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資料１ 

 

第６回特別部会の意見要点まとめ 

 

〇運営体制（運営委員会の運営）について 

 

【石田委員】 

・ 専門委員会は専門的で現状に則した多種多様な分野において審査されている。部会

の役割について、専門委員会の審査結果の報告を受ける場だが、本来はそれ以上の機

能を果たすべきではないかと考える。振興会として審査結果を公表する過程で、各専

門委員会が提示した結果を通じて、ジャンルにまで目配りをした分野間の採択バラン

スをはかる機会とするべきではないだろうか。また、分野間に共通する課題について、

採択結果によってどのような解決にむかっていくのか、実質的かつ、解決策を提示し

ていく議論を引き出せないだろうか。 

 

【柴田委員】 

・ 部会は非常に重要なセクション。事後評価制度導入後、部会の重みが増していると

感じる。日本版アーツカウンシルに求められている透明性を担保した審査(運営委員

会、部会、専門委員会の三層構造による審議は透明性に優れている)、事後評価の在

り方は優れていると評価している。採択においては主に専門委員会で企画内容を議論、

採択を決定し、部会に上げて金額を決定し、運営委員会に上げる。事後評価が導入さ

れて、専門委員会から部会に上げる過程の中で、部会での意見交換や議論が希薄なよ

うに感じる。部会の委員が活発な議論を行うような方向にしていくのが良い。 

・ 委員会運営について改善すべき点はあるかという点について、専門委員会で議論す

る内容が多くなっており、直前の審査に関するベクトルを合わせるための議論するこ

とはもちろんだが、ベーシックなところでの方向性の一致が不足している。審査に向

かう前の委員会での議論が少ないこともある。共通言語づくり、さらなるベクトル合

わせ、新たに発生した課題への対応について、事前ミーティングのような意見交換の

場を増やしても良い。 

 

【衛委員】 

・ 現在の部会は通過儀礼的な部分がある。事後評価を行った後にＰＤＰＯから課題点

が挙げられるが、議論は行われず報告に過ぎない。専門委員会に差し戻すのはスケジ

ュールとして厳しいので、部会を単なる通過儀礼にしないためには大きな改善を要す

る。専門委員会におけるネット審査は難しいが、もっと効率的な審査が出来る仕組み

は検討が必要。部会では専門委員会より突っ込んだ課題の共有が出来れば良い。 
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【石田委員】 

・ 共有した課題をどのようにして審査、事後評価、現場とのコミュニケーションに活

かすかを考えると、部会の機能を高めることが必須。多いプロセスを経なければなら

ないのに、３月までにすべての結果を出さなければならないため、審査の期間が短い。

その中で、部会において、どのように次の審査に共通の課題を活かしていくかという

方向性を検討することは必要である。 

 

【中川委員】 

・ 審査にあたる前にそれぞれの専門委員会に予算と件数を配分されており、それに順

じて選んでいるものを部会のレベルで分野のバランスをとるとなると、各分野を俯瞰

して意見を述べられる人物が必要になるのではないか。 

 

【佐藤委員】 

・ 部会の議論を活性化するために、事後評価について部会の役割が重い。部会は金額

や配分などの細かいことを議論する場でなく、芸術文化振興のために何が必要かとい

う大きなテーマで議論するべきである。そのためには、専門委員会から上がってくる

事後評価の内容が大事なものである。今の専門委員会は各団体から提出のあった要望

書の記載された目的が実現しているか、ミッションが果たせているかの議論が中心と

なっている。事後評価においては様々な事業を俯瞰して見た時に芸術文化の振興にお

いて優れていると思われた事業や要望書に記載されていない課題として見えてきた

ことなどを総合的に評価して年度における分野ごとの傾向、課題、良かった点などを

部会に上げることで、より深めた議論となる余地がある。部会での議論を深めるため

には事後評価をどのように組み立てていくかを各専門委員会で見直す必要がある。 

 

