
本部会報告を受けてからの事務局の検討整理 資料３

取組 過程 要件
１　助成事業
（１）助成事業の目的・役割

a.事業の見直しや新しく事業を創設するにあたっては、国の文化政策の動向を
ふまえながら、事業を通じて何を目指していくのか目的を明確にしたものと
し、事業が果たす役割を文化庁に提案する。

・基金事業、補助金事業の見直し時。 ・文化庁と協議。

（２）助成事業の制度設計
①分野に関して

a.分野に関係なく共通する部分と分野の現状や団体の成り立ち等の実状に応
じ、個別の分野の特性に配慮する部分を整理する。

・基金事業、補助金事業の見直し時。 ・分野の関係団体・関係者、文化庁と協
議。

b.基金事業は、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
ンシル機能の必要性を関係者と検討していくことと合わせて、分野における振
興会の役割や助成を有効に機能させていくことを検討。

・今後５年間で検討。 ・分野の関係団体・関係者、文化庁と協
議。

a.地方自治体の財政状況、地域人口・経済格差、文化芸術活動における参加・
鑑賞への容易さなどの視点を持つ。

− −

b.地方自治体等で行われる助成の状況、助成先の実態をふまえ、振興会が行う
助成事業との役割について検討。

・基金事業、補助金事業の見直し時。 ・補助金事業は文化庁と協議。

c.地方自治体が望む制度や振興会が行う助成事業への理解の状況を把握。 ・把握方法、時期は要検討。 ・自治体との関係を構築。

a.活動基盤を厳しいものとする文化芸術活動を取り巻く社会の変化、文化芸術
に触れる機会に関係する社会的な課題、既存分野の枠組みに収まらない変化な
ど、実状に即した事業となるよう検討。

・基金事業、補助金事業の見直し時。 ・補助金事業は文化庁と協議。

a.運営支援を導入するには、分野の事情による違いや社会的に価値があるとす
る認識が国民に広まり、理解を得ることが重要。

− −

a.各分野で明確な根拠情報を基に現状を分析し、需要予測や将来予測を立て
る。

・基金事業、補助金事業の見直し時。 ・データの整理・分析。

b.検討手段は、振興会基金部で行われている連絡会議の活用や勉強会等の開
催、外部機関や外部の専門家の参画、本部会のような構成員による参加も有
効。

・基金事業、補助金事業の見直し時。 −

④支援の方法について
○効果的な事業とするための制度設計を行
うには。

○当面は事業支援の形態による事業を設計する。

⑤設計の方法について
○設計を検討する手段は振興会基金部内及び特別部会のような場が有効である。○効果的な事業とするための制度設計を行

うには。

方向性

○基金事業と補助金事業の目的を明確に分けたものとする。

○分野間の共通的な内容と個別の分野の特性に配慮する内容とを整理して設計する。

○国と地方自治体との役割及びそれぞれの地域の状況をふまえた制度設計を行う。

○変化に適応した事業内容、審査、評価を設計する。

②地域との関係について

③社会の変化について
○効果的な事業とするための制度設計を行
うには。

○事業の目的、役割はどのようにするべき
か。

○効果的な事業とするための制度設計を行
うには。

○効果的な事業とするための制度設計を行
うには。

課　題
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取組 過程 要件

方向性
課　題

a.審査項目ごとの点数入れの判断基準が委員間で異なることがないよう、書面
審査に入る前に委員間で議論を行う時間を増やし、見解を一致させておく。

・議論の進め方は要検討。 −

b.審査の判断を補完するため、情報が不足する地域の団体については、PDPOで
情報を共有し、専門委員会の場で情報提供を行う。情報の入手が難しいアマ
チュア団体の活動成果は、実績報告時の活動写真や映像等の提出も有益。

