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刊行にあたって

　まちの活性化や社会包摂などあらゆる観点から、文化・芸術の振興は自治体にとって欠か

せないものです。しかしながら、昨今の自治体を取り巻く状況は厳しいものであり、文化・

芸術振興のために十分な財源や人的資源を確保することは容易ではありません。住民にとっ

てより良い文化・芸術施策のあり方はどのようなものか、改めて考える必要があります。

　そこで本研究会では、神戸大学大学院国際文化学研究科の藤野一夫教授の指導助言のもと、

「文化政策」「公共文化施設」「コミュニティ創生」「文化創造・発信」の四分野について、17

名の研究員が研究を行いました。

　本書は、２か年の研究の前半１か年目の中間報告として、研究会での講義録や、各グルー

プによる研究の進捗をまとめたレポート、各地での視察報告を掲載しました。本書が、市町

村における文化行政の充実と職員の意識向上の一助になれば幸いに存じます。

　終わりになりましたが、ご多忙にもかかわらず、この研究会の指導助言をお引き受けくだ

さいました藤野一夫教授、貴重なご講義をいただきましたNPO法人 DANCE BOXの大谷燠

様、視察を受け入れてくださいました各団体の皆様に厚くお礼申し上げます。

　　平成29年３月

公益財団法人　大阪府市町村振興協会
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第１回「『文化・芸術を活かしたまちづくり』は
　　　　　何をめざすのか？」前編

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日時　2016年７月25日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講師　藤野　一夫　氏（神戸大学）

　今回のテーマは、「文化・芸術を活かしたまちづくり」ですが、第１回目ですから、かな

り大まかなダイジェスト的なお話をしたいと思います。この中には実際に文化振興に関わっ

てこられた方、非常に興味があり、今後ぜひ関わりたいという方、いろいろな方がいらっしゃ

るでしょう。経験や関心の分野も違うと思いますから、今日は少し手探りになる感じです。

国家と文化政策
　私の大学の授業だと「芸術文化環境論」という講義を１学期間やりますが、大体15回でい

ろいろな分野の話をします。まず、文化政策ということになると、芸術と社会、芸術と国家

がどういうふうに関係してきたかという、実は大変シリアスな話になってきます。「文化政 

策」は歴史的に見ると、決して幸福なことだけではなく、国家の一つの考え方を一方的に住

民や国民に押し付ける、いわゆるプロパガンダの道具になってきたという側面があります。

　私はドイツのことをずっとやっていますが、例えばナチスの文化政策はその最悪の事例で

す。ソ連のスターリンの文化政策も本当にたくさんの犠牲者を出していますし、現在の北朝

鮮、中国を見てもかなり強引なことをやっていることが分かると思います。韓国は文化政策

が今非常に盛んですが、少しやり過ぎではないかという気がします。

　世界の文化政策をいろいろ調べていますが、さまざまなタイプがあります。アメリカのよ

うに、公共が口を出さない、お金を出さないというところがあります。寄付でやるというこ

とです。ところが、ヨーロッパを見てみると、これもいろいろなタイプがある。大陸型と、

この前EUからイギリスが抜けましたが、イギリスは少し違うタイプです。

　大陸型の中でも違いがあります。ドイツとフランスを対比すると、文化予算ではそれほど

変わりがありません。実際には、ドイツの文化予算は一人当たりでいうとフランスの倍です

が、あまり知られていません。なぜかというと、後でデータもお見せしますが、ドイツは地

方自治体がベースになって文化振興をやっていて、国家は文化振興に口は出さないという原

則があるからです。戦後西ドイツはこの原則を貫いてきました。先に触れましたナチスの過

去に対する痛烈で深刻な反省があって、国つまり連邦政府は広い意味での文化、これには教

育が入っていて、教育やメディア、そして芸術・文化には口を出さないということを徹底し

てやってきました。

　従って統一後のドイツも、州、もしくは基礎自治体、市町村が文化政策の主体であるとい

第１章　講義録

おおさか市町村職員研修研究センター 1

第
１
章
　
講
義
録



う考え方でやっています。国家レベルでの文化予算だけを比較すると、ドイツは少ないので

す。日本の文化庁と同じぐらいしかありません。それに対してフランスといえば、パリ一極

集中になります。中央集権の国ですから、国家主導型の文化政策を一貫してやってきまし 

た。近年は段階的に地方分権化を進めていますが、それでも中央政府、パリの力がより強い、

いわば国家主導型の文化政策を行っているのがフランスです。

　アメリカ型、フランス型、ドイツ型とタイプが異なります。どういう文化政策が日本に一

番ふさわしいのか、もしカスタマイズする、つまり日本の条件に合うような形で海外の事例

を参考にするとすればどれがいいのかは、私が常に考えていることです。自分が一番親しん

できて長く住んできたということから、ドイツに対して親しみがあって、その地方分権、地

域主権型の文化政策が比較的日本に合っているのではないかと思うのですが、ただ残念なが

ら研究者が少ない。やはりアメリカ型かフランス型かと考えられ、ドイツはあまり注目をさ

れていません。

　芸術・文化の研究でいえば、ドイツはもちろんたくさんあります。音楽の国ですし、演劇

も盛んです。絵画はフランスなどと比べると少しマイナーかもしれませんが、文学の伝統も

ありますから、文化や芸術ではドイツを研究している人はたくさんいますが、文化政策の研

究は残念ながら本当にごく一部です。私を入れて数人しかないのが現状です。ですから、そ

ういうこともあって特にドイツのことを話すと力が入ってしまうのです。

　ただ、そういうスタンスで20年ぐらい、日本の現場に関わってきましたが、やはりドイツ

と同じようなシステムや考え方を日本で進めるのは難しいということを日々実感していま

す。そういうことも少しずつお話しできればいいなと思っています。

「文化行政」から「文化政策」へ
　それでは、「文化・芸術を活かしたまちづくり」です。今、私は「文化政策」というお話

をしました。この「文化政策」には実に広い意味があって、かつては「文化行政」という言

葉がずっと広がっていて、皆さんも行政の立場ですから、「文化行政」というのは知りすぎ

ていると思います。

　20年ぐらい前から国も含めて、「文化行政」よりも「文化政策」という、より広い概念を

使うようになりました。これにはいろいろな背景があり、日本は戦前には「文化政策」とい

う言葉をよく使っていました。しかし、やはり日本はドイツと仲が良かったということもあっ

て、ナチス型の文化政策を、一部ですが戦前は取り入れて、国家主導の文化政策によって痛

い目に遭ってきました。そのためもあって、戦後は「文化政策」という言葉は日本では使わ

なかった。長くタブーにして、封印していました。

　しかし、1980年代ぐらいから、そろそろ文化行政だけではうまくいかない、例えば市民社

会を考えたときに民間の力、これは企業の力もそうですし、いわゆる住民の非営利組織、そ
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ういった力とも連携しながら、もっと広い意味の文化政策を進めていかなくてはいけない。

このような環境の変化から文化行政より、より広い「文化政策」という言葉がこの20年ぐら

いの間に再び市民権を獲得してきました。

　従って、「文化政策」という言葉をもう使ってもいいと思うのですが、しかしこの「文化政 

策」は日本の行政の中ではかなりマイナーです。予算規模もマイナーですし、人員もマイ 

ナーです。世界的に見て日本の文化政策の分野は一番マイナーではないかと思います。しか

し、自治体によっては「文化政策」のプライオリティが非常に高い自治体も、ざっと見て50

ぐらいあると思いました。そういう先進的な自治体と、それから文化がいつ切られてもいい

というところに追いやられている自治体とでは、やはり職員の熱意や誇りにも関わってくる

ので、大きな違いが出てきていると日々実感しています。

　この「文化政策」ですが、この場合の文化の対象は何かということがすごくややこしい問

題です。どこまで文化概念を広げることができるかということです。少し今、ざっくりした

図を描いてみます。私たちが生きている世界はどういう仕組みや構造になっているのかとい

う、すごくマクロな視点からまず入っていきたいと思います。後で少しミクロなお話や、映

像をお見せします。その前に頭の整理として考えておきたいと思います。

　私たちは常に自然と関わって生きていかざるを得ないわけです。資源としての自然もそう

ですし、自然の美しさということもそうです。私たちは自然を人間が生きていくために加工

して利用すると同時に、自然の美しさに打たれて安らぎを見いだすということもあります。

自然災害、自然というのは怖いものだと、とにかく私たちは裸で自然の中に投げ込まれたと

きに、より弱い脆弱な存在であるという根本的な認識があります。では、その弱い存在であ

る人間が自然の中でどうやって生き延びるのか、生きていけばいいのかというところから、

いわゆる一番広い意味での文化というのが生まれてきます。衣食住全部が文化です。寒かっ

たら服を着る、お腹が減ったら食べ物をどこかから取ってくるか、自分で作る、そして住む

ところを作っていく、この衣食住が自然と人間が関わっていく原点で、文化ということにな

ると思います。

　だから、自然対文化という大きな対立をまず描いてみます。そうすると、自然ではないも

のが全部文化の領域になります。では、「文化政策」はそれを全部扱うのかといえば大変です。

ということは、皆さんが役所でやっている仕事が全部「文化政策」になってしまうわけです。

ですから、その中で「文化政策」の対象をどうやって絞り込んでいくかを考える必要があり

ます。もう一つは「芸術とは何か」、という考え方があります。

文化・芸術
　この研究会では、「文化・芸術」と中黒で分けていて、賢いやり方だと思うのですが、「芸

術文化」なのか、「文化芸術」なのか、どちらを先にもっていくかについては、実はややこ
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しい点がたくさんあります。

　「文化芸術」という言葉が言われ出したのは、つい10年ほど前です。もちろんそれまでも

使われていましたが、今、自治体などで「文化芸術」という言葉が一般的に言われるように 

なったのは、2001年12月に「文化芸術振興基本法」が国の法律として作られた、つまり15年

前からです。このときに「芸術文化」か「文化芸術」かという議論が結構あったのです。「芸

術文化」として芸術が頭にくると「アートは難しい」というイメージがあります。あまりに

も狭い世界の話になってしまうため、もっと広い文化概念、例えば国技である相撲みたいな

「身体文化」や、将棋といった日常娯楽に関わるものも文化概念に含めて、そして振興の対

象にしようという、さまざまな団体の働きかけもあって、最終的に「文化芸術振興基本法」

になりました。

　私は嫌いな言葉なのですが、いわゆる「ハイカルチャー」と言われている芸術分野がある。

つまり音楽や美術や歌舞伎などだけではなく、もっと広い振興の枠組みを作りましょうとい

うことで、今から15年前に「文化芸術振興基本法」ができました。そこで「芸術文化」から

逆転して、「文化芸術」という言葉が普及するようになったのです。実はこれは最近のこと

なのです。

　文化か芸術か、これは何が違うのか。大体概念的に言うと、文化概念は芸術概念より大き

いのは当たり前です。しかし、ほぼニアリーイコールだという考え方もあります。そして 

「文化政策」と言ったときには、大体この芸術と文化はニアリーイコールだという観点で考

えることが多いです。異論はたくさんあります。私もいろいろ考え方がありますが、一応そ

ういう前提でいきましょう。

芸術の自律性
　今、芸術を中心に考えたときに、芸術はそれだけで自律（autonomy）した世界である、

他の領域からは自律している領域であるという考え方があります。これは今から200年ぐら

い前に近代ヨーロッパで確立された考え方です。先ほど「自然」と言いましたが、実は、例

えば「宗教」があります。さまざまな宗教に関わる風習、風俗、祭りなどがあります。自然

と宗教はかなり深い関わりがあるのです。

　一つは、この芸術が自律していることはどういうことかというと、自然から切り離されて

いる。もちろん「芸術は自然を模倣する」という考え方もあります。その場合には、自然が

最高の美の世界です。美学という学問がありますが、美学には二つの対象があって、一つは

自然の美、自然の美しさを解明する領域があります。「自然美」と言われている領域です。

もう一つは、「芸術」と言われている人間が作った作品がある。人工的に作ったものの美を

解明する、分析するという二つの美の領域があって、それが美学の大きな対象になっていま

す。しかし、主に近代においてはこの芸術作品、額縁に入った絵画、演劇の作品、オペラ、 
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オーケストラのシンフォニー、そういった芸術作品を自律した芸術と考えて、それは自然の

美から切り離して考えられてきました。

　そして、宗教とも切り離されました。宗教から芸術が切り離されたのは、実に約200年前

の話で、ずっと宗教と芸術は類縁関係にあるという時代が続きました。私たちがこれは芸術

だと見ているもの、例えば仏像もそうですし、音楽もそうです。このほとんどは宗教的な儀

式から始まったものなのです。最近作られた、本当にこの200年ぐらい前に作られたものが

宗教から切り離されて、あるいは自然とも切り離されて作られた「自律した芸術」というこ

とになっています。これが芸術における自律の一つの前提です。これが一つの側面です。

　けれども、もっと重要な側面があります。例えば200年前の社会を見たときに、その芸術

を支えていた人は誰だったでしょうか。支えたというのは、芸術家を庇護したり、養ったり、

芸術作品を買い上げたりということをしていたのは誰だったかということです。一般の人た

ちにもお金持ちがいて、例えばオランダなどは一番早く、17世紀からフランドルの絵画など

が取り引きされていました。イギリスとオランダが一番早く近代の市民社会が成立した国で

すから、そこでお金をもうけた人が絵画を買ったり、画家を支援したりということをしたわ

けです。けれども、主にざっくり言って、今から200年以上前の1789年に起こったフランス

革命ぐらいまでは、二つの巨大な権力が芸術家のパトロンでした。

　二つとは誰と誰でしょう。一つは、先に言った宗教に由来するものです。主にキリスト教

の教会です。教会が芸術のパトロンでした。絵画、彫刻、プロテスタントであれば宗教音楽

が非常に重要です。カンタータ、ミサ曲、そういう礼拝音楽を音楽家に創らせました。バッ

ハなどは宗教音楽を作って、その音楽監督として生活をしていました。宗教、特にキリスト

教が芸術家のパトロンでした。

　もう一つは、言うまでもなく世俗権力、王宮がコレクションを持っている、あるいは劇場

を持っている。王宮に役者たちが専属していた。音楽家たちが雇用されていたのです。今か

ら200年前までは二つの権力、一つは宮廷、貴族、もう一つは教会、この二つの権力が芸術

の支え手だったわけです。

　そしてフランス革命のころから、芸術は芸術の中で自己完結していて、芸術家は自分たち

の世界を表現するのだという考え方が出てきました。つまり、宮廷のために芸術をするので

はない、教会、宗教のために芸術を作るのではないという考え方が出てきたのが、やっと200

年前の話です。哲学者でいうとカントという人がそれをはっきり理論化しました。ドイツの

詩人、シラーもカントの理論を発展させました。後に19世紀になると、「芸術のための芸術 

（l′art pour l′art）」という考え方が出てきて、ボードレールやゴーティエなどが、芸術は社

会から切り離されていることが重要なのだ、と言うようになりました。

　自律には、宮廷や教会の権力から自律してきたことがありました。もう一つ現在で重要な

のは何かというと、政治から自律している、国家から自律しているということです。国家に
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よって影響されない、干渉されないことが芸術の自律の非常に重要なモチーフになっていま

す。

　というのは、せっかく宮廷権力や教会権力から自律した芸術が、その後の200年の間にど

うなったかというと、国家の庇護の下に置かれました。国家にはいろいろな考え方がありま

す。共産主義的な考え方もあれば、自由主義的な資本主義的な考え方、軍事独裁もあります

が、自分の国の考え方にふさわしい芸術はバックアップして振興する。けれども、気にくわ

ない、国家を批判するようなものは排除する。そのように政治によって芸術家がコントロー

ルされ、場合によっては命を落とすことがたくさん起きました。20世紀においても、現在で

もまだあります。従って、芸術は政治、国家からも独立、自律すべきだという考え方が、現

代の民主主義的な文化政策の根幹にあるのです。

芸術が持っている力
　では、文化・芸術のことは経済に任せておいたらいいのでしょうか。もう一つは経済と文

化の関係はどうかです。今日の主題にもなりますが、市場経済がこのグローバル化の中でと

てつもなく大きくなりました。そうすると、商品としての芸術がすごく脚光を浴びているわ

けです。皆さん、「ポケモンGO」は使っていますか。その市場規模を知っていますか。５兆

円ですよ。ポケモンというキャラを作ったのは日本です。多国籍化して日本だけがもうけて

いるわけではありませんが、皆さんがスマホでポケモン探しをやると、それで５兆円の市場

経済が成り立つわけです。これは「文化産業」と言います。そうすると、文化は産業、市場

経済と結びついてこそ初めて価値があるという価値観が広くなってきたわけです。

　ポケモンは本当に日本にとってはすごい福音だと思いますが、なぜ皆さんはポケモンをま

ちの中に出て行って探そうとするのでしょうか。よくよく考えてみると、これは神話や伝説

と同じです。かつてはこの自然と宗教の中で、私たちは裸で生活していたわけですから、そ

のときに現実社会の裏にある非現実的なもの、不可解なものと頻繁に出会っていたわけです。

それをどう説明するかというのが、神話であったり、宗教であったり、民話だったわけです。

その後、近代の中で科学、サイエンスが発達して、この自然や宗教の秘密がどんどん解明さ

れていく。これは「脱魔術化」と言われています。魔術的な世界から人間は啓蒙されて大人

に脱皮する、だから全部自分たちが理性の力でクリアに説明できて、納得できる。これが近

代的な科学的な世界だと思われているわけです。そうすると、自然の中の神秘とか宗教の不

思議などを全然信じなくなってしまいます。

　しかし、私たちは、本当に科学・技術の世界の中だけで生きていけるのでしょうか。世の

中には超常現象、不可解なものがたくさんあります。人間の心は非常に不思議で、全部クリ

アに説明されても、分かったつもりになっているだけで実は分からないことだらけです。人

間は分からない、不条理で不可思議な存在です。私も自分で自分のことがまだ全然分からな
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い。そういったところにうまくつけ込んで、というと言葉は悪いけれども、そこにポケモン

のようなものが出てくると、自分が普段抑圧していたものが、そこでぱっと解放されてワク

ワクドキドキできる、楽しいということになってきます。これが文化産業の戦略、動機と 

なって、それが大きな市場経済の価値を生むことになってきます。

　そうすると、ポケモン以外の文化はどうなっていくか。どんどん駆逐されていきます。み

んなポケモンばかりをやっています。スマホとポケモンは売れます。１日のうちの何時間も

そればかりをやっています。それ以外の文化的な価値、文化・芸術は多様です。いろいろな

新しい発見、いろいろな気づきがあり、新しい価値観がそこから出てくるのに、そういった

ものがどんどん自分の視野から遠くにいき、画一的な価値観の流れに乗って生きていくよう

な生き方になってしまいます。

　それに対して、もう一度芸術が持っている力というものを取り戻す必要があるのではない

か。つまり、芸術は市場経済からやはり切り離されて自律したものとして存続すべきではな

いかという考え方があります。そのときに、現在、誰が芸術を支援するのですか、担ってく

れるのですかという問題が出てくるわけです。これが実は「文化政策」にとっての一番大き

な課題になっています。

　経済でできるものは経済に任せればいい。政治でできるものは政治に任せればいい。しか

し、それだけで現代において芸術は生き残れるかというと非常に難しい。特に先端的な芸術

は難しい。いわゆるハイカルチャーが生き残るのは非常に難しいことになるわけです。ここ

のところをどうやって私たちは納得し、他の人を説得し、新しい価値を提示する芸術という

ものを支援していく仕組みを作るか、これが非常に重要なことです。あるいは、今まであっ

て伝統的に守られてきたのに、肩身の狭い思いをしている芸能の分野は、どうやってまた元

気を付ければいいのか、それも非常に重要なことになってきます。

まちづくり、社会づくり、人づくり
　今、「文化政策」の分野では、三つのことに注目しなくてはいけないかなと思っていま

す。実は、自律に対して芸術の他律ということになってくると思うのですが、芸術は芸術の

ためにということが自律だとすると、他律は、芸術はまたかつてのように芸術以外の目的

のために必要だという考え方に戻ってきている傾向があります。これはいわゆる道具主義

（instrumentalism）と言われることもあります。芸術の自己目的ではなく、芸術は芸術以外

の何か他のものに役に立つから価値がある、意義があるという道具主義の考え方です。

　その一つは、今日のテーマにもなりますが、まちづくり系のものです。コミュニティ再生

に芸術は非常に役に立ってきています。アートフェスティバルやアートプロジェクトが全国

で花盛りです。新しいお祭りとしてのアートプロジェクトがまちづくりにとって非常に有効

だという道具主義の考え方があります。
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　それから、今、ソーシャルインクルージョン、社会包摂ということが非常に大きな関心に

なっています。時代がどんどん変化してきて、格差が広がる中で社会問題が出てくる、社会

の間の亀裂、溝が深まっていく。そういった新しい社会問題を創造的に解決しようという傾

向です。「クリエイティブ」という言葉も、よく考えないと怪しいので、あまり使いたくな

いのですが、一般的にはクリエイティブな発想に注目が集まっています。社会のさまざまな

問題をクリエイティブに解決する「社会包摂」ということが言われているわけです。

　アートを道具として使いましょうという考え方は「社会づくり」にも活かされています。

まちづくりはその一部ですが、都市政策、都市戦略が入ってきます。その町の魅力をどんど

んアピールしましょうという都市戦略、シティプロモーションというのもまちづくりの一つ

の側面として入ってきます。これは「文化・芸術」を道具として使うという考え方です。

　実は大阪の府市の文化振興計画の新しいバージョンを作っているところですが、やはり社

会のための「文化・芸術」ということと、都市のための「文化・芸術」が二つの大きな柱で

す。ただ、その中で一つ抜けている点があり、私は非常に不満なのですが、それは「人づく

り」ということです。

　まちづくり、人づくり、社会づくり、どれも重なっています。切り離すことはできません。

けれども、まちづくり、都市戦略、社会づくりにばかりにスポットを当てて、そのもっと 

ベーシックな人づくりとしての文化・芸術を考えないと、非常に薄っぺらなものになってし

まうというのが私の見立てです。実は芸術が200年の近代化の中で自律したものになったと

いうことと、人づくりということは深く関係していたのです。

　人づくりということになると、これも何か道具として芸術を利用しているように思われま

すが、近代においてなぜ芸術・文化が政治や経済、宗教から自律する必要があるのか、ある

いは宮廷から自律しなければならないかをはっきり唱えた当時の哲学者、思想家たち、美学

者たちは、人づくりのメディアとしての芸術・文化に注目しました。人格形成にとって、難

しい言葉になりますが「人格陶冶」のために芸術・文化は欠くことができないものだという

確信があったからこそ、芸術が他から自律すべき分野だということが初めて認められたので

す。ですから人づくりと、芸術・文化の自律性（autonomy）というのは表裏一体の関係に

あります。

　とはいえ、ここが日本では一番理解されていないところです。生涯学習、社会教育の分野

ではある程度合意されていることなのに、生涯学習系から切り離された「文化政策」ではこ

こが非常に弱いのです。本当は生涯学習の発展形としてバトンタッチされて「文化政策」が

スタートすれば、この人づくりというところを無視することはなかったのに、いつの間にか

社会教育系の文化振興と、いわゆる首長部局の文化振興が違うトラックを走っている、お互

い全然連携してないのです。

　例えば日本の本当に不思議なところは、美術館、博物館は教育委員会の管轄、だけどコン
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サートホールや劇場などは首長部局の文化振興課です。両方がつながっていません。それが

当たり前になっているわけですが、これは本当におかしな話です。それは日本の「文化政 

策」の特殊事情からそうなっているのですが、私のざっくりした感じでは、芸術の自律性と

いうことと人づくりというのは直結している、ここを十分考えなくてはいけないと思ってい

ます。

　今日の私の話はかなり多い40枚ほどのレジュメですので、実は90分で話をするのは無理だ

と先ほど反省しました。ですから、後半の、なぜ人づくりと芸術が関係してくるのかという

一番私が今宿題として考えているところは、次回以降にじっくりお話しをしようと思いま 

す。そのときにキーワードになるのが「ケイパビリティ」という考え方です。ケイパビリ 

ティというと難しいのですが、人間の能力を可能にする力です。人間の中には潜在的に伸び

しろの部分がたくさんあります。でも、その伸びしろを十分に伸ばさないまま一生を終えて

しまう人がたくさんいるわけです。ですから、人間が持っているさまざまな潜在能力をどう

やったら引き伸ばして、よりよく生きることができるか、そしてよりよい社会をつくってい

くことができるか、そこを考えるのが私の今の大きな課題なのですが、今日は、その点につ

いてはあまりお話しすることはできません。

　では、日本の文化振興はどういう現状になっているのでしょうか。主に道具主義的に説明

されることによって日本の「文化政策」が成り立っているのですが、その行く末がどうなっ

ていくのかについて、まずビデオを見てください。これは橋下徹さんが大阪市長を辞めるこ

ろに連続で放送されました。読売放送の「かんさい情報ネットten.」という番組はご存じで

すね。文化行政について橋下さんの文化行政を総括するという番組があったので、10分ぐら

いですので見てください。そこで何となくイメージと問題意識を共有したいと思います。

○「検証　橋下流改革」ビデオ放映

　私は実際には取材を受けたときに研究室にクルーが入って２時間ぐらい話しました。です

けど、放映されたのは数十秒です。どうも私の思いが伝わっていないところがあります。つ

まり「都市間競争で文化・芸術を使わなかったら何が残るのですか」という発言が放映され

ましたが、ここだけ切り取られると、さっきの道具主義の社会づくりだけに注目しているよ

うに思われてしまいます。ですけど、私が本当に言いたかったのは、人づくりを重視してく

ださいということだったのです。それで私は少し悔しいので、皆さんにレジュメを作ってき

ました。お渡ししたメモをご覧ください。番組を作ったテレビ局のプロデューサーの女性は

非常に真摯に真面目に取り組んでいたので、そこはすごく評価できるのですが、ただ番組の

制作上、どうしてもこうなってしまう。メディアとは難しいなと思いました。
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橋下文化行政の総括
　橋下文化行政の総括メモという１枚の資料です。本当に私のざっくりとした所感です。簡

単に大阪の文化が持っている歴史的な背景などです。例えば2000年ごろはすごいことを大阪

はやっていました。万博の時期は言うまでもありませんが、2000年代に大阪市は文化政策 

「アクションプラン」というものを作って、最も先端的な「文化政策」をやっていました。

産業遺産、赤煉瓦倉庫を活用して「アーツアポリア」という先端芸術の創造発信をしていま

した。また交通局が持っていたフェスティバルゲートという建物で、新世界アーツパーク構

想を進めていました。アートNPOをたくさんそこに誘致して非常に面白い活動を展開して

おりました。５年間続きました。そのときは本当に日本中から文化行政の担当者が視察に訪

れました。

　しかしその後、オリンピック誘致に失敗し、大阪市も府もどんどんお金がなくなって、い

わゆる財政健全化ということで文化予算が大幅に削減されました。大阪センチュリー交響楽

団の補助金は最初は部分カットだったのですが、今は完全になくなって、日本センチュリー

交響楽団として独立、自立運営をしています。今自立と言いましたが、オーケストラという

60～70人もの人たちを抱えている団体は、補助金なしでは世界のどこもやっていけません。

ベルリン・フィルハーモニーでもやっていけないし、ウィーン・フィルハーモニーでもやっ

ていけないのです。

　それについて先ほど橋下さんは、文化は民が支えるものだ、文化行政で一番いいのは寄附

税制、つまり税制を変えていって、寄付金によりやっていくのが一番いいのだと言っていま

した。ただ、それは本当にいいやり方でしょうか。皆さん、やはりこれは考えてみる必要が

あります。橋下さんの文化行政に関するブレインは、アメリカで勉強した人です。アメリカ

型の寄付金により「芸術・文化」を運営していくという考え方は世界的に通用するものであ

り、日本もそういった形に変えていくべきだという主張を持った人が文化行政のブレインな

のです。その考え方に橋下さんは多分乗ったか、その影響を受けて、ああいうことをしたと

思います。

　しかし、アメリカと日本、そしてヨーロッパでは、それぞれ歴史的な背景が全然違うので

す。アメリカの文化行政も良い面はたくさんあります。ですけど、例えば、2008年のリーマ

ンショックのときに何が起きたかというと、ニューヨーク・シティ・オペラという、メトロ

ポリタンに次ぐ世界的なオペラハウスが、寄付金が全く集まらずに閉鎖しました。いまだに

再開できていません。そうやって景気によって大きく左右されてしまうのです。こういう不

安定な文化行政でいいのか、お金があるときは非常に派手に使うが、ないときは文化から切っ

ていくという不安定な文化振興、文化行政の在り方が本当にいいのかどうか、私は非常に疑

問に思っています。

　番組の最後に御堂筋イルミネーションがありました。あれはあれでいいのですが、何で文
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化予算がああいうことに転用されるのか私は分かりません。文化予算とイベント予算は違う