【福島委員】 

・ 専門委員会での共通言語づくりや認識統一の時間が必要だということについて、部

会がその方向性を示す機能を果たさなければならないことを明確にすることが良い

のではないか。ＰＤＰＯで論議をして、専門委員会に掛けることになるが、後ろ盾と

して部会が審査の方向性を確かめる場とする。部会は意見を言いにくい雰囲気で、事

後評価を部会席上で読み上げるのは不可能。事後評価のエッセンスに基づいて、次年

度に向けての方針、方向性や共通言語づくりということを部会の課題として明確にす

るとよい。運営委員会として構成する専門委員会、部会において、それぞれの課題を

明確化することで役割をはっきりさせる。 
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【石田委員】 

・ 共通する考え方については誰もがわかる、遡及できる方法で明示する必要があるだ

ろう。募集段階で、募集案内に「助成の趣旨」が、被助成団体に理解できるよう書か

れているかを議論する際に作られるべきであり、部会で議論し、それが次の募集、審

査に活かすことができるようになることが、分野横断的課題の解決を目的とした部会

の位置づけとなる。 

 

【衛委員】 

・ 各委員は国の文化政策の方針を理解した上で、考え方（分母）をなるべく近づける

ことが必要。そのためには、ＰＤＰＯが重要な役割を果たさなければならない。 

 

【柴田委員】 

・ H27の「文化芸術活動への助成に係る新たな審査・評価等の仕組みの試行的取組に

関する報告」において、事後評価の改善等について、①公演調査報告書の精度を高め

る。②文化芸術団体の積極的な意識改革が必要との記載がある。②の達成のため、不

採択対応、一般的な相談・事後評価伝達としての意見交換会を強化してきた。団体の

意識改革は見られるが、頻繁にコミュニケーションを取る団体と、そうでない団体の

二極化もおきている。演劇分野においては、①について、何をエビデンスとするのか

議論を重ねた。各委員会が正確に機能するためには、ＰＤＰＯ、専門委員の公演調査

報告書の精度を上げるしか無いと考える。それが事後評価コメントをまとめる上で業

務の効率化につながる。公演調査報告書は課題、改善点、達成された点が見えるため、

各分野においていかに精度を高められるかが、鍵になってくる。 

 

【中津川委員】 

・ 評価報告書、公演調査報告書に、エビデンスの無い事例が多々あり、それを防ぐた

め、また、効率よく評価報告書を仕上げるため、公演調査報告書の書き方を、音楽分

野で検討し、まとめ上げた後、専門員、公演調査員と共有することを検討している。 

 

【柴田委員】 

・ 毎年採択を受けている団体は安定志向となってしまい、成功体験で物事を考えてし

まう傾向があり、危機感を醸成することがなかなか難しい。一方で不採択となった団

体への対応について、どれぐらいＰＤＰＯが尽力するか問われるところである。不採

択団体については、採択されるために何が不足しているのかを提示することが、必要

だと思われる。 
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【衛委員】 

・ 不採択になってからが、ＰＤＰＯの機能が発揮されるところである。 

 

【佐藤委員】 

・ 音楽と演劇各分野の「エビデンス」について具体的にはどのようなことか。もしも

音楽と演劇分野で鮮明になっているのであれば、各分野で共有すべきである。団体の

意識改革とは具体的にどのような意識改革か。 

 

【中津川委員】 

・ 評価報告書には感性に関する言葉多く出てくるが、感性は人によって異なるため、

事実を列挙することで、それをエビデンスとしている。 

 

