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資料２ 

これまでの意見整理（第１回～第６回） 

 

１．アーツカウンシルの姿 

（１）理想的には 

・ 理想の姿は「伴走支援」であり、事業支援ではあるが芸術団体ごとに規模感や能力、

課題が異なるため、団体の規模別などに分け団体が付いていけるような運営支援をし

つつ、事業支援を行うことが必要。欧米でも最初は事業支援だったが運営面の支援に

移行しているものもある。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し、必要に応じて実用な支援を行うことが必要。（第２回・高

島委員） 

 

・ コンサルティングを業務とすることで、いい意味で事業改善につながっていく。アー

ツカウンシルは、「伴走者」であるべき。（第２回・衛委員） 

 

・ 海外のアーツカウンシルと比べ、日本におけるアーツカウンシルは規模が違う。課題

を整理すると、①人材の確保（雇用面を含む）や他組織との関係性、②財政の確保、③

助成事業については事業内容の精査と拡大である。ＰＤＣＡは社会変化に伴って変わ

っていくべきもので、そのためには現状を把握し、課題を洗い出し、提示しながらサイ

クルを回していくことが必要。（第２回・石田委員） 

 

・ 振興会のアーツカウンシル機能は、ナショナルであることを意識しなければならな

い。我々はナショナルチームの一員なのだという意識改革と、都市部だけではなく全

国津々浦々の地域までを視野にしているのだという全体を見る目であるということ。

その意味合いから、「国立文化・芸術専門職機関」であるという位置づけ、もっと言う

と「社会資本形成のための投資機関」としての位置づけが必要である。文化・芸術は社

会を構成する一つの要素として公共政策の中に位置付けられことや戦略的投資の対象

と示されたこと(第三次基本方針)から、社会資本として捉えられてよい。目標は、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ことである。主な活

動は、今までの活動に加え、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、人材ストックなどが考えられる。欠損が生じても社会資本形成

のための投資としての組織評価が必要で、振興会のアーツカウンシル機能で、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)で検証できるように心得てお

くべき。（第２回・柴田委員） 

 

・ アーツカウンシルが行う政策は、国の文化政策との整合性を意識し、機能を独立行政

法人の中に置くのであれば、国とある程度の距離を置きながら、芸術団体に対してイ

ニシアティブを発揮していく、専門性をもった中間組織を目指すべきである。（第２

回・田代委員） 

 

・ アーツカウンシルは、中間支援組織として多様なニーズに対応できることを目指す

べきである。（第３回・高島委員） 
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（２）現実的には 

・ ＰＤＣＡサイクルについては、ＣとＡが課題である。インパクト評価（事業によりも

たらされた変化を定量・定性的指標から成果を判断）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いない。

適切な評価が出来ていないためＡにつながらない。ＣとＡを適切に行っていくための

支援が必要。（第２回・高島委員） 

 

・ 文化庁補助事業と基金事業の棲み分けについては、基金の改革が必要となる際に検

討すべき。作品（内容）に対しての支援なのか、運営（資金調達等）についての支援な

のかについては、運営支援になってはしまう。結局、成功事例などの注目に値する事例

を情報共有することが大切であると考える。情報共有する機能が足りないと感じる。

（第２回・佐藤委員） 

 

・ 何のためのＰＤＣＡで何に伴走するのかは、①団体の活動、②助成事業、③政策の３

つに整理できる。③については文化庁と共有してもらいたい。時代や社会、世界が変化

していくことを敏感に感じ取って、調査をしていくことが重要で、団体などのニーズ

をつかみながらＰＤＣＡサイクルを回していくことが必須だと感じる。（第２回・石田

委員） 

 

・ 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、きちんとアー

ツカウンシルが発信することが必要。芸術団体も、自分たちが社会において何を達成

すべきなのかを認識しなければならない。そのためにはアーツカウンシルのミッショ

ンについても、情報発信をすることが必要。（第２回・石田委員） 

 

・ （他組織と）つながることによってコレクティブインパクト（共同で社会課題解決に

取り組む）を考えることが必要だと思う。（第２回・衛委員） 

 

・ ＰＤＣＡサイクルについては、各レベルで循環させることだけではなく、ＰＤＣＡサ

イクルを回すことが目的にならないよう、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ことが大事だと考える。Ａの部分はもちろん大事だが、Ａから

Ｐへ向かうベクトルが非常に大事であることを日ごろの業務から感じる。（第２回・柴

田委員） 

 

・ 各芸術団体は成り立ちが違うのに、同じ助成システムに当てはめることに無理があ

る。現在、社会的意義の有無にかかわらず、同じ芸術団体としているため、社会的意義

を持たない芸術団体に対し、助成を行わないとなった際は、切り捨てられたと思われ

ることが懸念される。（第２回・福島委員） 

 

・ 国の政策とアーツカウンシルの政策とは、棲み分けが必要なのか。文化的機会の格差

は広がっている。そのことへの政策主体はアーツカウンシルが担うのか、それとも国

が担うべきなのかが見えない。（第２回・福島委員） 

 

・ この 20 年で、「習い事文化」が廃れた。現在の伝統文化は歌舞伎によって支えられ

ており、歌舞伎以外の習い事によって裾野を作ってきた伝承芸能は消えてきているた
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め、地方ではプロフェッショナルは減っている。習い事文化は地域経済とも結びつい

ていた。文化芸術活動には、民間や地域経済に支えられてきたものと公演の実施によ

るものとに区分される。アーツカウンシルが行う助成事業には、そうした実状を踏ま

えて検討を行うべきである。（第２回・福島委員） 

 

・ 現状では、助成事業を通じて収支のバランスを意識させ、自立できるカンパニーにな

ってもらうよう心掛けている。具体的には、①質の向上、②観客動員、③人材育成を意

識するよう助言を行っている。（第２回・望月委員） 

 

・ アーツカウンシル機能はお金を通じた役割だけではない。情報共有、情報発信の場と

しての役割を果たすことを目指してほしい。（第２回・加納委員） 

 

・ 財源問題をそ上に載せるのであれば、１点目は単なる従来型の情報発信ではなく、戦

略的なプロモーションを仕掛けていく必要がある。２点目は財源の安定化ということ

になると、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

点も織り込む必要がある。３点目は、文化振興基本計画とアーツカウンシルの機能強

化を整合性持たせ、そのプロセスの中に理念を織り込み投影させていく必要がある。

（第３回・田代委員） 

 

 

２．アーツカウンシル機能の役割 

・ 振興会の助成事業が、事業が移管されている流れで「文化庁の下請け」になってはい

ないか。予算取り等で文化庁からの振興会が、時の国策に振り回されない姿勢を望み

たい。（第１回・福島委員） 

 