のです。イベントは華やかさが重要、集客、賑わいが重要です。これは人間にとっての一つ

のページェントとしてとてもいい。けれども「人づくり」の中心は、自分にとっての核、芯

ができていく、つまり根本的な経験が蓄積され、その経験に基づいていろいろな物事が判断

できるようになっていくことです。だれもが自主的に判断し、自主的に行動できるように 

なっていくことが大切なのです。

　すごく理想主義的に言っているかもしれませんが、それが人間にとって最も重要なこと

です。その人間としての基本的な経験を蓄積するために、「芸術・文化」は非常に重要な

メディアになります。そういうメディアという意味では一つの道具かもしれませんが、「芸 

術・文化」はやはり人間をつくっていく一番核になるものです。

　このイベントと「芸術・文化」というのは、私は全然違うと思います。エンターテインメ

ントも必要です。けれども、エンターテインメントとアートは違うと私は思います。そこを

はっきりさせないとぶれてくると思うのです。だから最後のシーンのところで、大阪を華や

かなまちにしよう、きれいなまちにしようといって、文化予算が削られて、それが御堂筋イ

ルミネーションに使われるというのは、とてもおかしなことだと私は思っています。

　話の前提がずいぶん長くなりましたが、大阪の府市に関する記事は、この10年間ぐらい 

ずっとスクラップをしております。私もインタビューを求められることがあるので、幾つか

今日参考になるものを持ってきました。

　時系列で見ていくと、2008年の朝日新聞の記事で、「センチュリー交響楽団が存続の危機」

というのが出ました。その少し前、2008年の３月にびわ湖ホール問題が起きました。びわ湖

ホールは県がつくった公益財団が指定管理者だったのですが、議会で問題になって、オペ

ラは金を使いすぎだ、貸し館だけにしなさいという話が出てきました。そこに私は非常に 

ショックを受けて、それが大きなモチベーションになって、今回、参考文献にしてもらって

いる『公共文化施設の公共性』を書きました。

　そのときに少し予感していたのは、このびわ湖ホール問題は全国的に波及するだろうか 

ら、どこかで歯止めをかけないと大変なことになると思ったのですが、そう考えている間も

なく直後にセンチュリーの問題が出てきたのです。そして、段階的に予算がカットされて、

2011年、センチュリー交響楽団は府から全く切り離されて独自に運営を始めました。幸い、

センチュリーは豊中にできる新しいホールの指定管理者に選ばれました。これは画期的なこ

とです。芸術団体が、ジョイントベンチャーとは言いながら、大きな施設の指定管理者に選

ばれて、そのホールを拠点にできるのは本当に、これからの日本の将来に光がやっと見えて

きたという感じです。その問題をリサーチしたものをご覧ください。

　例えば2012年のものですが、文楽が矢面に立たされました。「芸術イズマネー」という記

事です。橋下さんが「世界的な創造都市に向けてグレートリセットをするのだ」と語りまし
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た。グレートリセットという言葉を使っていますね。その中身は何かというと、「これまで

の文化政策を白紙にする」、そして「産業政策と融合させる」としています。これは先ほど 

言ったように完全に芸術の道具化です。都市戦略と産業に向けて芸術・文化の、「ポケモン」

工作ということになります。そして「大阪に人やお金を集めない文化・芸術は露骨にリセッ

トされる」、「文楽はその象徴となった」としています。これが橋下さんの府知事と市長併せ

て８年間の総括的内容です。あと、2010年のセンチュリー交響楽団のスポンサー探しはなか

なかうまくいきませんでした。その代わりに豊中市立文化芸術センターの指定管理を取るこ

とができたわけです。

自治体の事例
　では、他の自治体はどうか。兵庫県立芸術文化センターが去年の10月に10周年を迎えまし

た。今も佐渡裕さんはオペラ「夏の夜の夢」をやっていますが、かなりクオリティの高いも

のです。ここは当初、大成功を収めていて、「チケットが売りきれる劇場」として有名になっ

ています。個人的にはやり方に少し疑問がないわけではないのですが、やはり兵庫県立芸術

文化センターの成功はあっぱれというところがあります。

　なぜ大阪と兵庫、あるいは大阪と滋賀でこれほど違うのか、そのギャップを考えてみる必

要があるかと思います。

　この兵庫県立芸術文化センターについても、私の新聞のコメントでは、一方で褒めている

のですが、「恵まれた環境にあるセンターが独り勝ちし、他のホールとの格差がある現状に

も目を向けるべきだ。公立劇場の役割として、近隣のホールと共存共栄できる仕組みを築く

必要がある。次世代の観客を創る工夫を積み上げてほしい」と注文をつけています。芸文セ

ンターができる前にも、論説記事を頼まれて同じことを書きました。10年間成功したのです

が、では近隣の市町のホールがうまくいっているか、お客さんもたくさん入るようになった

かというと、そうはなっていないのです。

　私は神戸市の仕事もたくさんやっています。神戸文化ホールでオペラをやっても500人ぐ

らいしか入らないという現状があります。佐渡さんのオペラによって、今までオペラ人口が

関西でせいぜい5,000人といったところが２万人来るようになりました。そのうち歩留まり

半分だとして、１万人の人がオペラを本当に好きになったならば、年に１回しかやらない佐

渡さんのオペラ以外のオペラ、他の市のオペラにも行くはずです。関西二期会のオペラやび

わ湖ホール、神戸文化ホールのオペラに行くはずであるのに、そういう流れができない。一

体どういうことなのか。やはり独り勝ちには少し問題があるのではないでしょうか。

　また、10年間で年齢がどんどん上がってきています。10年前に平均50歳だった人が、今は

60歳になっています。若い人がどのぐらい来ているのかというと、実はあまり増えていませ

ん。私は大学が近いから学生が関わるいろいろな仕組みを考えているのですが、兵庫県立芸
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術文化センターに20代、30代の人が行くかというと、あまり行かないのです。やはりあらゆ

るジェネレーションに開かれた劇場を創るべきだし、ただ単にマーケティングで一番来そう

な人たちをターゲットにしてごそっと集客するというのは、行政のやり方としては問題があ

ると思います。利益の最大化が目的の民間であればマーケティングは不可避ですが、行政は

むしろ日の当たらないところにも目を向けていくことが重要ではないかと思います。

　もう一つ、皮肉な事例です。これは今年の記事です。神戸ビエンナーレが10年間で５回開

催されました。行政から毎回３億円の資金を投入してやっているのですが、ビエンナーレと

名乗りながら、クオリティが低い、非常に分野が分散していて訳が分からないとか、行政

主導のやり方に相当クレームが付きました。そして何と反対運動、ビエンナーレ「STOP & 

CHANGE」という運動が住民の側から起こりました。その住民にはアート関係者がたくさ

ん入っているわけです。不思議な現象ですが、市がやっているのに住民から声が上がってス

トップになったという事例です。これもすごく変なミスマッチです。こういうことにならな

いためにはどうしたらいいかということを考えなければいけないと思います。

　私が取り組んでいる小さなものですが、やはり子育て世代に対してアートを提供するとい

うのは非常に重要だと思って、学生と一緒に０歳児からのコンサートというものを定期的に

開催しています。社会性があるのでよく取り上げられ、今もちょうど取り組んでいるところ

ですが、これも本当に重要な課題だと思っています。

　また、室内楽中心の音楽祭ですが「神戸国際芸術祭」を10年間やってきて、今年11年目に

なります。ボランティア育成をしてボランティアが中心になって行っている芸術祭です。そ

の「10年間のボランティアのあゆみ」という、ボランティアさんたちが自分たちで去年作っ

た冊子があります。その中に綴じ込みでこの秋に行う企画のチラシが幾つか入っています。

４種類ほど持ってきていますが、私がこの秋にコーディネートしているものです。どういう

形でコンサートをオーガナイズしていくかという現場の話なども、今度機会があればお話し

したいと思います。

　私はマネジメント会社から企画を買って、コンサートをやるということはしない方針で

す。全部自分で海外のアーティストと直接交渉して、場所を探して、ファンドレーズをして、

ということを今まで100回ぐらいやってきました。今年の秋も10回ぐらいの演奏会に責任を 

持っています。自分だけでなくていろいろな人の力を借りながらやるのですが、その仕組み

はというと、本当に地べたをはうようなアートマネージメントをしているのですが、そう 

いったノウハウ、コンセプトについてもお話をしたいと思います。

「文化・芸術を活かしたまちづくり」話の流れ
　メニューというわけではありませんが、２回目までかかる話として以下のことを考えてい

ます。

第１章　講義録

おおさか市町村職員研修研究センター 13

第
１
章
　
講
義
録



　まず、日本の「文化政策の現状はどうなっているのか」について、ドイツとの比較をざっ

くり見たいと思います。

　２番目は公共文化施設、特に劇場、音楽場に焦点を当てて、その「公共性は一体どこにあ

るのか」を考えてみたいと思います。このテキスト『公共文化施設の公共性』は、それを 

巡って書かれたものです。そして一つの事例としてびわ湖ホールとドイツとを比較したいと

思っています。

　公共文化施設の役割と私の最近のキーワード、私だけではなく、何人かの人が言い始めた

のですが、「文化的コモンズ」という言葉があります。共有地、入会地という意味ですが、

文化的コモンズの一つのベース、中核として公共文化施設というものを位置付けることがこ

れから大切なのではないか、特に基礎自治体レベルではとても重要なことになってきますの

で、その話をしたいと思います。

　「これからのアートマネジメントはどうあるべきか」ということで、先ほどもお話しした

「ソーシャルインクルージョン」（社会包摂）というのは大きなテーマです。でも社会包摂と

いうことを正面に掲げるということには私は何か違和感があります。社会包摂などというこ

とが言われない社会がノーマルな社会であり、それは本来なら実現できるはずなのになぜ実

現されていないのか、社会包摂ということが主題化されざるを得ない社会、表面に出てこな

いといけないような社会の根本にある矛盾というのを見ていきたいと思います。

　それから、「グローバル時代の社会正義と文化政策」は、これはかなり難しい話になるの

で今日はあまりお話しできないと思います。

　これと「ケイパビリティアプローチ」、潜在能力アプローチというのが関係してきます。

文化によって人間性をどういうふうに涵養し、回復していくことができるのか。これが後半

の話です。

　この後にもつながるのですが、「社会的存在としての人間」の本来の在り方が問われます。

この自然の中で人間は生きている、そして人間は思案するだけではなく、自然の中でどう 

やって共生共存していくのかを本気になって考えなくてはいけない。これは別に環境政策や

エネルギー政策だけではなく文化政策も同じだと思います。文化政策におけるエコロジーと

いう問題を私はすごく重要だと思っています。そういった問題を考えていきます。

　それから、感性の学としての美学（aesthetics）は、もともとはaisthesisというギリシャ

語の感性的知覚という言葉から来ているのです。その感性としての学から文化政策を基礎づ

けて構築していく必要があるだろう。これからやらなくてはいけない大きな仕事です。文化

政策は、条例や指針に基づいて計画することですから、建築であれば設計者です。アートマ

ネージャーというのは現場監督と実務をする人です。どちらが重要かではなくて両方重要な

のですが、やはり私はアートマネジメントの現場にいろいろ関わってきたので、アートマ 

ネージャーの感性や資質がすごく重要だと思っています。
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　そのアートマネジメントは現場のタスクをどうやってこなすかに追われるのではなくて、

やはり大きなコンセプトと高いミッションを持って立ち向かうべきだと思います。キーワー

ド的に言うとアートマネジメントは、「共創」、共に創っていくことと、「共生」、自然との共

生、他の国やいろいろな人々との共生をめざす行為だと考えます。

平成27年文化庁予算額（分野別）
　ここからはデータの話になります。退屈かもしれませんが、基本的に押さえておきたいこ

とがあります。日本の文化庁の予算は文化庁のホームページから見ることができるのですが、

簡単にご説明をしておきます。

　文化庁の予算は約1,000億円です。河合隼雄さんが長官になったとき、2000年ぐらいから 

ガッと上がりました。というのは1997年に新国立劇場ができたのです。そのときに新国立劇

場の運営にもお金が何十億と使われています。年間60億円ぐらい使われていると思うのです

が、それに呼応してパフォーミングアーツ系のいろいろな芸術団体に対してアーツプランと

いう新しい助成制度を設けました。100億円ぐらい付きました。それによって1990年代の終

わりぐらいから文化庁の予算が1,000億円台になり、それをずっとキープしていますが、ほ

とんど増えておりません。これを韓国と同じぐらいの5,000億にしようという意見が関係者

には多いのですが、やはり増えない。1,000億をかつかつでキープしています。今、オリン 

ピックとパラリンピックによって、また挽回しようという動きはあるのですが、実際には文

化庁には予算がなかなか付かなくて困っています。

　しかし、中身をご覧ください。この文化予算1,000億といいながら一番大きい部分は43.5％

の文化財の保護充実です。そしてここに国立文化財機構があります。これも足すと、文化予

算のうちの約55％が文化財関係に使われています。というのは、当初、文化庁は文化財の保

護のためにつくられたという背景があるからです。

　その後、芸術・文化の振興という部分が後から付け加わりました。しかし、これをよく見

ていくと、ここが面白いのです。文化力による地域と日本の再生5.4％、文化芸術創造活動

の効果的な支援、5.5％、この二つで11％あります。その前の年までは一絡げにして文化芸

術創造活動の効果的な支援が10％となっていました。今から15年ぐらい前に始まった芸術団

体、例えばオペラ団やオーケストラ、バレエ団に対する支援が全体の約10％というのとほぼ

変わっていません。つまり、1,000億のうちの100億円ぐらいがいわゆる真水のパフォーミン

グアーツに対する支援です。

　さらに難しい問題が出てきました。今から４年前にいわゆる劇場法ができました。このと

きにどういう問題が出てきたか。劇場・音楽堂の中でちゃんと自主制作をして、いいものを

作ってください、そうすればそこにお金を付けますという仕組みができました。これによっ

てどこが困ったと思いますか。もともとパイは同じで10％の100億円しかないのに、それま
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では芸術団体に優先的に行っていました。オペラ団やバレエ団や劇団に配分されていまし 

た。ところが、劇場・音楽堂ができたので、今度は劇場・音楽堂が予算取りに走りました。

例えばびわ湖ホールは年間１億2,000～3,000万円の文化庁予算を取っています。兵庫県立芸

術文化センターも同じです。これが一番大きい公立劇場です。１億円台の予算を文化庁から

もらってくるところです。そういったところが増えてきたので、芸術団体に対する支援は逆

に少なくなってくるという現象が出てきました。両方伸びていけばいいのですが、同じパイ

を食べ合うという状況が出てきました。

　従って二つの業界の間の関係も実は少し複雑なところがあります。業界には、実演家たち

のネットワークである芸術実演家団体協議会（芸団協）があり、公立文化施設の協議会であ

る公立文化施設協会があります。施設中心の団体と実演家中心の団体の二つがあって、今ま

でそんなに齟齬はなかったのですが、この劇場・音楽堂の法律ができたことによって、劇場

や音楽堂そのものに国の予算が付くことにより、少し難しい関係になっていったということ

があるのです。

　それは余計な話ですが、いずれにしても、文化・芸術、パフォーミングアーツに対する予

算はおおよそ全体の10％、100億円ぐらいが日本の国の予算です。これは国際比較で多いか

少ないかは後でお話しします。しかし、不思議ではないですか。この10％に配分されている

のはほとんどがパフォーミングアーツです。円グラフの左側には国立の美術館、博物館が 

入っていますので、そこには美術系、博物関係が入ってきます。しかし、真水の芸術・文化

に対する支援はほとんどがパフォーミングアーツ、実演芸術に対してです。美術系には支援

のお金はほとんどありません。先ほどお話ししたように、日本の文化行政は首長部局と教育

委員会に分断されていて、文化庁ではなくて文科省系の予算としては美術館・博物館に対す

る支援はあるのです。しかし文化庁の支援というと、それはもう二重になるからやらない。

そこで主にパフォーミングアーツに対してお金を出すというのがこの10％の部分になりま

す。

　学生などが見ると、「おかしいでしょう、何でビジュアルアートに対して支援がそんなに

ないのか」と言うのですが、今のような理由があります。美術系の人も、これを見て不安を

持ちます。「文化庁は美術系に全然支援してくれないではないか」。待ってください、美術系

はもう1950年ぐらいからきちんと法律があって、ずっと法に守られて予算が配分されてきた

のです。後から劇場・音楽堂、つまりパフォーミングアーツ系がこの15年でやっと国の予算

が付くようになったという背景があります。

自治体文化予算
　次は自治体です。自治体文化予算の推移（図１）の折れ線グラフが大きな右肩下がりに 

なっていて、少し驚かれると思います。一番上の折れ線は芸術・文化予算と文化財の予算
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の合計です。国の予算では文化財が半分以上を占めていました。芸術・文化予算は主にパ 

フォーミングアーツ系になります。劇場音楽と公共ホールの予算です。芸術・文化予算を見

てみると途中から急に右肩下がりになっています。下の方の折れ線グラフの文化財はずっと

あまり変わらずに推移しています。しかし、なぜ芸術・文化に対して、ある時期に6,000億

もお金が付いていたのでしょうか。

　内訳の推移（図２）を見ると分かります。折れ線グラフが今度は山グラフになっています。

ピークのところが平成４～５年ぐらいです。文化施設建設費が一番大きい部分を占めていま

す。この時代は1990年代に入っていますが、バブル時代に計画された公共文化施設がどんど

ん実際に着工され、完成する時期が1990年代です。そのときの文化財を除いたいわゆる芸術・

文化予算、さらに都道府県も一番多いときで年間5,000億ぐらいが施設建設費に充てられて

いました。これが1990年代の状況です。

　平成の大合併のときに、やはりまた少し増えますが、その後ずっと減り続けていて、平成

10年代になるときわめて少なくなっています。もうグラフの底辺すれすれ、つまり施設建設

費はほぼない状況です。特に都道府県はもうほぼないと言っていいわけです。平成23年に自

治体の方で少し増えているのは、東日本大震災が起きたためです。つぶれた公共文化施設を

復元しなくてはいけないので増えました。しかし、それ以前は本当に建設費がない状況に 

なっています。

　では、あとは何が残るか。施設経費、施設を運営するランニングコスト、市町村と都道府

県の部分です。一番下のグラフの薄いところはほぼ同じ額になっています。この部分は二重

図１

（単位：億円）
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になっていますが、上が市町村の芸術文化事業費、下が都道府県の芸術文化事業費になって

います。この両方を足すと700億円ぐらいです。先ほどの文化庁の予算が100億円ですから、

それに対して自治体の文化予算、つまり事業予算は６～７倍です。考えてみるとすごいです。

文化庁は何をやっているのだという話になりますが、これが私が申し上げている「日本の文

化振興は地方自治体が支えてきた」という財政上の大きな根拠です。

　だからといって文化庁が今のままでは困りますが、現実問題として一番困るのは、これま

で自治体が文化振興を頑張ってきましたが、その体力がどんどん落ちてきていることです。

しかも都市間競争の時代とはいえ、自治体の間で差が出てきています。

　例えば、ある事業に5,000万円出すことができるという場合、国からの助成はマッチング

ファンド方式なのです。自治体が5,000万円出すのでしたら、それに対して5,000万円支援し

ましょう、両方で１億円にしましょうという約束をします。しかし、自治体が5,000万円も

用意できない場合は国の予算も付きませんから、基礎体力がなくなっている自治体はどんど

ん国の予算も取れなくなってきます。つまり、お金がない自治体に国が補填してくれるわけ

ではないのです。ここが文化予算の難しいところで、どんどん自治体間の格差が開いてくる

という傾向が出てきています。

ドイツの公共文化予算
　ドイツの公共文化予算はどうなっているか、少し比較をしてみましょう。文化予算の総額

をごらんください。ドイツは基礎自治体の上は州政府、そして連邦政府という三層構造で 

図２
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す。そこ限りでは日本と同じですが、州レベルは日本の都道府県よりも大きな権限を持って

いて、一つの国と考えた方がいい。全部で大体１兆3,000億円ぐらいですから、日本の文化

庁の10倍以上です。しかし、気を付けなくてはいけないのは、先ほど見たように、日本の自

治体の文化予算は一番多い平成５年ぐらいの時は8,000億円ありました。

　8,000億円はドイツとそんなに遜色ないだろうと言う人がいるのですが、設備建設費がそ

のうちの６～７割でした。ドイツの文化予算には、施設建設費は含まれていません。いわゆ

る事業費と人件費ですので、そこを差し引くとやはり日本とドイツで大体１対10の文化予算、

一人当たり１対10の差があります。ドイツは平均すると一人当たりの文化予算が１万5,000

円ぐらいですが、日本は1,500円ぐらいだと思います。大阪府・市の文化予算は言わない方

がいいと思います。日本では兵庫県が実は一番多いのです。東京よりも高いのです。県民一

人当たり2,000～3,000円だったと思います。そのくらい自治体によって違います。

　ドイツの場合、連邦政府が約10％で、最近は少し増えてきています。1,800億円ぐらいあ

るのですが全体の10％の予算です。州政府が5,000億円ぐらいの予算、両方合わせると7,000

億円ぐらいがいわゆる州と連邦政府の文化予算です。約半分です。ただ、ドイツは複雑で、

三つの都市、ベルリンとハンブルグとブレーメンは歴史的な経緯があって、市イコール州の

ステイタスを持っています。これをどちらに算入するかによってこの割合が変わってきます。

いずれにしても、基礎自治体と州プラス連邦の文化予算が半々だと考えてください。

　「ドイツの分野別文化予算」（図３）はドイツ語から取ってきたため読みにくいので、少

し説明します。縦のグラフが積み重なっています。Bundと書いてあるのは連邦政府です。

/
/

図３
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千数百億ぐらいしかないわけですが、連邦政府の中で何に予算を作っているか。1.9％はシ

アターとミュージックです。連邦政府はシアターとミュージックには全然お金を使っていま

せん。その次の段階は図書館で、これにはかなり使っています。その次はミュージアムやコ

レクションで、これにも４分の１ぐらい使っています。日本では図書館は文化予算に入れま

せんが、連邦政府は図書館、もちろんミュージアムも全部文化予算に入っています。

　２番目の柱が州です。16の州があります。16の州を見ると、一番多い部分、40％ぐらいあ

るのがシアターとミュージックです。音楽と演劇は一緒です。なぜ音楽と演劇が一緒なのか。

パフォーミングアーツだからということも言えるのですが、ドイツの劇場は、後で見せます

が、例えばオペラを制作するときは音楽と芝居と両方が入ってきます。切り分けができない

のです。ドイツの劇場は、芝居もやればバレエもやればオペラもやる３部門劇場と言います

が、そういうものが圧倒的に多いので、ここを切り分けられないのでシアターとミュージッ

クが40％になっています。それから図書館があって、ミュージアムやコレクションになりま

す。

　基礎自治体の部分は、一番多いのがやはりシアターとミュージックです。ドイツは音楽と

演劇の国だというのがよく分かると思います。トータルでは、やはり40％近くがシアターと

ミュージック、音楽と演劇ということになります。これがドイツの文化予算の振り分けで 

す。

日本の公共文化施設の動向
　日本に戻ります。日本の公共文化施設の動向です。1990年ぐらいから大きな変化が出てき

ました。ハコモノを造って貸し館にするということから、創造、発信する劇場への変化です。

ハコモノからインスティテューションへと変化します。インスティテューションはファシリ

ティーと違って、その中にプロデュース機能があり、そして制作したものを上演し、さらに

発信します。ですから、プロフェッショナルな人材が必要になります。そういった変化が90

年代から出てきました。

　座付のアンサンブルでは、例えばびわ湖ホールの例でいうと、びわ湖声楽アンサンブルが

つくられました。最初はやはり演劇が多いです。ピッコロシアターが尼崎にあります。県立

の劇場で1980年代に座付の劇団をつくりました。これが日本では初めてのケースです。そ

の後水戸芸術館にも劇団ができました。そして、静岡のSPAC（静岡県舞台芸術センター）、

鈴木忠志さんが水戸から静岡に移って、座付の演劇の専門集団をつくっていきました。さら

に1997年に新国立劇場ができますが、その翌年の1998年にびわ湖ホールができました。びわ

湖ホールはオーケストラをつくるか、それとも声楽アンサンブルをつくるかと考えたのです

が、オーケストラは既にたくさんあります。お金も掛かります。やはり声楽の専門家が専属

する劇場をつくろうということで、びわこ声楽アンサンブルを創設し、もうすぐ20年になり
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が、オーケストラは既にたくさんあります。お金も掛かります。やはり声楽の専門家が専属

する劇場をつくろうということで、びわこ声楽アンサンブルを創設し、もうすぐ20年になり
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ますが、今でも活動をしています。良い選択だったと思います。

　その後、2005年に兵庫県立芸術文化センターができたときは専属のオーケストラをつくり

ました。プロの常勤雇用のオーケストラだとお金が掛かりすぎる。少なくとも10億円は掛か

る。当時３億円ぐらいしか予算が出なかったので、３年期限の若手のアカデミーオーケスト

ラ、研修を兼ねたオーケストラをつくろうということで、つくりました。これが大ヒットし

てPACオケの愛称で親しまれ、初期投資以上の効果を生んでいると思います。

　いずれにしてもこういう形で地域固有の文芸的な公共圏をどうやってつくるかということ

がインスティテューション化の流れへとつながっていきます。そしてさらには、地域を超え

た文化発信が行われるようになった。例えば、びわ湖ホールでオペラをやるといったら、東

京からも観にくるということが出てきました。

　さらに、この県立劇場クラスで重要なのは、長期的な視点からの人材育成プログラムです。

芸術・文化面での未来への先行投資ですね。先ほどお話ししたように、インスティテューショ

ンというのは、施設と機関とさまざまな制度が一体化したもののことです。インスティテュー

ションとして公共文化施設を運営していくことへの期待が90年代に高まりました。同時に、

公共劇場の公共性というのは何かを理論的に考えよう、ミッションを確立しようという時代

でもありました。このころから「文化政策」の研究が日本でも盛んになってきました。

　さらには財政学的な根拠です。なぜ劇場、パフォーミングアーツに公費を投じるのかとい

う財政学的な根拠もはっきりさせようという時代でした。その意味では90年代はまだバブル

が崩壊したとはいえ、追い風の時代だった思います。そして単なるインフラ整備ではない公

共事業、公共経営ですので、助成金と自己負担率の比率をシビアに見なくてはいけないとい

うことになってきました。私が見てきているのは自己収益率ですが、これは後でまたドイツ

の劇場と日本の劇場の比較により、どのぐらいであれば助成金を出してもいいのか、さらに

は受益者負担、自己負担はどのくらいまでが妥当なのかをシビアに見ていく必要があると思

います。

公共セクターは劇場とどう関わるべきか？
　さて、公共セクターは劇場とどう関わるべきなのでしょうか。民間の劇場・ホールはやは

り収支のバランスを考えなくてはいけませんから、集客率を優先にしなくてはいけない。と

はいえ、大阪を見ていくと、残念ながら府も市も公共ホール、公共劇場がほとんどない状況

です。特にインスティテューションとしての公共劇場、ホールがほとんどありません。そう

すると大阪は例えばクラシックでは「いずみホール」という民間の住友生命のホールが一番

頑張ってクオリティの高い公演を行っています。年間何億円もの予算を民間の財団が出して

います。そういう特別な民間の劇場もありますが、普通はやはり劇団四季や、あるいは宝塚

のように、きっちり集客を確保して収支バランスをとっていかなくてはいけません。
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　２番目が基礎自治体のホールです。これは文化的なコミュニケーションセンターとしての

機能がすごく重要になってくるだろうと思います。特にそこでどういうふうに住民参加を促

し、それがアートを通しての人づくり、地域づくりにどうつながっていくかが大きな役割だ

と思います。

　３番目が県立劇場クラスです。先ほどお話ししたように、劇団や専属歌手、合唱団、オー

ケストラなどを備え、さらにプロデュースできる人材が必要です。オペラのプロデュース

は本当に大変で、コンサートのプロデュースの100倍ぐらい手間も経費もかかります。そう 

いったことがきちんと仕切れるマネージャーが必要です。そういった舞台芸術の総合的なイ

ンスティテューションが県立劇場としては望まれるところだろうと思います。

　具体的にはオペラのなどの総合芸術の自主制作ができる。２番目には短期的なリターンに

とらわれない人材育成事業ができる。３番目は、評価が定まっていないコンテンポラリーな

実験的芸術にもチャレンジする。４番目は、ここも私が重視していることですが、ただの文

化消費に終わらないようにする。イベントには終わらないようにする。つまり作品や上演の

質や違いについて自分たちの言葉で語り合うことです。別に難しい言葉を使う必要はありま

せんが、自分が感じたことをどう伝えるかというコミュニケーションがすごく重要です。公

演の中身について口角泡を飛ばしてディスカッションする「議論する観客」が自発的に形成

されるような雰囲気づくり、場づくりが非常に重要ではないか。これは当然、基礎自治体で

も同じことが言えると思います。

公共文化施設と「文化的コモンズ」の形成
　公共文化施設はどういうミッションを持っているのか、また第２部に当たるところでコモ

ンズの話をします。一番最初に話した図とつながるところですが、公共文化施設の使命は、

いわゆる商品経済、市場経済とは違う流れで理解する必要があります。つまり、生産し、販

売し、消費してお客さんが満足するという商品経済のサイクルとは異なる経路、あるいは価

値観によって、個人と社会、あるいは個人とコミュニティとの関係をつくり出していくこと

が重要です。ポケモンが売れるのもいいのですが、「違い」が分かり、しかも「違い」を認

め合える関係づくりが大切でしょう。つまり、「私とあなたは違うのですよ」、「私とあなた

の感じ方は違うのですよ」ということを大切にする場として公共文化施設が機能すべきだろ

うと思います。

　さらに、この文化的プロセスは市民社会セクターの特性と深く関連するゆえに公共性を持

つということです。この市民社会セクターは、市場経済からも政府・行政セクターからも相

対的に自律し、貨幣にも公権力にも直接は左右されない領域であって、その価値観は何かと

いうと、信頼や連帯や美的・感性的コミュニケーション、知的充実感などです。このような

文化的プロセスに参加し、そして議論することを通じて一人一人の自分の根本的な経験が形
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づくられて、世界観が共有されていくプロセスがすごく重要なのではないか。これを「文化