【柴田委員】 

・ エビデンスを理解するためには、評価と批評は相違することを理解する必要がある。 

批評は、是々非々で論じるもので、評価は当該団体が掲げた目標に対してどの程度

達成したのかという達成度ではかるものである。振興会で活用しているエビデンス

とは「根拠」「証拠」であり、評価するにあたり団体が掲げた目標が、どの程度、達

成されたかという達成の度合いを自身の知見に基づいて鑑賞眼をもって測ってい

く作業を行う。エビデンスを示すということは、なぜ達成できなかったかなどの根

拠を正確に記述し、述べることがエビデンスである。 

・ 平成 27 年度の課題として挙がった芸術団体の意識改革については、「社会的費用」

から「戦略的投資」への捉え直しや補助金と基金の助成目的の違いを把握していない

などが指摘されていた。意識改革で気を付けていることは、団体に「気づき」を与え

る、促すということ。ＰＤＰＯがカウンセラーとなって、気付いていない事を伝達す

ることにより、団体自らが、改善のモチベーションを持つよう意識改革を促していく

ことが大事である。 

 

【望月委員】 

・ 要望書に書かれた企画意図に対する成果が実現しているか、それが何を根拠として

実現できているかということを評価している。共通言語（助成の趣旨）を理解しても

らい、その実現のためには何が必要かを、自分の経験を踏まえ、相談にくる団体とコ

ミュニケーションを取り、助言を行い、意識改革に取り組んでいる。 

・ ＰＤＰＯが密接な伴走者の役割を果たすためには、人材の確保が必要であり、その

ため、劇場音楽堂等の専任ＰＤＰＯが必要と考える。 
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【中津川委員】 

・ （意識改革について）評価結果を伝える意見交換会では、社会的波及効果が重要に

なることを、具体的に団体へ伝えている。 

 

〇調査研究のあり方 

【中津川委員】 

・ 電子申請の導入を機に要望書が Excelで提出され、データベース化が進めば団体の

傾向、地域単位の傾向などが掴みやすくなり、将来的には可視化につながる。近い将

来、AI が感性の領域にも関わることも予測される。言語化、数値化は重要だと考え

る。 

 

【田代委員】 

・ 振興会は助成を行っているので自ずと芸術団体との距離が近くなる。また、現場に

アクセスできるところが強みである。その強みを活かすと、現場の実態を明らかにす

ることができると思う。被助成団体の実態だけでなく、地域アーツカウンシルや文化

財団、自治体の文化政策などの色々な視点から整理して発信していくことが重要だ。

それをどのように社会に還元するかの議論があっても良い。 

・ 調査研究テーマの設定についても議論が必要だろう。専門的知見を持った専門家の

意見はもちろんのこと、文化活動団体や地方自治体などのステークホルダーがどのよ

うな研究してほしいのか、提案や要望を検討するのも良いだろう。時宜にかなった研

究テーマを選定することで調査研究レベルにおいても振興会のプレゼンスを強化す

ることができよう。 

 

【福島委員】 

・ 調査研究の必要性として、芸団協で実施した事があるが、申請書類の分析は傾向の

把握について有効である。それを踏まえ、制度の見直し等を検討する必要がある。も

う一つは、コロナ禍での文化庁の施策が、現場の実態にそぐわなかった。振興会が助

成事業を通じて得ることが情報の分析を行っておくことは、文化庁に対する政策提言

としても機能するし、アーツカウンシルとして芸術団体がどのように継続して発展し

ていくかという方向性を見る上でも必要となる。個別の申請書類の信憑性という問題

があるが、量が集まれば、大きな傾向把握という目的においては、クリアできるし、

社会的な危機が襲った時の芸術団体への支援の有り方を考える上でも有効である。 

 

【柴田委員】 

・ 調査研究については、概念整理を行うことが必要と考えている。調査研究には大き

く三つあると思っているが、①アカデミックな領域の調査、②事実に基づいた芸術統
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計(データベース化に通ずる)、③現場に直結する調査研究の捉え方に分かれる。H23