・ 文化庁の子供向けの補正予算事業において、問題点を指摘したが、首都圏と地方では

入場料設定を同じにした場合は、結果的に鑑賞格差が生まれる。アーツカウンシルの

役割には、助成事業だけでなく、現場の状況、問題点についても間接的に働きかけてい

くことも必要。（第２回・福島委員） 

 

・ 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が大事。ま

た、誰が実現していくかが大事であり、そこにアーツカウンシル機能をもう一歩進め

ることに密接にかかわると感じる。（第３回・佐藤委員） 

 

・ 社会変化にどう対応していくのかは大事。政策提言するアーツカウンシル機能は大

変重要。（第３回・佐藤委員） 

 

・ 振興会基金部は創造現場に近いことが強みである。現場の声を吸い上げ整理して、文

化庁へ政策提案をするセンサーの役割を目指すべき。（第３回・石田委員） 

 

・ 美術、映画、文化財を含め、対象領域が広い中、今後どこに着眼してアーツカウンシ

ル機能を働かせるのかを議論する必要がある。（第５回・福島委員） 
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３．助成事業 

（１）全般的なこと 

・ 地方公共団体が廉価な価格の公演を制作することは、「文化権」の保障であり、所

得再分配の考え方に基づいて公的助成を行うべきである。（第２回・高島委員） 

 

・ 補助金事業は文化政策を表わすものである。社会的にも目的が明確な補助金事業と

すべきである。（第２回・佐藤委員） 

 

・ 裾野の拡大は、質の確保も必要である。文化庁補助事業では頂点を拡大していくだ

けでなく、裾野の拡大という役割も持つことが必要。（第２回・望月委員） 

 

・ 財源問題がある中で、アーツカウンシルの専門領域をどこにするか。芸術団体とア

ーティストに特化した方が良いのではないか。範疇を特化して、専門領域を絞り込ん

でいく方が財源との関係ではいいのでは。今の予算の範囲では広すぎるのではない

か。（第３回・福島委員） 

 

・ 「習い事文化」が衰退し、助成事業に運営支援の形態が無いので存立基盤が崩れ

た。例えば映画館が潰れれば、人々は映画を見る機会が減り、映画が産業として成り

立たなくなる。文化芸術の表現の場が減っているのは重大な問題。（第３回・福島委

員） 

 

 

（２）事業の目的、役割（主に基金事業）について 

・ 減少していく基金事業は政策的な目的に特化したものに限定していくことが望まし

いと思うが、その場合に裾野の拡大という趣旨が飛んでしまう事になる。発想の転換

が必要となるだろう。（第２回・中川委員） 

 

・ 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根本的な改革を行うべき

である。（第２回・佐藤委員） 

 

・ 普及活動の捉え方は、芸術団体によって異なるため、どのような普及を目的とする

活動に対して助成を行うのかはアーツカウンシル側が判断することが必要。（第２

回・福島委員） 

 

・ 「普及」という言葉を安易に使うのは良くない。具体的にどのような「普及」が助

成事業を通じて行われることを事業の目的としているのかを明確に示すべきである。

（第２回・衛委員） 

 

・ 国民が文化芸術に接触する機会を持っているかが普及の問題で、そのためにデータ

を持ち、全国的に把握されているかが大きな問題。（第３回・福島委員） 

 

・ 普及と営業が混同され、売れるか売れないかで語られることがある。文化芸術の普

及を議論する場合には、マーケットに載る、載らないではなく、文化芸術をどう考え

ていくのかという視点が必要である。どういう文化芸術を日本国内にどのようにして
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広めていくのかという視点は、それぞれの芸術団体がもっている視点とは違った視点

で振興会は考えなければいけない。（第３回・福島委員） 

 

・ 基金による補助事業の役割は、将来的な文化芸術活動を担う人材への投資。（第３

回・福島委員） 

 

・  演劇分野では、平成 24年度～平成 25年度の専門委員会からの指摘を受け、社会に

対する波及効果と普及活動の概念を整理し、平成 28年度から公演調査報告書の記述に

係る手引書にその概念を示した。第三次基本方針から文化芸術振興の波及力が掲げら

れたことをきっかけとして、外部性の概念を、ひとつは「経済的な外部性」二つ目は

「社会的包摂活動」に仕分けし例示の紹介も行った。調査報告書の記述でよく混同さ

れる普及活動(アウトリーチ活動やアフタートークなど)については、演劇への関心や

興味をさらに深める観客育成と鑑賞者開発という「一般的な普及活動」として捉えた。

今現在は、社会的包摂活動と普及活動の概念整理について、芸術団体や劇場の課題に

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。（第３回・柴田委員） 

 

・ 普及に関しては、既存研究では明確に分ける方が良いことが指摘されている。鑑賞

者、将来的な担い手の普及と文化権の保障に分けるべき。普及という言葉を広くみん

なの権利を保障する普及なのか、担い手を広げていくための普及かに二分するほうが

わかりやすい。（第３回・高島委員） 

 

・ 経済的価値は副次的なもの。そこが目的になるのは違うと考える。（第３回・高島

委員） 

 

・ 普及とは、公演鑑賞を含め、ワークショップ、アフタートーク等を行い、舞台芸術

に触れる機会を増やすことによる人材育成であると考える。また、舞台芸術は芸術性

を高めること、社会性を高めることを同時に考えないと、経済性を高めながら

普及していくことにつながらないと考える。（第３回・望月委員） 

 

・ 「普及」と「裾野の拡大」の言葉を使うことが適切なのか疑問に感じている。「普

及」の概念の捉え方をみなおすことも必要。（第３回・石田委員） 

 

・ 基金の運用益が減っていくなら、適切に手が届くような助成事業の運用がふさわし

いのではないか。そのため、助成事業のスキームの見直しについても話し合う必要が

あるのではないか。（第３回・石田委員） 

 

・ 芸術文化の受容状況に格差があるのも事実。格差は縮まっていない。普及を目的と

した事業で目指すところ、適切に届けるためにはどうすべきか助成する側のビジョン

が必要。（第３回・石田委員） 
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（３）事業内容を設計するにあたって 

・ 例えば活性化事業は「公演前日までに生じた経費」が助成の対象になるが、助成対

象となった活動のために作った道具を資産として管理するケースがあり、団体にとっ

て真に役立つのは、事業助成なのか運営助成なのか。（第１回・中川委員） 

 

・ 通常は事業助成だが、コロナ等、有事の際は運営助成に回せる等考えられれば。

（第１回・中川委員） 

 

・ コロナ等で疲弊した法人に、「新たな活動を始めるための」助成金を設けても、つ

らいのでは。（第１回・福島委員） 

 