的コモンズ」と呼びたいと思います。これはまだ空間的平面的概念ですが、それと「議論す

る観客・聴衆」とを、どう交差させていくかということが、すごく重要な課題になっていく

と思います。

　ただ、ここで１点だけ注意しないといけないのは、市民社会セクターの落とし穴がありま

す。私も行政のお手伝いをすることもあるし、市民社会のセクターの一員としてまさにボラ

ンタリーにいろいろなことをやってきていますが、やはりいろいろな落とし穴があって、先

ほど橋下さんが言っていたように、市民が身銭を切って文化を支えればいいのだということ

とつながってきてしまうわけです。だけど、身銭を切れる人はいいけれども、そうではない、

かつかつの生活をしている人はなかなか難しい。そうするとやはり芸術は道楽、お金持ち、

暇のある人のただの楽しみだという話になって、一般の人は芸術とは無縁のままでいい、と

いう切り捨ての方向になりはしないかという危惧があります。

　もう一つ、逆の方面からの危惧、この市民社会のセクターを強調することの危惧がありま

す。それは、ニューパブリックマネジメントが、今、行政やあらゆる分野で言われて、それ

が成功する。兵庫芸術文化センターがその典型的な例です。そうすると、行政が今までやっ

てきたことの中に商業主義的な経営が定着していきます。そうすると結局、公的な支援は必

要ないではないか、やればできるではないかという話になります。しかし、中身をよく見な

いといけない。何度も言いましたように、芸術は異なった価値観が出会い、そこで理解し合

う。本当に分かり合うのは大変ですが、異なった価値観、あるいは今の時代ではマイナーか

もしれないけれども50年後、100年後には非常に大きな革新につながるような価値観を許容

できることが、芸術・文化の政策にとってとても重要です。

　というのは、芸術・文化についての歴史的な研究をすると分かるように、同時代の人は同

時代の先端的なアートを残念ながら十分に理解できないです。ゴッホでもそうですし、多く

の作曲家が同時代においては非業の死を遂げるわけです。ところが50年後、100年後に見い

だされて、それがいかに次の時代を先取りしていたかということが分かります。現代におい

てマイナーなものだとか、「分からない」というものを切り捨てると、将来の新しい価値を

生み出すものが枯渇してしまいます。芸術における創造性というのは短期的には評価も判断

もできないのです。ニューパブリックマネジメントを導入して、今もうかればいい、人が入

ればいいというものばかりやっていたとすると、芸術・文化の本来の意義を大きくゆがめて

しまうことになります。さらに、公的な助成金などなくてもやっていけるではないかという

話になると、芸術を公共的に支えていくということの根拠を失わせることになってしまいま

す。

　従って、これからは市民社会セクターはすごく重要な領域となっていきますが、ここにあ

まりにも過大な評価と意味付けだけをしていくと二重の面での自己撞着に陥ってしまいま

第１章　講義録

おおさか市町村職員研修研究センター 23

第
１
章
　
講
義
録



す。一つは身銭を払ってやればいいのだという話、行政はやらなくてもいいのだという話、

もう一つはこれは市民社会セクターではないのですが、一般の人に受けがいいようなニュー

パブリックマネジメントをして人が集まり、収益が上げられれば新しい公共経営としては成

功だということになる。これはもう民営化すればいいということになってしまいます。そう

すると芸術の持っている本来の意味がどんどん狭まってしまう。芸術に固有の創造性が枯渇

してしまうのです。この点は注意したいところです。少し時間をオーバーしましたので、こ

の後の日本の公共文化施設の現状、その他のところは、また次回以降、時間のあるときにお

話ししたいと思います。
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第２回「『文化・芸術を活かしたまちづくり』は
　　　　　何をめざすのか？」後編

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日時　2016年８月22日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講師　藤野　一夫　氏（神戸大学）

　関西経済同友会が８月４日付で「緊急アピール」を出しました。最初にこの問題について

触れたいと思います。

　それから、以前に皆さんにお渡ししているこの「提言」という資料があります。これは地

域創造という総務省系外郭団体、宝くじの収益で運営している地域の文化振興をする一般財

団法人が研究会を持っていて、私もそのメンバーです。最新の報告書がこの前にできまし 

た。地域創造ではここ数年、「文化的コモンズ」という言葉をキーワードにした研究をして

いますが、今回は文化的コモンズを形成するためにはどのような人材が必要かという人材育

成の観点から２年間調査研究をしました。その報告書です。

　そこでは、ただ単にどんな状況になっているのかだけではなく、もっと踏み込んで提言を

しようということになって、二つの提言をしました。それを後半のディスカッションの素材

にしたいと思います。かなり内情に入り込んだ提言ですので、多分、自分の職場、自分の地

域だったら、例えばこういう形でコーディネーターは養成できるのではないか、あるいは見

つけることができるのではないか、あるいはコーディネーターをまた別のコーディネーター

につないでいくことができるのはないかという、さまざまなビジョンが出てくるのではない

かと思います。

　前回は話が横道にそれてしまって、資料の10枚ぐらいしかお話しできていません。私の最

初のレクチャーは今日で一応おしまいにしたいので、少し駆け足になるかと思います。特に、

最後の方は結構ややこしい話、突っ込んだ話です。「ラディカル」という言葉がありますが、

ラディカルは過激という意味ではなくて、根本的、根源的、根っこという意味です。人間と

社会と自然との関係、あるいは労働という問題、非常に哲学的で、経済学の根本にも関わる

ような問題の議論になると思います。さらにそこには新しい時代の人権問題が入ってくるし、

「グローバルジャスティス」（グローバルなレベルでの正義）という問題も入ってきます。多

分、みなさんは大学以来こういう講義は聴いたことがないと思うのですが、せっかくこうい

う研究会で研究員としてこれから活動するわけですから、やはりタスクワークで終わってし

まう普段の職場とは違うような議論をしたいと思います。

大阪府と大阪市の文化振興計画
　まず、事前にお渡ししていると思いますが、８月１日、大阪府と大阪市の新しい文化振興
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計画が発表になりました。

　大阪府の方は、２ページに全体概要が出ています。非常に分かりやすいものです。Ａ、Ｂ、

Ｃの３本立てで、Ａが「文化創造の基盤づくり」です。Ｂが「都市のための文化」、都市文

化政策と言います。Ｃが「社会のための文化」、最近だとインクルーシブ、ソーシャルイン

クルージョンという立場からの文化政策、この３本立ての有機的な組み合わせてやっていこ

うという見通しです。

　府の方で見ていくと目指す将来像が描いてあって、「文化自由都市、大阪」と書かれてい

ます。中身は、２行にまとめられており、「大阪府は、民間の力を最大限に活かし、府民や 

アーティスト等の自主性、創造性が発揮されるよう『文化自由都市、大阪』を目指していき

ます」。これを皆さんはどう思われるでしょうか。

　もう一つの大阪市の方を開けてみてください。枠組みだけお話しすると、大阪市と大阪府

は別々な文化振興条例を持っています。大阪市の方は、「芸術文化」という言葉が付いてい

ます。大阪市の方が「芸術文化振興条例」、大阪府の方は「大阪府文化振興条例」です。大

阪市は「芸術文化」、ところが大阪府は「文化」振興条例、だから文化概念と芸術文化概念

に微妙なズレがあるという大前提があります。

　しかし、府・市一体で考えていこうという一つの先行モデルケースとして府市が一緒に 

なって大阪府市文化振興会議を立ち上げています。これに基づいて、大阪市でいうと第二次

の、大阪府になると第四次だったと思いますが、共通の文化振興計画を作るということで、

市の職員と府の職員が毎回出てきて、だいぶズレがあるところを少しずつ調整してここまで

持っていました。すり合わせしてかなり同じような形になっていますが、微妙に違いがあり

ます。

　実際のワーキングは座長と私とアーツカウンシルのリーダーの佐藤さんの３人でやってい

るので、非常に具体的なすり合わせを行ってきました。すり合わせた結果がどうにかこうに

かここまで来たのです。だけど微妙なズレがあるというところが実は面白いのです。そこを

深読みするといろいろな問題が見えてくるので、まずそこからいきたいと思います。

　大阪府の方では「民間の力を最大限に活かし」で始まっています。市の方も最終的にそれ

に統一して両方同じ文言になっていますが、実は少し見落としがあって、大阪市の２ページ

を見てください。

　最初のパラグラフでは、「大阪アーツカウンシル」という専門家から成る文化施策の評価、

調査、企画提言をする新しい機関について書かれています。これもすごく重要な問題なので

またお話しします。その次のパラグラフを見ると「その仕組みを活かしながら、市民やアー

ティスト等の自主性、創造性がさらに発揮されるよう民間の力を最大限に活かし」という文

言が大阪市の方には残っています。

　どこが違うでしょうか。先ほどの最終成案を見た文言では、大阪府だけ見ると、「民間の
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力を最大限に活かし」、大阪市も他のところではそう書いてあります。だけどここのところ

だけは私が見落としてチェックを入れ忘れたので、元の文言が出ています。どこが違うかい

うと、「民間の力を最大限に活かし」の位置が変わっています。ほとんど同じではないかと

思われると思いますが、私はやはりここはきっちりと正確に記述した方がいいだろうと考え

ました。「民間の力を最大限に活かし」を前に持ってくるように提案をして最終的にそうな

りました。それ以前の振興計画では、「民間の力を最大限に活かし」が後ろに来ています。

　しかし、まず大阪市に残ってしまった方を見ていくと、「その仕組みを活かしながら、市

民やアーティスト等の自主性、創造性がさらに発揮されるよう民間の力を最大限に活かし」

となっています。そこだけ切り取ったときに皆さんはどういう意味をここから読み取ること

ができますか。つまり文章の掛かり方として、行政が手厚く文化芸術を支援すると、自主性

や創造性が活かされない、あるいは損なわれてしまうので、民間の力を最大限に活かすので

すという言い逃れのように聞こえませんか。そう見てしまいますよね。

　つまり、アーツカウンシルとの関係もあるのですが、行政や国は文化政策に直接関わると

マニピュレーション、操作してしまう。そのことが歴史的にもたくさんの悲劇を生んできま

した。だから、文化政策の歴史は悲惨な歴史だということを前回にお話ししたと思います。

そういう反省に立つと、確かに行政は直接的にアートやアーティストに関与しない方がいい

という考え方になります。そこでお金は出すけれども手（口）は出さないという、「アーム 

ズ・レングス」という原則が特に戦後のイギリスでは普及して、アーツカウンシルというの

ができたという経過があるのです。ナチスの負の遺産に学んで出来た制度です。

　そうすると、流れでいうと、市も府も直接には芸術文化に口出しはしませんというのが一

方にあって、だから民間の力を活かすのですよと、読めます。しかし、実態はそうではない

わけです。というのは、民間の力を最大限に活用すると言いながら、ではどうやって活用す

るのかというのは、市も府もほぼノーアイディアです。何もありません。どういうふうに民

間と連携するのか、特に企業と連携するのか、財界と連携するのか、全くアイディアがあり

ません。策定作業にタッチしながら、そのことを常に実感しておりました。でもほとんどの

ことはデフォルトで、前提条件が決まっていたので、私がいじれるのは今のような文言だけ

でした。

　さて、「民間の力を最大限に活かし」という文言を前にもっていくことによって、どのよ

うに文意が変わったのでしょうか。行政がアートやアーティストに口出しをすると自主性や

創造性が損なわれるので「民間の力を最大限に活かす」のだ、というような読み方は、たし

かにできなくなります。とはいえ、問題は残ります。最終版のようにニュートラルにはなっ

た、客観的にはなったけれども、他方でどういうことになるでしょうか。大阪の文化の支え

手は多様である、多元的である、そして行政の関与というのは、「自由都市・大阪」を目指

すワン・オブ・ゼムに過ぎないという意味に聞こえる。これはこれで責任を逃れているよう
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に見えます。無責任だという話になってきます。どう書き直しても、お金がない、人がいな

い文化行政の現場において、行政が深く手厚く芸術文化に関与することができないという現

状がデフォルトとしてあるのです。

　さて、このようにして大阪府と大阪市の新しい文化振興計画が発表になりました。その直

後に経済同友会の方が来られて、「こういうのを出されると困るのです。明日これを出しま 

す、いいですね、先生」と言われました。それが「大阪府・市の芸術・文化政策に対する緊

急アピール」です。もう新聞報道もありましたし、松井知事は逆に反撃をしていました。し

かし、私はこの内容を読んだときに、かなり変だなと逆に思いました。というのは、解決す

べき問題として、「府民一人当たり80円、大阪市民一人当たり814円」という文化予算のショッ

キングな金額は、あまり根拠がないからです。文化庁のデータに基づいて出していますと 

言っていますが、私はこの新しい文化振興計画を作成するときに事務局から渡された資料が

見つかって、今手元に一つあります。

　例えば大阪府の文化事業というのがあって、そこに一覧表が挙がっています。大阪府の文

化事業は全部で20ですが、予算措置されていないものがあるので実際には15ぐらいです。全

体が２億8,900万円、約３億円です。大阪府の人口は880万人ですから、割り算をしますと、

一人当たり34円になります。緊急アピールでは80円になっていますから、50円違っています。

では、その50円はどこにあるのかという話になると根拠は見当たらないのです。一方、大阪

市は10倍ではないですか。一ケタ違う。大阪市はいいな、大阪府ではなくて大阪市に住みた

いなと思うかもしれない。大阪市の文化事業もここに一覧表があります。項目は結構多いで

す。文化事業の予算も約４億円です。277万人の市民がいますから、割り算をすると148円で

す。大阪府が34円、大阪市が148円になりました。

　これは何なのでしょう。80円と810円。皆さん、念頭に浮かぶものがありますか。日本は

文化に関連する統計がきわめて杜撰なのです。そういうトンデモデータを用いて経済同友会

がこういう発表をするというのも、これもまた問題だなと私は思っています。

　考えてみてください。皆さんの自治体で博物館や美術館があります。管轄はどこですか。

市によって違うと思いますが、首長部局でやっているところはかなり大きな都市でないとあ

りません。博物館、図書館、公民館には昔からの法律があり、社会教育法の枠組みの中で 

やっていますから、教育委員会の予算で美術館と博物館を経営します。しかし、新しくでき

たホールやアートプロジェクトみたいなものは首長部局の文化振興課みたいなところでやり

ます。文化庁の側でリサーチしているのは、教育予算ではなく文化予算だけなので、今のよ

うな問題が出てきてしまうのです。

　例えば大阪市の予算だけを考えてみると、なぜ814円なのかという話になります。先ほど

の私の計算では148円で、随分違うではありませんか。この差額にあるのは、当然教育委員

会が持っている文化に使っている予算です。例えば一番大きいのは大阪市の美術館です。そ
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こは億単位の予算を使っているわけですから、そういうのを積んでいけば多分大阪市は800

円になるでしょう。でも、大阪府もそういう社会教育系の予算があるわけですから、それを

積んでいけば80円ということはないと私は思います。そんなに格差はないはずだと思います。

もちろん大阪センチュリー交響楽団は大阪府が持っていたわけですから、そのときは多いと

きで10億円の予算を使っていました。それを入れればすごい額になっていたのですが、今は

ゼロになっていますから、ガクンと減っていることは確かです。

　兵庫県の場合はどうでしょうか。兵庫県は550万人の県民がいます。ホームページでも見

ることはできますが、文化関連予算を全部体系化して紐付けしています。教育委員会の部分

もそうですし、産業振興でも文化産業などの場合はそこに全部入れています。兵庫県は昔

から芸術文化の振興ビジョンを持っていて、15年ぐらい前に策定したものですが、最近リ 

ニューアルしています。恐らく100ぐらいの項目があると思いますが、それを全部紐付けし

ていて、全部足すとその文化予算は幾らになると思いますか。

　兵庫県の文化予算として発表されているのはおよそ70億円です。大阪府が２億円。「えっ」

と思ってしまいます。けれども、兵庫県にある美術館、博物館の大半は教育委員会が管轄し

ています。首長部局は、例えば兵庫県芸術文化センターに15億円ぐらいの補助金を使ってい

ます。全体で30億円ぐらいを動かしていますが、それは首長部局の範囲です。そういうもの

を全部オンしていくと兵庫県の文化予算は70億円になるのです。

　しかし、今よく使われている「見える化」ということで言えば、兵庫県は巧みです。文化

庁に兵庫は70億円といえば、文化庁は「すごいですね、一人当たりで東京の倍ですね」とい
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う話ですので、置いておきましょう。公共文化施設には、美術館や図書館も入るだろうとお

思いだと思いますが、さっきの縄張りの関係で「公共文化施設」というのは、行政的に言う

とホールや劇場ということになります。

　滋賀県の場合は県民121万人に対して54のホールがあります。京都府は260万人に対して59

のホールがあります。大阪府は人口880万人に対して117ホールがあります。比率を出してい

くと、大阪府は人口に対してホールの数が少ないというのはよく分かると思います。逆に、

滋賀県は数が多すぎて大変です。持て余していて、今どうやって維持していくか大変な議論

が起きています。造りすぎもまた問題なのです。

　１施設当たりのホール数は、１ホールが61％、２ホールが34％、最大のホールの座席数は

大体900席が一般的です。

　芸術監督がいるかいないか。実はドイツの劇場であれば芸術監督が必ずおります。これは

当たり前です。芸術監督がいなければ成り立たないというのがドイツの劇場システムです。

校長のいない学校や、院長のいない病院は考えられますか。ドイツではインテンダントと呼

んでいますが、芸術上と経営上の最高責任者を兼任しています。日本では芸術監督がいる施

設は12％です。館長と芸術監督は兼任可能ですが、行政から来られた方が芸術上の責任まで

負うのは容易ではありませんね。ただ、芸術監督がいると補助金を取りやすいのです。文化

庁のいろいろな申請のときに芸術監督の名前を書く欄があり、いないと相当減点になりま 

す。

　職員数は、平均で12.5人です。都道府県レベルの劇場ですと大きくなりますから24人です。

課題としては、プロフェッショナルな人材が非常に不十分なことです。特に企画制作のでき

るプロフェッショナルがいないという問題があります。そこで東京のプロモーター、音楽企

画会社や演劇企画会社から買い取り、それを「自主事業」にすることがずっと続いていま 

す。３年交代で異動する行政マンが「手打ち」の自主公演を企画制作することは現実的では

ないからです。

　事業実施日数は、主催公演で25日、共催で９日、圧倒的に貸館が多いです。貸館が年のう

ち半分以上ということになります。主催公演のうち、多いのがやはり音楽事業で11回、演劇

が８回です。

　直営施設の年間決算額は約１億円です。地方に行けば行くほど直営にならざるを得ない、

つまり指定管理の取り手がいないわけです。収益を上げられないとやっていけないので、民

間の事業者が指定管理に名乗りを上げるのは、都市部の中規模以上の施設ということになり

ます。指定管理者運営施設の場合の年間決算額は２億円で、直営施設の約２倍です。

びわ湖ホールのハイスペック
　びわ湖ホールについて簡単にご説明します。平成27年度の自主事業公演が282回、入場者
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が11万5,000人です。そんなに入場者が多いわけではありません。兵庫芸術文化センターが

50万人、神戸文化ホールでも、あまり自主企画をやっていないのですが、貸館で圧倒的に埋

まるので50万人です。つまり大都市圏では、自主事業をやらなくても50万人入るホールがあ

るということです。びわ湖ホールは、いろいろな自主企画を組み合わせ、貸館も入れて11万

人です。

　大ホールで大きなオペラを年に２回やります。２回公演ですが、これに一番お金が掛かり

ます。何億円とお金を使っています。中ホールでオペラを３回ぐらい自主企画でやっていま

す。先週もびわ湖声楽アンサンブルを使ったオペラをやりましたが、5,000円で相当クオリ

ティの高いオペラを見ることができます。演出のレベルでは、私がよく見るドイツの舞台以

上に優れた演出でした。演奏も日本センチュリー交響楽団が素晴らしい演奏をして、目の覚

めるような舞台が5,000円でびわ湖ホールで見ることができます。

　しかも、そこに専属のアンサンブルがあります。この人たちを鍛え上げて年に３回新しい

オペラを作ります。それ以外に大きなオペラを２回はします。新国立劇場と新しい演目数で

は同じぐらいです。ただ新国立劇場は後で見るように、びわ湖の何倍も国の予算をもらって

います。

　事業予算は約17億円です。その内訳を見ていくと利用料金が入っています。事業収益が1.7

億円、10分の１です。チケット収入は全体の10分の１しかありません。県の受託金（指定管

理料）が昔は12億円ありましたが、どんどん減らされて今は9.6億円です。国庫補助金とい

うのは主に文化庁からの予算で1.7億円、民間助成金が１億円ぐらい入ってきています。支

出の内訳は、やはりここで働いている人の給料と出演料が圧倒的に多いです。

　自己収益比率が公共文化施設の公共性を見ていく上で一番肝（キモ）になると思って、い

ろいろな施設を調べています。利用料金と事業収益を足したものを総経費で割ると何％か。

びわ湖ホールは23％です。自分で稼ぎ上げているのは23％です。あとは助成金、ほぼ税金で

す。国民あるいは県民からの税金になります。新国立劇場の場合は、18億円がチケット収入

で、67億円が国からの予算です。そうすると26％です。新国立劇場とびわ湖ホールがほぼ同

じような割合で、４分の１ぐらいを自分で稼ぎ上げる構造になっています。

　これが経営的にうまくいっているのか、失敗しているのか、どう思いますか。例えば皆さ

んの自治体でも公共文化施設を持っていますね。ホールに特化して、貸館だけでやっている

ホールがどれだけ貸館料により全体の運営経費を賄えているのかと考えると、私の試算では

全国平均が15％です。貸館でも、何もやらなくても、85％は税金でホールを運営していると

いうのが現状です。何かすごいことをやって23％も稼いでいるというのは、実は優良経営な

のです。兵庫県立文化センターはいつもチケットが売り切れていると言われ、35～44％ぐら

いがチケット収入ですので、少し別格です。いろいろな条件が揃いすぎていて、優等生過ぎ

て反対に手本にならないという声をよく耳にします。全国的にみると、びわ湖ホールの23％
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の自己収益というのが一つの基準になるのではないかと思います。

　びわ湖ホールは、公共文化施設が自前の「びわ湖声楽アンサンブル」を持っています。ア

ンサンブルといってもいろいろあります。びわ湖ホールは声楽を持っていますが、オーケス

トラを持っているのが、例えば兵庫の芸術文化センター、Noismというコンテンポラリーダ

ンスのアンサンブルを持っている新潟の「りゅーとぴあ」のような例もあります。また劇団

を持っているようなところも幾つかあります。そういうふうに劇場、公共文化施設が付属の

アンサンブルを持っているのですが、いろいろなパターンがあります。唯一びわ湖ホールは

声楽のアンサンブルです。合唱曲の定期演奏会もやりますが、レベルの高い若手の歌手です

から、オペラができるわけです。ですから、5,000円ですごくクオリティの高いオペラが年

に３回もできる、これはすごい成功例だと思っています。

　そのびわ湖の声楽アンサンブルは、年間7,000万円で、16名の若手実力家の歌手をフルタ

イムで雇用しています。20万円ぐらいの給料制です。こういうホールは他にはありません。

雇用年限は決められていますが、卒業してもOG、OBとして登録して、ソロ歌手として継続

して歌うことが結構できています。16人だけでオペラを成り立たせるのは難しいので、この

前のオペラも結局ABキャストで30人ぐらい出ていました。

　オーケストラの専属化をしているところ、西宮の兵庫県立芸術文化センターは約５億円の

年間予算でオーケストラを持っています。びわ湖の場合は7,000万円ですから、効果的になっ

ている可能性があります。びわ湖にもオーケストラが欲しいという話がありましたが、大阪

に四つのプロオーケストラがあり、京都市交響楽団もあるという中で、さらに一つ新しい 

オーケストラを作ってもお互いに食い合ってしまうのではないか、ということで声楽アンサ

ンブルを作りました。これは良かったのではないかと思っています。

ドイツの公共劇場
　さて、話をドイツの劇場に移して比較してみましょう。ドイツはベースのところでかなり

違いがあります。ドイツの中の幾つかの劇場を例にとります。

　南の方にミュンヘンがあります。南ドイツで一番大きな都市がミュンヘンです。中部ぐら

いにフランクフルトがあり、その少し南にマンハイムがある。ここには中規模の劇場があり

ます。そこの事例も出てきます。

　ドイツは16の州から成っていて、州の自律性、自治権が非常に強く、一つ一つの州が国

と同じぐらいのステイタスを持っています。人口は8,200万人、日本の３分の２ぐらいです。

その中でオペラのアンサンブルを持つ常設の公共劇場は全国で85あります。オペラのアンサ

ンブルを持つのは大変なことです。オペラは本当に金食い虫なので、比較的大きな劇場にな

りますが、それが全国に85あります。演劇だけをやる劇場が50あります。音楽、つまりオペ

ラ、オペレッタとバレエだけをやる劇場、これにはオーケストラの生の伴奏が必要なので
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すが、そういったいわゆるオペラハウスが全国で15あります。これらを足すと相当な数で、 

ちょうど150です。

　東西統一以前は、もっとありました。東ドイツは人口が３分の１しかないのに、西ドイツ

と同じ数だけ公共劇場がありました。オーケストラも同じだけありました。そのぐらい社会

主義国では文化政策が手厚かったのです。逆に言えば、他に娯楽がない。民間が娯楽をやっ

てくれないので、国家が娯楽も含めて全部文化を国営で提供しなくてはいけませんから、き

わめて多額の文化予算を使っていました。その後、随分統廃合されましたが、27年経て、東

西合わせて150の公共劇場が残っています。

　３部門劇場とは、一つの劇場組織の中にオペラの部門、バレエの部門、演劇の部門の三つ

の部門を抱えている劇場であり、全国に70あります。通常、夏休みが６週間あります。それ

を除くとその他の280日ぐらいは連日演奏、公演をしています。月曜日は日本の休館日のよ
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ります。オペラ250回、演劇290回、子どものためのオペラハウスというのも、昔の消防署を

改築して出来ていて、子どもたち全員が行きます。年に何回も行きますので、それも全部入

れて、毎日平均で３種類ぐらいの演目が町中で上演されています。これが日常的なドイツの

中都市の状況です。

　公共劇場全体の公演数としては年間６万4,000回、2,000万人以上が鑑賞していると言われ

ています。ドイツはサッカーの国で有名です。スタジアムがたくさんあって週末はみんな 

サッカー観戦に行きます。サッカースタジアムに年間行く人の数と劇場に行く人の数、どち

らが多いと思いますか。サッカースタジアムには４～５万入りますが、サッカーは週末しか

やりません。試合がないときもあります。けれども、劇場は夏休みを除けば毎日やっていま

す。実際にスタジアムに行く人は1,000万人弱です。もちろん酒場でビールを飲みながら大

きなテレビで見ている人たちもいますが、スタジアムに行く人は、実はオペラや演劇に行く

人よりも少ないのです。

ドイツの劇場組織と公的補助金
　ドイツの劇場では職員がどのぐらいいるか。約４万人が準公務員として雇用されていま 

す。いわゆる正職員として雇用され、そのうちの芸術系職員はおよそ半分です。劇場付属の

オーケストラはたくさんあります。100ぐらいあり、5,200人です。プロの合唱団員が3,000人

います。プロの俳優が2,600人、バレエ団員が1,600人、歌手は、先ほどのびわ湖声楽アンサ

ンブルには16人の専属がいますが、ドイツ中だと1,500人が専属歌手です。音楽練習は大変で、

レパートリーシステムですから、一つの作品を制作するのに稽古に半年以上、立ち稽古に入っ

てから６週間かかります。そういうことを一つの劇場の中で何本も同時並行で練習している

わけです。その練習スタッフも4,500人います。一般職員は技術系が一番多い。技術系とは

照明や音響、舞台などが１万6,000人で、それ以外に総務系やチケットを扱う人や会場係な

ど全部入れて２万1,000人、こういった人たちが働いています。

　先ほどのマンハイムの市立劇場の場合は、入場料が高いところが6,000円ぐらいで、安い

ところが800円ぐらいです。予算総額が年間60億円で、市から35億円、州から15億円の助成

が出ています。こういうミックスの形も時々あります。市立劇場なのに州からお金が出てい

るという形です。チケット収入が10億円ですから、自己収益率16％はごく一般的なドイツの

劇場運営の収支です。観客一人当たりの補助金は１万円になります。

　１万円が高いか安いかは難しい問題です。日本に例えばウィーンやパリから引っ越し公演

が来ると６万円です。今度秋にまたウィーン国立歌劇場が来ますが、実際に現地で見ても、

制作費を全部オンしていくと１人３～４万円掛かっています。それに輸送費やいろいろなコ

ストを含めると日本で５～６万円のチケット代を取るのは、別にぼったくりではありません。

１～２億円ぐらい企業スポンサーが出してくれて、やっと成り立っているのです。そのぐら
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いオペラは大変な金食い虫です。