に取りまとめた「芸術文化活動に対する助成制度に関する調査分析事業報告書」では、

ＰＤＰＯが調査研究をする必要があるとされ、日常の業務の中で研究を進めているが、

ＰＤＰＯに必要なのは、まずは調査「分析」である。H30年度に調査研究分野ができ

たところだが、現在は試行錯誤しながら進んでいる印象がある。調査研究分野の見直

しとして、海外リサーチ部門、芸術統計部門、国内リサーチ部門の３つに部門を分け

るのが良い。国内リサーチ部門については、PDPOも参加して取り組むとよい。調査研

究と創造現場の乖離を埋める必要がある。文化庁においても調査研究の報告があるが、

振興会に期待されるのは、創造の現場に還元できる調査である。 

 

【池野委員】 

・ 首都圏と地方の団体に認識の差がある。「名前は聞いたことがある」程度の団体の

活動について、地方発の報告、調査研究による報告、過去のＰＤＰＯ、調査員がまと

めた報告書が大変参考になる。調査の回数を増やし、多くの報告書を読めるようにし

た方が良い。一方でＰＤＰＯの業務は膨大なため、民間、公的機関のデータを活用し

たり、振興会外の力を借りてはどうか。 

 

【衛委員】 

・ シンクタンクはノウハウを持っていないため、データベース化は独自で行うしかな

い。ＰＤＰＯの待遇等については、今後話し合わなければならない大事なこと。調査

研究によって、各分野の未来がどうあるべきかを政策提言できなければ意味がなく、

現場に生かせる、羅針盤的な役割を担うことが必要。 

 

【中津川委員】 

・ イギリスやアメリカのように、日本のオーケストラ連盟と共にテーマを決め、勉強

会から始め、パブリックにしていくような流れで協力していくことが良いのではない

か。 

 

【石田委員】 

・ 現在の体制はＰＤと調査研究分析員含めて３名。申請書類等の情報データを蓄積す

るためには、資金が足りていない。現在行っているデータ分析は、手作業で行ってい

る状況である。アーツカウンシルとは何かということの問いに対する理解につなげる

ため、海外のアーツカウンシル調査を行ってきたが、アーツカウンシル機能を担う振

興会の責務としては、助成応募団体の状況調査、採択団体や劇場音楽堂等に関するデ

ータなど、助成事業で得られたデータの調査結果について情報発信していく必要があ

る。さらには、アーツカウンシルで行う調査研究を行う人材を育てていくことも必要
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である。 

 

〇情報発信について 

【衛委員】 

・ メディアが多様になっている中、アーツカウンシルに対する社会的認知、合意形成

につなげていくためには、Webに掲載するだけでなく、何を創出するために、どのよ

うに発信していくか設計することが必要。アーツカウンシルとしてのソーシャルブラ

ンディングを進めることは外部資金の獲得につながる。 

 

【柴田委員】 

・ 情報はコミュケーションである。受信発信が大事であり、発信受信とは言わない。

発信する課題もあるが、受信する側にも何らかの課題がある。情報発信と同時に、情

報の「流通」にも課題があると考えるべきである。アクセスしない人にも情報が流れ

ていく仕組み（経路）を作る必要がある。そのためには、発信者だけでは解決できず、

統括団体などと協力して経路を作っていく必要がある。 

 

【高島委員】 

・ 情報を発信する際に、目的と対象が明確にならなければ経路を設計していくことは

難しいと感じる。被助成団体なのか、一般市民・企業向けなのか分けて考える必要が

ある。同時に、情報の内容に価値があることが必要となるが、そのためには、調査研

究で何を分析し、何を発信するのかが極めて重要である。個別の課題解決につながっ

ていくような具体的な情報と制度設計、政策提言などに使えるような情報に分けたほ

うが良い。 

・ 情報の蓄積の見える化を情報として発信していくことも重要。ホームページ等に今

だけの情報を掲載するのではなく、そこにアクセスすればどのような情報が蓄積され

ているのか情報の量がわかるようにすることで、訴求力も上げることが出来る。 

 