・ 基金事業や文化庁補助事業の成果として、助成対象経費算出のため、プラン料など

労働対価に対する意識への高まり、職域化が進んだ。政策が、現場に影響を与える実

例であり、助成事業はどのように現場の実態を誘導して行きたいのかによって、歪み

も健全化できる。（第２回・福島委員） 

 

・ 新しい文化芸術の価値をどのように創出していき新しい活動をどう評価するのか、

その場合に裾野の拡大をどう考えるのかの課題をいつも考えている。地方との関係で

は、自治体がどこまでの支援を行い、国はどういう観点でさらに支援を行うのかとい

った議論が必要である。例えば、自治体の中で、財政力指数が低いところ、助成事業

に申請することが困難な自治体(地域)をどうするのか、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。（第２回・柴田委員） 

 

・  助成事業の見直しを行うにあたっては、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ることが必要。（第２回・柴田委員） 

 

・ 各助成事業の趣旨の示し方を工夫し、わかりやすく説明することが必要である。基金

事業の審査基準は、内容を検討した方が良い。裾野の拡大をどう考えていき、アマチュ

ア活動をどうするのかは議論が必要。（第２回・石田委員） 

 

・ （例えば、若い世代で流行しているブレイクダンスが補助に入っていない。）社会の

変化に応じ助成事業を見直す場合、誰が設計図を描くのか。それがアーツカウンシル

に求められると考えられる。（第３回・佐藤委員） 

 

・ 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

を考えていくことも必要ではないか。（第３回・柴田委員） 

 

・ 文化芸術が果たす役割などの問題に対応することを誰が設定して座組みに組み込む

かを分科会で議論するとか、そのような制度設計になるのではないか。（第３回・田代

委員） 

 

・ 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、今の基金部の場合は規模的に難しいだろう。そうした現状では、基
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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のではない

か。（第３回・石田委員） 

 

・ 今日的な支援は、社会包摂もそうだが、コロナ禍の制限に対するある程度のサポート

をすることも入ると思う。（第３回・衛委員） 

 

・ 運営支援は、社会性、経済性、芸術性も価値を担保しなければ出来ない。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。ここが担保できれば難

しいことではない。（第３回・衛委員） 

 

・ 振興会の中に人材を確保しなくても、外部機関との連携交流をアーツカウンシルと

して基金部として持つかが課題と考えている。例えば財政等、案件ごとに相談できる

外部とのネットワークがあれば良い。（第３回・福島委員） 

 

・ 助成事業の制度設計を行うにあたっては、議論をする場を基金部の中に作っていけ

ば良いのではないか。（第３回・福島委員） 

 

・ 運営支援か事業支援かの問題については、ジャンル毎に事情が違う。例えば演劇の劇

団は、主宰者が劇団を離れると消滅することが多いが、オーケストラは首席奏者が離

れても消滅することは少ない。ジャンルにそった検討が必要である。（第３回・福島委

員） 

 

・ 助成対象団体が私有財産として稽古場を持っている場合、その稽古場で発生する費

用を国が補助する必要は無い。やみくもに団体の運営に国費が投じられると、経費支

出を国がチェックすることになり、その団体が「国立芸術集団」「国立劇団」になって

しまう畏れがある。（公立劇場などの）準公共的な場を利用することによって、稽古場

台が安くなれば支援費は落ちてきてもいい。現状はトータル的な支援ができていない。

（第３回・福島委員） 

 

 

（４）分野の特性に応じた事業の必要性 

・ 伝統/大衆のPDを務めているが、伝統芸能と大衆芸能は大きく事情が異なる。伝統

芸能の団体から相談を受けると、「困っているが、相談方法が分からない」のだと言

う。近世の大名がスポンサーだった能楽を除き、伝統芸能は「習い事」で収入を確保

して来た事情があり、助成を受けるノウハウが育っていない感じを受ける。（第１

回・齋藤委員） 

 

・ 舞踊の審査に携わっていると、舞踊家が社会人として未成熟であると感じる。団体

側には、更なる意識改革を望みたい。団体は助成金を充てに生活していて、自助努力

が足りない。企業で働いた自分からすると違和感がある。（第１回・池野委員） 

 

・ 事業の効果として、外部性を求めているが、助成金の要望書に記入する波及効果の

欄には、たいてい観客需要を増やすことぐらいしか効果として書かれていない。文化

芸術は人の内面に感動を与えることにその本来の価値があるのであり、すべての事業
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に外部性を求める必要はないのではないか。（第２回・中川委員） 

 

・ 音楽分野でいうと、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、それ以外のジャンルの団体が獲得できる助成金のパイが小さ

くなっている。例えば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。（第２

回・佐藤委員） 

 

・ 文化庁の補助金はトップクラス、基金は裾野の拡大で整理しているが、トップクラス

はどこに着目しているのかわからない。このため、オーケストラの社会的役割、評価を

しにくい状況にある。（第２回・佐藤委員） 

 

・ （演劇分野では）地方の場合は、専門的職業としては成立しにくい。アマチュアの扱

いは、アーツカウンシル側が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。（第２回・福島委員） 

 

・ （演劇分野に限れば）現状の制度設計は、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。（第２回・柴田委

員） 

 

・ プロとアマチュアの定義は難しい。団体の形態としてはアマチュアであっても、芸

術の中身では分野をリードしている団体もある。（第２回・加納委員） 

 

・ 裾野の拡大の見直しについて、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。中央と地方のあり方の議論の中では、中央と地方が役割分担をしながらやっ

ていくということになるだろう。（第３回・田代委員） 

 

・ 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、固定化することを良しとしないといけないのでは。短い期間で何人養成できた

かという基準は持ち込まない方が良い。担い手もしくは鑑賞者の関わりで、長期にわ

たる関係性を構築するための支援が必要。（第３回・高島委員） 

 

・ 歌舞伎や文楽には、長期間、文化庁の補助金が使われてきた。ただ、それにより、

実演家の活動が制限された面がある。（第３回・齋藤委員） 

 

 

（５）分野の特性に応じた事業の必要性（美術分野・映画分野・文化財分野） 

  ①美術分野（第５回・橋本委員） 

・ コロナ禍で美術館の運営は厳しく、事業展開に影響を及ぼしている。オンラインによ

るデジタルコンテンツ制作、配信には限界があり、長期化した場合の課題もある。普及

事業の休止により、これまで館を支えているボランティアとの関係の維持も問題とな

るほか、鑑賞・体験の場が失われたことをどのように回復させ、美術館が社会にどのよ

うな貢献をしていくかが重要な課題となっていく。 
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・ 美術館の運営方式、予算規模、収蔵品、人員による格差が大きく際立ってきており、