　では、なぜオペラをやり続けるのでしょうか。どこから情熱がわき起こってくるのでしょ

うか。私も関わってきましたが、自分でもよく分かりません。この問題はまた別の機会に探

り上げましょう。いずれにしても、公共劇場全体の補助金が3,600億円で、自己収益が500億

円ですから、14％というのが、何度も申し上げているようにドイツにおける公共劇場の収入

の割合です。貸館しかしていない日本の公共ホールと同じ比率なのです。

「文化的コモンズ」の形成
　「3 . 11以後の日本社会の課題」については、じっくり説明すると、これだけで相当時間を

取ってしまいます。資料が英語表記になっているのは、「文化的コモンズ」の話をすること

が海外で多く、そのときに作った資料のためです。この話はまた、時間があるときにじっく

りやりたいと思います。

　最後に、日本で「アートプロジェクト」が今ブームになっているのはなぜかを考えておき

たいと思います。このことを説明するところが一番大変なのです。アートプロジェクトは私

たち日本人には当たり前のことになっていますが、ヨーロッパなどでその話をすると、日本

のアートプロジェクトとは何のことか全然理解してもらえません。ビエンナーレやトリエン

ナーレはヴェネツィアをはじめ有名ですから、こういうものだと分かるのですが、日本の各

地で小さなアートプロジェクトが行われている話になると、なかなかよく分かってもらえま

せん。ドイツでもそういうことはたくさんやっていますし、ヨーロッパにもたくさんあるの

ですが、それが「アートプロジェクト」という名称ではくくられていないのです。日本で通

用しているアートプロジェクトという言葉は、ヨーロッパでは説明が相当必要です。超少子

高齢化対策と地方創生の切り札として、アートプロジェクトが注目されているのだというよ

うに、アートプロジェクトの前提について話をしなければならないのです。

　これからのお話は、後半のディスカッションのときのテーマです。この「文化的コモン 

ズ」をどうやって形成していくのか。少子高齢化で特に地方は衰退をしている、産業構造も

大きく変わっていく、文化を支えていくお金も人もないという、ないないづくしの状況の中

で、しかし最後には私たちは何か知恵を絞らなくてはならない。そのときの切り札として考

えているのがこの「文化的コモンズ」です。しかし、そこにはコーディネーターが必要になっ

てきます。

　「地域創造」という財団法人がなぜできたのか、ご存じでしょうか。総務省、昔の自治省

が補助金をたくさん出して、地方にたくさん公共文化施設を造らせました。当時は補助金が

７～８割ぐらいであり、手を挙げると補助金が付いてホールなどを造りました。70～90年代

までそういうことが続きました。しかし、景気が悪くなり財政難になっていく中で、公共文

化施設の維持が難しくなっていった。しかも立派な箱はできたのに中身は空っぽではない 
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か、自主事業を全然やっていないではないかという問題が出てきました。

　そこで、今から20年ぐらい前に、自治省（現総務省）が「地域創造」という外郭団体をつ 

くって、地方の公共文化施設でクオリティの高いパフォーミングアーツができるようにと、

まずは音楽活性化事業（音活）から始まりました。そのあと、ダンスや演劇などの普及にも

取り組んでいます。年間数億円の助成金を使って質の高いパフォーミングアーツを普及させ

るためのお手伝いをするというのが「地域創造」のコンセプトです。ですから、資料として

お渡しした研究会の目的も、補助金で造ってしまった箱物をどう活かすかということが重要

なのです。それもあって、真ん中に文化拠点としてシアターが書かれています。ここからど

うやって手を伸ばしていって、地域にあるさまざまな文化資源、これはモノだけでなくいろ

いろなオーガニゼーションも含まれますが、施設、資源、オーガニゼーションと手を結んで、

どうやって地域全体を豊かにしていくのか、再生していくのかを考えることが「地域創造」

の研究会のテーマです。

　この報告書の２年前に、東日本大震災を踏まえて次のような提言が出されました。

　「東日本大震災の後、誰もが文化的な機会を享受し、その経験を他者と共有できる場の重

要性を認識したが、それは被災地だけではない。そうした場は地域の多様な文化的営みを共

有し、分かち合える『文化的コモンズ』の形成によって成立する」。

　これが一つの提言です。

　もう一つは、「公立文化施設は、文化的なつながりを求めて人々が集まり、（次が重要です）

『地域の記憶と共感の装置』として機能する文化拠点を目指すべきである」。

　今まで文化施設はそういうことをやってきたかどうかをよく考えてみる必要があると思い

ます。「地域で継承されてきた伝統芸術やお祭り、文化団体やアートNPOなど、さまざまな

文化の担い手とも手を結び、文化的コモンズの形成を牽引する役割を担うべきである」。と

提言しました。今、これをさらに発展させるために、今度はコーディネーターの研究に入っ

ていったわけです。

これまでとこれからのアート・マネジメント
　では、今までのアート・マネジメントはどういうコンセプトでやってきたのでしょうか。

おさらいになります。アート・マネジメントは、営利システム、すなわちスターシステムと

は全然違います。スターシステムとは芸能界のシステムを思い浮かべればよいのですが、芸

能システムとアート・マネジメントは全然違うコンセプトから始まっています。あくまでも

非営利、スターではなくてアンサンブルが重要です。人間は、皆いろいろな能力を持ってい

るけれども、多様である。何か突出したものにすがるということはもうやめよう、というこ

とがアート・マネジメントの一つの重要な考え方です。

　しかし、これまでの考え方としては、まず「芸術を観客に紹介する」ということがありま
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す。紹介の仕方はいろいろありますが、それが第１点です。

　２番目は、アーティストはなかなか日本では食べていけない。ドイツだったらあれだけ制

度的に構築されているのに、日本ではフリーランスが圧倒的に多いわけです。そういった芸

術家が社会あるいはコミュニティの中で活動できるようなさまざまな条件を整え、手助けを

していきましょう。これもアート・マネジメントの重要な課題です。

　例えば、関西圏でなぜアートのマーケットができないのか、なぜ東京から買わなくてはい

けないのか。この問題をどうにか変えていく必要がある。関西だけで自律できるさまざまな

ポテンシャルがあると思うのです。次に大きいのは名古屋や北九州、福岡ですが、そこに行

くとやはり関西は豊かだなと思います。これをもう少しうまくコーディネートしてコモンズ

にしていくと、全然違う展開ができるのではないか。そこまで東京に依存しなくてもアート

のマーケットは形成できるのではないか。

　兵庫の芸術文化センターではチケットが売り切れるという現象で有名になりました。けれ

どもすごく悔しいのは、そこの公演の大多数は東京のマネジメントから買い取っている公演

なのです。センターでつくれるところはあまりありません。ということは、兵庫県が何十億

というお金をそこに出して、観客もチケット代を出して、全体で大体30億円ぐらいのお金が

動いていますが、そのうちのかなりの部分、６～７割ぐらいが実際は東京の業者に持ってい

かれてしまうという状況があります。悔しいと思いませんか。大阪や関西圏だけでマーケッ

トを形成することはできないのでようか。

　先にびわ湖ホールの例を出しました。びわ湖ホールは、声楽アンサンブルを使った中ホー

ルでやるオペラは全部自分たちで「手打ち」でやります。２か月かけて、そのホールの中に

全部のスタッフがいて、練習もし、本番までもっていきます。外からほとんど呼びません。

他方、大ホールでやるオペラものは、キャストはほぼ日本人で固めているのですが、ドイツ

で活躍している日本人歌手を呼び戻して、いわゆるサッカーのナショナルチームと同じよう

に最高のチームを作るのです。それにはコストが掛かります。制作についても、東京から優

れた歌手をオーディションで呼んできますので、練習をどちらでやった方が有利かというと、

ソロバンをはじくと東京で練習する方が有利なのです。そうすると、本番の10日ぐらい前ま

では東京で練習しています。最後10日前にびわ湖ホールに入って、舞台を作って、本番に向

けての最終練習をします。びわ湖ホールでは何億円も使って自主公演の目玉であるオペラを

制作していますが、そのうちの大半はやはり東京のマーケットに吸い取られてしまうという

状況があります。

　ですから、「びわこオペラビレッジ」みたいな構想を立てて、びわ湖ホールの周りでオペ

ラ関係者がみんな住んで、そこで制作できるようにすればよいのではないか。そこから大阪

や神戸や京都に持っていくのは簡単なわけですから、もう一つのオペラ制作の拠点をびわ湖

ホールの周りに集積させればいい。オペラクラスターをつくるべきだ、と私はよく言ってき
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ましたし、新聞にも書いたことがあるのですが、なかなか実現できないのです。でも、少し

ずつ前進はしているかなと思います。声楽アンサンブルのOG、OBがびわ湖ホールの近くに

住むようになってきたからです。

　３番目は、「芸術によって社会の潜在能力の向上を支援する」ことが、これからのアート・

マネジメントで非常に重要なことだと思います。これについてはこれからじっくりお話をし

ますので、今のところは標語的に覚えておいてください。芸術によって社会のポテンシャリ

ティの向上を支援する。もちろんその前に、個人のポテンシャリティを向上させることが重

要になってきます。

　これからのアート・マネジメントにおいて、最近私がもう少し発展させて考えていること

があります。まず、大前提として、アート・マネジメントはイベント企画ではない。イベン

ト屋ではない。つまり消費されるモノではない。アートも残念ながら消費されてしまう面が

あるのですが、できるだけその消費の速度を遅らせることが重要です。作品の中には、少し

キツイなというものがあってもいいと思います。魚を食べていてのどに骨が刺さってしまう

ことがあるように、そうやって覚えているような作品があってもいいと思います。学生の卒

論を指導していると、最初は訳の分からない作品や演出を観て、その衝撃がずっと脳裏から

離れない。しかしその大きな疑問符が、最終的には素晴らしい論文に結実します。芸術とは

「答えのない問い」なのです。

　あるミッションに基づいて「社会にとって欠けていてはならない事柄」に深くコミットす

る社会的な行為がアート・マネジメントだと思っています。社会にとって欠けていてはなら

ない事柄はニードです。これはディマンドとは違います。顕在的な欲望、あれもこれも欲し

いと煽られて衝動買いしてしまうような、顕在的なディマンドとは違う。ディマンドとサプ

ライの関係ではない。社会にとって欠けていてはならないものかどうかをきっちりと見極め

ること、それがニードということになりますが、それに深くコミットする社会的な行為が 

アート・マネジメントです。すごく難しいことを言っていますが、徐々に分かってくると思

います。

　ですから、社会にとって必要不可欠であるにもかかわらず欠乏している、今はないという

ことがあります。大阪の場合は、こういうデータを見るとないないづくしみたいな話になっ

てきますが、触れていないから、子どものころから経験してこなかったから、本当に必要不

可欠なものに気がつかないだけなのです。先ほどから兵庫の話やびわ湖の話をしています 

が、兵庫や滋賀の子どもたちがそういったホールの活動に触れて育ったとしたら、大阪では

どうしたらいいのかという話になってくると思います。

　でも実は、例えば音楽に関していうと、演劇もそうですが、大阪市内でやっていることは

すごいのです。私は音楽の批評もやっていますが、大半の音楽批評で取り上げるコンサート

は大阪市内で行っています。あれだけ文化予算がないと言いながら、四つのオーケストラが
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悩みを抱えながらどうにか共存して、素晴らしい演奏をしています。こういうことは世界的

に珍しいことです。けれども、残念ながら民間でやらざるを得ない。公共は手を引いてし 

まったという問題があります。現実の状況がどうであるかということと、公共文化政策がど

う関わっているかということとの間には、実は相当ギャップがあるので、そこをきっちり測

定する必要があると思います。

　アートや文化は、社会的になくてはならないものなのに、実際には欠けている、そういう

ことが社会的欠乏です。アートをただ単に絆創膏のように穴埋めするモノ、道具としてのみ

活用するのではなくて、その社会的欠乏を生み出している根本、仕組みは何なのかをきっち

りと見抜く、見極める。そしてそういった欠乏ができる限り起こらないような仕掛けを作っ

ていく。ここまでアート・マネジメントはやるべきだし、その前に文化政策は、このような

社会構造の欠陥を見抜き、変革するべきなのです。ですから文化政策は、ただ単に芸術を振

興するという話ではなく、社会の構造そのものを変えていく、つまり社会構造政策が文化政

策であるというのが私の見立てです。こういったことはドイツの文化政策から学んできたこ

とです。

　私たちの研究会もそうですが、「文化・芸術によるまちづくり」とは何でしょうか。「文 

化・芸術による」は文化・芸術が手段、つまり道具になっていて、「まちづくり」が目標な 

のです。そうするとまちづくりのために一つの選択肢として文化・芸術を大いに利用しま 

しょう、活用しましょうという関係になっています。こういう場合どのように考えるかで 

す。まちづくりは別に「アートでなくてもできる」ではないかという考えがあります。なぜ

まちづくりにアートを使うのですか、他にも方法があるのではないですか、ということを問

う必要があります。

　２番目です。けれども、次に考えてみてください。今、日本中がアートプロジェクトの 

ブームに沸いていると言いましたが、「アートとともにまちづくりをやるとよりよくでき 

る」、あるいは「より楽しくできる」、「より多様にできる」ということもあります。ですか

ら２番目の波及効果、「アートと一緒にやることでよりよくまちづくりをできる」というこ

とがポイントです。

　３番目は、「アートにしかできないこと」もあるということです。どういう分野のことな

のか考えてみてください。

　この三つ、「アートでなくてもできる」ではないか、だから文化予算は要らないというこ

ともあります。しかし、「アートとともにやるともっと楽しくわくわくして面白いことがで

きる」、そういう場合はアートを活用した方がいいだろうということになります。３番目で 

は、他のジャンルではできないこと、「アートにしかできないこと」もあります。それは何

だろう。この三つのカテゴリー、分類で考えてみましょう。
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新自由主義の非人間的社会
　次に、社会全体の動きのややこしい話になります。「新自由主義がいかに非人間的か」、簡

単にまとめるとこう言えるだろうと思います。新自由主義がこの20年ぐらい日本を席巻して

います。ここでは経済が全てです。経済第一主義になっていると思います。市場における競

争力が都市間競争も呼び起こしています。この経済の効率性や市場競争力を原理とする、そ

してそれを正義とするようなイデオロギーが、なぜ私たちに、あるいは世界にここまで普及

してしまったのか、広がってしまったのか、そのことを私は常に考えています。

　今、競争を市場競争と言いましたが、漢字を変えるともう一つ、共に創る（co-creation） 

の「共創」があります。競争を、co-creationとしての共創に変えていく発想の転換はできな

いのか。そのときにアート・マネジメント、芸術文化が非常に重要な働きをすると考えてい

ます。そして共に創ることで共に生きていこう、共生していく、そういった思想を新自由主

義に対して提示していく、突きつけていく。これは険しい言い方かもしれませんが、私はそ

のぐらいの覚悟で文化政策をやっていきたいと思っています。

　徹底した効率性や生産性を自己規律とする文化。これをaudit cultureと言います。この文

化がこの数十年、企業も行政も教育も貫いているわけです。でも、本当にそれが人間らしい

生活なのか、人間らしい社会の在り方なのか、根本に立ち返る必要があります。こういう効

率性、生産性が貫く社会ではどういう問題が起きるかというと、個人の内面性や個性の違い

などはどうでもよくなっていき、文化的な行為の質的な違いは排除されていきます。全て数

量化されていきます。質的に違うものの間での交換は、貨幣という抽象的な価値で行われて

きましたが、今ではそれよりももっと数量化が進んでいます。残念ながら文化政策、文化行

政も数値化が求められています。集客率何％向上、収益率何％、もうパーセンテージしか信

じない、数字しか信じないという人がどんどん増えています。

　日本とアングロサクソン諸国では特にそうです。アングロサクソンとはアメリカやイギリ

スです。しかし、私はドイツやフランス、ヨーロッパによく行きますが、そこは違う価値観

があります。もちろんだいぶ価値観は変わってきましたが、ドイツ公共劇場の評価システム

は非常に単純です。日本ですと評価シートに書き込んで計算して出します。ドイツの評価は

簡単です。どうやって評価しているか。一つの市立劇場に何十億とお金を出しています。コ

ンサートをやったり、オペラをやったり、演劇をやったりします。来年度は誰がそこに予算

を付けるのでしょうか。それは市長や市議会が決めるわけです。

　では、ドイツでは誰が評価するのでしょうか。評価シートではありません。数字ではあり

ません。市長や公務員、議員や財界の人たちがオペラに行ったり、演劇を見たり、コンサー

トに行きます。ダイレクトに反応が分かるではないですか。「おお、すごい作品だ。すごい

演出家だ。すごい指揮者だ。すごい音楽家たちだ。すごい役者たちだ。観客もすごく喜んで

いる。よし、来年は予算を1.5倍にしよう」と。即決です。こうやってドイツではダイレク
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いる。よし、来年は予算を1.5倍にしよう」と。即決です。こうやってドイツではダイレク
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トに肌で芸術に触れ、自分たちの感性を信じて、共感によって合意形成がなされます。評価
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せん。従って、もう評価なんてアホかと、ドイツ人やフランス人はアングロサクソンのイギ

リス人やアメリカ人に言います。

　そういう英米中心とは別の価値観が世界にはあるのだ、ということを知っておく必要があ
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価、つまり定量評価と、もう一つは質的な評価、定性評価の両方をいかに組み合わせて私た
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価値観を、アートの分野だからこそ確立しなくてはいけないと思っています。

今、私たちはどんな社会にいるのか
　では、今、私たちはどんな社会にいるのかということです。これもかなりおこがましい話

だと思いますが、整理しておきましょう。

　「公－共－私」をめぐる構造変化（図１）は、広井良典さんの『コミュニティを問い直す』

という2009年に出た本から抜き出したものです。これは経済を主に考えていますが、経済成

長がずっとない時代が、ヨーロッパでしたら16～17世紀まで続いていました。中世のころ、

13～14世紀には三圃制度などが開発されて、少し生産が向上しましたが、基本的にそんなに

大きな変化はありませんでした。職業もギルドなどの職人組合の中で相互に規制していまし

た。良いものをじっくり作って長持ちさせるという価値観でした。だから消費社会の大量生

産、大量消費の社会とは全然違う価値観が17～18世紀まで普及していった。伝統的な社会の

中では家族、共同体、主に教会を中心とした共同体の中で、ほぼ全てが成り立っていました。

そこから出るということはあまりなかったわけです。

　その後、どういう変化が起きるか。18世紀の終わりに産業革命がイギリスで起きます。蒸

気が発明されて、鉄道が敷設されるようになってきます。そうすると、ここで市場化がどん

どん進められます。なぜ、市場化あるいは資本主義が生まれたのかはすごく面白いテーマで

あり、私も研究していますが、大体1600年ぐらいです。なぜ資本主義が西洋のある地域で生

まれたか、特にオランダやイギリスのプロテスタントの地域で生まれたのか。それから大航

第１章　講義録

おおさか市町村職員研修研究センター 41

第
１
章
　
講
義
録



海時代が繁栄してきて、アジアに進出できるようになりました。チューリップの球根が１株

何百万円で取り引きされたのは何なのか、まさに「株」への投機が1600年代のイギリスやオ

ランダで生まれました。そういう形でプロテスタンティズムと資本主義の成立は非常に大き

な関係があって、これはわくわくするテーマなのですが、取っておきましょう。

　この経済成長の中で市場化、産業化が進んでいきます。この図の右肩上がりの時期は、も

ちろん地域によって違います。主にヨーロッパを中心に考えると19世紀になってから急速な

経済成長をしていきます。都市化が進んでいきます。社会の構造はどうなるかというと、市

場化、産業化の時代になると、政府と市場が分離していきます。今まで家族も共同体も、宗

教も経済も、習慣としての法律も全部一体化した状況だったのが、経済が分離して、国民経

済がパワーアップします。都市の中で持続していた経済ではなくて、国民経済が成長してい

くのは『国富論』で有名なアダム・スミス以降です。その経済はプライベートな領域です。

私利私欲を追求すれば最終的にみんな豊かになると考えられていました。自己の利益を最大

化するための近道（方法）を見出すことが「合理性」であると、多くの人が信じるように 

なっていきました。これは今の新自由主義にもつながってきます。

　しかし、それでは世の中に凸凹が生まれてきます。負け組はのたれ死ねばいいのかという

話になるので、それは困ります。国民として守っていくためには稼いだ人、あるいは稼いだ

企業から税金を取り立ててプールして再配分しましょう。それをやるのが政府であり、行 

政、「公」の役割になっていきます。こうやって市場の私の部分と公の政府の部分が分離し

ていきます。分離しながら相互に補完する関係が19世紀の国民国家の時代を形成していきま

1
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図１

おおさか市町村職員研修研究センター

平成28年度「文化・芸術を活かしたまちづくり研究会」〜中間報告書〜

42



海時代が繁栄してきて、アジアに進出できるようになりました。チューリップの球根が１株

何百万円で取り引きされたのは何なのか、まさに「株」への投機が1600年代のイギリスやオ

ランダで生まれました。そういう形でプロテスタンティズムと資本主義の成立は非常に大き

な関係があって、これはわくわくするテーマなのですが、取っておきましょう。

　この経済成長の中で市場化、産業化が進んでいきます。この図の右肩上がりの時期は、も

ちろん地域によって違います。主にヨーロッパを中心に考えると19世紀になってから急速な

経済成長をしていきます。都市化が進んでいきます。社会の構造はどうなるかというと、市

場化、産業化の時代になると、政府と市場が分離していきます。今まで家族も共同体も、宗

教も経済も、習慣としての法律も全部一体化した状況だったのが、経済が分離して、国民経

済がパワーアップします。都市の中で持続していた経済ではなくて、国民経済が成長してい

くのは『国富論』で有名なアダム・スミス以降です。その経済はプライベートな領域です。

私利私欲を追求すれば最終的にみんな豊かになると考えられていました。自己の利益を最大

化するための近道（方法）を見出すことが「合理性」であると、多くの人が信じるように 

なっていきました。これは今の新自由主義にもつながってきます。

　しかし、それでは世の中に凸凹が生まれてきます。負け組はのたれ死ねばいいのかという

話になるので、それは困ります。国民として守っていくためには稼いだ人、あるいは稼いだ

企業から税金を取り立ててプールして再配分しましょう。それをやるのが政府であり、行 

政、「公」の役割になっていきます。こうやって市場の私の部分と公の政府の部分が分離し

ていきます。分離しながら相互に補完する関係が19世紀の国民国家の時代を形成していきま

1

― ―

NPO

cf. 

― 2009 p.157

図１

おおさか市町村職員研修研究センター

平成28年度「文化・芸術を活かしたまちづくり研究会」〜中間報告書〜

42

した。

　しかし、後期資本主義の最終段階の1970年代以降、情報化そして金融化がどんどん進展し

ていきます。モノを作っても売れない、飽和状態になったときに金融商品、デリバティブで

やっていくしかありません。この中でほとんど賭け、カジノ資本主義と言われますが、いか

がわしい形でしか資本主義は生き延びることができない状況になっていき、ついに2008年の

リーマンショックが起きます。一番大きなアメリカの金融が破綻し、それ以降は世界全体の

経済がフラットになっています。利率が0.0何％になったのは世界の歴史で初めてのことで

す。

　皆さんは私から見れば若いですが、私がまだ学生のころは、100万円を銀行に預けると翌

年には105万円とか106万円、利息が５～６万円、１年間に付きました。ですから、基金をつ

くってその利息を利用していろいろなことをやりましょうという、文化もそうでしたが、そ

ういう時代がありました。今は利子などはゼロですから、100万円に対して1,000円も付かな

いでしょう。そういう時代です。これは世界の歴史の中で全くない状況です。つまり、もう

資本主義は終わっているのです。終わっているのですが、延命させようと思って必死になっ

てカンフル剤を打ち続けている状況です。これをやり続けるとどんどん日本全体がやばくな

ります。多くの政治家も薬漬けになっているのです。

　この図でいうと、今わたしたちははこの台地上におります。つまり市場経済を超える領域

を早く考えなくてはいけない。「新しい公」や「新しい公共」を考えていかなくてはいけな

いのですが、経済発展をカンフル剤でやり続けると、どかんと落ち込む時期が早晩やってき

ます。崖から転落するような状況です。崖から転落しないように、どうやって低成長の時代

を生き延びるかが皆さんの世代の大きな課題です。本当に賢く考えていく必要があると思い

ます。

　文化政策の話に戻すと、功利主義的な文化政策にはプラス面とマイナス面があると思いま

す。アングロサクソンが功利主義を編み出したわけです。これにもいろいろな議論がありま

すので、あまり単純化できませんが、簡単に言うと、「役に立つものはいいものだ」、「役に

立つことはいいことだ」という話になります。では、役に立たないものは不要なのかとい

う、本当に怖い議論になってきます。ジョン・スチュアート・ミルという人が「最大多数の

最大幸福」と言いました。これも福祉にとって重要です。「最大多数の最大幸福」、「うわー、 

ウェルカム」と思うかもしれませんが、これも数字に還元すると最大多数の人が最大幸福を

得られればいいという理屈になる。数量だけの問題になってしまって、では、ごく一部の人

が不幸になるのにその人に手当てしなくてもいいのか、という問題は残されたままです。。

でも、全体が総量として幸福であればいいから、0.1％の部分は切り捨てられるということ

になっていきます。ですから、功利主義にはいい面もあるけれども、かなり怪しい、やばい

ものがあって、そういった功利主義的なアプローチを文化政策でも越えていく必要があると
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思います。

人間の中心的なケイパビリティ10のリスト
　ここから先が、最近、私が非常に痛感していることです。あまり知られていませんが、

マーサ・ヌスバウムという名前を聞いたことはありますか。京都賞を今度受賞しましたの 

で、もうそろそろ日本に来て講演されると思います。カナダやアメリカで活躍しており、今

はシカゴ大学の先生です。もともとはアリストテレス、ギリシャの哲学者の研究をしてい

た人ですが、その後アマルティア・センという厚生経済学者と出会ってから２人でケイパ

ビリティという研究を始めます。世界中を歩いて、貧困や紛争がなぜ起こるのか、そこで

は何が足りないのかを一生懸命考えた人がマーサ・ヌスバウムです。今は法律にもすごく

詳しくなってグローバルジャスティス、グローバルなレベルでの正義は何なのかを考えて

いる人です。LGBT（レズビアン（女性同性愛者）、ゲイ（男性同性愛者）、バイセクシュア 

ル（両性愛者）、トランスジェンダー（心と体の性の不一致））なども含めた新しい人権概念

も深く考察しています。

　そのマーサ・ヌスバウムが、『正義のフロンティア』という本を出しました。翻訳も立派

なものが２年前に出たので読むことができます。結構分厚い本です。その中の一番重要な部

分は、人間の中心的なケイパビリティをリストアップしたところです。ケイパビリティは本

当に訳が難しいので、このまま使うのがいいのではないかと思って、そのままにしています

が、簡単な言葉で言うと、「伸びしろ」みたいなものです。「潜在能力」と言う人もいます 

し、可能性の「可能力」と訳す人もいます。人間がもともと潜在的に持っているのに、その

能力が活かされないままで終わってしまう、そのことをどうにかして避けたい。そのために

はどういう条件や機能を整えればいいのかを考えたのが、このケイパビリティアプローチで

す。

　『正義のフロンティア』では、「人間の中心的なケイパビリティ10のリスト」が書かれて

います。最初の方（生命、健康）は、これまでの人権概念とほぼ同じです。身体、自分の体

は絶対に譲渡できないものです。人身売買はあってはならないことですが、例えばこの間 

フィリピンに行きましたが、そこでは平気で人身売買が行われています。きちんと住所登録

されていない、生まれがきちっと記録されない子どもたちがたくさんいるわけですから、昔

の言葉で差別語にあたるかもしれませんが、「間引き」されても分からない状況にあります。

アジアやアフリカでも、そのようなことはたくさんあります。

　しかし、人間にとって最低限重要なのは、一番基本的に重要なのは、自分の身体は侵すこ

とはできない、自分しか所有できないということです。これは人権保障の一番重要なことで

あり、特に生命に関して言うと、人生の通常の長さの最終まで生きられることは、やはり人

権に関わってきます。生物学的には100歳まで生きられるのであれば、100歳近くまで生きら
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れるような条件を整える。そのために身体の健康を保ち、飢えに悩むことなく、適切な栄養

を摂取し、清潔で適切な住居に住めること、国民の最低限度の文化的生活というのは日本国

憲法でも言われているわけで、ここもそれと同じ概念です。

　３番目では、比較的新しい人権も入ってきます。身体の不可侵のところで、場所の移動の

自由、これは本当に難しいです。今、難民問題がヨーロッパを騒がせていますが、これを制

限しようという動きが当然あります。ヨーロッパの中にいても、移動が自由になっているの

に、それが制限されるという状況が起きたということはどうなのか。それから、暴力的な攻

撃からの安全、さまざまなバイオレンス、ドメスティックなバイオレンスも含めてです。性

的な満足の機会と妊娠、出産における選択の機会を持つこと。これらをヌスバウムは挙げて

います。

　４番目（感覚・想像力・思考力）からは、文化政策とアート・マネジメントの課題になっ

てくると思っています。ヌスバウムという人はもともと文学や演劇もやっていた人で、役

者としても活躍した人なので、芸術にすごく理解が深いなと思います。読んでいきますと、 

「感覚を用いることができること」、当たり前のように思うかもしれませんが、私たちは本当

に感覚を用いて行動していますか、考えていますか。数字だけで判断していませんか。
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アート・マネジメントの大きな課題にしたいと思っています。

