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資料４ 

 

最終まとめに向けた整理 

 

全体の構成 

→最終的な取りまとめをイメージし、現時点では、「Ⅰ概観」「Ⅱ将来的に担うべき機能」「Ⅲ今

後担うべき機能」の３つの大項目に分け、これまでに出てきた意見は、ⅡとⅢの各項目にそ

って整理します。 

Ⅰ  概観 

１ これまでの歩み 

２ 現在のアーツカウンシル機能 

３ 運営体制及び財政 

４ 現状と課題 

５ 国の文化政策及び日本芸術文化振興会の動向 

 

Ⅱ 将来的に担うべき機能 

１ 位置付け 

２ 役割 

３ 活動 

４ 実現に向けて 

 

Ⅲ 今後担うべき機能 

１ 活動(助成事業) 

（１）事業の目的・役割 

（２）事業の制度設計 

  ①分野に関して 

 ②地方との関係について 

 ③社会の変化について 

 ④支援の方法について 

 ⑤設計の方法について 

（３）審査 

  ①審査の方法について 

  ②審査基準について 

（４）事後評価 

  ①事後評価の方法について 

  ②ＰＤＣＡサイクルの循環について 

（５）情報提供 

２ 活動(助成事業以外) 

（１）情報発信 

（２）調査研究 

３ 実現に向けて 

（１）財政 

（２）外部性 

（３）運営体制 
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Ⅰ  概観 →第１回で事務局が提示した「現状と課題」になります。 

１ これまでの歩み 

・ 独立行政法人日本芸術文化振興会は、昭和41(1966)年に特殊法人国立劇場として設置さ

れ、平成２(1990)年の芸術文化振興基金の創設にあわせて、日本芸術文化振興会（以下「振

興会」）に名称変更され、平成15(2003)年の独立行政法人への移行を経て、現在に至ってい

る。 

・ 平成２年の改組では、芸術文化振興基金を原資とし、その運用益で助成事業を行う担当

組織として「基金部」が設置された。その後、文化庁から平成８(1996)年に舞台芸術への

支援に関する補助事業が移管されたのを皮切りに、映画(H21)、劇場・音楽堂(H30)、国際

交流(R1)に関する４つの事業が移管されている。 

・ 平成23(2011)年に国が策定した「文化芸術の振興に関する基本的な方針」(第３次基本

方針)で、文化芸術への支援策を有効に機能させるため、専門家による助言、審査、評

価、調査研究等のアーツカウンシル機能を振興会に導入することが示され、平成23(2011)

年から５年間の試行的な実施を経て、平成28(2016)年から本格実施が始まった。 

 

２ 現在のアーツカウンシル機能 

・ 平成30(2018)年に国が策定した「文化芸術推進基本計画(第１期)」では、『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）』の強化を図ることが示されている。 

・ 現在、振興会基金部に、音楽、舞踊、演劇、伝統芸能・大衆芸能の４分野について、専

門家（プログラムディレクター、プログラムオフィサー）を配置。調査研究分野には、プ

ログラムディレクターのほか、調査分析研究員を配置している。 

また、文化庁から劇場・音楽堂に関する事業が移管されたことから、各分野別のプログ

ラムディレクター、プログラムオフィサーの一部が劇場・音楽堂等担当を兼務している。 

・ 取組としては、審査基準の作成と事前の公表、文化芸術団体からの相談対応、助成対象

活動の採択のための審査における助言、助成対象活動の調査、助成対象活動の事後評価、

助成事業の効果検証や改善を行うための各種の調査研究といった助成事業のＰＤＣＡサイ

クルを循環させるための取組を行っている。 

 

３．運営体制及び財政 

・ 審査等の実施にあたっては、専門家で構成される「芸術文化振興基金運営委員会」が振

興会理事長の諮問を受けて行う。運営委員会には、部会、専門委員会が設置され、各分野

の専門家で構成されている。 

  振興会基金部に配置している専門家は、令和３年４月１日現在では、プログラムディレ

クター５名（非常勤）、プログラムオフィサー25名（常勤２名、非常勤23名）。事務職員

は38名である。 

・ 財政は、令和元年度決算では、芸術文化振興基金運用益が約11.1億円、文化庁からの４

事業の補助金（文化芸術振興費補助金）が約68.7億円、運営費交付金等が約3.8億円の収

入となっている。支出は、管理費等が約5.8億円、芸術文化振興基金による助成金が約9.5

億円、文化庁からの補助金による助成金が約65.8億円である。 

 