国内各館が横のつながりを持って、相互に支援体制を作っていくことが必要である。 

 

・ 教育普及を進めていくためには、教育現場との関係を築くことが必要であるが時間

は要する。しかしながら、それこそが文化芸術の裾野を広げる原点である。展示の企画

だけでなく、社会貢献が重要である。美術館が現物を持っている強みを生かした、教育

的な事業展開や障害を持つ方が美術鑑賞できるような取り組みが必要である。 

 

・ 施設の老朽化に伴う改修工事、デジタル技術による生活の変容に伴う情報発信設備・

機能の高度化への対応、収蔵スペースの問題、エネルギーや資源問題などに対し、今後

どのように向き合っていくべきか考えていく必要がある。 

 

・ 多くの美術館は、基金助成事業の趣旨を理解しているが、事業の応募要件に対して、

館のほうの人的・資金的規模と要件が合致していることが前提となる。長きにわたり

応募要件が同じであると、申請できる館が固定化する。専門委員によって審査の判断

基準が違わないようにすることとあわせて、美術館の「狙い」や「想い」が助成事業趣

旨と合致しているか、そのためには事業の制度趣旨が正確に理解できるよう説明して

いくことが重要である。 

 

・ （美術館に自治体が導入している評価制度について）これは表現にかかわるすべての

ことに言えるが、入場者数や入場料収入だけでは測れない部分が多く、数値化は困難

である。評価の先に何が有るかを考えなければならない。自分たちが目指すべきもの、

来館者へのサービス向上、館の方向性を見出すための評価が必要。メディアでの展評

後、来場者に対面調査を行っている。アンケートに協力してもらい、その結果を基にク

ロス分析を試み、ご案内、受付、監視などのスタッフの対応、カフェ等までも含む利用

者の声を集める。そこを評価の基本にしている。 

 

 

②映画分野（第５回・とちぎ委員） 

・ 映画は放送や科学技術等と領域が重なり合っており市場規模を統計的に図ることは

難しい。映画への公的支援には、ヨーロッパで行われているように、売上から一定額を

納税させ、それを財源とし次回の製作を継続させていく支援形式（自動支援）と、市場

においては持続することが困難なプロジェクトや活動に対して支援する形式（選択支

援）がある。 

 

・ 映画は、市場で持続していく映画（産業としての映画）、市場での持続が難しい映画

（文化芸術としての映画）があるが、共通するバリューチェーンにより生産と消費が

行われているが、収入を生む窓口の多様化（映画館上映、放送、映像ソフト販売、配

信）への対応が課題となっている。 

 

・ フランス映画・映像センター（ＣＮＣ）では、収入を生む窓口に課税した原資で、バ

リューチェーンすべてのフェーズに支援する仕組みをとっているが、映画の公開及び

公的支援を受けるための条件として、製作したら必ず作品を登録する制度を設けてい
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る。日本においても映画に対する支援の方針を考える必要がある。アーツカウンシル

機能を活かすならば、バリューチェーンのフェーズに合わせた３年から５年のプロジ

ェクト全体を支援し、ＰＤＰＯがプロジェクトの進行状況等を定期的にレビューする

役割を担うことが必要となる。 

 

・ 基金助成事業は、国際的な映画祭、地域に密着した映画祭、上映活動と対象の幅が広

いが、映画祭の規模に関わらず、助成の役割を果たしている。一方で、小規模な映画祭

は、計画から実行までのサイクルが短いため、現状の助成内容が有効であるかは検討

が必要である。補助金による映画製作への支援は、劇映画ならびに記録映画では、特に

インディペンデント系の映画に対する役割は大きい。しかしながら、アニメーション

映画は、製作現場の現状や作品形態に見合ったものとなっていない。 

 

 

  ③文化財分野（第５回・上野委員） 

・ 芸術文化振興基金助成は、全国の伝統的建造物群保存地区の増加に役に立っている。

文化庁の補助金事業はハード面への支援であるのに対し、基金助成は、実際の活動に

対するソフト面への支援であり明確な線引きがあった。 

 

・ 専門委員会には、文化庁文化財調査官が出席して補足説明を行うなど、密接な関係を

もってきた。近年の文化財保護法の改正に伴う文化財保護行政の変化、ユネスコ文化

遺産や自然遺産の登録など、文化財自体の多様化が進む一方で、文化庁の文化財調査

官の増員はない状況であり、中央と地方の公的機関と住民をつなぐ中間的な立場とし

て、振興会が役割を担うことが考えられる。 

 

 

４．審査・事後評価・改善 

（１）審査 

  ①審査の方法に関して 

・ 久しぶりに助成事業の審議に携わったが、審査基準の明確化ほか審議プロセスは大

きく進歩している。ただ、審議時間の都合で金額の話が中心になり、内容の議論が少

なくなってしまう。（第１回・池野委員） 

 

・ 現在の助成事業の進め方について、改善していきたい。例えば、委員会での合意形

成の方法など。（第１回・田代委員） 

 

・ 制度審査は格段に進歩している。審査基準が明確になっている。審査する側からす

ると完成されている。（第１回・池野委員） 

 

・ 助成金額の問題として、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。諸外国はどうなのか。日本ならではでないのか。簡略化できないのかと思う。

（第１回・中川委員） 

 

・ 審査資料を見ていると、助成を受けたい団体に記述をお願いしている、「波及効

果」が満足に書ける団体が数える程しか無い。アーツカウンシル機能の、ＰＤＣＡサ
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イクルは、Ｐ、Ｄ、Ｃまで行ったと考える。（第１回・佐藤委員） 

 

・ 大前提として舞台芸術に関する助成金の審査・評価について、舞台芸術に対する評価

軸ははっきり言って統一出来ないと感じている。審査基準については、合理的に審査

できるようになっており、非常に良いと感じる。（第２回・池野委員） 

 

・ 審査は、申請の内容を議論した上で、予算を検証するべきであり、舞台成果を判断す

るには、予算だけを議論するべきではない。団体の日常的な活動や、どのような芸術的

立場にあり、影響を与えているのかを判断するべきである。（第２回・池野委員） 

 

・ 社会的評価と経済的な評価は数値化できる。財政的な評価は、指標を審査で示し、事

前に共有することで判断すれば良いのではないか。（第２回・衛委員） 

 

・ 書面審査で、項目ごとの点数をどう入れるのかは事前の議論が必要。地域の団体に

ついては、メディアを通してしか情報が入ってこない。PD・POで情報を共有し、委員

会で提供いただき、技術レベルでの審査については、委員が２、３回集まって事前に

議論をしておくべきである。（第２回・福島委員） 

 

・ 単年度で波及効果を見るのは難しい。審査基準が「総花的」であること、配点の重点

配分をどうするのかを検討すべきである。（第２回・加納委員） 

 