【福島委員】 

・ 助成金のあり様について、根拠のない批判が多く、基金が支援することによって何

が生まれているかという支援の方向性がどこなのかがもう少し情報発信されるべき

だと感じる。国民の理解を得るためにも、支援することによって地域ではどのような

芸術文化活動が生まれ、劇場が育っているということが宣伝されるべきである。社会

的な発信を行っている芸術団体を知ることができる情報（素材）を提供することがで

きれば、企業にとっても支援するべき対象が明確になり支援につながる。 
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【田代委員】 

・ 単に情報発信を行うだけでなく、情報発信の仕方が効果的であるのか、印象的であ

るのかという観点から検討しなければいけない。情報を伝える相手に効果的に伝える、

つまりコミュニケーションを意識しながら発信を行う姿勢が必要である。 

・ 情報発信の目的として、情報発信を通して振興会がアーツカウンシルとしてどのよ

うな社会的な役割を果たしているかということを打ち出す意義は大きいと感じる。そ

れと共に、文化団体からは自分たちの活動を外部にアピールできる要素ともなる。 

・ 文化芸術活動の役割や意義を具体的に伝えていくことが情報発信の目的である。そ

れによって、人材や資金の協力を得ることができ、情報も集まってくるといった好循

環を達成する仕組みを作ることが必要だ。 

 

【衛委員】 

・ 社会的ブランドは社会的信頼である。信頼があるからブランド力がある。支援を行

うことで、社会に対する具体的な成果をアーツカウンシルが発信することによって、

社会に価値がある機関として必要とされ、注目されるよう取り組むことが必要。 

 

〇今後の方向性について 

【齊藤委員】 

（Ⅰ外観、２現在のアーツカウンシル機能） 

・ 平成３０年度以前はアーツカウンシル機能が無い状態で、基金部は助成事業を行っ

ていた。アーツカウンシル機能導入後に、導入により一定程度の成果を上げているこ

とを書いてほしい。 

 

【中川委員】 

（Ⅱ将来的に担うべき機能、２役割） 

・ 「政策戦略立案の主体」として機能するとされているが、現実的には政策立案は文

化庁が行うものであり、記述するにあたっては役割を再考したほうが良い。 

 

【清水委員】 

（Ⅱ将来的に担うべき機能、２役割） 

・ 政策立案は文科省・文化庁の役割であるが、アーツカウンシル機能として、効果的

で効率的な案を文化庁へ提案していく役割を担うということはある。 

 

【田代委員】 

（資料３・資料４） 

・ 方向性のイメージは、ビジュアルで示すとわかりやすくなる。例えばこのようなイ
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メージである（ビジュアル例を提示）。文化芸術の社会的プレゼンスの拡大に向けて、

振興会が司令塔の役割を今後果たしていくということ、文化芸術活動の効用の多元性

を図っていく、といったメッセージを外に打ち出していくべきであろう。 

・ 資料４の「３ 実現に向けて」のところは、例えば、「財源の多元化」、「マンパワ

ーの確保・人材育成」、「戦略的プロモーション」、「連携・ネットワーク」、「業務の効

率化」といった部会の議論を集約したキーワードで示したらどうだろうか。 

 

【佐藤委員】 

（Ⅱ将来的に担うべき機能） 

・ 「国立の機関」とすることに違和感がある。あくまでも「独立行政法人内に設けら

れた中間支援組織」の立ち位置が望ましい。芸術文化振興基金という役割を考えた

場合には、大きな目的が芸術文化振興、その方法が助成事業を通じた支援となって

いる。アーツカウンシル機能が助成金を有効活用するためにスタートしたことをふ

まえると、基本は、助成金・補助金の有効活用であり、現場とのコミュニケーショ

ンを取って、現場が活性化するための支援を行う組織でありたい。 

 