４．現状と課題 

（芸術文化振興基金による助成事業） 
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・ 平成２年に設立した芸術文化振興基金は、財源である運用益収入が金利の定価により、

年々減少しており、今後もさらに減少する見込みである。助成の役割は「裾野の拡大」で

あり、文化庁の補助事業とはこれまで役割を区別してきた。令和４年度の事業見直しでは、

対象活動は変更せず、助成金額の定額制と助成対象経費の選択制を導入し、これまでのい

わゆる赤字助成を見直すこととした。しかしながら、金利の回復が見込まれない以上、現

在と同様の助成事業を維持するための財源確保は難しく、今後さらなる見直しが必要であ

る。 

 

（助成事業の審査） 

 ・ 助成事業の審査に関しては、芸術文化振興基金専門委員会で審議している。委員の任期

は公平性を担保するために３年程度としており、複数年の支援を導入している「舞台芸術

創造活動活性化事業」、「劇場音楽堂等機能強化推進事業」のうち「劇場・音楽堂等機能強

化総合支援事業」は、採択審査時と最終年度評価を行う委員が異なる場合がある。 

・ 審査は、書面審査、合議審査の２段階審査を実施しており、書面審査に入る前には、審

査の方法、算定方法等について、委員会を開催し意見交換を行っている。また、限られた

予算内で助成効果を発揮するため、委員会で議論を行ったうえで助成金額の削減率を決め

ており、要望額と内定額には差が生じる。 

・ 不採択理由については、非公表であるが、専門委員会で改善点を指摘すべきとの意見が

付託された場合は、応募団体に改善点を通知文書で伝えているほか、応募団体から不採択

理由の問い合わせがあった場合には理由を伝えている。 

 

（助成事業の事後評価） 

・ 事後評価を行う事業（舞台芸術創造活動活性化事業、国際芸術交流支援事業（国内実施

の事業のみ）、劇場音楽堂等機能強化推進事業）については、ＰＤＰＯ、専門委員、専門

調査員が全ての採択活動の公演等調査を行っている。芸術文化振興基金事業については、

専門委員会で公演等調査の意見が付された活動を中心に行っている。 

・ 評価手法や評価基準については、専門委員会で意見交換を行った上で決定している。助

成効果の分析については、評価指標を具体的に示す等の工夫を行っている。 

・ 評価の活用については、ＰＤＰＯが配置された分野を中心に、専門委員会で行う審査時

に、ＰＤＰＯから公演等調査の状況や事後評価結果等の情報提供を行うことで審査を補完

している。 

 

（助成事業の改善） 

・ 毎年度、専門委員会から提案される助成事業の改善事項について、ＰＤＰＯと事務職員

との間で意見交換を行い、改善を行っている。令和２年度から見直しを行った舞台芸術創

造活動活性化事業では、各分野のＰＤＰＯと事務職員が共同して制度設計を行った。 

 

（調査研究） 

・ 助成対象分野の動向や、文化芸術団体等に関する公演実績、受賞歴等、分野ごとにはデ

ータの蓄積、分析は行っている。一方で、共通のデータ蓄積、分析は行われていない。さ

らに、財務状況等の団体運営に関わる基本的なデータの蓄積や分析が不十分である。これ

までは、データが分析利用可能な形式で蓄積されていない問題があったが、令和３年度募

集から電子申請を開始したことにより、データが蓄積される環境が整いつつあり、調査研

究分野において、データ収集・整理を進め、将来的な分析に向けた作業を行っている。 
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（情報発信） 

・ 募集の開始、応募相談、助成対象活動の決定（過去の実績を含む）、調査研究報告書に

ついて、振興会のホームページで公表している。しかしながら、必要な情報にたどり着く

までに階層があるなど、利便性は高くない。 

 