・ 審査基準が「総花的」なのは悪いと思わないが、点数に比重を付けても良いだろう。

（第２回・中川委員） 

 

・ 波及効果については、単年度の事業であっても、社会に対するコミットメント（責

任）は重要。（第２回・衛委員） 

 

・ 助成事業の審査方法について、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。リピートする場合は、期待を元に評価されていると思われる。もう少し客観

性を持たせるとすれば、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。技術的な課題はあるが、全体

のコストを圧縮していくという視点もある。（第３回・田代委員） 

 

 

 

 ②審査基準（ＰＤＣＡサイクル循環に向けて） 

・ 審査基準の再検討が必要。助成金の獲得を目指す芸術団体が、新しいものに敏感で

いられない。社会性と芸術性の両方が審査基準に入っており「総花的」になってしま

っている。（第２回・佐藤委員） 

 

・ （社会性と芸術性の両方が審査基準に入っており）総花的になってしまっているとい

う意味は、公演企画は多様（社会性を重視したもの、芸術性を追究したもの）であるに
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も関わらず、審査基準は一律的。審査の中で差異が見えづらいということである。 

（第４回・佐藤委員） 

 

・ 審査基準であるが、波及効果の基準について再考を検討した方がよい。第三次基本

方針から文化・芸術の波及力が謳われ、文化芸術の周辺領域への影響や変化を定義し

た現行の波及効果の考え方では波及効果の発現は見込めないだろうという意味。つま

りは、アウトカムベースで制度設計しないと波及効果は発現しない。波及効果の基準

があってよいのは、芸術団体の複数年事業、劇場音楽堂の総合支援事業である。特に

単年度の助成事業について、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

い。求めてもよいが波及効果は現実的には発現しない。従って、申請団体に無理やり

記述を求めることにつながる。波及効果は中長期的な観点が必要で、アウトカムベー

スの変化率でみていかないと推進は難しい。（第２回・柴田委員） 

 

・ 質の向上だけでなく、社会性や経済性を加味しながら、何を達成するかという目的意

識をもって演目を決めていくことが必要。単年度では実現できない。（第４回・望月委

員） 

 

・ １本の舞台芸術作品だけで社会的波及効果を測るのは難しいが、その集団が社会に

対してどのような指向性を持っているかの審査基準は独自に持つべき。ジャンルや（演

劇）団体によって指向性は様々で、例えば、普段、演劇公演が開かれない地域で公演を

催すことを社会性と考える団体もあれば、メディアでの知名度を上げることを社会性

と考える団体もある。色々な指向性がある中でどの辺を評価して、どこの背中を押し

ていくのかを議論していく必要がある。（第４回・福島委員） 

 

・ 芸術文化全体は国民の財産となっており、いろんな形で国民が恩恵を受けている。社

会性、波及効果の事例をあげられてしまうと逆にイメージしにくい。社会とのつなが

りをどのように期待するのかを申請側が自由にイメージして書けるようにしたほうが

よい。（第４回・福島委員） 

 

・ 芸術性を高めるだけでなく、その必要性が社会的に認知される必要があるという認

識が芸術団体の中で共有され、芸術家に伝わることが第一です。そして振興会、基金が

なぜ必要なのかという社会的認知を得るためのＰＤＣＡサイクルであり、それが明確

になる審査基準になれば、芸術団体、芸術家の理解もより得られるのではないか。（第

４回・福島委員） 

 

・ H25～26 年までは、要望書の記入要領「社会に対する波及効果」欄に、「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

るのか公的助成の観点から簡潔に記入ください。」という但し書きがあり、波及効果と

いう概念は、周辺分野への影響力を公的助成の観点から記述するものであったが、第

三次基本方針後は、波及効果の概念は、「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」の中に位置づけられている。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(現在は観客の維持と育成)である。波及
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効果は、中長期的な観点から効果測定するもので、単体の活動からは測定できないた

め、団体に関する評価に位置付けられ、その判定は、要望書における「団体の活動方

針」の記述から判断しなければならない。 

今は国から求められている波及効果という考え方で審査しているので、単年度での

審査は難しい。(前々回でも述べた通り、芸術団体の複数年採択団体と劇場・音楽堂等

の総合支援館のみ効果測定可能である) 

「本質的価値」「社会的・経済的価値」は二項対立では無く、総体として考えなけれ

ばならない。それは第一次基本方針で文化の 5 つの意義として取りまとめられている

ので、全ての芸術団体、劇場に認められるべきと考えている。（第４回・柴田委員） 

 

・ 審査基準は画一的なものになってしまうものであるが、申請の内容が、社会性を重視

していたり、芸術創造性や活動の深みを重視していたり、方向性の違いがあるのは現

状では仕方がない。それを審査の場で十分に議論することがアーツカウンシルのある

べき姿の一つだと思う。（第４回・石田委員） 

 

・ 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に問題がある。（第４回・石田委員） 

 

・ 波及効果が理解しづらいのであれば、考え直さなければならない。誰が聞いても納

得できるような言葉で説明することが必要である。ジャンル毎の事情の違いは分かる

が、ある程度の横串は必要である。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すことが必要。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ということが

理想形ではないかと思う。（第４回・石田委員） 

 

・ 社会において芸術団体がどうした役割を果たしており、公的補助がなぜ芸術団体の

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側がおこなってい

けばよい。一方で、芸術団体側にも、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と自覚しても

らいたい。その辺を審査基準の中に入れ込み、専門委員会で語り合えるような状況や

場をもっと確保するべきだろう。（第４回・石田委員） 

 

・ 基本法や基本計画において、文化芸術活動には社会性波及効果が求められることが

提示され、審査基準に入れたものの、芸術団体に十分に理解されておらず、審査も難し

いという現状の課題は、審査基準の表現の仕方を考えることで改善できるならば、Ｐ

ＤＣＡサイクルの「Ｃ」から「アクト」につながると思う。（第４回・佐藤委員） 

 

・ 社会性はアーティストに求めるのではなく、芸術団体が社会の変化に関心を持つべ

きである。第 3 次基本方針は、社会の変化に追従する形で社会包摂機能ということを

うたい、文化芸術への支援を費用から投資にならないといけないとしたものと考える。

社会的な価値をしっかりと作って社会的な変化にコミットメントしてやるのであれ

ば、自己収入にもつながる。（第４回・衛委員） 
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・ 波及効果は単年度では出ない。単年度だとコミットメント・エンゲージメントしかで

きない。（第４回・衛委員） 

 