　５番目、感情のところです。「自分たちの外側にある物や人々に対して愛情を持てること。

愛すること、嘆き悲しむこと」ができる。当たり前かもしれないことです。嘆き悲しむ能力

を失う、絶望する能力を失ってしまう状況も世の中にはたくさんあります。「自らの感情的

発達が恐怖と不安によって妨げられない」こととありますが、ヌスバウムは世界中の貧困や

紛争の場面で、特に子どもたちと接してこういったことを感じたのだと思います。

　６番目、実践理性。すごく難しいです。カントが言っていることですが、「善の構想を形成 

し、かつ自らの人生の計画について批判的に省察することができること」。これは人間にとっ

て非常に重要な能力です。動物も自然との関わりの中で立派に生きているし、それは決して

おとしめることはできないのですが、人間だけが自分の人生について計画し、うまくいって

いるのか、もっと良い生き方があるのではないかと批判的に考察します。こういう生き方を

私たちもしているのかどうか、衝動的に生きている、欲望に駆られて生きているだけなので

はないか、ということを考えさせられます。

　７番目は連帯。これは社会を形成する社会的な動物である人間にとって重要なことです。

「他者と共に、そして他者に向かって生きること」。独りよがり、自己中心的ではいけないと

いうことです。「ほかの人間を認め、かつ彼らに対して関心を持ちうること。さまざまな形

態の社会的交流に携わりうること。他者の状況を想像することができること」。他者の状況

を想像することはできていますか。日常生活では難しいですね。家族のことは思います。し

かし赤の他人で苦しんでいる人のことを想像することができますか。

　例えば、昨年来ドイツに110万人のシリアの難民が入ってきています。その人たちの苦し 

み、どういう状況から逃げ出して怖い目に遭ってドイツまでたどり着いたのか、そういった

ことを想像することができるでしょうか。そういうことが想像できるということが重要であ

るし、そのためにアート、芸術がすごく重要です。

　「こうした形態の関係性を構成し育むさまざまな諸制度の保護」とありますが、これは文

化政策ですと「社会的な文化権」ということになります。「集会および政治的スピーチの自

由の保護」、これは「自由権的文化権」です。国家からの自由、政治権力からの自由です。

この両方が文化政策にとっても、一切の前提となる「自由」です。

　連帯Ｂは、「自尊と、屈辱を受けないことの社会的基盤を持つこと。そのために人種、性 

別、性的指向、民族性、カースト」これはインドの制度です。「宗教、出身国による差別が

ないように整備することが必要」である。世界を歩くとこういうことに直面します。

　８番目、ヌスバウムの自由の観点は動物、他の種との共生にも及びます。

　私たち人類が長生きできるように、自分が生き延びることができるように動物実験を繰り

返しています。動物を虐待しています。ペットショップなどでも買い手が見つからなかった

ら、その後は命を失われるわけです。こんな人間の都合、勝手気ままに動物が処理されてい
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いのかということも考えると、他の種との共生というのも新しい人権概念に入ります。人権

ではないですね。新しい正義、ジャスティスの概念です。

　９番目、遊びも重要です。「笑うことができる」。日本でも世界でも、心から笑えない状況

にいる人がたくさんいるわけです。ただ、行政の作文を見ると、「市民の笑顔」という表現

がよく出てきます。「文化薫る」なども、昔からありますが、私には違和感があります。そ

ういう情緒的なものと少し違うレベルのことを、ヌスバウムは問題にしています。

　10番目は自分の環境管理であり、政治的な管理と物質的な管理があります。これは財産の

問題です。本当に難しいです。後で少し話が出てきますが、財産の中でも私有財産というこ

とが、人類にとってどういう意味を持ってきたか。それをやはり根本的に考える必要がある

と思います。

社会的存在としての人間―ヌスバウムの出発点としての初期マ
ルクス
　ヌスバウムの出発点となったのが、若いころのマルクスの書いた本だということがだんだ

ん分かってきました。私はマルクスが書いたものは若いころはよく読んだのですが、ずっと

遠ざかっていました。しかし最近、やっぱりすごいなと、この年になってあらためて思うよ

うになりました。というのは、本当に世界のことをラディカルに考えていたのです。ラディ

カルとは、根本的に、根源的に考えていた。自然と人間との関係、人間と社会との関係、社

会と自然との関係を根源的に構想していたのです。、どうやって人間は自然と関わり、他者

と関わるのか、そしてその間に「労働」がある。その労働が本当に人間と社会を豊かにして

いるのかどうかを、若いマルクスは根本から考えた人です。つまり、当時、200年ぐらい前

の産業革命の後、労働を通じて人間はどんどん貧しくなっているのではないかという直感 

が、彼にはあったのです。「疎外された労働」という概念です。

　ですけど、職人の世界ではそんなことはない。例えば、今でも工芸をやっている人があり

ます。工芸、職人の中で手業で働いている人は技を磨いて、自分の技を通して作品を作る。

その作品が人々を喜ばせ、もちろん生活もできるのですが、やはり作品を通して自分もどん

どん技が磨かれていくのです。作る道具も自ら磨いていくわけです。そうやって生産するた

めに手段も磨き、自らも磨きながら、それによって生み出されたプロダクトが作品として輝

きを放つ。こういう工芸の世界、かつてあった職人の世界を考えたとき、産業革命以後の工

場労働者、特にベルトコンベアの歯車となって毎日単純労働をするような労働システムに追

いやられた人間の「疎外された労働」、労働が人間をますます貧しくしていく在り方を、根

本的に再検討する必要があるのではないかと思います。

　若いころのマルクスが考えたコミュニズムとは何か。日本では「共産主義」ですが、もう

手垢が付いている言葉なのでやめてほしいなと思うこともあります。コミュニズムは「共同
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体主義」と訳してもいいわけですが、「コミュニズムとは、自己疎外の根本原因である私有

財産を積極的に破棄する試み」である。「人間の力を通じて、人間のために、人間の本質を

わがものとする試み」がコミュニズムだということを1842～1843年のマルクスが書いていま

す。

　そして、「コミュニズムとは人間の完全な回復であり、社会的な人間の、つまり人間的な

人間の完全の回復である」。何か同じようなことを言っていて抽象的過ぎます。マルクスは

その後だんだん『資本論』に至る過程でこういう抽象的なことから、現実をどう正確に分析

するかに入っていくので、説得力は出てくるのですが、逆に『資本論』はこんな分厚いです

から、読みこなすのはすごく大変です。けれどもその原点になるようなことは、抽象的では

ありますが、まだ24歳ぐらいのマルクスが言っているのです。

　「コミュニズムは人間主義と自然主義とが完全に一体化したもの」である。コミュニズム

とは人間主義（ヒューマニズム）と自然主義（ナチュラリズム）とが完全に一体化したもの

と言っています。これは先ほどもお話しした共創（co-creative）と共生の思想の原点です。

そして「コミュニズムは人間と自然との抗争、人間と人間との抗争を真に解決するもの」で

ある。

　これが1844年に書いた『経済学・哲学草稿』の中の言葉です。「社会そのものが人間を人

間として生産するとともに、逆に、社会が人間によって生産される」とマルクスは言ってい

ます。

　そして「社会的な人間によって初めて、自然の人間的本質が人間をつなぐ絆として、自分

と他者とが互いに出会う場として、人間の現実の生きる場として自覚され、自らの人間的な

生活の基礎として自覚される」。後でまたじっくり読み直してください。今は時間がないの

で読むだけにします。

　そして社会とは、ゲゼルシャフトとは、「人間と自然とをその本質において統一するもの

であり、自然の真の復活であり、人間の自然主義の達成であり、自然の人間主義の達成であ

る」。一言で言うと、「社会が自然と人間との和解と一体化を実現する」。離れてしまった自

然と人間とを社会が和解させ、そして自然と人間とを一体化させてくれる。それが社会なの

だということです。私たちが考えている社会の概念とは全然違います。非常にピュアな社会

に対するコンセプトを、このころのマルクスは持っていたと思います。

　さらに最後のところですが、私が注目したいのは、こういうことを言っています。1844年、

マルクスが24歳のときです。「世界にたいする人間的な関係の一つ一つ、見る、聞く、嗅ぐ、

味わう、感じる、直観する、感じ取る、意志する、活動する、愛する等々が対象としての現

れ方や対象との関わり方において、対象をわがものとする働きである」。

　先ほどの職人の手業を考えてください。そういう労働の在り方が人類全体に普及したとし

たら、世界は全然変わったものになっているだろうと考えたわけです。工場労働、ベルトコ
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ンベアの歯車になっている労働者と職人の仕事とどこが違うのか。もし職人のように、労働

が人間を豊かにし、自然から得られた生産物に磨きを掛け、そして他者とのつながりをつく

るとしたら、労働はどれだけ重要なものとなるのか。社会をつくるものとしての労働がどれ

だけ重要なのか。

　そのときに大切なのは、五感から出発することです。感じることです。聞くとか、見ると 

か、嗅ぐとか、味わうとか、こういった能力をフルに発揮して、労働を通して人間が自然と

関わるときに、そこ出来上がったものはまさにプロダクトではなくて、「作品」だと言うの

です。その作品は芸術には残されていて、それ以外はそういう作品としてのプロダクト、人

間のプロダクトは絶えて久しい。ですから、芸術家が生み出すプロダクトと同じような作品

として、全ての人が世界と関わり、他者と関わることができたとしたらどんなに素晴らしい

社会がつくられるのかを、170年前にマルクスは見抜いていたのです。その出発点は感覚、

感性ということです。

　「直接に他人となされる活動が、私の生命が発現する一器官となり、私の人間的生活を獲

得する一方法となる」。

　「社会的人間の持つ感覚は、非社会的人間の持つ感覚とは別のものある」。非社会的な人

間として先ほどにも例に挙げた、一方では新自由主義者、資本の奴隷である新自由主義者の

ことを考えみてください。他方では、とても虐げられた、現在の飢えている紛争地の難民の

こと考えてください。両方とも非社会的な状況に置かれているわけですが、その人たちの感

覚と、先ほど職人の話をしましたが、あるいは芸術家の話をしましたけれども、そういった

社会的人間の持つ感覚とは全然違う。世界の現れ方が全然違うということを考えてみてくだ

さい。

　実はワーグナーはマルクスと同じ時代に芸術家として活動していました。ワーグナーはマ

ルクスとほぼ全く同じことを考え、それだけでなく実践しました。これを作品として残し、

自分の総合芸術を通して社会を変えていくことを実践したのがワーグナーでした。両方とも

フォイエルバッハという思想家から出発しました。「人間にとって重要なのは頭ではなく、

考えることから出発するのではなくて、思想ではなくて、全て感じることだ。人間は感じる、

世界を感じ取る存在である。そこが全ての出発点だ」ということを強調したのがフォイエル

バッハです。それをさらに発展させたのが、一方ではマルクスです。他方では芸術家として

のワーグナーです。ここがすごく面白いところかなと思っています。

　「五感の形成はこれまでの世界史全体において成し遂げられた成果」ということです。19

世紀のヨーロッパの中で、人間の感性は、一方では芸術家としては研ぎ澄まされているので

すが、他方では労働者として抑圧されて、疎外されていました。その分離、分断された状況

をトータルにマルクスは変えていこうと考えたのだと思います。

　最後のところはかなりラディカルな、根本的、根源的な問題なので、全部消化できないと
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思います。頭の片隅に置いておいてもらって、これからまだ２年ぐらい研究会は続きますの

で、具体的な場面で、そのことに触れられればいいなと思います。
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第３回「芸術文化における地域の活性化
―NPO法人DANCE BOXの活動を通じて―」

　　　　　　　　　　　　　　　　　日時　2016年９月30日（金）14：00～17：00

　　　　　　　　　　　　　　　　　場所　マッセOSAKA　第１研修室

　　　　　　　　　　　　　　　　　講師　大谷　燠　氏（NPO法人 DANCE BOX代表）

　私は、芸術文化による地域の活性化はどこか上から目線のような気がして、本当にできる

かどうかは疑った方がいいと思いながら取り組んでいます。アートが一つの手段になってい

かないように、本質を見失わないように活動していこうと思っています。

DANCE BOXの沿革
　DANCE BOXは長田に移って８年目になります。もともとDANCE BOXを始める前に、

OSAKA DANCE EXPERIENCEというものを行っていました。私はずっと若いとき、舞踏

というジャンルのダンスで、どちらかというと板の上に上がっていた人間です。そのときに

出会った大野一雄さんや、山海塾というグループの岩下徹さんをフェスティバル形式で呼ん

で、舞踏を再考しようと６回開催しました。関西を中心に活動する20～30代の若いダンスアー

ティストたちが興味をもってくれて、そこで私たちが出会う中でDANCE BOXが誕生した

わけです。

　基本的には100人程度収容できる劇場を運営しながら、国際交流事業、地域連携事業、福

祉関連事業、人材育成事業、AIR（Artist In Residence）事業、教育事業を展開しています。

これらは必ずしもそれだけが独立して存在する考え方ではなくて、私はメッシュワークと呼

んでいるのですが、各事業が複合的に絡み合いながら進行しています。例えば国際交流事業

で海外のアーティストを神戸の劇場に招へいし、公演してもらうのは当たり前ですが、その

アーティストが地元の小学校や高校でワークショップを行うと教育事業となります。

　バブル時に建った大阪のビルの中に、民間劇場のTORII HALLがあったのですが、私は

そこのプロデューサーをしていたこともあって、その中でダンスの企画を始めました。とこ

ろが、バブル崩壊で劇場の運営が難しくなり、劇場そのものは残ったのですが、プロデュー

サーの私が辞めることになりました。同時期には、扇町ミュージアムスクエアや、大阪の専

門学校が開いたスペースゼロ、近鉄アート館といった劇場も閉鎖しています。

　そんな折、大阪市からお誘いがありました。今はなきフェスティバルゲートは、ビルの中

をジェットコースターが通るとても奇妙で斬新なアミューズメント施設でした。ちょうどユ

ニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）のオープン前年にでき、１年目は何とかやってい

けましたが、USJのオープンによってだんだんはやらなくなりました。当時は、関西の遊園
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地は「ひらかたパーク」以外ほぼ全滅した時代です。そうして空き店舗が増えていったた 

め、空いた空間を使ってアートで活性化できないかと大阪市が考えました。当時の大阪市に

は「芸術文化アクションプラン」というものがあって、評価の定まっていない芸術文化をこ

そ行政は支援すべきであると考えていました。

　ここでは、コンテンポラリーダンスを中心として活動するDANCE BOX、メディアアー

トを中心に活動しているremo、現代音楽を中心に活動しているビヨンドイノセンス、ど

ちらかというとコミュニティアートの分野で活動しているcocoroomという四つのアート系

NPOが空き店舗を改装して、それぞれ活動を展開していました。当時は国内外のいろいろ

なアート関係者が連日見学に来ていて、新しいアートセンターの形として期待されていたの

ですが、残念ながら行政の経済的理由だと思いますが、退去せざるを得ないことがありまし

た。

　ただ、このときに面白いと思ったのは公設置民営というスタイルだったことです。開設し

たのは、指定管理者制度ができる前年の2002年でした。行政が場所を用意し、焼鳥屋だった

場所をそのまま改装したわけです。公設置民営は、場所代や水道光熱費は大阪市が負担する

代わりに、そこを運営するための予算は一切出さないスタイルです。

　例えば、スタッフは当時４人だったのですが、４人の給料がどこからも出ない中で給料を

作っていかなければならないしんどさはありました。だから、企画を制作するための助成金

を申請するなどして、みんなの給料を払っていました。今年で20年ですが、それをずっと繰

り返しています。だから、現在スタッフは10人いますが、10人の給料が来年４月以降どうな

るかは、その年の秋の終わり頃にようやく分かり始めるので大変です。

　しかし、逆に自由度があります。指定管理者制度は不自由な面がいろいろとあって、お金

の出し入れに関してもそうですし、予算もどんどん減っていますが、私たちがゼロからやっ

ている頃と比べると全く恵まれていると思いますし、そこで働く人たちの最低限の給料は保

証されています。私たちの今の活動につながっているのは、自由度を選んだ要素が強いと思

います。

　DANCE BOXが始まるのは1996年ですが、2002年にフェスティバルゲートに移って、大

阪市と協働することで法人化します。このときに、DANCE BOXは、ダンス芸術の「自己

表現の力」「コミュニケーションを創る力」「国際性」を現代社会に生かし、住民がより豊か

な生活を享受できる環境をつくること、またダンスを通じて豊かな感性を持つ子どもの育成

および人と自然が共生できる文化的なまちづくりの推進を図ることをミッションとしまし

た。つまり、「まちづくり」という言葉が入ってくるわけです。

　NPOの定款を作るときに、幾つかこの言葉を選んでくださいという項目があり、それを

組み合わせて書いてあります。正直言って、当時は今のようにまちづくりや地域社会との協

働をあまり考えていなかったような気がします。このときは書いてしまったという感じだっ
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たのですが、後に実現されることになっていくのは不思議なものだなと思っています。

　2002年にフェスティバルゲートで公設置民営の形でArt Theater ｄＢが始まるわけです

が、残念ながら５年で撤退することになりました。当時は關淳一さんが市長だったのですが、

彼は個人的にも私たちの活動に対し一定の評価をしていました。それで、取りあえず暫定的

に空いている場所を探していただいて、新大阪の元東淀川勤労者センターに移転しました。

そこは会議室の集合体ですので、劇場機能は全く持っていません。フェスティバルゲートの

劇場を作ったときの予算は自分たちで調達しましたが、そのとき設置した床板も持ってこら

れなかったので、結局は会議室で活動することになりました。

　例えば100人ほど収容できる劇場でも、照明の灯体は大体100灯以上あります。しかし、会

議室の場合、電池の容量の問題があって５灯ぐらいしか使えません。ここで公演したとき

も、電気の灯体を持ってダンサーに当てながら乗り越えてきたわけですが、ここだからこそ

出来上がった作品もあります。ここはアートセンターの実験的な場所の一つとして、いろい

ろなアーティストが使える場所に成長させようとの思いがあったのですが、市長の交代など

によって１年で中断してしまいました。

　そうこうするうちに神戸に来ないかというお誘いを受けました。神戸市が文化創生都市宣

言をしたことと、ユネスコ創造都市ネットワークのデザイン都市に認定されたことも恐らく

背景にあったと思います。フェスティバルゲートを閉めるとき、「文化政策とは何か」「地域

とアートとは何か」などをテーマに、いろいろなシンポジウムを４回開催したのですが、全

回聞きに来てくれていた１人の神戸市職員が熱烈に応援してくれて、「神戸に来てください」

と言うので、新長田のもともとライブハウスだった場所を改装して、劇場を作りました。

　神戸市には九つの区がありますが、劇場のある長田区は最も面積が狭くて人口も少なく、

人口密度が最も高い区です。在日外国人が多く、特に在日アジアの人たちが多いです。それ

から、阪神・淡路大震災で特に火災の被害が大きかった地域という特徴を持っています。そ

こで、例えば在日の人が多いことや震災で大きな被害を体験したことを、ある種の文化的資

源として捉え直していこうと思ったのです。

　現在のヨーロッパは移民・難民の問題が大変なことになっていますが、世界をいろいろ見

てみると、いろいろな人が流入してくる中で、時にそれぞれのアイデンティティを認め合っ

て共生・共創していく上では、芸術や文化は大きな力を発揮すると考えています。だから、

新長田が持っている特徴は、ここで劇場を運営していく上でとても面白いものになる予感が

しました。

国際交流事業
KOBE-Asia Contemporary Dance Festival

　実際の事業では、国際交流事業としてKOBE-Asia Contemporary Dance Festivalを2001
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年から８回開催しています。神戸に来てからは３回開催しました。今までに中国や台湾、韓

国、香港、インドネシア、シンガポール、タイ、インド、マレーシア、フィリピン、日本の

11カ国・地域が参加しました。初めは、海外のアーティストを招へいして、公演して、鑑賞

事業として見ていただいて、ワークショップを開くという形で展開していたのですが、特に

神戸に来てからはDANCE BOXで作品を制作していきたいと考え、「つくる劇場」を目指す

ためのフェスティバルにしたいと思い始めました。

　最初の年の「Tri-K」というプログラムは、香港のディック・ウォンさんと、アーティス

トグループ「ダムタイプ」のダンサーである川口隆夫さん、役者の今泉浩さんの３人による

公演です。３人ともゲイなのですが、ゲイの人たちが東京の森下スタジオとDANCE BOX

で作品を作って発表しました。

　あるいは、アーティスト同士ではなく、地域住民とアーティストが一緒に作品を作ってい

くこともあります。山賀ざくろさんという前橋のアーティストが、ウエスト80cm以上の男

性からなるコーラス団「ビッグ腹ダイス」とコラボレーションしたこともありました。

　昨年１月には四つのプログラムを実施しました。全てDANCE BOXの制作によるもので

す。劇団維新派という大阪で最も集客力のあった老舗の劇団を主宰し、残念ながら今年亡く

なった演出家の松本雄吉さんは、パフォーマーとして出るのはこのときが数十年ぶりでした。

ベトナム人とのハーフで、映像を中心とした超売れっ子の現代美術アーティストであるジュ

ン・グエン・ハツシバさん、それからコンテンポラリーダンサーの垣尾優さんと共に、「ヌッ

クビエン」という作品を作りました。ベトナム語で「海の水」という意味です。この映像を

今年10月12～29日、DANCE BOXと京阪電車と大阪大学の３者で共同運営しているアート

エリアＢ１というアートスペースで公開します。

　この作品だけ少し説明すると、劇場にお客さんが入っても演者は誰もいません。金だらい

と小さな器がたくさん置かれているだけで、後ろのスクリーンに映像が映っています。劇場

から歩いて７～８分のところに長田港があります。３人の演者はそこへ行って海水をバケツ

でくみ上げ、劇場まで運んできます。その映像を延々と劇場内のスクリーンに映していて、

最後は劇場の階段を上がって彼らが登場し、その海水をたらいに入れます。それをお客さん

が順番に移していくのです。

　人間の体液と海水の成分は実は同じであることや、ハツシバさんの考え方には仏教的な理

念があって、輪廻転生や循環について松本さんがハツシバさんにインタビューする形で語ら

れている中、お客さんたちが海水を移動させます。最後はお客さんが小さな器をそれぞれ持っ

て、港まで行って海に返します。その後、東京都立現代美術館でこの作品が上演されました。

劇場で作った作品が別の劇場や美術館で上演される構図が最近でき始めています。

　岡田利規さんはチェルフィッチュという劇団の作家・演出家です。タイの古典仮面舞踊劇

のダンサーでもあるピチェ・クランチェンさんはコンテンポラリーダンスの振付家で、ダン
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国、香港、インドネシア、シンガポール、タイ、インド、マレーシア、フィリピン、日本の

11カ国・地域が参加しました。初めは、海外のアーティストを招へいして、公演して、鑑賞

事業として見ていただいて、ワークショップを開くという形で展開していたのですが、特に

神戸に来てからはDANCE BOXで作品を制作していきたいと考え、「つくる劇場」を目指す

ためのフェスティバルにしたいと思い始めました。

　最初の年の「Tri-K」というプログラムは、香港のディック・ウォンさんと、アーティス

トグループ「ダムタイプ」のダンサーである川口隆夫さん、役者の今泉浩さんの３人による

公演です。３人ともゲイなのですが、ゲイの人たちが東京の森下スタジオとDANCE BOX

で作品を作って発表しました。

　あるいは、アーティスト同士ではなく、地域住民とアーティストが一緒に作品を作ってい

くこともあります。山賀ざくろさんという前橋のアーティストが、ウエスト80cm以上の男

性からなるコーラス団「ビッグ腹ダイス」とコラボレーションしたこともありました。

　昨年１月には四つのプログラムを実施しました。全てDANCE BOXの制作によるもので

す。劇団維新派という大阪で最も集客力のあった老舗の劇団を主宰し、残念ながら今年亡く

なった演出家の松本雄吉さんは、パフォーマーとして出るのはこのときが数十年ぶりでした。

ベトナム人とのハーフで、映像を中心とした超売れっ子の現代美術アーティストであるジュ

ン・グエン・ハツシバさん、それからコンテンポラリーダンサーの垣尾優さんと共に、「ヌッ

クビエン」という作品を作りました。ベトナム語で「海の水」という意味です。この映像を

今年10月12～29日、DANCE BOXと京阪電車と大阪大学の３者で共同運営しているアート

エリアＢ１というアートスペースで公開します。

　この作品だけ少し説明すると、劇場にお客さんが入っても演者は誰もいません。金だらい

と小さな器がたくさん置かれているだけで、後ろのスクリーンに映像が映っています。劇場

から歩いて７～８分のところに長田港があります。３人の演者はそこへ行って海水をバケツ

でくみ上げ、劇場まで運んできます。その映像を延々と劇場内のスクリーンに映していて、

最後は劇場の階段を上がって彼らが登場し、その海水をたらいに入れます。それをお客さん

が順番に移していくのです。

　人間の体液と海水の成分は実は同じであることや、ハツシバさんの考え方には仏教的な理

念があって、輪廻転生や循環について松本さんがハツシバさんにインタビューする形で語ら

れている中、お客さんたちが海水を移動させます。最後はお客さんが小さな器をそれぞれ持っ

て、港まで行って海に返します。その後、東京都立現代美術館でこの作品が上演されました。

劇場で作った作品が別の劇場や美術館で上演される構図が最近でき始めています。

　岡田利規さんはチェルフィッチュという劇団の作家・演出家です。タイの古典仮面舞踊劇

のダンサーでもあるピチェ・クランチェンさんはコンテンポラリーダンスの振付家で、ダン
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サーとしても世界的に活動している人です。曽田綾子さんは現代美術の作家で、糸から造形

した作品を作ります。そういった３人のコラボレーションもありました。

　また、スカイチャーチというフィリピンのハードロックバンドを呼びました。Contact 

Gonzo とセッションしました。Contact GonzoはもともとDANCE BOXのスタッフだった塚

原悠也が作ったグループなのですが、痛みの美学ということでけんかをパフォーマンスにし

ていて、１年のうち３分の１は海外公演をしている超々売れっ子になりました。西光祐輔さ

んという写真家にマニラへ行ってもらって、マニラで散髪しながら、スカイプでこのパフォー

マンスに参加することを試みたりもしました。とても実験的な試みです。100人収容の劇場

なので、そういう実験的なことが可能だと思っています。鑑賞やワークショップからだんだ

んオリジナルの作品づくりに変わっていきました。

　AIR事業は随分前からやっていて、2003年にBe-Wonderという当時30歳ぐらいのオランダ

の女性振付家・演出家が、大阪の新世界の劇場のある場所に１か月滞在して、70歳以上の高

齢者の話を聞き取りながら、それを作品化していきました。記録したものを映像として流す

と同時に、実際に高齢者たちを舞台に上げて、このときは「Garden of EROS（愛の庭）」と

いうテーマだったのですが、自分の愛する人はもう亡くなっているかもしれない、あるい

は現役で恋愛しているかもしれないけれども、その人たちに舞台上で手紙を書くというパ

フォーマンスをしてもらいました。

ｄＢ international works

　KOBE-Asia Contemporary Dance Festivalは、どうしてもアジアへのシフトが大きくな

ります。そこで、それ以外の海外アーティストからのプレゼンテーションがあったり、出会っ

たりしたときに少し自由な枠組みを作りたいと思い、ｄＢ international worksを不定期的

に実施しています。

　「ローザス」というベルギーの有名なダンスカンパニーを立ち上げた日本人メンバーの池

田扶美代さんがソロでパフォーマンスしたり、北村明子さんという日本の振付家とミロトさ

んというインドネシアの振付家がコラボレーションしたりもしました。

　イスラエルのアルカディ・ザイディスさんというダンサーも公演しています。イスラエル

はダンスにとても力を入れている国です。戦争をしている一方で、文化にも力を入れている

という国家的な戦略があって、非常にコンテンポラリーダンスに力を入れています。私が実

際にテルアビブに行って、スザンヌデラルセンターというダンスを中心としたアートセン

ターでいろいろな方とお会いしたときにアルカディさんと出会い、来日を呼び掛けました。

　この人は３～４回呼んでいるのですが、イスラエルだけを呼んで、パレスチナの人を呼ん

でいなかったので、ずっと心の中に気持ちの悪いものが残っていました。パレスチナにコン

テンポラリーダンスをやっている人など本当にいるのか分からないまま探したのですが、全
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く引っかかりません。そうしたときにアルカディさんが「実はパレスチナのダンサーと作