（運営体制） 

・ 事後評価を実施する音楽、舞踊、演劇、伝統芸能・大衆芸能分野について、プログラム

ディレクター、プログラムオフィサーを配置している。劇場・音楽堂については、独立し

た配置はなく、他の分野との兼務である。映画、美術、文化財分野については、評価制度

を導入していないこともあり配置していない。 

・ プログラムディレクター、プログラムオフィサーの選定方針が各分野一律で、具体的に

は明確になっておらず、求める経歴、専門知識も確立されていない。 

・ プログラムディレクター、プログラムオフィサーの業務としては、文化庁から移管され

た３つの補助事業（舞台芸術創造活動活性化事業、国際芸術交流支援事業、劇場・音楽堂

等強化推進事業）については、公演等調査や助成団体との意見交換を実施、それらを通じ

た的確な情報に基づく審査、審査結果の伝達、事後評価コメントの作成・委員会での意見

を踏まえた調整、助成団体等への助言を行っている。芸術文化振興基金助成事業において

は、舞台芸術分野（現代舞台芸術創造普及活動、多分野共同等芸術創造活動）は、専門委

員会による審査審議において調査の必要性が意見された場合は、公演等調査を行ってい

る。年間を通じて、各事業の業務日程が重なるため、本格実施からの５年間で業務量は増

大している。 

・ 事務職員は、振興会職員、任期付き職員、外部機関からの出向職員で構成されており、

特に管理職への振興会職員の登用が少ない。 

 

（外部機関との関係） 

・ 国の機関は補助事業を所管する文化庁以外との関りは少ない。地方自治体、文化振興財

団、芸術団体等とは助成事業を通じた関係性である。他の助成団体、民間企業との関りは

非常に少ない。各地域に設置された地域アーツカウンシルとは、現在、有機的なネットワ

ークを構築するため、定期的にミーティング等を行っている。 

 

（財政） 

・ 運営費交付金、運用益収入、補助金収入を財源とし、助成事業費、人件費、事務費に支

出している。このうち、運営費交付金については毎年度効率化係数がかかるため減少、運

用益収入については、金利低下により今後段階的に減少する見込み。補助金については、

国の予算折衝の結果により減少することもある。独立行政法人関連の法律等により、資産

運用による制限があり、財源の確保が難しい。 

 

５．国の文化政策と日本芸術文化振興会の動向 

→ 国の動向としては、基本法の制定、第１次から第４次基本方針、第１次基本計画における

記載内容の変化（費用から戦略的投資へと変わってきたこと）を記述し、振興会の動向と

しては、最近の公演収入の減少、日本博の実施、隼町地区の大規模整備計画等を記述しま

す。 
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Ⅱ 将来的に担うべき機能 

将来的に理想とされるアーツカウンシル像に必要な機能を１から４にまとめる。 

１ 位置付け 

（1-1）国立の機関であることを意識し、都市部だけでなく全国津々浦々の地域までを視野にし

た「国立文化・芸術専門職機関」であり、「社会資本形成のための投資機関」。 

（1-2）国とある程度の距離を置きながら、芸術団体等に対してイニシアティブを発揮していく、

専門性をもった中間支援組織として多様なニーズに対応。 

 

２ 役割 

（2-1）政策戦略立案の主体として、政策立案や情報集積拠点として機能する。 

（2-2）どれだけ有益な社会変化がもたらされたかという尺度（変化度）で検証する。 

（2-3）助成事業だけでなく、現場の状況、問題点についても国に対して間接的に働きかけてい

く。 

（2-4）課題が見えた際に、どのように文化政策や助成事業で実現していくのか、現場の声を吸

い上げ整理して、政策提案をするセンサーの役割。 

 

３ 活動 

（3-1）助成事業、調査研究、制度設計、ＥＢＰＭ、芸術統計(データーベース化)、今日的政策

課題への対応、人材のストックである。 

（3-2）助成事業は、団体を規模別に分け、団体に伴奏しながら、運営支援をしつつ事業支援を

行う。 

（3-3）現状の把握、課題の洗い出し、改善の提示を行い、社会変化に伴ったＰＤＣＡサイクル

を循環させる。 

 