・ 審査基準がきっちりあって線引きされ、それにそって評価するのではなく、例えば、

今回は芸術性に重点を置きたい、あるいは社会性に重点を置きたいというような選択

はファジーであっていい。申請側にとっても縛られることなく、自由な発想で記述で

きるようにしたほうがよい。（第４回・衛委員） 

 

・ 国民、市民にとっての財産であるということが認知されれば、お客さんは増える。支

持を得ることによって支援を受けるという順番。芸術支援というのは、改善するため

のサイクルであるという認知が現場のほうになければいけない。（第４回・衛委員） 

 

・ 首都圏と地方のオーケストラでは、社会性の書き方に違いが出ている。地方のオーケ

ストラは地域に密着していて社会性を書きやすく、首都圏のオーケストラは芸術面を

追求し書いている。審査も地方は、社会性の点数が高くなりがちな傾向が出ている。社

会との関係性、社会とどうかかわるかという基準を持ってもいいのではと思う。（第４

回・中津川委員） 

 

・ 社会性、波及効果は必須事項ではあるが、特に単年度での過度な追求は、芸術性、創

造性追求の足かせになってしまうのではないかと思う。（第４回・中津川委員） 

 

・ あまりにも、審査する側が現場に張り付き過ぎている。近視眼的に見てしまっている

のではないか。大きな視点を持たなければならない。個別の団体も、公的支援を受ける

ためには、社会性、波及効果を意識しなければならない。単年度でも取り組む必要があ

る。（第４回・池野委員） 

 

 

 

 ③審査の公平性の担保 

・ 審査の際、審査する側が「知らない」公演に点数が辛くなってしまう傾向がある。

公演調査に赴いているPD・POから、充分に情報を得て、書面審査の補填を合議ででき

れば良い。（第２回・佐藤委員） 

 

 

（３）事後評価 

・ 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
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いていかに精度を高められるかが、鍵になってくる。（第６回・柴田委員） 

 

・ 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。（第

６回・中津川委員） 

 

・ 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。（第６回・柴田委員） 

 

・ 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。（第６回・衛委

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。（第６回・佐藤委員） 

 

・ 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。（第６回・中津川委員） 

 

・ 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。（第６回・柴田委員） 

 

・ 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。（第６回・柴田委員） 

 

・ 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。（第６回・望月委員） 

 

・ 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
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め、劇場音楽堂等の専任ＰＤＰＯが必要と考える。（第６回・望月委員） 

 

・ （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。（第６回・中津川委員） 

 

 

５．調査研究 

（１）調査研究の方針 

・ 助成事業の改善に役立つ調査研究テーマを検討していきたい。（第１回・田代委

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。

（第６回・中津川委員） 

 

・ 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。（第６回・田代委員） 

 

・ 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。（第６回・田代委員） 

 

・ 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。（第６回・福

島委員） 

 

・ 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、ＰＤ

ＰＯ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、Ｐ

ＤＰＯ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
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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。（第６回・柴田委員） 

 

・ 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。（第６回・池野委員） 

 

・ 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。（第６回・衛委員） 

 

・ 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。

（第６回・中津川委員） 

 

・ 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であ

る。（第６回・石田委員） 

 

 

（２）公表の方法 

・ 調査研究分野の成果を見える化していきたい。（第１回・田代委員） 

 

 

６．情報発信 

・ 振興会が外部からわかりにくい。施設、公演、国際。どこに何を応募すれば良いの

か、規模、ジャンルに整理することで応募しやすくなる。（第１回・高島委員） 

 

・ 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。（第６回・衛委員） 
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・ 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。（第６回・柴田委員） 

 

・ 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。（第６回・高島委員） 

 

・ 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。（第６

回・高島委員） 

 

・ 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。（第６回・福島委

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。（第６回・田

代委員） 

 

・ 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。（第

６回・田代委員） 

 

・ 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。（第６回・田代委員） 

 

・ 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。（第６

回・衛委員） 
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７．運営体制 

（１）人材確保の手段、人材の交流 

・ 「アーツカウンシル機能」を充実させるため、ピアレビューの実施等、公的助成の専

門家を安定して確保していきたい。調査研究分野ではポスドク（大学院博士後期課程

の修了後に就く、任期付きの研究職ポジション）として、若手の人材を確保している

が、他分野でも検討してはどうか。（第１回・石田委員） 

 

・ 全国規模での公的助成に関する人材育成を充実させたい。地域ＡＣとの連携も一つ

の方法になる。（第１回・柴田委員） 

 

・ 特定の団体の色が付かないためには、現在の、関連団体を「卒業」した人という配置

が適正と考えるが、人材は払底してきている。コンサル業務の充実のためにも検討し

ていきたい。（第１回・加納委員） 

 

・ 評価に関わる人材を将来的に輩出していくためには、全国規模での人材育成を可能

にするしくみを検討する必要がある。段階的に高度な経験を積むことによって成長が

促されるしくみ。例えば、文化芸術活動調査員→専門委員→ＰＯ→ＰＤという流れを

アーツカウンシル機能に組み入れるべきである。特に専門委員主査やＰＤを務めるこ

とができる人材が最も不足しており、常勤や非常勤ＰＯを経験した者が、ＰＤを務め

ることができるような人事制度を構築するべき。ＰＤに求められる資質は、専門分野

の知見や公演調査、事後評価はもちろんのこと、政策立案ができ、現状分析を踏まえて

制度設計ができるような人材が望まれる。（第５回・柴田委員） 

 

・ 今のＰＤＰＯの雇用形態では、キャリアパスにならない。30 代でアーツカウンシル

のキャリアを積んで、地方の劇場の館長を務めるというキャリアパスがあっても良い

が現実的には難しい。経験を積んだ人間が、キャリアの最終的な落ち着きところとし

て、アーツカウンシルの職員になるのも良い。人材確保には、財源の確保が必須であ

る。（第５回・衛委員） 

 

・ 人材育成については、組織の硬直化を防ぐ意味での人事交流も有益。（第５回・高島

委員） 

 

 

（２）専門家（プログラムディレクター、プログラムオフィサー）の配置 

①処遇の改善 

・ アーツカウンシル機能を充実させるためには、予算の事情もあるだろうがＰＤを常

勤職員化することにも検討の余地がある。（第１回・齋藤委員） 

 

・ 予算の問題はあるだろうが、ＰＤの常勤化が必要であると考える。（第１回・加納

委員） 

 

・ アーツカウンシルが非常勤スタッフから成り立っている現状には、検討の余地があ

る。（第１回・池野委員） 
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②資質、能力 

・ ＰＤ、ＰＯの人材確保。作文、論旨展開の能力が重要。（第１回・柴田委員） 

 

・ 舞踊ＰＤとしてアーツカウンシル側に必要と感じるのは、相談に来る団体とのコミ

ュニケーション能力。（第１回・望月委員） 

 