・活動成果の提出物については要検討。 −

a.審査基準は、助成事業を通じて目指す方向性を示すものであり、助成を受け
る側の理解を得ることが必要。

− −

b.基本的な方針は各分野共通で示し、分野の特性に応じた審査基準を作成する
にあたっては、わかりやすく簡潔に示す。

・基金事業、補助金事業の見直し時。 −

c.社会の変化にあわせて、効果的な事業となっているかを検証し、審査基準を
見直す。

・検証手段は要検討。 −

a.社会性の中で求める「波及効果」は、単体の活動からは測定できないため、
複数年助成を導入している事業以外は審査基準を再検討する。

・R4から様式を改訂、基金事業は審査基準
を改訂。

−

b.単年度助成でも、助成を受ける団体の社会に対する指向性、社会との係わり
方を審査できるよう審査基準を明確にする。

・R4から審査基準を改訂。 −

a.団体自らが改善につなげていくための動機となる公演等調査報告書の精度を
上げる。

・手段については要検討。 −

b.現行の方法だけではなく、団体が自ら行う自己点検評価を活かす意見交換の
方法も有効。

・負担軽減の観点を含め要検討。 −

c.事業内容の改善だけでなく、助成事業全体の効果検証から抜本的な見直しに
つなげていく。

− −

a.情報を入手する時の利便性や情報の内容、提供の手段を工夫。
b.助成事業を通じて目指す方向性、助成の成果の事例を提供。

（４）事後評価
○事業全体のPDCAの循環に向けての改善を進めていく。

（５）情報提供
○助成事業への理解が深まる内容を提供する。

○事後評価制度を有効に機能させていくに
は。

○助成事業の情報提供を効果的に行うに
は。 ・情報発信の方向性にあわせて要検討。 −

②審査基準について
○事業の効果を検証し適切に審査基準を見直す。

○社会性に関する審査基準は事業ごとに最適な基準に見直す。

○助成の効果を発揮させるための審査基準
とするには。

（３）審査
①審査の方法について

○判断基準を委員間で一致できる時間を増やす。○審査の判断基準が各委員で異なることが
ないようにするには。
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取組 過程 要件

方向性
課　題

a.文化芸術活動の役割や意義を具体的に伝えていき、振興会が社会的に果たし
ている役割を理解してもらうことを意識する。

− −

b.情報を受け取る相手によって、情報の内容を価値あるものとする。 ・現状の改善事項を整理した上で要検討。 −

a.目的を達成するための発信手段と情報を届けたい対象に確実に情報が流れる
経路を作る。

b.発信した情報の活用方法を意識して情報を整理。蓄積している情報の内容、
量の見える化。

a.アーツカウンシル機能が行う助成事業の支援の方向性がわかる内容を発信
し、国民の理解や支援につなげる。

・発信内容等を要検討。中期目標・中期計
画への反映も検討。

・振興会、文化庁と協議。

b.国の文化政策の動向、振興会の中期目標・中期計画との関係整理、作成の手
段を検討したうえで、助成事業が達成するビジョンやアーツカウンシル機能を
担う振興会のミッションを発信する。

・中期目標・中期計画との関係整理を優先
的に要検討。

・振興会、文化庁と協議。

a.助成事業を通じて得た情報の分析結果を蓄積し、事業効果や分野の実状に合
わせた事業の見直し等に活用。

・現在進行中の試行的な調査研究をふまえ
て、今後の計画を要検討。中期目標・中期
計画への反映も検討。

・振興会、文化庁と協議。
・予算措置、人員確保。

b.調査研究結果を利用しやすいよう整理して発信。 ・情報発信の方向性にあわせて要検討。 -

a.助成事業の適切な運用等に役立つ調査研究を企画し実施。 - -
b.多様な分野の専門人材や団体、地方自治体等と情報交換等を行って実施する
ことも調査結果の還元に有効。

・実施手段は要検討。 -

c.国内外の助成事業を行う組織や関連する文化政策などの実態把握も必要。 ・今後も定期的に実施。 −

a.調査研究の企画、実施を進めていくうえで体制の整備は急務。 ・cと同じ。 −
b.調査研究の中核を担う若手人材を育成する実践の場とする。 - -
c.データベースのシステム構築や分野横断的な調査分析は、資金や人材の確保
が必要。

・現在進行中の試行的な調査研究をふまえ
て、今後の計画を要検討。中期目標・中期
計画への反映も検討。

・振興会、文化庁と協議。
・予算措置、人員確保。

a.財源を安定的に確保するためには、文化芸術への支援、アーツカウンシル機
能が果たす役割を国民に理解されていくことが重要。このために戦略的に情報
を発信する。

− −

b.財源の多元化に向け、資産運用、予算、寄付の拡大に向け、振興会全体で働
きかけを行なっていく。そのために、振興会のガバナンス、資金調達のための
組織体制を整える。