４ 実現に向けて 

（4-1）アーツカウンシル内で事業の領域別、運営面、人材育成、資金調達等の専門職を配置。 

（4-2）雇用面を含めた人材の確保、他組織との関係性、財政の確保、助成事業については事業

内容の精査と拡大が課題である。 

（4-3）国とアーツカウンシルとの文化政策の役割を明確にする。 

 

 

Ⅲ 今後担うべき機能 

  Ⅱの将来像に向けて、短期、中期的に検討、改善が必要となる機能を１から３にまとめる。 

１ 活動(助成事業) 

（１）事業の目的・役割 

（1-1）補助金事業は、文化政策を表わす、社会的にも目的が明確なものとする。 

（1-2）基金事業を見直すにあたっては、助成が効果的になるようにする。 

（1-3）普及活動（アウトリーチ活動やアフタートークなど）について、演劇分野を一例とする

と、演劇への関心や興味を深める観客育成と鑑賞者開発の「一般的な普及活動」として捉

えていたが、現在は、芸術団体や劇場等の課題に対応するものを普及活動、地域に点在す

る社会的な政策課題に対応するものを社会包摂的な活動としてすみ分けている。基金事業

の役割には、将来的な文化芸術活動を担う人材への投資という側面もある。また、芸術文

化の受容状況に格差があることをふまえ、具体的にどのような「普及」が助成により行わ
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れることを目的としているのかを明確にする。 

 

（２）事業の制度設計 

①分野に関して 

（2-1）音楽分野では、オーケトストラを有する団体は組織が確立されており助成金の獲得を目

指しやすいが、室内楽の場合はそもそも組織を持っていない問題がある。演劇分野では、

現代演劇が基調となっており、サブジャンルである児童演劇、人形劇、ミュージカルなど、

それぞれの特性に応じたきめ細かな助成の在り方というものを確立していくことが求め

られる。伝統芸能については、他ジャンルに比べその理解に時間が掛かるため、助成対象

の長期化、固定化することをよしとしないといけない。事業の制度を設計するには、芸術

分野の現状、芸術団体の成り立ち等、実状に応じた検討を行う。 

（2-2）財源問題がある中で、範疇を特化して専門領域を絞り込むのが良い。しかしながら、美

術、映画、文化財分野を含む現行領域において、アーツカウンシル機能を働かせる必要が

あるのかどうかについての検討もあわせて必要である。 

（2-3）アマチュア団体への支援については、国の支援を受けた集客効果、モチベーションにな

るので、現在のスキームであれば継続するのが望ましいが、アマチュアの扱いは、分野の

育成を助成事業の中に組み込んでいくのかどうかの視点が必要となる。 

(2-4) 美術、映画、文化財分野では、社会状況や変化によりそれぞれ特有の課題がある。それ

らの課題を踏まえ、関係者と検討を行い、振興会の役割や助成を有効に機能させていくこ

とが必要である。 

 

②地方との関係について 

（2-5）地方との関係では、自治体と国との役割の議論を行い、今までと違った角度や観点から

政策を立案し、制度設計を考えるべきである。 

 

③社会の変化について 

（2-6）社会の変化に応じ事業の見直しを行うにあたっては、例えば、子どもの貧困ほか、地域

社会で生じている問題に、文化芸術がどう関わるか。文化芸術とは真逆の立場から見つめ

直し、今日的な政策課題として捉え、文化芸術の支援策を考える。また、各分野で明確な

エビデンスを元に現状を分析し、需要予測や将来予測を立てて設計し、見直した事業は、

趣旨の示し方を工夫し、わかりやすく説明する。 

（2-7）新型コロナウイルス感染症のような有事においては、事業助成から運営助成といった柔

軟な制度変更が求められる。 

 

④支援の方法について 

（2-6）運営支援は、社会的な価値をどう作っていくか。戦略的な投資であるかが非常に重要で

ある。運営支援か事業支援かの問題については、分野により事情が違うため、分野にそっ

た検討が必要となる。 

 