・ 人材の研修制度を設ける必要があると感じている。専門分野に秀でているＰＤＰＯ

であっても、再教育は必要であると考える。プロパー職員、ＰＤＰＯ、専門委員、調査

員、民間での調査員候補者など、専門職としての教育システムを考えることが必要で

ある。（第５回・柴田委員） 

 

・ ＰＤＰＯを担う人材については、芸術団体や劇場・音楽堂等での創造現場や劇場経営

での経験者で構成する必要がある。ＰＯの現在の業務内容、特に団体への助言・アドバ

イスや相談業務などは、若手人材では、到底対応できない。ある程度現場での試練を経

た苦労人でないと、ＰＤＰＯは務まらない。人材育成については、アーツカウンシル機

能の強化と相まって、財源の問題と密接に関係があるので、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と思う。（第５回・柴田委員） 

 

・ 今後どのような資質や能力が求められるかについては、ＰＤＰＯは報告書に記載の

内容に加えて以下の能力が求められる。 

①エビデンスを取得できる能力 

②論旨展開が明確な作文力があるか 

③カウンセリング力やコーチングなどのビジネス能力 

④制度設計や政策立案能力 

⑤文化政策や法的枠組みを理解する力 

専門委員及び調査員に求められる資質と能力は、委員及び調査員の役割によって、

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）等が求めら

れる。委員は現在、審査業務だけではなく、公演調査報告書の作成や事後評価コメン

トの作成に関与することが発生しているため、明確な鑑賞眼を持ち、公演調査を行っ

た際に基準に基づいた報告書が記述できることやエビデンスの取得が可能となる能力

が求められる。また、多くの個人情報を預かり、審議することから、守秘義務等のコン

プライアンスの認識があるかどうか、また、人間的にも豊かな人物かどうかが問われ

る。（第５回・柴田委員） 

 

 

③舞台芸術分野以外について 

・ まずは、美術分野でのＰＤＰＯの役割や職務内容をどう規定するかということを、い

くつかの異なるタイプの美術館が意見交換し、そうしたプロセスを経て、ＰＤＰＯの

必要性を考える必要がある。（第５回・橋本委員） 

 

・ 映画産業全体の現状把握が必要。業界内での格差が大きいため、映画分野におけるア

ーツカウンシル機能がどのようなものであるか軸を定めたうえで、ＰＤＰＯの必要性

を判断していく必要がある。映画業界との関係を作っていくことも必要。ＰＤＰＯの
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業務の大半は業界との折衝になると思われる。業界全体を見通したうえでの議論が必

要。（第５回・とちぎ委員） 

 

 

（３）専門家の業務 

①強化すべき業務 

・ 基金部に相談している団体の力は上がっていると考える。相談業務を更に拡充させ

たい。（第１回・柴田委員） 

 

・ 頻繁に相談してくる団体と、そうでない団体との間に力の差が生まれ、助成の規模に

も大きな差が生じてきている。相談業務の充実を検討したい。（第１回・望月委員） 

 

・ 専門相談やサポート体制については、費用負担の問題もある。相談内容に応じた体制

の見直し、場合によっては、商工会議所がやっている会費制といった受益者負担を将

来的に取り入れることも考えられる。（第３回・田代委員） 

 

・ 人材の逼迫。どのような業務にどうひっ迫をしているのかという分析が必要である。

内部の支援体制そのものの再構築が必要。高度なサポートができる人材と業務のバッ

クアップが出来る体制を分けて考えることが必要。（第５回・田代委員） 

 

・ プロパー職員とＰＤＰＯの役割分担については、基金部職員は、主に会計や効率性に

関する業務を行い、ＰＤＰＯは活動の内容に関する助言・アドバイスを行っている。ま

た、募集案内や事後評価の推進などコミュニケーションをはかりながら共同で行って

いる業務が多い。常勤ＰＯの業務が過多であり、業務内容の整理が必要である。内部の

支援体制の整理は常日頃から必要と感じている。（第５回・柴田委員） 

・ 業務効率化の検討は必要。ＰＤＰＯの役割と事務局職員の役割分担を精査する必要

がある。（第５回・高島委員） 

 

・ 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。（第６回・石田委員） 

 

・ 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。（第６回・柴田

委員） 
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・ 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。（第６回・柴田委員） 

 

・ 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。（第６

回・衛委員） 

 

・ 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。（第６回・石田委員） 

 

・ 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。（第６回・中川委員） 

 

・ 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。（第６

回・佐藤委員） 

 

・ 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
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することで役割をはっきりさせる。（第６回・福島委員） 

 

・ 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。（第６回・石田委員） 

 

・ 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。（第６

回・衛委員） 

 

 

（３）事務職員の配置 

 ①職制 

・ プロパー基金部職員も、専門職化を目指すのも良いと考える。（第１回・柴田委

員） 

 

・ ＰＤＰＯの人材育成に留まらず、振興会プロパー職員の育成は不可欠で、将来的に

は、各分野の常勤ＰＯを担える人材を育成し、専門職制度の導入を検討した方が良

い。それには、東京目線でない地方の状況も熟知したバランスのある専門職員を育成

しなければならない。（第５回・柴田委員） 

 

 (内部の支援体制に関連) 

・ 事務職員の業務が拡大している中、働き方改革に対応するため業務量の削減に向け

て恒常的に検討している。支援体制の整理については、事務職員内での業務分担の再

整理が必要となる。（第５回・事務局担当課長） 

 

 

８．外部機関との関係 

・ 振興会へ事業移管が進むのと同時に、文化庁自体の能力低下を感じる。また、国内諸

地域との連携は、地域 ACだけでなく、地方自治体そのものと進める必要を感じる。（第

１回・衛委員） 

 

・ 地域の問題に取り組むには、意欲ある自治体と組むことが必要である。（第４回・衛

委員） 

 

・ 財務省に対する振興会事業の予算取りを文化庁が行っている関係で、文化庁との連

携ならびに役割分担が重要になってきている。また、地域ＡＣとの関係も同様である。

（第１回・清水委員） 

 

・ アーツカウンシルのあり方については、地域版アーツカウンシルとの関係性を強化

していくために、地方との関係性を再構築する議論が必要。最初は緩やかなネットワ

ークから出発するのが良い。（第３回・田代委員） 
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・ 首都圏と地方の格差が大きい。どうしたら文化芸術に触れる人を増やしていくこと

ができるか、あるいは公演活動を増やしていくことができるのかといったことが、地

域アーツカウンシルから問題提起されると思う。全国の問題点を共有するために、ネ

ットワークは重要である。（第４回・池野委員） 

 