・振興会全体として要検討。 ・振興会の合意形成。
・文化庁と協議。

a.地域文化の課題や地域アーツカウンシルの課題解決につなげていくため、地
方自治体との関係を強化する。

b.各分野の統括団体や助成財団とのネットワーク、文化庁調査官との知見共
有、文化庁以外の省庁や外郭団体とのつながりを持つ。

３　運営
（１）財政

○明確な目的をもった情報の発信と財源の獲得に向けた働きかけを行う。

（２）外部との関係構築
○外部の機関との交流を進める。

○財源を確保していくには。

○理解者、協力者を拡大するには。
・目的、手段は要検討。 ・各機関との関係づくり。

○情報発信の目的と対象を明確にする。

○効果的な手段を講じて行う。

○文化芸術への支援につながる情報の発信を行う。

（２）調査研究
○助成事業を実施することで蓄積可能な情報を分析し調査結果を発信していく。

○アーツカウンシル機能に求められる情報
発信を行うには。

・現状の改善事項を整理した上で要検討。
中期目標・中期計画への反映も要検討。

・振興会、文化庁と協議。

○アーツカウンシル機能に求められる調査
研究を行うには。

○助成事業に必要となる事項検討に役立つ調査研究を実施する。

○現場での活動の本質を捉えた調査研究を企画し、運営、管理できる人材を育てる場とする。

２　助成事業以外
（１）情報発信
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取組 過程 要件

方向性
課　題

a.ＰＤＰＯ、専門委員、調査員に必要な資質、能力等は幅広い。ＰＤＰＯの知
識取得の機会、段階的に高度な経験を積み成長が促される仕組みの導入、調査
員の公募、ワークショップや研究会の実施、芸術系大学等と協力した若手人材
育成の検討。

・具体的な仕組みは分野の状況をふまえて
要検討。

（新規の仕組みに関して）
・外部との協力体制。
・予算・人員確保。

a.ＰＤＰＯの非常勤職員、常勤職員の配置割合の見直し、雇用形態や待遇の再
検討。

b.現在の業務のひっ迫具合を量り、業務の効率化の検討をふまえながら、ＰＤ
ＰＯと事務職員の業務分担の再整理。

c.事務職員が基金部での業務経験を通じて獲得できる能力を明確にする。 ・事務職員の資質、能力を整理。 ・振興会（人事担当部署）と協議。

a.舞台芸術分野以外のＰＤＰＯの導入は、分野の現状や必要性が明らかでない
ため、各分野の関連団体との関係づくり、文化庁調査官などとの連携を深め、
分野全体を見通し、必要な検討を行なったうえで判断。

・今後５年間で検討。	 ・分野の関係団体・関係者、文化庁と協
議。

a.部会において、分野間に共有する課題について議論し、次年度への方針を示
すなど、部会の位置付け、役割を明確にする。

・部会の位置付け、役割を検討。中期目
標・中期計画への反映も検討。

・運営委員会、振興会、文化庁と協議。

○専門家を育成する手段を講じ、安定的に人材を確保できるようにする。

○ＰＤＰＯの雇用形態、待遇を再考し、魅力あるキャリアパスにする。

（４）体制
○ＰＤＰＯの配置は現状の舞台芸術分野とする。

○部会と専門委員会の役割を明確にする。

○ＰＤＰＯを含む専門家人材を確保するに
は。
○事務職員の能力向上のためには。

○ＰＤＰＯを配置する対象分野は現状のま
までよいか。
○運営委員会の役割は現状のままでよい
か。

・業務量の分析、削減検討、業務分担の再
整理を優先。
・調査研究分野、劇場・音楽堂等分野を含
め、基金部の組織見直しも視野に要検討。
中期目標・中期計画への反映も検討。

・予算（特に事務職員人件費財源）
・振興会、文化庁と協議。

（３）人材の確保
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助成事業の目的・役割
助成事業の制度設計
審査
事後評価
情報提供

情報発信

調査研究

財政 　

外部との関係構築 　

　

今後の検討工程

R3(2021) R4(2022) R5(2023) R8(2026)

文化芸術振興基本計画

中期目標・中期計画

振興会の優先事項

助成事業

R6(2024)

助成事業以外

運営

人材の確保

体制

R7(2025)

第1期（2018～2022） 第2期（2023～2027)

第4期（2018～2022） 第5期（2023～2027)

振興会内検討 文科省折衝

国立劇場再整備 ～R11(2029)

検討

R5概算要求の

検討
基金事業の検討 説明・準備 募集・審査

改善等の検討

計画等の検討

仕組みの検討

業務等の検討

目的・手段の検討、各機関との関係づくりを実践

振興会全体にあわせて検討

予算・人員の確保が必要な育成手段は検討継続

舞台芸術分野以外のＰＤＰＯ配置検討 配置する場合(2027年)は検討継続

部会役割の検討
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