⑤設計の方法について 

（2-7）アーツカウンシル・イングランドの場合は、組織内に政策立案チームが編成されて活動

しているが、現状では、基金部内で横の繋がりを持って、情報共有して外に出す方向性が

考えられるほか、議論をする場を基金部の中に作ることが考えられる。さらには、専門委

員会分科会で方針を議論することが考えられる。 
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（３）審査 

①審査の方法について 

（3-1）審査で経費の積算が正しいかどうかに時間が割かれている現状を軽減できるよう、審査

の方法についてさらなる工夫が必要である。書面審査における項目ごとの点数をどう入れ

るのかは委員間で事前の議論を行い、見解を一致させる。情報が不足する地域の団体につ

いては、プログラムディレクター、プログラムオフィサーで情報を共有し、委員会で情報

提供を行う。 

（3-2）アマチュア団体の成果の測り方がよくわからない部分がある。客観性を持たせるため、

実績報告の段階で、活動風景の写真や本番のダイジェスト映像などを提出してもらい、見

える化をすることで審査の判断もしやすくなる。これは、新規に応募しようとする団体、

アマチュア以外にも有益。ウェブ方式は技術的な課題はあるが、審査そのものも審査プロ

セスが大幅に削減、効率化することができる。 

 

②審査基準について 

（3-3）審査基準に、社会性と芸術性の両方が入っているため、公演企画は社会性を重視したも

の、芸術性を追求したものと多様であるにも関わらず、審査基準は一律的であり、審査の

中で差異が見えづらい。 

（3-4）国の第３次基本方針が示される前は、振興会の要望書で求める波及効果は、「本活動に

より社会全体や当該芸術分野及び周辺の芸術分野にどのような影響を及ぼそうとしてい

るのか。」というものであったが、第３次基本方針後は、「単なる文化芸術の波及力」から

「文化芸術を活用した社会的・経済的効果をもたらすもの」に変わっていった経緯がある。

また、審査基準の中では、「団体に対する評価」と「公演計画に対する評価」で分かれてお

り、波及効果については、「団体に対する評価」の中に位置づけている。社会性に関するも

う一つの審査基準は、観客の増加と育成である。波及効果は、単体の活動からは測定でき

ないため、単年度で芸術団体や地域の中核劇場に波及効果を求めるのは難しく、審査基準

を再検討する必要がある。 

（3-5）ＰＤＣＡサイクルの取り組みは、芸術性を高めるだけでなく、文化芸術活動に対する

社会的な認知を得ることを目的とするものであり、振興会と芸術団体が共同して行うも

のである。社会において芸術団体がどうした役割を果たしており、公的助成がなぜ芸術

団体の活動に必要なのかということを言語化する努力はアーツカウンシルが行う。一方

で、芸術団体も、自分たちの活動が社会的にどのような意義があるのかが常に問われて

いることを認識したうえで対応していく必要がある。そのために、単年度であっても、

その団体が社会に対してどのように指向性を持ち、社会とどう係っていくのかが審査で

きるよう審査基準を明確にし、専門委員会で議論できるような状況や場をもっと確保し

ていく。 

（3-6）審査基準は、アーツカウンシルとしてどういった芸術文化の方向性を目指しているもの

であるかを示すものであるため重要である。そのため、団体、劇場に理解してもらえない

のであれば、審査基準や方針の示し方を再検討する。大きな方針は各分野共通で示し、分

野別の基準を作成するにあたっても、わかりやすくシンプルに示したものにする。社会の

変化にあわせて審査基準は何年かのサイクルで変え、ＰＤＣＡサイクルを回していく。 

 

（４）事後評価 

①事後評価の方法について 
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②ＰＤＣＡサイクルの循環について 

（4-1）ＰＤＣＡサイクルについては、ＣとＡが課題である。現状はインパクト評価してまで見

ているところもあるため、芸術団体自身の評価に関する考え方がバラバラで適切な評価が

出来ておらずＡにつながらない。ＣとＡを適切に行っていくための支援を行う。 

（4-2）ＰＤＣＡサイクルを回すことによって何を達成したいのかというＡからＰへ向かうベク 

トルが大事であることを意識していく。 

 