・ 地域アーツカウンシルは幅広いジャンルを支援していることもあり、コーディネー

ターも必ずしも国の制度を知っているわけではない。まずは振興会が行う助成事業を

地域アーツカウンシルに知ってもらうというところから始めていく必要がある。芸術

団体の組織とか経営ということを考えると、経済産業省の外郭団体は財務、法律等の

専門家を抱えており、そういったところと連携するといいのではないかと思う。（第４

回・高島委員） 

 

・ 各分野の統括団体とのネットワークは欠かせない。文化庁の実演芸術系の調査官と

知見を共有することはできる。自治体(特に財政当局)は、アーツカウンシルの概念や

機能を理解できていない。従って、アーツカウンシルを支援する必要性を感じ得ない

段階にあり、自治体当局との連携を強めていかないと地域アーツカウンシルの財源や

専門家の雇用の問題を解決できない。（第４回・柴田委員） 

 

・ 地域アーツカウンシル自身が興行（主催）団体となり、地域住民と向き合っていない

ように見える場合がある。地域におけるアーツカウンシルとは何かという問題提起を

振興会がしながらネットワークづくりを行ったほうがよい。 

文化庁が内閣府に置かれている文化の調整役を果たしているときに、振興会がポジ

ションを持ち、文化庁だけでなく様々な省庁とつながりを持ってもいいのではと思う。 

（第４回・福島委員） 

 

・ 振興会がアーツカウンシルとしての機能を強化するためには、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

交換し、精査していくということができていないことが課題と思う。（第４回・福島委

員） 

 

・ 全国の地域アーツカウンシルは成り立ちが様々。自治体の文化担当者がくるくる変

わる。自分たちには何も分からないので、専門家に任せようとしてしまう。振興会が地

域アーツカウンシルと接するのは、地域の課題を収集し活動に生かす絶好の機会であ

ると考える。（第４回・佐藤委員） 

 

・ 外部との関係性を構築するためには、現場で何を思っているかということ、どのよう

なニーズがあるのか、シーズはどうなのかといった情報共有をすることが一番である。

業界団体との関係構築も必要だが、そのためには業界団体にとってメリットがあるこ

とを感じてもらうことも大事である。振興会がハブとしての役割を強めるためには、

情報発信が大きな課題である。（第４回・石田委員） 
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９．財政 

（１）制度面 

・ 独立行政法人制度は、行政サービスの現業部分の切り離しをして、より現場に近いと

ころの意思決定を柔軟にしていくという制度趣旨で 2001 年に始まり、2015 年から法

人類型の見直しを経て法人の位置付けが整理されたが、国との関係は強固なものがあ

り、中期目標、中期計画、予算、人事面について国からの統制を受ける。各法人の活動

は独立行政法人通則法や個別法、政省令によって細かいことが決まっており、規制さ

れている。（第４回・城多委員） 

 

・ 財政的には運営費交付金が国から給付され、各法人の業務の目標、計画に従って使用

できるほか、法人の特徴として自己収入というものがあり、法人独自の収入をあげる

ことができれば、法人の目的、計画の範囲内であれば法人の意思で使用することがで

きる。一方で、資産運用に関しては、公的な性格があるため、通則法等により一定の制

限がある。法人の中にはＧＰＩＦ（年金積立金管理運用独立行政法人）のように、資産

運用を目的とする法人があり、通則法の範囲内と解釈されれば個別法で規定されるこ

とはありえる。また、国立大学法人法のように運用範囲の設定という形で主務大臣が

通知等で設定しているものもある。振興会では、個別法、通知により運用範囲は狭いも

のとなっている。（第４回・城多委員） 

 

・ 現在の運用体制を維持した場合には、運用益は限られており、増やすためには基金の

積み増しぐらいしかない。運用方法の見直しを行うためには、個別法の見直し、主務大

臣による運用範囲の指定を広くしていくことによって運用を柔軟にしていくことはど

うかと思うが、その場合は運用のガバナンスが体制を整え、責任がとれるようにする

ことが必要である。また、基金側、助成を受けている側の働きかけも必要である。運用

益が上がらない場合は助成も少なくなる関係があるということを理解いただくことも

重要。運用益が出ていない中、助成金を増やすために基金を取り崩すとなると、基金の

埋戻しが行われるという見通しが無い中、これを行うのは難しいし、寄附者が基金と

して出捐しているということになると、寄附目的と変わってくるということになり、

齟齬が出てくる可能性がある。（第４回・城多委員） 

 

・ 平成 25年度の文化振興型三独法の統合を行うための議論の中で、メリットとしては

効率化を図ることができるという一方で、長期的な事業の継続や専門人材の確保など

が困難であるというデメリットが示された。自己収入を増加あるいは、増資していく

ことにもちろん異論がないのだが、自助努力によって獲得した利益が経営努力として

認められず、翌年度以降の運営費交付金の削減に繋がるのではないかと危惧する。法

人の自己収入に向けたインセンティブの確保に向けて経営努力（自己収入の増加）が

当該団体に担保され、職員の努力が報われるような制度設計やしくみを考える必要が

ある。（第４回・柴田委員） 

 

・ 経営努力認定については、収入を上げた分は独法の事業に使用できるよう変わって

きていると感じる。振興会としては、インセンティブがないから自己収入を上げない

ということではなく、公演収入は国立劇場としてはできるだけ低廉な価格でという考

え方もあり、制度上とか結果的に自己収入が上がらないものがある。基金の運用益で

も、社会環境の厳しさや制度上の縛りもあり、努力を行っても簡単に収入が上がらな
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い状況である。（第４回・清水委員） 

 

・ 芸術団体の側は、政治側に芸術団体の支援を出せるように基金を増し積みするよう

働きかけている。仮に基金の側から芸術団体に運用基準を緩和することを言われた場

合には、芸団協の経験上、安易に賛成できない。基金の運用益で助成の原資を捻出する

ことが成立しない場合に、運用の相手を拡大することもあるかもしれないが、もう一

つは、予算は増えないものという思考を変えて、コロナ禍の補正予算で文化予算が倍

化したように、文化芸術の必要性について、より必要だという見地に立ち、今現在の文

化芸術の予算自体を上げるよう働きかけることが必要である。（第４回・福島委員） 

 

 

（２）財源の多元化 

・ 人材を確保する財源を確保するため、他法人では「資金調達部」を設けている組織も

ある。（第１回・柴田委員） 

 

・ 財源を多元化させ、クラウドファンディングなどの寄附を受け入れるとなると、寄附

者側と対話をしていかないといけない。民間から受け入れをやるとなるとガバナンス

構造の検討も必要になる。日本芸術文化振興会の知名度は低いため、応援をしようと

思う下地を作っていくことが必要。（第３回・田代委員） 

 

 

 