品を作るのだ」と言うので、その映像を送ってもらったらとても面白かったので、DANCE 

BOXが日本での初演になりました。

KABAWIL

　「KABAWIL」は藤野先生と一緒にさせていただいた青少年交流事業です。プロフェッ

ショナルではなく、ティーンエージャーが中心です。ドイツのデュッセルドルフの学生と神

戸の学生が５日間、演劇とダンスと音楽の三つのジャンルでワークショップを共にしながら

ショーケース的な短い作品を作るものです。異文化理解を深め、「Virtual Identity（仮想の

中の自己存在証明）」がテーマでした。５日間はとても短い時間でしたが、とてもいい事業

になったと思います。

　一つだけ事例を紹介すると、「黒柳徹子の部屋ごっこ」というものがありました。黒柳徹

子さんとゲストがいて、一人はゲストの身振りをまねする影武者のような人を設定します。

例えば黒柳さん役がドイツ人なら、ゲストは日本人です。お互いに英語は使わず、ドイツ語

と日本語で話します。だから、お互いに言葉は通じないので、身振り手振りで話をしていき

ます。ワークが終わった後、どんなことを話していたかを聞くと、８割ぐらいは当たってい

るのです。いかに身振りや手振りや表情で伝わるかということが面白く、「黒柳徹子の部屋

ごっこ」は最終的に、オノマトペ（擬音語や擬態語）だけで会議をするという作品になりま

した。

AIR事業

　AIRが文化庁の事業として始まったのは2011年です。毎年海外に公募して招へいするので

すが、テーマを決める年もあれば、割と自由に公募するときもあって、大体100～200組の応

募があります。そこから選ばれるのは３組程度です。選ばれると、短い人で１か月、長い人

で３か月ほど滞在してもらうケースもあるのですが、地域のアーティストや住民と交流しな

がら作品を制作します。

　いろいろな形で地域住民との交流もあります。例えばティファニー・チュンというベトナ

ム系アメリカ人は、滞在中に阪神・淡路大震災で被災した人たちの話を聞いて回り、その言

葉の中から主として美しい言葉をピックアップして詩集を作りました。住民とティファニー

との共同制作の形で、日本語と英語で書かれています。その言葉からインスパイアされたも

のをティファニーが絵として描いています。と同時に、ティファニーの撮影で新長田の写真

集を出しました。

　海外アーティストが来たときには必ず、地元の小学校の授業に参加してもらっています。

DANCE BOXのすぐそばにある真野小学校では、美術作家でもあるティファニーにドンホー
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く引っかかりません。そうしたときにアルカディさんが「実はパレスチナのダンサーと作

品を作るのだ」と言うので、その映像を送ってもらったらとても面白かったので、DANCE 

BOXが日本での初演になりました。

KABAWIL

　「KABAWIL」は藤野先生と一緒にさせていただいた青少年交流事業です。プロフェッ

ショナルではなく、ティーンエージャーが中心です。ドイツのデュッセルドルフの学生と神

戸の学生が５日間、演劇とダンスと音楽の三つのジャンルでワークショップを共にしながら

ショーケース的な短い作品を作るものです。異文化理解を深め、「Virtual Identity（仮想の

中の自己存在証明）」がテーマでした。５日間はとても短い時間でしたが、とてもいい事業

になったと思います。

　一つだけ事例を紹介すると、「黒柳徹子の部屋ごっこ」というものがありました。黒柳徹

子さんとゲストがいて、一人はゲストの身振りをまねする影武者のような人を設定します。

例えば黒柳さん役がドイツ人なら、ゲストは日本人です。お互いに英語は使わず、ドイツ語

と日本語で話します。だから、お互いに言葉は通じないので、身振り手振りで話をしていき

ます。ワークが終わった後、どんなことを話していたかを聞くと、８割ぐらいは当たってい

るのです。いかに身振りや手振りや表情で伝わるかということが面白く、「黒柳徹子の部屋

ごっこ」は最終的に、オノマトペ（擬音語や擬態語）だけで会議をするという作品になりま

した。

AIR事業

　AIRが文化庁の事業として始まったのは2011年です。毎年海外に公募して招へいするので

すが、テーマを決める年もあれば、割と自由に公募するときもあって、大体100～200組の応

募があります。そこから選ばれるのは３組程度です。選ばれると、短い人で１か月、長い人

で３か月ほど滞在してもらうケースもあるのですが、地域のアーティストや住民と交流しな

がら作品を制作します。

　いろいろな形で地域住民との交流もあります。例えばティファニー・チュンというベトナ

ム系アメリカ人は、滞在中に阪神・淡路大震災で被災した人たちの話を聞いて回り、その言

葉の中から主として美しい言葉をピックアップして詩集を作りました。住民とティファニー

との共同制作の形で、日本語と英語で書かれています。その言葉からインスパイアされたも

のをティファニーが絵として描いています。と同時に、ティファニーの撮影で新長田の写真

集を出しました。

　海外アーティストが来たときには必ず、地元の小学校の授業に参加してもらっています。

DANCE BOXのすぐそばにある真野小学校では、美術作家でもあるティファニーにドンホー
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というベトナムの木版画を刷る授業をしてもらいました。長田区は在日コリアンが最も多 

く、その次に多いのがベトナム人です。日本の中でベトナム人の人口密度が最も高いのが長

田区です。古くは1960年代後半にボートピープルとして流れ着いた人もいます。その後どん

どん来たのは、長田にベトナムのコミュニティがあるからで、困ったことがあればいろいろ

な相談ができるし、ケミカルシューズ産業の仕事もあります。小学校の子は２世や３世です

から、日本で生まれた子です。彼らは日本語は上手ですが、ベトナムの文化について全く知

らないので、こうした機会にベトナム文化に触れてもらいました。

　フィリピンのアヴァという振付家は、地元小学校にフィリピン出身の小学生がいるので、

彼らがフィリピンの伝統的な舞踊を運動会で披露することになり、教えに行ったことがあり

ました。

地域連携事業
コンテンポラリーダンス in 新長田

　いろいろな事業がメッシュワークのように絡み合っています。「コンテンポラリーダンス 

in 新長田」は、街を劇場化することで、街の地域資源（歴史、建造物、風景、人物）とダ

ンスをコネクトし、双方の魅力を引き出す試みです。地域の人にとっては新しいダンスの発

見や驚き、若いアーティストとの出会いがあります。地域外の人にとっては、街の魅力の発

見につながります。2009年８月、神戸に移ってすぐに実施しました。DANCE BOXの劇場

のすぐ近くの大正筋商店街で、地域外から150人、地元の人50人ほどが鑑賞しました。

　六つある商店街でもシャッターが閉まっているお店がたくさんあります。中でも六間道商

店街は、昔はとてもはやったそうですが、今はかなり廃れていて、地元の人に聞くと結構ガ

ラが悪くて有名だったので、少し激しい金粉のダンスを入れたりもしました。

　屋外空間だけでなく、一般民家や市場の中、公園などでもダンスをしました。ダンスを点

在化させて、劇場の中ではなく、いろいろな所でダンスが起こり、それを見ている状況を 

「コンテンポラリーダンス in 新長田」で作りました。

新長田ダンス事情（仮称）

　次に「新長田ダンス事情（仮称）」です。2009年から始めて、昨年終了しました。５年間

続けてきた事業です。宮本博史さんという映像作家と一緒に実施しました。私がやっている

のはコンテンポラリーダンスというジャンルですが、このダンスを説明するには１時間ぐら

いかかります。でも、地域の中にはいろいろなダンスがあります。同じ踊ることに関して、

地域の中にあるダンスと出会って対話して、それをプレゼンテーションして、何らかの形に

していく形で始めたプログラムです。

　沖縄や奄美出身の人が多いので、神戸奄美会館で奄美の踊りを記録したり、神戸では婦人
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会ににらまれると何もできないぐらい婦人会がとても強い力を持っているとお聞きし、真陽

婦人会の盆踊りも取材しました。それから、花柳流のお師匠さんである花柳五三輔さんや上

田能楽堂、それから神戸の高校のダンスは非常にレベルが高く、特に神戸野田高校は全国大

会で１位に当たる文部科学大臣賞を取っていて、そういう高校が劇場のすぐそばにあるわけ

です。こういうところにとにかく出掛けて出会うことによって、関係性を作っていきました。

　アウトプットとしては、取材した映像を展示したり、KOBE-Asia Contemporary Dance 

Festivalのようなプロフェッショナルなダンスが行われるところに地元のダンスを入れたり

しました。

　最後の年は、１日目にそれまで参加した幾つかのダンスグループや個人の稽古場に行って

ダンスを鑑賞し、２日目は５年間に参加してくれたダンサーたちをみんな劇場に集めて、演

出家を入れて、一つの作品をつくるということをしました。

　１日目は、野田高校ダンス部の稽古を見に行ったり、「シュイガンゴー」というミャンマー

料理のお店では、ミャンマー人の奥さんが料理を出しながら時々踊りをしているので、店の

中で踊っていただいて鑑賞したりしました。

　２日目は、一般のお客さまはもちろんですが、今まで出た人が全員劇場に集まって、５年

間の集大成として踊りの作品を作りました。奄美の踊りでは、うちの若いダンサーが実際に

奄美大島まで行って、明け方まで話を聞きながら踊る中で、形だけでなく精神性のようなも

のもきちんと学びながら踊りました。

　最終的に、海外からプレゼンターと呼ばれるディレクターがたくさん訪れて日本の舞台芸

術を買っていく東京芸術見本市（TPAM）で、「新長田ダンス事情（仮称）」が作品として

選ばれたのです。面白かったのは、奄美のおばちゃんと「シュイガンゴー」のお母ちゃんと

韓国・朝鮮舞踊の２人組を連れて行ったのですが、海外のプレゼンターがいる中で、神奈川

芸術劇場（KAAT）の舞台に畳を敷いてお茶の間を作り、そこでみかんを食べたりお茶を

飲んだりしながら踊る見せ方をしました。

高校生ダンスプロジェクト

　次に、高校生ダンスプロジェクトです。神戸の高校ではダンスが盛んなのですが、ある種

競技ダンスのようになっているところがあって、例えばなぜ高校生が「楊貴妃」というテー

マで踊るのだろう、リアリティがないなと思うのです。

　そこで、余越保子さんというニューヨークで活動している振付家を呼びました。彼女は

ニューヨークの高校生に作品を振り付けているのですが、神戸の高校生に振り付けたいとい

うので呼びました。衣装もブロードウェイでデザインしている衣装家に頼みました。だから、

結構時間とお金を掛けたのです。

　日本の高校では、セクシャリティに対する問題がすごくタブーで、なかなか扱えません。
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です。こういうところにとにかく出掛けて出会うことによって、関係性を作っていきました。

　アウトプットとしては、取材した映像を展示したり、KOBE-Asia Contemporary Dance 

Festivalのようなプロフェッショナルなダンスが行われるところに地元のダンスを入れたり

しました。

　最後の年は、１日目にそれまで参加した幾つかのダンスグループや個人の稽古場に行って

ダンスを鑑賞し、２日目は５年間に参加してくれたダンサーたちをみんな劇場に集めて、演

出家を入れて、一つの作品をつくるということをしました。

　１日目は、野田高校ダンス部の稽古を見に行ったり、「シュイガンゴー」というミャンマー

料理のお店では、ミャンマー人の奥さんが料理を出しながら時々踊りをしているので、店の

中で踊っていただいて鑑賞したりしました。

　２日目は、一般のお客さまはもちろんですが、今まで出た人が全員劇場に集まって、５年

間の集大成として踊りの作品を作りました。奄美の踊りでは、うちの若いダンサーが実際に

奄美大島まで行って、明け方まで話を聞きながら踊る中で、形だけでなく精神性のようなも

のもきちんと学びながら踊りました。

　最終的に、海外からプレゼンターと呼ばれるディレクターがたくさん訪れて日本の舞台芸

術を買っていく東京芸術見本市（TPAM）で、「新長田ダンス事情（仮称）」が作品として

選ばれたのです。面白かったのは、奄美のおばちゃんと「シュイガンゴー」のお母ちゃんと

韓国・朝鮮舞踊の２人組を連れて行ったのですが、海外のプレゼンターがいる中で、神奈川

芸術劇場（KAAT）の舞台に畳を敷いてお茶の間を作り、そこでみかんを食べたりお茶を

飲んだりしながら踊る見せ方をしました。

高校生ダンスプロジェクト

　次に、高校生ダンスプロジェクトです。神戸の高校ではダンスが盛んなのですが、ある種

競技ダンスのようになっているところがあって、例えばなぜ高校生が「楊貴妃」というテー

マで踊るのだろう、リアリティがないなと思うのです。

　そこで、余越保子さんというニューヨークで活動している振付家を呼びました。彼女は

ニューヨークの高校生に作品を振り付けているのですが、神戸の高校生に振り付けたいとい

うので呼びました。衣装もブロードウェイでデザインしている衣装家に頼みました。だから、

結構時間とお金を掛けたのです。

　日本の高校では、セクシャリティに対する問題がすごくタブーで、なかなか扱えません。
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例えば余越さんがアメリカで作った作品は、高校生売春の話や高校生が妊娠してしまう話が

どうしても出てきます。神戸の高校生のリアリティはどこにあるのかということをいろいろ

な形で聞いていくのですが、学校側から結構駄目が出ます。例えば六甲山に彼氏とドライブ

に行って、たばこを吸ったという話だと、「たばこを吸っては駄目だから、コーラを飲んだ

に変えてください」と言われたりすることが多かったのです。振付家も投げそうになりまし

たが、高校生の思いが強く、最終的には本当にいい舞台になりました。これに参加していた

野田高校と芦屋学園高校の生徒2人が、「国内ダンス留学＠神戸」の今年の新入生として、大

学卒業後にうちに来て勉強しています。

コミュニケーション教育事業
　コミュニケーション教育事業も文部科学省からの仕事なのですが、今年は神戸市内の８小

学校でダンスのワークショップをします。ダンスのワークショップといっても、ヒップホッ

プを踊るわけではありません。体と体のコミュニケーションを開発すること、あるいは体を

動かすことによってイマジネーションの想像力を養うこと、あるいはクリエーティブな創造

力を養うことを目指すプログラムです。

　ただ見つめ合うというワークをやったり、相手が吐いた息を受けて返す動きをしたりしま

す。相手をただ持ち上げるワークでは、どうすれば簡単に持ち上がるか、相手の体のことを

考え、そのために呼吸を合わせることを実際に体感してもらいます。あるいは、子どもたち

から出たオノマトペを文字にし、それをダンスにしたりします。

　DANCE BOXでは、学校に行って、その学年・学級が持っている課題を先生から聞きます。

例えば自分を感情表現することができない子どもが８割いる小学校がありました。山の方の

小学校で、コンビニもないらしく、学校と塾と家しか行かないそうです。つまり、周囲との

付き合いがないから、子どもたちは表現に対する文脈（コンテクスト）が乏しいのです。

　このときは先生と相談して、先生のお葬式をしようとしました。今は実際に人が家で亡く

なることがほぼなくなって、病院で亡くなることが多くなり、死を体感したことがない子ど

もたちが多いです。そこで、先生のお葬式をテーマにして、山の神と海の神にグループ分け

し、弔いのダンスをみんなで作りました。あるいは、最後に宿題として、弔いの言葉を考え

させて、先生を真ん中に寝かせ、周りを囲んで順番にみんながしゃべっていきました。例え

ば「授業参観の日にとても化粧が濃くなる先生に拍手」と全部、拍手を最後に付けるのです。

　面白かったのは、逆に先生が感動したことです。初め見たときに、この先生こそが感情表

現できない人だと思っていたのです。「子どもたちがこれだけ私のことを見てくれているの

だ」ということに先生自体が感動してしまって、死にながら泣いていました。学校ごとにい

ろいろな課題があるので、それと向き合いながらアーティストと一緒にプログラムの中身を

決めています。
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「長田ルンバ」の発行

　「長田ルンバ」とは、DANCE BOXだけでなく、地域の人たちと一緒に作っているフリー

ペーパーなのですが、結構コアで、どうでもいいことがたくさん書かれています。ある号の

特集では、城崎にアートセンターができたので、城崎にみんなで行きました。しかもお金が

ないので、日帰りで行って、向こうで俳句を作ったり、いろいろな面白いことをしたのです。

本当に暇なときに読んでいただくと、驚くほど変なことが書かれています。地域の人たちと

協働で作業することで、われわれが地域を知ることにもつながっていきます。

みんなのフェスティバル

　「みんなのフェスティバル」は、今年は「地獄と妖怪」をテーマに、暑いさなかの７月に

行いました。劇場だけなく、いろいろな地域の場所が会場です。例えば公民館的なところや

角野邸という大正時代の建物、漁港など、劇場はもちろんですが、いろいろな場所を使って、

ダンスに限らずいろいろなプログラムをしました。

　１年目の2013年は、10のプログラムをすごろく風にして、小学生が例えばプロットや役者

の選定から撮影、編集までを行って映画を作る「ぼくらの映画をつくろうよ！」という企画

などをしました。

　「男性のための真夜中倶楽部」は、劇場のロビーに集まって、防災について話を聞いたり、

私が「アートって何ですか～？」というテーマで地域の人たちからの質問に答えたりします。

大体１時間ほど話をして、飲みながら進行して、最後にメタボ体操をするものですから、み

んなふらふらになってしまったので、次からはメタボ体操は初めにすることにしています。

あるいは女性のためのファッションショーなども行いました。

　大正時代の網元の別邸である角野邸では、奄美の島唄と韓国のパンソリの即興合同演奏を

しました。あるいは、ふたば学舎という小学校跡では、フラッシュモブをしました。当時の

長田区長も、内緒で習いに来て、一緒に踊りました。

　「公開イクイク酔行記」は大谷燠の「イク」なのですが、私が地域の人たちとほろ酔い対

談をして、それを「長田ルンバ」に掲載していきました。あるいは真夜中に高取山に登った

りしました。

　いろいろなプログラムをするのですが、最後は劇場でコンテンポラリーダンスを見ていた

だくことにしました。DANCE BOXが長田に行っていなかったら恐らく一生見なかったで

あろう人たちがダンスを見に来ます。日本でもかなり特別な劇場になっていて、公演によっ

ては地元率が25％ぐらいです。日本でダンスの公演をしているところは他にあまりなくて、

例えば東京のダンスの公演に行くと、ダンス批評家や愛好家などあちこちに挨拶しないと駄

目なほど、知っている顔ばかりです。だから、この地域の人たちがこういう新しいダンスを
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見に来ているのは、とても新しい現象で面白いと思います。

福祉関連事業
　次は、福祉との連携事業です。劇場がない時代の新大阪にいたときは、会議場しかなかっ

たので、ロビーやトイレや会議室をまさに循環するように作品を作りました。障がい者と一

緒に協働して作った作品です。2000年から劇場や宿舎を備えた堺の国際障害者交流センター

「ビッグ・アイ」で年に３回から４回ダンスのワークショップをしてきました。

　その中で、毎年同じようなことを少しずつ発展させながら行うのですが、ずっと来ている

参加者の人にとっては面白くなくなっていきます。すると、参加している人の中から「ダン

スの公演をしてみたい」という声が上がったのです。そのとき、障がいのある人たちが一生

懸命頑張ってよかったねという公演は多いのですが、そうではなくて、ダンス作品として

ちゃんと評価してもらえるような作品を作りたいという話がありました。私は、「その代わ

り、大変ですよ。既成の概念を超えていかないと駄目ですし、従来みんながそれぞれ持って

いることを壊していかなければ作れないかもしれない」と話しました。障がいそのものを独

自性としていかに捉えられるかということを、音楽とダンスと美術のナビゲーターを選択し

て、作品にしました。

　私の中では最も大変だった仕事の一つです。なかなか理解し合えない部分もあって、寄り

添うことも大事だけれども、寄り添わない勇気も大事だと思いながら作りました。結局、７

回ほど公演して、ちゃんとダンス作品として評価されたのです。日本のトップクラスのダン

サーが選ばれるような、例えば桜美林大学や世田谷美術館のダンスプログラムにこの循環プ

ロジェクトが選ばれたので、ダンスとして一定の評価をされたと自負しています。

　シアターティクバというベルリンの劇団とも2009年からコラボレーションしています。そ

の劇団はダンサー、役者、演出家など、障がいのある人とない人が混在しています。2011年

は神戸と滋賀で、2012年はベルリンと京都で公演しました。今は少し休んでいますが、来年

ごろにティクバとの共同作業を再開したいと思っているところです。

震災復興連携事業
　私自身、阪神・淡路大震災のとき神戸に住んでいて、被災しているのですが、何もできな

かったという思いがありました。東日本大震災では、そのときの無力感がすごくあって、何

かしたいと思ったのですが、アーティストたちにもそれぞれ違った思いがありました。そ

こで「Dance Live KOBE」を開いて、公演することで東北のアーティストたちに直接お金

を渡せるようにしました。これは７時間ぐらいの連続した公演でしたが、売上金が東北の 

「アートNPOエイド」を通じて被災者に届けられました。

　福島県いわき市のいわき総合高校演劇部を呼んで公演しました。いわき市の「アリオス」
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という芸術文化交流館へ行ったときにいわき総合高校の先生が来て、「高校生たちが福島以

外で公演したがっている」ということで神戸公演が決まりました。急な話だったのですが、

高校生たちは先生と共にワークショップをしながら、震災をテーマにした作品を作り上げて

いました。

　また、鵜鳥神楽という岩手の神楽も招へいしました。神楽といえば、地域の神社と人々を

結びつける一つの祭事あるいは信仰的な存在です。岩手の沿岸部では「廻り神楽」というも

のがあって、中でも鵜鳥神楽と、岩手にもう一つある黒森神楽は、完全なプロフェッショナ

ルの神楽集団です。大リーグのように、各地域の優秀な舞い手や演奏者が高校生ぐらいから

スカウトされて修業します。

　廻り神楽は、三陸沿岸部の網元の家で丸一日かけて行うのですが、それが津波で全部流さ

れてしまって、演じる場所がなくなったと聞きました。私たちが若いときはテント芝居がは

やったので、その発想がふと思い浮かび、仮の神楽宿を地方に作ることができないかと思い、

長田神社に相談に行って、そこで演じることができました。その後、西宮の神社などに広がっ

ていったのですが、残念ながら中心になっていた人が急死されたことで、中断している状況

です。

人材育成事業
　インターン制度を活用しながらアーティストやアートマネージャーを育成している他、 

「国内ダンス留学＠神戸」を2012年から実施しています。新進芸術家育成事業という文化庁

の事業ですが、毎年10人前後が全国から集まり、今年は11人で、そのうち７人が地方から来

ています。みんな新長田に８か月余り住んで、卒業しても新長田に住んでいる人が10人ほど

います。彼らは海外での仕事、東京での仕事、地方での仕事に就くにしても、帰ってくるの

は新長田ということになっています。

　初めは交流人口として来た人たちが、地域と関係しながら一定期間そこに住み着いて、

ひょっとしたらずっと定住してくれるかもしれないというヒントを感じています。今年で５

期ですが、日本を代表するような、次の時代を担うようなコリオグラファーやダンサーも育っ

てきています。彼らがいるときは私たちのプログラムもこなしていきますが、地元の催しに

も声が掛かれば出てもらうこともあります。

　神戸の名物に「いかなご」がありますが、いかなご発祥の地といわれる商店街から、「い

かなごダンスを作ってくれ」と言われて、留学生たちが振り付けをしました。地元の人約

200人が参加してくれたり、また露地のなかの公民館の前庭で地域の記憶を取材しながら、

作品を発表した留学生もいました。

　「下町芸術祭～長田アートコモンズ」はDANCE BOX単独で行ったのではなく、実行委

員会を作って実施したものです。いろいろなところが主体となって行うだけではなく、地域
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ルの神楽集団です。大リーグのように、各地域の優秀な舞い手や演奏者が高校生ぐらいから

スカウトされて修業します。

　廻り神楽は、三陸沿岸部の網元の家で丸一日かけて行うのですが、それが津波で全部流さ

れてしまって、演じる場所がなくなったと聞きました。私たちが若いときはテント芝居がは

やったので、その発想がふと思い浮かび、仮の神楽宿を地方に作ることができないかと思い、

長田神社に相談に行って、そこで演じることができました。その後、西宮の神社などに広がっ

ていったのですが、残念ながら中心になっていた人が急死されたことで、中断している状況

です。

人材育成事業
　インターン制度を活用しながらアーティストやアートマネージャーを育成している他、 

「国内ダンス留学＠神戸」を2012年から実施しています。新進芸術家育成事業という文化庁

の事業ですが、毎年10人前後が全国から集まり、今年は11人で、そのうち７人が地方から来

ています。みんな新長田に８か月余り住んで、卒業しても新長田に住んでいる人が10人ほど

います。彼らは海外での仕事、東京での仕事、地方での仕事に就くにしても、帰ってくるの

は新長田ということになっています。

　初めは交流人口として来た人たちが、地域と関係しながら一定期間そこに住み着いて、

ひょっとしたらずっと定住してくれるかもしれないというヒントを感じています。今年で５

期ですが、日本を代表するような、次の時代を担うようなコリオグラファーやダンサーも育っ

てきています。彼らがいるときは私たちのプログラムもこなしていきますが、地元の催しに

も声が掛かれば出てもらうこともあります。

　神戸の名物に「いかなご」がありますが、いかなご発祥の地といわれる商店街から、「い

かなごダンスを作ってくれ」と言われて、留学生たちが振り付けをしました。地元の人約

200人が参加してくれたり、また露地のなかの公民館の前庭で地域の記憶を取材しながら、

作品を発表した留学生もいました。

　「下町芸術祭～長田アートコモンズ」はDANCE BOX単独で行ったのではなく、実行委

員会を作って実施したものです。いろいろなところが主体となって行うだけではなく、地域
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の人たちと一緒に何かできないかということで、地域のアーティスト、建築家、クリエーター

といわれる人たち、職人、アートマネージャー等が参加して実行委員会を作り、開催しまし 

た。

　当初、私が考えていた目的は、一つ目に芸術文化の振興です。芸術文化の次代を担う若手

アーティストから中堅のアーティスト、さらに世界的な評価を得ているアーティストが参加

します。質の高い芸術を地域内外の多様な階層の人たちが享受できる環境をつくろうと思い

ました。

　二つ目に地域振興、新しい出会いの創出です。地域の人たちが鑑賞者にとどまらず、当事

者として関わっていくことでアーティストや地域外からの来訪者と交流する機会を作り、新

旧住民がアートを通じて関わることでコミュニティの豊かな関係性を生み出すことを目指し

ます。こういうイベントを併催することで、それを見に来る人たち、あるいは作品を発表す

るアーティストによって交流人口が増え、やがてそれが一定期間住み着くことで関係人口に

なり、定住人口につながるといいと思っています。

　三つ目に、人材育成です。地域社会の次代を担う子どもや青少年をフェスティバルを通じ

て健全に育成することを目指します。

　四つ目はソーシャルインクルージョン（社会的包摂）の視点から、社会から孤立する人た

ちが参加できる環境をつくることを考えながら、そのプロセスをとても大事にしながらやっ

てきました。

　「長田アートさんぽマップ」も、地域の人たちと協力しながら、「これのどこがアート？」

と思われるような駄菓子屋も入っているのですが、そのメンバーが「何かアートっぽい」と

思ったところを網羅しています。

　神戸ビエンナーレのプレ事業として半年前に、路地を使ったモノホシザオギャラリーを実

施しました。路地に住んでいるのは高齢者の方が多いです。これも急な話だったのですが、

何かやってくれないかということで、おおのあやかさんという若いアーティストが町会長の

ところへ行き、「絵を飾って大丈夫ですか」と聞くと、「良くはないけど、みんな若返るから

飾れ」と言ってくれました。私はこのエリアに住んでいるのですが、とても寛容性がある地

域だと思っています。

　アクティビティ美術館というものも実施しました。商店街の梁
はり

にロープを張って、自力で

登っていきます。高くから見ることで、普段とは違う風景を体感する試みを商店街で行いま

した。

　他には、角野邸という大正時代に建てられた古民家で作品を展示し、ガイドツアーを行う

ことで、子どもたちにもいろいろな作品を鑑賞してもらったり、建物のことをうまく学習さ

せたりする機会になっていました。

　「街角みちみちパフォーマンス」では、ダンサーが古い市場の空き店舗で、かつてバレエ・
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リュスのスターだったニジンスキーの「薔薇の精」を踊っています。