（５）情報提供 

（5-1）成功事例などの注目に値する事例を情報共有する。 

（5-2）どこに何を応募すれば良いのかをわかりやすくするために、規模、分野に整理し、応募

しやすくする。 

 

２ 活動(助成事業以外) 

（１）情報発信 

（1-1）補助金事業と基金事業が、それぞれ達成しようとしているビジョンをアーツカウンシル 

が発信する。さらに、芸術団体自らが社会において何を達成すべきなのかを認識するため

に、アーツカウンシルのミッションについても情報発信を行う。 

（1-2）外部との関係性を構築するためには情報共有をすることが一番であり、業界団体との関

係構築のため、メリットがあることを感じてもらえるよう情報発信を行う。 

 

（２）調査研究 

（2-1）調査研究テーマの設定及び成果の見える化の検討を行う。 

（2-2）統計等の一定の資料を保有し作成するにあたって、文化芸術関係の学会や国際会議とい

ったところと情報交換を行う。 

 

３ 実現に向けて 

（１）財政 

（1-1）戦略的なプロモーションを仕掛ける。 

（1-2）財源の多元化に向けて、寄附者との対話、ガバナンス構造の検討のほか、日本芸術文化

振興会を応援しようとする下地を作っていく。 

（1-3）コストの削減、収入の拡大と合わせて、コストを誰が負担するのかという視点の織り込 

み。 

（1-4）独立行政法人制度の規制の中で可能な資産運用の範囲を広げることを国へ要望する場合

は、運用のガバナンス体制を整える。 

（1-5）文化芸術の必要性について、より必要だという見地を持ち、現在の文化芸術予算自体を

引き上げるよう働きかける。 

 

（２）外部性 

（2-1）地域との関係では、地域アーツカウンシル、地方自治体と連携し、地域の問題点や振興

会が行う助成事業についての情報共有、アーツカウンシルそのものについての認識を共有

する。 

（2-2）芸術分野の統括団体とのネットワークのほか、文化庁との関係では実演芸術系の調査官

との知見共有、文化庁以外の関係省庁やその外郭団体とのつながりを持つ。 
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（３）運営体制 

（3-1）公的助成の専門家を安定して確保するため、全国規模での育成手段や若手人材の育成等

を検討する。（例えば、文化芸術活動調査員→専門委員→ＰＯ→ＰＤといった段階的に高

度な経験を積むことにより成長が促される仕組み） 

（3-2）非常勤ＰＤＰＯを含め、処遇や待遇について人事労務の観点から再考が必要であり、プ

ログラムディレクターを常勤職員で雇用するなど、非常勤職員で構成している体制を検討

する。 

（3-3）プログラムディレクター、プログラムオフィサーには、文章や論旨能力、コミュニケー

ション能力のほか、ビジネス能力、制度設計や政策立案能力、文化政策や法制度の理解力

等が求められる。専門委員・調査員は、キャリア年数、現場経験（作品に対する思考性、公

演経理に関する知識等）のほか、鑑賞眼、エビデンスの取得能力、守秘義務等のコンプライ

アンスの認識等が求められる。 

（3-4）業務として充実、拡充するべきは、相談業務であるが、その場合は、相談内容に応じた

体制の見直しを検討する。業務を拡充するに当たっては、現在のＰＤＰＯ及び事務職員の

業務分担の再整理、業務の効率化を検討することも必要である。 

（3-5）事務職員については、振興会プロパー職員の専門職員化も目指す。 

（3-6）組織の硬直化を防ぐ意味で人事交流も有益である。 

（3-7）ＰＤＰＯの再教育のほか、専門職としての教育システムが必要である。 

（3-8）舞台芸術分野以外のＰＤＰＯの導入は、分野の現状や必要性について、関係団体との関

係を作りながら、分野全体を見通して検討し、判断をしていくことが重要になる。 

 


