上

での明確な指針になりえていないことが推測される。

勿論、「審査基準」は本来支援する側が採択か不採択か

を判断するための指針であり、事後評価まで一貫して

意識され、活用されるものであるが、申請者が申請す

る助成事業を選択するための基準ではないかもしれな

い。しかし、申請者にとっては、何を以て判断される

のかが示されているものであり、申請する助成事業の

選択に深く関わるものであることは間違いないところ

であろう。 

 

４．まとめ（「補助金」と「基金」の整理） 

4-1 現状の認識 

 「補助金」と「基金」は事業の趣旨・目的が異なる

という建て前から、併願が認められないことになって

いるため、申請者はまず、採択される可能性を第一に

考えざるをえない、という現実的な判断を求められる。

また、助成を受けたい芸術団体にとっては、申請に必

要な実績要件さえ問題なければ、「補助金」と「基金」

のどちらにも申請が可能であるため、できれば金額の

多い方で採択されたい、と考えるのが自然である。「補

助金」に申請するか「基金」に申請するかは、申請す

る公演事業の企画内容と助成事業の趣旨・目的との適

合性によって判断されるわけではなく、実質的には採

択の確率や助成金額の多寡を考慮して判断されるもの

となっている。 

上記の現状を受けて、下記の各事項を確認したい。 

①「補助金」と「基金」の趣旨・目的や「審査基準」

における区分は曖昧であり、申請者にとって極めて

不親切な状況となっている 

②申請する助成事業は企画の趣旨・目的によって選別

するのが本来のあり方である。 
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③「補助金」に申請しても「基金」に申請しても、要

望額は同じ計算方法によって算出されることが望ま

しい。 

④低金利の長期化によって、今後も「基金」の果実が

減ることはあっても増えることは期待できない現状

に鑑み、「基金」の助成事業を今後さらに、実現可能

な限定的なものとして制度の再編を検討する必要が

ある。 

 

4-2 改革への提案 

4-2-1 提案（その１） 

「基金」の助成対象事業は、「波及効果」と「普及活

動」に重点を置いた公演活動に特化したものとするこ

とを提案したい。そのように整理・区分することによ

って、「補助金」の方は芸術的な卓越性を主軸に審査さ

れることとなり、申請者にとっても審査者にとっても、

わかりやすいシステムに変わることが期待される。 

可能であれば、「補助金」の予算と「基金」の予算を

一体化して、採択結果によって流動的に執行すること

が望ましいところであろうが、予算上それは難しいこ

とと思われるので、「基金」として用意できる予算の範

囲で、社会性を意識した公演、即ち「教育、福祉、ま

ちづくり、観光・産業など」の面で社会に波及効果を

及ぼす趣旨の公演企画や、「観客の増加や育成」に重点

を置いた公演企画を採択することとする。 

今日の我が国の文化政策の方向性として、芸術活動

がもたらす社会への波及効果には大きな期待が寄せら

れているところではあるが、すべての舞台芸術公演に

押しなべてそれを求めるのは現実的とは言いがたい、

と考える。しかし、「基金」をそういった芸術文化の外

部性への期待に応える公演企画を応援する場として積

極的に活用していく方向性は、検討されてもよいので

はないかと思う。 

 

4-2-2 提案（その２） 

 「基金」を「補助金」と同様に「戦略的な投資」と

してとらえ、「補助金」と同様の助成金の計算方法を採

用するべきと考える。平成 23 年 2 月に閣議決定された

「文化芸術の振興に関する基本的な方針（第 3 次）」に

おいて、「文化芸術への公的支援に関する考え方」が従

来の「社会的費用」から「社会的必要性に基づく戦略

的な投資」に転換されたことを受け、「補助金」は従来

の赤字補填的な発想による助成金額の算出方法を脱却

したが、「基金」が従来の発想である赤字補填の助成の

あり方を引き摺っている現状は改める必要があると思
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われる。それは言うまでもなく、「補助金」と「基金」

の助成金額の格差を解消するものでもあるからである。 

 

付記 

本稿では、「審査基準」を中心に「補助金」と「基金」

のあり方を整理した。「補助金」即ち「舞台芸術創造活

動活性化事業」の制度上の問題としては、助成対象経

費の問題についても取り上げたいと考えているが、そ

れは改めて別の機会に譲ることとする。 

 

注 

1)（文化芸術活動への助成に係る審査・評価に関する

調査研究会 2011：6） 

2) 同前 

3)（独立行政法人日本芸術文化振興会 2018-1：23） 

4)（同前：4） 

5)（独立行政法人日本芸術文化振興会 2018-2：4） 
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