　また、私の家の玄関を入ったところに前庭があって、隣のトタンのはげ具合がいいので、

アーティストがこの辺の歴史を作品にしました。

　「劇場へようこそ」というプログラムでは、劇場の構造、楽屋や照明、音響がどうなって

いるか、小学生たちが実際に劇場体験をします。最後は舞台で踊るのですが、いろいろと体

験を通じてバックヤードを見学する試みです。見学会は他の劇場でもありますが、これは全

てきちんと演出しています。本物のダンサーが踊るのですが、楽屋の隅でストレッチをして

いたり、カップラーメンを食べていたり、全部演出して、それを楽しみました。

　知的障害者の人たちが描いた絵が天井に張り付けられている「レジデンス in Atelier 

KOMA」では、知的障がい者の人たちが描いた絵を展示しました。会場の古民家は、普段

はアトリエとして創作をしていますが、障がい者の人でも泊まれるような施設になっていま

す。

インターローカルを目指して
　地域とコンテンポラリーなアートとの新しい関係を確立することは、グローカルと同じよ

うなことだと思います。まず、難解であることは大切なことと考えることです。既存の社会

を形成している価値観とは異なるからこそ難解に見えますが、新しいアイデンティティを形

成していくためには、自由な発想や想像力が今、切実に求められていると思います。

　国家が資本主義的な近代国家を標榜し、拡張型の都市形成を試行してきた中で、地域のコ

ミュニティが崩壊し、「幸福」の基準が揺らいできました。経済的に裕福になること＝「幸 

福」には必ずしもつながらないこと、循環型社会を読み直すことに、アートができる可能性

があると考えます。

　それと、顔が見える関係性を作ることです。地域社会の中には、高齢者、障がい者、在日

外国人、いじめにあっている子ども、孤立する大人が存在し、そこにアーティストもいると

いう多様性があります。地域課題の解決にアートが持つ自由な発想力、コミュニケーション

力を生かすことが、ローカルでは実現できる可能性があります。長田で言えば半径１㎞ぐら

いだと思いますが、地方に行くと隣の地域がとても遠く、車でなければ移動できないような

場所もあるので、地域によって違うと思います。

　次に、AIRが新しい移民を受け入れることです。人は住む場所をどのような基準で選んで

きたのか。経済優先ではなく、暮らしやすさが基準になる時代を作っていくことが大事だと

思っています。

　最後に、世界が国家単位ではなく、地域同士が芸術文化を通じたネットワークでつながる

ことです。今は競争社会ではなく、限られた富をいかに分配して持続可能な社会を作ってい

くかが問題であると考えます。以上で私の講義は終わります。ありがとうございました。
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外国人、いじめにあっている子ども、孤立する大人が存在し、そこにアーティストもいると

いう多様性があります。地域課題の解決にアートが持つ自由な発想力、コミュニケーション

力を生かすことが、ローカルでは実現できる可能性があります。長田で言えば半径１㎞ぐら

いだと思いますが、地方に行くと隣の地域がとても遠く、車でなければ移動できないような

場所もあるので、地域によって違うと思います。

　次に、AIRが新しい移民を受け入れることです。人は住む場所をどのような基準で選んで

きたのか。経済優先ではなく、暮らしやすさが基準になる時代を作っていくことが大事だと

思っています。

　最後に、世界が国家単位ではなく、地域同士が芸術文化を通じたネットワークでつながる

ことです。今は競争社会ではなく、限られた富をいかに分配して持続可能な社会を作ってい
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対談・意見交換
（藤野）　すごく内容の濃い話を１時間少しにまとめていただき、ありがとうございました。

大谷さんの活動をここ15年ほど、いろいろ経験させていただいて、随分知っていることもあ

るつもりだったのに、すごい数のプロジェクトに驚きました。

　私は、９月はいつもベルリンに学生を連れて行っています。ベルリンは街角から、大きな

オペラハウスや劇場、コンサートホールまで、いろいろな文化的な出来事が頻繁に起こる所

なので、本当にワクワクするような毎日を学生と一緒に送って、非常にディープな経験をし

て帰ってきます。

　３日ぐらい前に帰ってきたのですが、日本に帰ってくると、のっぺりしていて本当につま

らないと逆カルチャーショックを受けてしまうわけです。今の日本の外国人人口は1.76％で

すから、98％は日本人です。しかし、ベルリンの街中は50％以上が外国人ですし、地下鉄に

乗るとドイツ語はほぼ聞こえてこなくて、いろいろな国の言葉が聞こえてきます。顔も形も

着ているものも立ち居振る舞いも別々だけれども、共存・共生して、犯罪もほとんど起こり

ません。ベルリンは信じられないくらい平和な街です。電車の中でもいろいろパフォーマン

スが起きたりするわけです。

　それに対して日本は本当に画一的で、人の振る舞いもほぼ同じ、着ているものも同じで、

急にカラーの世界からモノクロの世界に行って、こんな所でまた生きていかなければならな

いのかと思います。学生も同じことを考えています。ただ、私はこの数年、帰ってきても神

戸でワクワクする楽しいことがいろいろあるなと感じています。

　仕事場から自宅に帰る間に新長田があります。10年ぐらい前までは、急激に震災から復興

させるためにビルや商店街を造りましたが、すぐにシャッター街になってしまい、再開発が

見事に失敗してしまった場所です。誰も降りない街であり、特に若い人や学生は絶対に降り

ることのない街だったのですが、DANCE BOXが来られて７年、新長田で降りるのが楽し

くなりました。今まで白黒の街だった新長田が、昔の言葉で言うと天然色になって、カラフ

ルなイメージを持った町になってきたのです。

　その中心が大谷さんたちのDANCE BOXの活動です。地元にそれだけのポテンシャルが

あって、大谷さんたちとの新しい動きと結びつくことで、ある意味で爆発的に面白いことが

同時多発的に新長田で起きているという実感を持っています。大谷さんが神戸に来られたこ

とにとても感謝していると同時に、もともと大阪で活動していたのに、大阪から出ていかざ

るを得なかった状況を考えると、大阪にとっては非常に不幸なことだったと思います。で 

も、新長田でできてきたことは、もう一度大阪が取り戻せる大きなチャンスでもあります。

　それから、よくグローバル化といわれます。私の大学もグローバル化といっているのです

が、大谷さんの活動やお話からも、ローカルのないグローバル化は全くむなしいと思ってい

ます。大谷さんは「新長田ローカル」とよく言われます。神戸は国際文化都市を標榜してき
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ましたが、全然国際化されていなくて、それに対して新長田は本当にドメスティックなロー

カルな地域だと思い込んでいるわけです。表の神戸は、港があって、居留地があって、北野

の異人館があり、それが神戸のイメージとして30～40年作られてきて、現在の国際都市神戸

があります。けれども、私も学生も「そんなものはつまらない、くだらない」と思っていま 

す。

　新長田に行くと、ドメスティックだと思いながら、実にディープな多文化・多民族が共生

している世界があります。そこにまた新しいものが入ってきて、世界の最先端のアートとつ

ながり、新しくて前衛的なものが生み出されているのです。だから、ローカルに根差さない

グローバルは本当にむなしいということを、大谷さんの活動を見ながら実感としてよくつか

むことができます。そのことが私にとって、とても重要な経験になっていると思います。

　それから、これは話の中で深めていきたいと思っているのですが、公設置民営という形態

です。確かに経営的に不安定な面はあるし、指定管理者のように例えば５年間継続して指定

管理料として１億円をもらえるわけではありません。場所を比較的安く借りることができる

というメリットぐらいしかないのですが、自由度があることはとても大きな意味があります。

この辺をもう少し展開させて考えてみたいと思うのですが、運営上の自由度が大きいとはど

ういうことでしょうか。

　皆さんの中には文化行政に関わっていらっしゃる方もいるし、これから関わる方、あるい

は興味を持っている方もたくさんいると思いますが、実際には文化芸術、特に芸術と行政管

理は実に矛盾します。文化や芸術を行政的な管理の考え方で手なずけること、あるいはルー

ル化することができるかといったら、真逆の世界なわけです。だから、文化行政はもともと

概念矛盾しています。文化行政、文化政策の現場を私もいろいろ担当していますが、行政が

公的に芸術文化を振興することで本当にクリエーティブなことができるのかという疑問を私

自身も感じているし、文化行政の現場にいらっしゃる方もかなり実感されることが多いので

はないかと思います。

　そういった中で大谷さんの活動というのは、例えば公共ホールが行っているようなお決ま

りの年間プログラムと全然違います。公共ホールでは絶対にできないことを比較的短期間、

しかも低予算でできてしまうのですが、なぜこういうことができてしまうのかと不思議な感

じがします。つまり、一つの妄想やアイデアやイメージが比較的短期間に低予算で実現でき

ることは自由度があるということだし、その自由度があるから本当の意味でクリエーティブ

なものやイノベーションが生まれると考えると、文化行政にはできることとできないことが

あるのかなという感じがします。

　そこで、文化行政はどこまでコントロールが可能なのだろうかという問題が浮上します。

どこまでが文化行政として住民や芸術家、あるいは社会と関わっていくべきなのかは、例え

ば文化施策を作るときに考えるべきことではないかと思います。
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ましたが、全然国際化されていなくて、それに対して新長田は本当にドメスティックなロー

カルな地域だと思い込んでいるわけです。表の神戸は、港があって、居留地があって、北野

の異人館があり、それが神戸のイメージとして30～40年作られてきて、現在の国際都市神戸

があります。けれども、私も学生も「そんなものはつまらない、くだらない」と思っていま 

す。

　新長田に行くと、ドメスティックだと思いながら、実にディープな多文化・多民族が共生

している世界があります。そこにまた新しいものが入ってきて、世界の最先端のアートとつ

ながり、新しくて前衛的なものが生み出されているのです。だから、ローカルに根差さない

グローバルは本当にむなしいということを、大谷さんの活動を見ながら実感としてよくつか

むことができます。そのことが私にとって、とても重要な経験になっていると思います。

　それから、これは話の中で深めていきたいと思っているのですが、公設置民営という形態

です。確かに経営的に不安定な面はあるし、指定管理者のように例えば５年間継続して指定

管理料として１億円をもらえるわけではありません。場所を比較的安く借りることができる

というメリットぐらいしかないのですが、自由度があることはとても大きな意味があります。

この辺をもう少し展開させて考えてみたいと思うのですが、運営上の自由度が大きいとはど

ういうことでしょうか。

　皆さんの中には文化行政に関わっていらっしゃる方もいるし、これから関わる方、あるい

は興味を持っている方もたくさんいると思いますが、実際には文化芸術、特に芸術と行政管

理は実に矛盾します。文化や芸術を行政的な管理の考え方で手なずけること、あるいはルー

ル化することができるかといったら、真逆の世界なわけです。だから、文化行政はもともと

概念矛盾しています。文化行政、文化政策の現場を私もいろいろ担当していますが、行政が

公的に芸術文化を振興することで本当にクリエーティブなことができるのかという疑問を私

自身も感じているし、文化行政の現場にいらっしゃる方もかなり実感されることが多いので

はないかと思います。

　そういった中で大谷さんの活動というのは、例えば公共ホールが行っているようなお決ま

りの年間プログラムと全然違います。公共ホールでは絶対にできないことを比較的短期間、

しかも低予算でできてしまうのですが、なぜこういうことができてしまうのかと不思議な感

じがします。つまり、一つの妄想やアイデアやイメージが比較的短期間に低予算で実現でき

ることは自由度があるということだし、その自由度があるから本当の意味でクリエーティブ

なものやイノベーションが生まれると考えると、文化行政にはできることとできないことが

あるのかなという感じがします。

　そこで、文化行政はどこまでコントロールが可能なのだろうかという問題が浮上します。

どこまでが文化行政として住民や芸術家、あるいは社会と関わっていくべきなのかは、例え

ば文化施策を作るときに考えるべきことではないかと思います。
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　その辺をこれからの話で深められたらいいと思うのですが、とにかく今は何百という事例

を聞きながら、皆さんの方から質問や突っ込みたいところがあると思うので、皆さんからご

質問を先にお聞きしましょうか。

（村井）　寝屋川市の村井といいます。実際に公設置民営という形でこのような活動をされ

る中でのメリット・デメリットの部分に興味を覚えます。主に資金調達の面で苦労が多いと

いう話をお聞きしましたが、その他にも難しい部分はありますか。例えば制約がかかってや

りにくい部分があるような話です。私たち行政の立場の人間を前にお話しいただくのは少し

難しい部分があるかもしれませんが、せっかくいい機会ですので、お聞かせいただければと

思います。

（大谷）　神戸に移ってからは、神戸市や長田区との関係は基本的にとてもいいと思ってい

ます。ただ、神戸市も長田区も、そういう大きな予算を持っているわけではありません。神

戸市の場合は、提案したことで助成金の枠が新しくできたのですが、全てコンペです。行政

は全てコンペにしないと駄目なのですが、例えば神戸市民文化振興財団で運営している劇場

だと、自己事業も当然あるわけです。

　事業費が保証されて、この事業に対してこれだけのお金が既に公費から出されているとす

ると、例えば日本の芸術文化を扱っている省庁は、文化庁と国際交流基金と財団法人地域創

造の総務省系の三つです。地域文化の活性化ということでは、宝くじが財源である地域創造

が予算を持っています。だから、大阪時代は事業申請を地域創造にしていたのです。という

のは、Asia Contemporary Dance Festivalに関しては、事業予算としては大阪市から出てい

ました。一応公募の形だったのですが、通ったという形です。すると、地域創造に申請した

ら、昔はその２倍をオーダーしてくれたのです。例えば200万円を大阪市から出すと、あと

の400万円は地域創造が出してくれて、600万円の事業ができました。そういうことができな

いかなと思うのです。

　ただ、コンペでもいいので、早く聞いてもらえれば、その締切に間に合うように申請でき

るのですが、その辺はなかなか柔軟性がありません。地域創造はDANCE BOXに対する評

価が高いので、「うち（DANCE BOX）がやるのであれば」という気持ちはかなり持ってい

ると思うのですが、そういうことが実現できないので、その予算が取れるときも、常にそれ

を他とマッチングしていくことができないというジレンマがあります。

　長田区の場合ですが、区長によって少し違う部分があって、細かいところがあるのです。

長田区の公募事業があって、高齢者がだんだん体が動けなくなると、自分で生活していけな

くなるロコモティブシンドロームというものがあります。自分で体を動かしにくくなれば、

介助が必要になるので、そういう人を減らすための体操や運動を考えてほしいということで
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す。１年目に予算を頂いて、事業を始めていたのですが、区長が代わったことで、講師料を

払うために助成金を当ててはいけないなどの細かい決まりが出てきたので、こちらから断わ

りました。こんな些細なことに時間を割くことができないのです。

　なぜこんなことになるのかということは、大阪時代にもあった話ですが、市役所にいつも

電話してくるようなクレーマーがいます。そのクレーマー１人に職員１人がほぼ毎日対応さ

せられるようなことが起こってきます。クレーマーに対する怖さを行政はすごく強く持って

いるので、私たちにとってはたいしたことないではないかと思うことでもこだわることに

よって、その事業そのものを実施することが萎縮してくるように感じることもあります。

　もちろん神戸市や長田区からの予算もありますが、多くは国の予算です。文化庁から四つ

の項目で取っています。国際交流や優れた劇場という点で選ばれています。助成金として選

ばれる場合、大体２分の１助成ですから、これはこれで大変です。例えば1,000万円の助成

を受けるとしたら、2,000万円の事業をしなければなりません。残りの1,000万円はどうする

かというと、チケットの売り上げは10～20％しか上がりませんから、2,000万円の事業であ

れば800万円は何とかしなければなりません。これは神戸市と民間の文化財団の助成金を得

てマッチングしていくしかありません。資金繰りでいうと、助成金の他に新進芸術家育成事

業のような委託事業があり、これは100％出ます。そういうものをうまく組み合わせながら

やっているのですが、毎年の資金繰りは大変です。でも、小さなNPOとしては年間の予算

を人件費を入れて5,000万円ぐらいの規模でやっています。

（村井）　ありがとうございます。非常に興味深いご意見を多々頂いたと思っています。私

自身の考え方も入るのですが、先ほど藤野先生もおっしゃっていましたけれども、文化系施

策において自治体は何ができるのかを文化行政の面で考えたときに、私自身は自由度を上げ

ることが恐らく一つのポイントになってくると思っています。

　自由度を上げる観点で行政ができることとは何かを考えると、文化行政に対してどのよう

な方針を持って進めていくのかという理念や方針をきっちり固めることです。あとは制限が

かからないように、例えば規制を取っ払ったり、活動するために障がいとなっているものを

なくすことであると、日々もやもやとしながら考えています。そのあたりは、実際にこう

いった現場で文化芸術の仕事に関わっていらっしゃる方から考えたときにどのように思われ

るか、簡単にお聞かせください。

（大谷）　規制されていることはたくさんあるし、神戸では当初よりも劇場の借り賃が上がっ

ていて、どう考えてもやっていけないと主張するのですが、そのような難題も常に起こって

きます。行政は縦割りなので、文化に関わっている部署や不動産に関わっている部署など、

われわれも分からないぐらい、四つか五つの部署と関わりがあります。その辺の横断的なつ
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ながりがないために、文化の部署が「もっといろいろやってください」と言ってくれても、

他の部署がそうではない条件を出してきたりするところが結構ややこしいと感じています。

　ただ、その規制を取っ払っていくときに、新たな事業展開の提案を行政に対して行うケー

スでは、そういうアドバイザー的な外部の人が入った方がいいと思います。別に私もそのア

ドバイザーとして給料をもらっているわけではありませんが、相談事があれば、例えば今だ

と神戸のイメージは、海があっておしゃれな街で、映画とジャズがあって、異人館があるよ

うなイメージで止まっていて、「長田？　そんな所あった？」と言われます。

　だから、西神戸のイメージをどう作っていくのかを初めに提案して、西神戸には海岸線と

いうなかなか人が乗らない地下鉄があるのですが、周辺には発掘すれば面白い文化的資源が

あります。新たな神戸のイメージを作っていく将来展望の中で、横断的なことを行政内部で

も実施できるような関係性に、住民との協働性をどう入れ込んでいくのかということが大切

です。前に向かったプランを実行する中で規制を外していかないと、規制を外したからプラ

ンが出るわけでもないので、それは同時に進行していかなければならないと思います。

（岡村）　八尾市役所の岡村といいます。事業展開に関して事例をご紹介いただいたのです

が、そういったアイデアはどこから生まれてくるのか、教えていただければ幸いです。

（大谷）　ものによって多分違うと思います。例えば国際交流事業では、うちはコンテンポ

ラリーダンスを主軸に置いていることがとても特徴になっています。これが実は新しい関係

性を作っていく上で大きなきっかけになったような気がします。ただ、バレエをベースにし

ていると、日本にも派閥や歴史があるので、組織の中で大変な活動になります。そういう意

味で言うと、コンテンポラリーダンスは自由度があり、未来の表現活動に対しての可能性が

あります。新しいダンス、次の時代を担うようなものを考えていくアートを基軸に置いたこ

とがアイデアの生まれる環境をつくったのだと思います。

　例えば国際的な事業を展開するときでも同じです。私は世界的にプロデューサーとして有

名ではないけれども、20年前は日本でコンテンポラリーダンスに着眼している劇場のプロ

デューサーとして、世界各国のダンスのフェスティバルやプラットフォームに呼ばれました。

お金も全て現地の国が用意してくれました。そうしていくと、欧米を中心としたフェスティ

バルディレクターとのネットワークが出来上がっていきます。いろいろな海外の活動を見た

り、最近ではアジアの事業を見たりすることで学ぶことが多いのです。これからの時代はど

のように考えていけばいいのか、海外から学ぶことがたくさんありました。

　もう一つは、地域と関連していく事業は本当に些細なことから始まっていて、顔をつない

でいくことが多く、例えば「男性のための真夜中倶楽部」が始まったのは、「ビッグ腹ダイ 

ス」という男性コーラス団の親分と出会ったことがきっかけです。その人となぜ出会ったか
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というと、長田は銭湯が多くて、神戸の銭湯の特徴として脱衣場の外側にコミュニティスペー

スがあって、そこでビールを飲めるのです。そこにDANCE BOXのメンバーが行っていま

した。行くと、その親分が必ずビールをおごってくれるのです。そういうところから、交流

が始まりました。私たちは長田の人とは違う空気を持っているようで、分かるようなのです。

「よそ者、ばか者、若者」がいると、町が活性化するとよくいわれますよね。私は若者では

ないですが、その三つを持っている人たちが銭湯に行くと仲良くなります。

　今度はこちらが仕掛けます。気が付くと、その中に漁師の人が入っています。漁師の人が

入っていれば、イケメン漁師による魚のさばき方教室を開いたり、漁師とダンス留学生の船

上合コンを企画したりします。だから、支離滅裂なのです。計画を立てるよりも、出会う中

で直感に近いものを話し合って、何かを企画するときにとてもフットワークが軽くできてし

まうのです。

　それは本当にお金をほとんど掛けないものが多いです。「長田ルンバ」はもちろんプロの

編集者が入っていますが、みんなノーギャラです。うちの劇場よりも神戸市の輪転機を無料

で借りられるところで刷りに行った方が安いのです。あとは少しおしゃれにしないと駄目な

ので、みんなでミシンで綴じを縫っています。これだけでおしゃれな感じがします。

　だから、劇場に来てもらうことと、劇場から出ていくことを相互的に常に継続してやって

います。そうすれば、一人のアイデアが出てこなくなっても、劇場が休みの日は必ず子ども

たちが来て勝手に遊んでいたりするので、地域の人たちとまみえることでアイデアをもらう

ことがあります。だから、対話をすることでアイデアが生まれてくることが多いです。大体

そのときはお酒を飲みながらやっていることが多いです。

（藤野）　インプロビゼーション（即興）ですね。文化行政は、行政の固い頭で考えると、

計画と評価だけで中身が何もないという残念な状況に陥ってしまうわけですが、中身は今の

ような地域の人とまみえ、いろいろな人と出会うことによって、インプロビゼーションで面

白いことが起きます。ついた火を絶やさないように育てれば、ものすごく面白い展開が次々

に広がっていくのです。DANCE BOXに行ってみれば分かるように、客席100人ですから本

当に狭いです。でも、そこにいろいろな人がしょっちゅう出入りします。非常にフラットな

場所になっています。たとえば1,500人収容の公共ホールは立派なホワイエを持っています

が、公演をしないときはがらんとしていて、誰も出入りしない、交流も生まれないという現

状があります。真逆の状態です。だから、１のスペースで100倍のいろいろな効果を生み出

しています。そのためのインプロビゼーションの仕掛けがいろいろなところにあると思いま

す。そのことはとても重要かなと思います。

　それから、私も日本中のいろいろなところを見ていますが、音楽によるまちづくりが結構

多いです。プロの音楽家がリーダーとなって、アウトリーチも含めて、いろいろな活動をし
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　それから、私も日本中のいろいろなところを見ていますが、音楽によるまちづくりが結構

多いです。プロの音楽家がリーダーとなって、アウトリーチも含めて、いろいろな活動をし
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ます。でも、音楽は規定演技のような面があります。私は音楽が専門だから、「そうではない 

ぞ」と言いたいのです。解釈の微妙なところでも、とても重要な本質的なことが出てくるか 

ら、規定演技ではないのです。でも、ルールを守ることが一番の基本にあったりするので、

規範から逸脱しにくいメンタリティの人が音楽には多いのです。バレエもやはり同じような

問題があると思います。それから、家元制度などの縛りやしがらみもたくさんあります。

　それに対してコンテンポラリーは、何でもありというわけではなくて、もちろん根本には

縛りがあるのですが、キーワードとして出したインプロビゼーションはとても重要なポイン

トになってくると思います。霊感や直感があって、表現がその都度生まれてくるところにコ

ンテンポラリーダンスの本質があります。もちろん体はある程度鍛えなければなりませんが、

ルールや規範ありきではない世界です。大谷さんは時々、「情けない体」という言い方をし

ますが、必ずしもバレリーナのように鍛えられた体ではなくても、コンテンポラリーダンス

はウエスト80㎝以上のメタボの人でも踊れる世界です。

　異なるものへの寛容性や自由度、インプロビゼーションがコンテンポラリーダンスのとて

も重要な部分です。コンテンポラリーダンスの劇場がまちづくりのベースになっているのは

日本では非常に珍しいし、特に大きな可能性があるような気がします。だから、そこは注目

して見たいと思います。

（能勢）　茨木市の能勢といいます。たくさんのプロジェクトをスタッフ10名で行われてい

るということで、すごいなと思いながら聞かせてもらっていました。DANCE BOXとして

いろいろな作家の方とつながりがあって、劇場で公演してもらったり、街中で公演してもらっ

たり、いろいろあるかと思うのですが、その作家の方たちとはどんなつながりがあって、公

演してもらうことになっているのかというのが疑問です。先生がいい作品だと思えばいきな

り引き抜くのか、それとも人伝えでつながりのある方に作品を公演してもらっているのか。

どういうつながりでしょうか。

（大谷）　いろいろなつながりがあります。一つは、DANCE BOXは今年でちょうど20年経

つのですが、ステップアッププログラムを作っていて、そこから成長してくるアーティスト

もいます。それは、１組10分の短い作品を１日に５組発表します。５組でちょうど１時間に

なり、それを２～３日やって、それがパッケージになって年に４回ぐらい行うので、50～60

組の人が10分の短い新作を発表することになります。その中でいいなと思った人に、次に20

分の作品を作れる環境を提示して、さらにそれが１時間に増えていきます。DANCE BOX

自身がそのアーティストを育てていく環境を作るようなこともかつてはやっていました。あ

るいは実際に海外も含めて見に行くことが多く、ほぼ70％は実際に自分が見たアーティスト

を選択しています。
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　数年前まではいろいろなアーティストプレゼンテーションで、DVDが年間60～70本送ら

れてきました。「私を呼んでください」という感じです。それらを全て見るには時間がかか

ります。今はDVDは少なくなって、USBのメモリスティックで送られてき.ます。あるいは

youtubeでチェックしたり、実際に見なくても気になる人は自分の中にストックして、「こ

ういう企画なら、この人がいいのではないか」ということで、かなりの量の情報を外部も含

めて自分の中に蓄積しています。例えばアジアで言うと、１人を呼んで公演すると、その人

から広がっていきます。その人をいいと思って呼んでいるので、いいと思って呼んだ人とつ

ながっている人はやはりいい人が多いのです。そういうふうにアーティストを選考すること

にしています。

（高橋）　四條畷市の高橋といいます。来てくれるお客さんの層は、大体どの地域の方が多

いのですか。

（大谷）　大阪でやっていた頃は、京都、神戸、大阪が多かったです。神戸に移ってからは

京都から遠くなったので、増えているのは神戸から西の姫路や加古川や岡山です。岡山が意

外と近いのです。私たちも意識して西日本のダンスグループや劇場とのネットワークを作り

つつあって、２年目です。特に西日本を意識してやっています。それから、神戸、長田の人

たちが結構来ています。漁師が見に来たりもしています。

　去年、椎名林檎さんなども担当している振付家の井手茂太さんが１か月間、新長田でダン

ス留学の卒業生であるプロのダンサーたちと地元の人たちを使って作品をつくりました。一

人は韓国のプロのダンサーで、あとは漁師、建築家、ガラス職人といった人が出たのです。

出ると家族が見に来るので、最近はそういう広がりがすごく広がって、この間の公演でも小

学生が10人ぐらい見に来ている状況が増えています。それは他の劇場ではなかなか見られな

いことです。

　子ども向けの演劇やダンスはあるのですが、日本の子ども向けの演劇やダンスのレベルは

結構低いのです。大人が見たら、「子どもだましではないのか」と思ってしまうようなもの

が多いです。そうでないものももちろんあります。この間うちでやったのはピアノの生演奏

とダンスという試みだったのですが、それは子どもたちも来ていて見ているし、大人が見て

も面白い内容でした。コンテンポラリーであっても、いいものをちゃんと提供していくこと

を続けることで、特に地元に対して広がっているのはとても特徴的だと思います。東京から

も九州からも見に来る人はいますが、ダンスというコミュニティの中にいる観客だったり、

関係者だったりするだけなので、そこの広がりは恐らく限界があると思います。偉そうな言

い方ですけれども、観客の開拓・育成を広げていかないと、お客さんは増えないと思いま 

す。
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（藤野）　最後に、これは言いにくいかもしれませんが、大阪から離れて８年ぐらい経つと

思います。現在の大阪の文化状況を踏まえて、その改善をいい方向に持っていくためのアイ

デアのようなものを、大阪と神戸の両方の経験を踏まえながらアドバイスを頂ければと思い

ます。

（大谷）　これは難しいですね。大阪にはアーツカウンシルができたり、動きとしては橋下

市長の頃から少し盛り返しているように見えないことはないけれども、また万博を誘致する

などと言っています。大きな枠組みでやってしまいたいという表情が見えてしょうがなくて、

例えばDANCE BOXが関わっている中之島のアートエリアＢ１も、新しい文化ゾーンとし

て構想しようとしたときに、朝日新聞社などの大企業が出てきます。そうなると電通が入っ

てきたり、代理店が入ってきたりして、すごくフラットで特徴のないものにどうしてもなっ

ていくと思うのです。

　例えば四條畷もそうだし、寝屋川もそうだし、以前に泉北アートプロジェクトというもの

を、内閣府から予算をもらって、大阪府と共同でやったことがあります。その前年、遊休化

している堺の灯台のある所や、泉北ニュータウンの廃墟化し始めているエリアを調査しまし

た。すべからくどの地域も少子高齢化の課題を避けて通れないときに、これからどうしてい

けばいいかというと、小さな単位で活動を展開していく必要があって、そのためにはつなぎ

としてアーティストと行政または住民をつなぐ存在のアートマネージャーとの協働性を行政

は持つべきだと思います。

　兵庫県の多可町にベルディーホールという施設があって、そこの館長は新しい事業展開に

とても熱意のある人で、この人に呼ばれて年間５～６回アドバイスに行きました。しかし、

結局は町の有力者がいて、せっかくいい線まで行っても、有力者の一声で館長がクビになっ

て、翌年にいなくなるようなことがありました。そこは行政直営のホールなのですが、住民

主体が履き違えられて、住民の有力者が主体になっているケースもあると思うので、なかな

か難しい問題だと思います。

　大阪府は、私はあまり見ることができていないのですが、盛んにいろいろな聞き取り調査

に来られるのはパラリンピック関係です。障がい者の人たちと一緒に事業をしたこともあっ

て、先月から今月にかけて内閣府などから８件ぐらい調査に来られました。地方こそ文化事

業を盛り上げているという方向性をお持ちなのは伝わってくるのですが、果たしてそれに

乗っていいものかという思いがあります。ロンドンの事例を見ていると、やるまでは良かっ

たけど、アーティストが地方に居住して、地域の人たちと一緒に協働して文化事業をして、

いい結果を出したのだけれども、それを継続できるだけの予算をロンドンが出せなくなると

アーティストは去ります。すると、「あいつらは何だったのだろう」とアーティストを批判

するような地方都市も出てきている状況もあって、難しい問題があります。だから、今の問
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いかけはスケールが大き過ぎて分からないところがあります。