【柴田委員】 

（Ⅱ将来的に担うべき機能、Ⅲ今後担うべき機能） 

・ 「人材育成」を項目立ててでも良いので特出しすべき。 

（新規の項目立て） 

・ 感染症との共生、感染症の収束後の文化芸術活動について触れておく必要がある。 

（表現及び作成の方法） 

・ なるべく専門用語は避け、図解を入れたり、用語集を巻末に設けるとよい。 

 

【石田委員】 

（全体の構成） 

・ 「Ⅱ将来的」にと「Ⅲ今後」の言葉の使い分けがわかりにくいので、工夫して書き

分けるべき。 

（人材について） 

・ 「人材のストック」という言葉は違う言い回しにならないか。先行する海外のアー

ツカウンシルをはじめとする助成金制度の運用には、文化芸術の世界にいるあらゆる

立場の人たちによる「群れ」が形成されていて、時には中から、時には外側からなど、

立場をかえて助成事業にかかわっている。公的な芸術文化助成をめぐって文化振興に

携わるそうした人たちを育てるインキュベーションセンターとしてのアーツカウンシ

ル像を追記してはどうか。人が循環していくという視点が大事であるため、そのこと

がわかるような表現を使ってはどうか。 
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（戦略的という考え方について） 

・ 助成事業やアーツカウンシル機能が「戦略的になる」ためには、助成のみならずア

ーツカウンシル機能がどこに向かっていくのかという長期的な視野をもって方向性

や着地点を示しながら進めていくことが大事であり、今後も何かの機会に本部会のよ

うな意見を出し合う場を作っていくことを追記すべきである。 

 

【福島委員】 

・ 全体像については、総花的ではあるがポイントが見えにくい。なぜ部会を開いたか

を踏まえた前文を付けては如何か。アーツカウンシル機能が動き出して１０年経過し

たという理由もあるが、財源の減少に加え、社会的に求められているにもかかわらず

財源も確保できず、人材も不足していることなど、前文でポイントを絞るとよい。論

議をした結果、このような方向性を得たということがわかるよう反映させては如何か。 

 

【高島委員】 

・ 「運営体制」に関わるが、個人の能力を伸ばしても、組織に還元されなければ意味

が無い。「人材」と人材を活かす「組織」を分けて記述した方がわかりやすく、振興

会内で共有する上でも良い。 

・ 「地方との関係」という言い方よりは、「地域との関係」の方が良い。 

・ P3「赤字助成」という言い方はどうか。赤字だから助成をするのでは無い。社会的

な意義、芸術的な意義を追究して行った活動が、結果的に赤字になったという文脈に

した方が良い。 

・ P8.Ⅲ.３「外部性」よりは、「外部との関係」や「ステークホルダーとの関係構築」

の方が良い。 

 

【中川委員】 

・ 「ＰＤＣＡサイクル」が複数回出てくるが、アーツカウンシル自身のＰＤＣＡを指

すのか、団体のＰＤＣＡを指すのか書き分けをした方が良い。芸術団体にとっては、

振興会はあくまでステークホルダーの一つであり、事後評価についての記載の中で、

芸術団体にＰＤＣＡサイクルをさせていくという趣旨の文脈は如何か。 

 

【福島委員】 

・ 芸術団体自身は自分たちのＰＤＣＡサイクルを回している。アーツカウンシルがＰ

ＤＣＡサイクルを押し付ける訳ではないので、書き方に工夫が必要 

・ ９０年代に基金ができた当時はバブルの絶頂、その後、社会の変化により、習い事

文化の衰退や芸術家を支えてきたいわゆるパトロンが減り、文化芸術を支えてきた基

盤が変化しているということをどこかに触れておくと良い。 
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【佐藤委員】 

（資料 3） 

・ ＰＤＣＡはある目標を達成するための手法であり、ＰＤＣＡサイクル自体が、アー

ツカウンシル機能の目的と取られないよう変更すべきである。 

 

【田代委員】 

・ 方向性の話と現在の制度の改善の話がいっしょになっていてわかりにくいので、書

き分けたほうが良いと思う。 

 

 