（藤野）　私もメガイベントは本当にやめた方がいいと思います。先進国はそういう時代で

はないという認識を持っています。だから、新長田でやっているような、ローカルだけどグ

ローカルになったような規模のものが同時多発的にいろいろな地域に生まれていけば、これ

は本当に先進国の文化振興の在り方になっていくと思います。前回の文化的コモンズも実は、

大谷さんが地域創造の研究会の委員のときにキーワードにされた概念で、文化的コモンズを

どう形成するか、あるいは再生するかというのが大きな課題になっていくと思います。

　では、取りあえずここでおしまいにします。どうもありがとうございました。

（大谷）　ありがとうございました。
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文化政策グループ　研究中間報告

高槻市　水道部　　岩川　幸二

門真市　総合政策部　公共施設等総合管理計画策定担当　　勝連　賢介

寝屋川市　議会事務局　　村井和香子

八尾市　人権文化ふれあい部　文化国際課　　岡村　妙美

１　研究の背景と目的
○　少子高齢化が進み人口減少時代に入り始めた我が国では、多くの地方公共団体が厳し

い財政状況に置かれており、地方公共団体が文化芸術施策に予算を組む必要性や、文化

芸術施策を行うことの意義などが問われている。地方公共団体が地域の文化芸術振興を

考えるにあたっては、「公金を使って文化芸術施策を行う意味」や「文化芸術施策を実

施することの公共性」を説明できるようになるとともに、従来とは異なる視点から文化

芸術を捉え、文化芸術がひとや社会に対して持つ力（可能性）を見つめ直し、今後の施

策を考える必要があるのではないだろうか。

○　文化政策班では、研究員全員が「文化・芸術を活かしたまちづくりにおいて、地方公

共団体にできることは何かを見極めたい」という共通の考えを持っていることを確認し

た。そして、「文化・芸術を活かしたまちづくりを進める上で、地方公共団体が政策と

してできることは何か？」との大きな問いを立てた。

○　その大きな問いを解明するために、「文化・芸術を活かしたまちづくりの政策として、

地方公共団体ができることの一つに、条例・計画・ビジョンなどの“方針”を示す役割

があるのではないか？」との小さな問いを立て、この問いを解明することを第一の目的

とした。

２　研究の方法
○　文化政策班の今年度の研究では、「地方公共団体には、条例・計画・ビジョンなどの 

“方針”を示す役割があるのではないか？」との問いを解明するために、

　　・“方針”を示している地方公共団体では、それがどう具体化されているのか？

　　・具体化されている場合、どのような分野で、どのような効果を出しているか？

　　・具体化されていない場合、どこに課題があって、何が問題なのか？ 

などを調査することとした。

○　そのために、今年度の視察調査では、
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【視察先１】実際に“方針”を示している地方公共団体

【視察先２】“方針”を示している地方公共団体内で活動をしている民間団体

　　を対象に、ヒアリングを実施する計画を立てた。

○　そこで、文化庁の報告書「平成26年度 地方における文化行政の状況について」（文化

庁 平成28年７月）を参考に、視察先の選定を進めた。選定条件としては、文化振興の

ための条例を制定しており、かつ、条例に基づき“計画”“方針”“ビジョン”などの文

化政策の指針等を策定している地方公共団体とした。その結果、福岡県において、条件

を満たしている地方公共団体が多かったことから、福岡県内から上記２団体を選定する

こととした。

○　さらに、上記条件を満たす福岡県内の地方公共団体について、各団体のホームページ

などに掲載されている情報をもとに予備調査を行ったところ、複数の地方公共団体にお

いて、元市職員という肩書きを持ちながら、文化芸術に係る審議会の委員として、各団

体の文化芸術政策に関与している人物を見つけた。そこで、上記２団体に加えて

【視察先３】行政と民間のどちらの立場でも活動した経験をもつ個人

　　として、合計３団体にヒアリング調査を行うこととなった。

３　視察先
【視察先１】福岡県宗像市 市民協働環境部 文化スポーツ課

【視察先２】NPO法人 太宰府アートのたね

【視察先３】NPOアートサポートふくおか

４　視察結果（詳細については、別添の各視察報告書を参照）

【視察先１】福岡県宗像市 市民協働環境部 文化スポーツ課
（視察目的）

　宗像市は、平成21年度に「文化芸術振興条例」を制定し、平成23年度に「文化芸術でもっ

と宗像が好きになる」を目指すべき将来像に掲げ、「文化芸術のまちづくり10年ビジョン」

を策定している。視察では、前期計画の総括と後期計画の策定状況などをヒアリングし、地

方公共団体の文化芸術政策において、文化振興条例や基本計画が果たす役割について調査し

た。

（視察概要）

　宗像市の文化芸術振興は「文化芸術を通したまちづくりをしたい！」という担当者の熱い

思いが形になった結果である。「宗像市文化芸術のまちづくり10年ビジョン」のひとつひと
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つの事業にはそういった思いが詰まっている。たとえば、「文化芸術活動団体助成事業」は、

平成29年度から市内の団体だけではなく、市外の団体にも対象範囲を広げて助成する予定で

ある。市の財源は市で使うという固定概念を破り、市内外問わず補助金の対象とすることは

大変画期的だと思った。それに対する批判的な意見を恐れるのではなく、「市民に還元され

る活動であること」という条件をしっかり固め、さらなる文化振興の可能性を探り、先取の

まちづくりを目指す意気込みが感じられた。

　また、「文化芸術の他分野への活用」に関しては、子育て世代をはじめ、高齢者・障がい

者を対象とした取り組みが行われている。福祉といえば日常生活の支援で終わってしまう印

象があるが、宗像市は高齢者施設でワークショップを開くなど、高齢者の生きがいづくりに

も取り組んでいる。縦割り行政の弊害を打破し、部署の垣根を越えて新たな分野へ踏み込ん

だ事業を展開している。この結果、乳幼児から高齢者まで、全ての宗像市民を対象とした文

化・芸術による「ひとづくり」を実現させている。そのような積極果敢な姿勢からは、「文

化振興によって“まちづくり”“ひとづくり”を進めよう」という宗像市の熱い思いが伝わっ

てきた。また「宗像ユリックスの拠点機能強化」に関しても、文化の情報源である宗像ユリッ

クスの機能をさらに活用して、市民や民間団体等への支援の充実を図ろうとしている。これ

は担当者達が現状に決して満足せず、将来への更なる発展を目指している証と言える。また、

「この宗像ユリックスとの繋がりを断ってはいけない、未来へ継承していきたい」という思

いも伺うことが出来た。

　このような現在の文化振興事業が、宗像市民の心の拠り所となり、宗像市の明るい未来へ

と繋がっていくのだろう。文化芸術を通し、「まちづくり」「ひとづくり」を形成する宗像市

の取り組みは非常に先進的であり、市の方針が事業によって具体化され、成果を上げている

点においても素晴らしいものであった。

【視察先２】NPO法人 太宰府アートのたね
（視察目的）

　「地域住民に対して、芸術・文化の素晴らしさを広め、豊かな人間関係を築くことに関す

る事業を行い、人にやさしく、アートのあふれるまちづくりに寄与すること」を目的として

活動している「NPO法人太宰府アートのたね」は、子どもたちを対象とした事業を継続的

に実施している。それらの事業とアーティスト、企業等が協力する体制が形成されたプロセ

スについてヒアリングし、文化・芸術が人とまちを動かす仕組みを解明することを目的とし

て視察を実施した。

（視察概要）

　絵画教室の先生と、その生徒の保護者達は、九州国立博物館の開館記念及びサッカー日本

代表の世界大会出場を記念した市民参加型のワークショップに参加し、アーティスト、企業 
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人、太宰府天満宮の人々と出会う。そして、数々のワークショップ等の活動を受けて、アー

トあふれるまちづくりを目指してNPO法人を立ち上げる。絵画教室の先生に声をかけたの

は太宰府市の職員であり、人のつながりが幾重に重なり活動は大きくなっていく。

　NPO法人太宰府アートのたねが開催する子どものためのイベントは無給のスタッフが支

えている。「楽しむこと」をキーワードに協力の輪が広がっている。文化・芸術を通して異

なる分野の人々が、楽しんで協力をしている。このような、継続的な活動が行政に認知され、

様々な協力を依頼される。依頼に応え、「信頼されること」で活動の幅は広がっていき、太

宰府市民図書館開館30周年記念事業を任されることになる。市の文化芸術担当以外の部署も、

直接、太宰府アートのたねに声をかける関係ができてくる。活動する市民と行政の間にある

垣根の高さをアートが下げているようだ。

　NPO法人太宰府アートのたねと行政の関係性は、継続的な文化芸術振興の新たな形にな

りえると感じた。文化協会などの従来からの団体と違い、文化・芸術を通して教育・福祉な

ど他分野で活動し「まちをよくする」ことを目的として活動する団体が行政の文化芸術振興

の取り組みを変化させていくかもしれないと感じた。

【視察先３】NPOアートサポートふくおか
（視察目的）

　アートサポートふくおかは、文化芸術を身近に楽しめる環境づくりをめざして、アートマ

ネジメント活動をしている団体である。また、代表の古賀弥生氏は、元福岡市職員で、市役

所在職中からアートマネジメントの実践活動を行っており、福岡市退職後は、地方公共団体

の文化芸術に係る審議会の委員として、行政の文化芸術政策に関わっている。

　“行政”と“民間（市民・団体）”の双方の立場から、文化芸術を活かしたまちづくりに関 

わった経験を有する古賀氏の知見は、地方公共団体の文化芸術政策の方向性や、地方公共団

体が文化芸術振興を担うことの意義・可能性などを考えるに当たって参考になると考え、ヒ

アリング調査を実施した。

（視察概要）

　アートサポートふくおかの活動において、文化芸術は、「人を幸せにし、人生を豊かにす

るための手段」であり、「地域に存在する教育や福祉などの様々な課題を解決するためのツー

ル」である。アートサポートふくおかの活動内容からは、文化芸術が持つ力を、「まちづく

り」だけではなく、「ひとづくり」にも活用することで、「まち」に自律した「ひと」を増や

せる可能性があることが窺えた。また、教育・福祉分野の様々な課題を解決する方策として、

文化芸術を活用できる可能性があることもわかった。これらの可能性は、地方公共団体が、

文化芸術を活かしたまちづくり（ひとづくり）を行う意義として、重要な視点ではないかと

思われた。そして、古賀氏のヒアリング調査からは、文化芸術施策において地方公共団体が 
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“方針”を策定する必要性やその役割を地方公共団体が担う意味などを感じることもできた。

　さらには、古賀氏のような外部の団体や人材と協働することで、彼らの活動を介して、地

方公共団体内の関係部署が連携を図ることも可能ではないかと思われた。また、地方公共団

体側の担当者に変更があっても、彼らを介して、施策の方向性や目的などを次に継承し、事

業を継続できる可能性を見出した。

５　考察（今年度の研究で得られた知見）
　これまでの文化芸術政策では 文化芸術の活動そのものを活発にすることが、文化芸術振

興だと考えられてきた。その結果、「活動の場を提供するために公共文化施設を整備する」、 

「活動の資金を支援するために補助金を交付する」といった施策が、多くの地方公共団体で

行われてきた。しかし、このような施策に対しては「その恩恵を直接受けられる文化芸術団

体などが潤うことはあっても、実際にその地域で生活し活動している市民には、施策の効果

が波及していない 」との指摘もある。多くの地方公共団体が厳しい財政状況に置かれる中 

で、地方公共団体の文化芸術施策の意義が問われている。

（１）今年度の研究会で得られた知見
①文化・芸術を活かしたまちづくりに関する二つの立場

　本研究会の指導助言者である藤野一夫教授のレクチャーでは、文化・芸術振興を「まちお

こし」の手段と考え、観光振興策と連携させて交流人口を呼び込み、ひいては定住人口を増

やすという政策を展開する地方公共団体が少なからず存在するとの解説があった。

　一方で、文化・芸術は、「手段」ではなく「目的」そのものであり、その活動が人間性の

涵養に寄与し、一人一人の市民がより豊かな感受性を育むことで、地域社会をより良いもの

に導くとする主張がある。優れた文化・芸術に触れることは、衣食住と同様に、人間生活の
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は出来ないだろう。しかし、藤野教授も指摘するとおり、地方公共団体がなすべき文化政策

について考える時には、文化・芸術の意義について、掘り下げて考察し、整理して理解す

る必要がある。文化芸術施策の企画、立案に当たっては、「文化・芸術でなくともできるこ 

と」、「文化・芸術とともによりよくできること」、「文化・芸術にしかできないこと」を見定

めることが肝要なのではないだろうか。

②「文化・芸術によるまちづくり」と文化行政の役割について

　文化・芸術を「まちづくり」の手段として考える時、その活動を実践するアーティストや

市民、活動団体の存在を抜きにすることはできない。「まちづくり」とは、土木・建築等の

第２章　研究会中間報告　文化政策グループ

おおさか市町村職員研修研究センター 79

第
２
章
　
研
究
会
中
間
報
告

文
化
政
策
グ
ル
ー
プ



いわゆるハード整備や、地域おこし等のソフト事業も含めた総合的な都市政策とされるが、

一方でアーティスト達は、歌い踊ること、あるいは描くこと等の文化・芸術活動そのものを

領域としている。

　「文化・芸術によるまちづくり」というものが、「文化・芸術でなくともできる」領域に

対して、文化・芸術の多面的な可能性に着目し、「文化・芸術とともによりよくできること」

に発展させていくことであれば、コンテンツの担い手であるアーティスト達への支援やその

育成について、行政はどのような施策を打ち出していくことができるのか。

　大阪府市文化振興会議の答申（平成28年度）では、「文化創造の基盤づくり」の重要性を 

謳っており、アーティスト達が活動に取り組みやすい環境の整備も文化行政の役割であると

している。また、NPO法人DANCEBOX代表大谷燠氏のレクチャーでは、「大阪市の文化行

政には（社会的）評価に至っていないものにも注目する姿勢があった」という趣旨の解説を

聞くこともできた。これは新たな文化・芸術の創造に対しても、行政が理解を示す必要性を

示唆するものである。

③文化的コモンズ形成と地方公共団体の関わり方

　地方公共団体が進める文化・芸術の振興は、その実践の場を各地域に置き、その成果は地

域住民たる市民に享有されるべきものである。よって、その施策、活動は地域に根ざしたも

のである必要があり、そのためには市民自身の参加・参画も求められる。

　「文化的コモンズ」とは、「地域の共同体の誰もが自由に参加できる入会地のような営み」

と定義されており、この様々な主体が集う「場」こそが、地域の文化・芸術振興の拠点とな

り得る。この「場」を「地域の記憶と共感の装置」として機能させることで、地域の紐帯を

強化することが期待できる。

　その中で、文化・芸術を通して活動する市民が増えれば、そういった活動の中からNPO

等の団体が形成されるなど、さらに活動の幅を広げる市民や団体が現れてくるかもしれない。

それらの市民・団体は、地方公共団体や自治会等の従来組織に代わって、地域における行政

課題を解決できる可能性があるのではないだろうか。

　このような市民・団体が継続的に活動できる環境を整備することも、地方公共団体の役割

と言えるのではないか。また、活動する市民（・団体）が増えるよう、市民が文化・芸術に

親しむ機会を創出することも、地方公共団体の役割の一つではないだろうか。「文化・芸術

とともによりよくできること」の重要な主体の一つは、あくまでも市民であり、具体的な地

方公共団体の関わり方を事例調査や視察を通して研究する必要がある。

（２）今年度の視察で得られた知見
　NPO法人太宰府アートのたねは、文化芸術担当部署だけでなく、様々な部署から依頼を
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受け活動しており、文化・芸術が地方公共団体内の部署を超えて、新たな取り組みを興す「か

すがい」になり得ると感じられた。宗像市における高齢者向けの文化芸術事業も、文化芸術

担当部署が福祉担当部署に働きかけて実現している。ここでも、まちづくりのために文化・

芸術を活用する事業の中で、NPO等の外部の力が地方公共団体内の部署の壁を乗り越えて

新たな取り組みを生み、まちづくりに貢献するという動きを確認することが出来た。

　また、従来からの文化・芸術活動を行う団体が、一つの専門分野の枠の中で活動してき

たことと比較して、宗像市の文化芸術施策やNPO法人太宰府アートのたねの活動は、文

化・芸術を通して多くの人々と関わり、まちづくりに貢献するという方向性を持っている。

NPOアートサポートふくおかの古賀代表は、行政の計画やビジョン策定に関わる際は、文

化芸術団体のためではなく、そのまちの市民のために策定していると話されていた。個々の

文化・芸術のレベルを高めることも重要だが、文化・芸術を通して人を動かし、まちを動か

すアイデアとプランニングが行政に求められているのではないだろうか。文化芸術が持つ力

を、「まちづくり」だけではなく、「ひとづくり」にも活用することは、「まち」に自律した 

「ひと」を増やす可能性がある。宗像市で見たような、文化・芸術を通じて「まちづくり」 

と「ひとづくり」が形成されていくような取り組みは、この一例と言う事ができるだろう。

　宗像市で見たような、文化・芸術を通じて「まちづくり」と「ひとづくり」が形成されて

いくような取り組みは、この一例と言う事ができるだろう。幼い頃から文化・芸術に親しん

だ宗像の子ども達が、将来、地域の文化芸術活動を支える人材に育っていくことが期待でき、

その中から優れたアーティストが輩出されるかも知れない。また、文化芸術活動に限らずと

も、文化・芸術に触れたことで培われた人格や活力が、地域の将来に還元されていくことも

考えられる。そのような取り組みが地域に引き継がれていく中で、文化振興施策が市民の心

の拠り所となり、地域社会の「つながり」を深めていくのではないか。

　視察した３つの事例においては、従来からの文化芸術団体と違い、文化・芸術から外の分

野に向けて活動できる市民やNPOが、行政の文化芸術振興の取り組みを変化させていくか

もしれないと強く感じた。それは、行政が主体的に文化芸術振興に取り組むべきという、あ

る種の思い込みを転換させられるもので、これを「行政にできることの新たな形」と言うこ

とはできないか。むしろ、その様な市民やNPOの活動しやすい柔軟な環境づくりが行政に

求められているものではないだろうか。NPO法人太宰府アートのたねでのヒアリングでは、

行政が助成金を交付するのではなく、文化・芸術に関する活動をNPOが実施しやすい環境

をつくることの有効性を見ることができた。

　NPOアートサポートふくおかの古賀代表は、行政の役割を米作りに例えながら、行政は 

「土を肥やし、そこから豊かな稲穂が実る」基盤を整備すべきで「稲が伸びる、伸びない」

というのは、その活動をしている市民、団体の力量の問題であり、行政は土壌を肥やすこと

はやるけど、それ以上のことをやる必要はないと話されていた。
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　加えて、行政がやるべきことは、その実った稲穂を文化・芸術に関わりのない人達も含めて、

市民全体にどう還元していくのかを考えるべきであり、また同時に、芸術や文化の力を地域

や社会に活用するならば、芸術・文化自体が元気でないと成り立たない部分があるとも話さ

れていた。土壌づくりとは、条例や計画などの方針をまず行政が示すこと、これに基づいた

適正な補助金を支出すること、既存の公共空間の新たな使い方を創出すること、文化・芸術

を福祉など他の分野に活用できる環境をつくること、そしてアーティストや団体が出来るだ

け自由に活動できるよう規制を緩和すること、それらが行政の役割ではないだろうか。

６　今後の研究計画
（１）視察で得られた知見についての研究
　・文化芸術振興について「行政にできることの新たな形」の事例研究

　・地方公共団体とNPOの協働手法の研究

　・文化振興条例を制定している地方公共団体の文化芸術振興施策の研究

（２）（１）の研究プロセスにおいて特に参考となる事例を視察しヒアリングを実施
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１．文化芸術がもつ可能性を活用した「まちづくり」と「ひとづくり」
～ NPOアートサポートふくおか　古賀弥生 氏 ～

視 察 日 時 平成29年１月23日（月）　　午後２時～午後４時まで
視 察 先 視察場所：福岡市NPO・ボランティア交流センター「あすみん」

住　　所：福岡市中央区今泉1−19−22　天神クラス４階
最　寄　駅：福岡市地下鉄空港線　天神駅
対　応　者：古賀　弥生 氏（NPOアートサポートふくおか）

視 察 者 岩川　幸二（高槻市 水道部）
勝連　賢介（門真市 総合政策部 公共施設等総合管理計画策定担当）
村井和香子（寝屋川市 議会事務局）
岡村　妙美（八尾市 人権文化ふれあい部 文化国際課）

【視察目的】
　「アートサポートふくおか」は、文化芸術のつくり手・受け手・ささえ手をつなぎ、文化

芸術を身近に楽しめる環境づくりをめざして活動している団体である。

　また、代表の古賀弥生氏は、元福岡市職員で、市役所在職中からアートマネジメントを学

び、文化芸術を活かしたまちづくりの実践活動を行っている。福岡市退職後は、「アートサ 

ポートふくおか」の活動だけではなく、様々な自治体の文化芸術に係る審議会の委員として、

行政の文化芸術政策にも関わっている。

　このように、古賀氏は、“行政”と“民間（市民・団体）”の双方の立場で、文化芸術を活

かしたまちづくりに関わった経歴を持っている。

　自治体の文化芸術政策について、その施策の方向性や、行政と民間の連携のあり方、また、

自治体が文化芸術振興を担うことの意義・可能性などを考えるに当たり、古賀氏が得た知見

は参考になると考え、視察調査を実施することとした。

【視察内容及び質問事項】
　「アートサポートふくおか」では、「芸術体験サポート事業」として、子ども向けの芸術

体験事業、高齢者の芸術体験コーディネート事業、ホームレスの就労自立支援のためのコミュ

ニケーション講座、「アーティスト・カタログ」の制作、などを行っている。

　また、「アートと地域をつなぐ人材養成事業」として、「芸術文化のまちづくりゼミ」の開

催、他団体（大学等）のアートマネジメント人材育成事業等への協力、文化政策・アートマ

ネジメント・文化のまちづくり等に関する研修・講演等への講師派遣、などを実施している。

　一方で、古賀氏は、宗像市・古賀市・筑紫野市・春日市などの福岡県内の自治体だけでは

なく、長崎市や佐世保市などにおいても、文化芸術審議会委員や事業選定審査会委員などを

務めており、文化芸術振興に係る自治体の方針や計画等の策定に関わっている。

　これらの事業・活動に関して、以下の項目について調査し、文化芸術を活かしたまちづく
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りを進める上で、古賀氏がどのような知見や所感を得たのか、ヒアリングを行った。

【調査・質問事項】
■「アートサポートふくおか」について

　○団体の概要

　○団体を設立した趣旨

　○「芸術体験サポート事業」の活動内容

　○「アートと地域をつなぐ人材養成事業」の活動内容

　○自治体との関わり方

　○民間の視点から、自治体の文化芸術政策に対して思うこと

■古賀氏個人の活動について

　○福岡市職員時代の文化芸術との関わり方

　○自治体の審議会・審査会の委員を務めることになった経緯

　○委員を務めてみての所感

　○自治体の文化芸術に係る条例・方針・計画等に対して思うこと

■その他

【視察結果】
１．アートサポートふくおかについて

■団体の概要

　アートサポートふくおか（以下、ASF）は、法人格を持たないNPOとして、2002年１

月に活動を開始した。当初は、3年を目途で法人格を取得する予定だったが、古賀氏の活

動を実現するミニマムな組織を考えた時に、法人格を持たなくても活動に支障がないこと

や、任意団体だからこその機動力の良さがわかり、この形で15年活動している。「ASF＝

古賀弥生」という形で活動しており、事業の企画・運営・事務は古賀氏がほぼ一人で、ボ

ランティアに近い形態で担う。

　役員は、アーティストを始め、民間企業経営者・自治会関係者・行政関係者など、古賀

氏がこれまでの活動の中で知り合い、ASFの活動に賛同・協力してくれる人たちに依頼。

事業の公共性を担保する観点から、役員からは、年１回の総会や日々のメールなどを通じ

て、ASFの活動に対する助言をもらっている。また、イベント時の手伝いなどにも協力

してもらっている。

　協力会員は、議決権を持たないが、ASFの活動に賛同・協力する人なら誰でもなるこ

とができ、現在は20名ほど入会している。年会費は3,000円で、会員には、メーリングリ

ストや年４回のニューズレターで、情報提供を行っている。
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りを進める上で、古賀氏がどのような知見や所感を得たのか、ヒアリングを行った。
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■設立の背景

　古賀氏は、以前、趣味で演劇をやっており、劇団の運営などにも関わっていた。その経

験の中で、文化活動には資金も必要だとわかり始め、「メセナ」に興味を抱くようになっ 

た。これをきっかけに、アートマネジメントを学ぶ必要性を強く感じ、福岡市職員として

働きながら、慶應義塾大学のアートマネジメント講座に聴講生として通い始めた。

　当時、福岡では、アートマネジメントを本格的に学んでいる人は古賀氏以外に存在せず、

自分の学びを他の人たちとも共有しなくてはならないと思うようになった。そこで、アー

トマネジメントに興味をもつ人たちを集めて、市役所内に研究会を立ち上げ、業務時間外

に勉強会などの活動をするようになった。その活動が徐々に知られるようになり、アート

マネジメントに取組む外部の人たちとも、ネットワークを持てるようになった。

　福岡市在職中、古賀氏は、文化芸術に対し、「行政」の立場からどのような支援ができ

るのかを考えてきた。しかし、研究会の活動を行う中で、自身の立場を変え、外部から行

政に働きかけることで、福岡市のアートマネジメントを変えていこうと決心。福岡市役所

を退職して、ASFを設立するに至った。

■主な事業の内容

　先述のとおり、ASF及び古賀氏は、「ASF＝古賀弥生」という形で活動しており、古賀

氏個人の活動についても、「ASFが古賀氏を派遣する」という形態をとっている。主な事

業としては、以下の4つである。

①子ども向けの芸術体験事業

　ASF設立時、古賀氏の子どもたちが小学生だったこともあり、子どもには非常に関心

があった。そのような中、子どもたちの学校の図工・音楽の時間が面白くないと感じ、何

とかしたいとの思いから、学校への芸術家派遣事業をNPO活動の柱とし、2002年より10

年間取り組んだ。

　当初は、古賀氏の子どもが通う学校や、そこから繋がった他の学校などを対象に事業を

実施していたが、３年程行ったところで、福岡県の目に留まり、ASFが県の芸術家派遣

事業のコーディネートを担うこととなった。

　その後、久留米市の芸術家派遣事業のコーディネーターを務める中で、コーディネーター

養成事業も実施し、次を担うコーディネーターを育成できた。

②高齢者の芸術体験コーディネート事業

　古賀氏は、自身の父親が施設に入所していたこともあり、徐々に高齢者にも関心を持つ

ようになった。その中で、美術・ダンス・演劇などの芸術は、高齢者の潜在能力にアプ 

ローチできるのではないかと感じたことから、子ども向けの芸術体験事業で培ったネット

ワークを活かし、高齢者施設への芸術家派遣事業を始めた。

　古賀氏が、宗像市市民文化・芸術活動審議会の委員を務めていることから、同市は高
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齢者施設への芸術家派遣事業を行っている。当初は、ASFの事業として実施していたが、

2016年度からは、「宗像市文化芸術のまちづくり10年ビジョン」において、「文化芸術の他

分野への活用」が謳われたことから、市の事業として予算がつき、実施している。

③ホームレスの就労自立支援のためのコミュニケーション講座

　福岡市就労自立支援センターと協力し、ホームレス予備軍（住居・仕事・収入がないが、

就労すれば自立が見込める人）を対象に、就労自立支援のためのコミュニケーション講座

（フォーラムシアターという手法を用いた演劇ワークショップ）を実施している。

　この講座は科研費対象事業となっており、古賀氏は現場のコーディネートを担うだけで

はなく、研究分担者として成果検証も行い、論文を発表している。

　この事業に関して、古賀氏は、ニートと呼ばれる若い人たちにも応用が可能ではないか

と感じており、内容をブラッシュアップして、様々な課題を持つ人たちを対象に実施した

いと考えている。

④人材養成事業

　コーディネーター養成講座「芸術文化のまちづくりゼミ」は、受講者（毎年10～13名程）

から受講料を徴収し、2006年から実施してきた。2016年は、福岡女子大学において、「地

域の可能性と向き合うアートマネジメント講座」として実施している。この講座は、地域

でアートを活用したまちづくりを企画運営する人材を育成するために、福岡女子大学が文

化庁「大学を活用した文化芸術推進事業」の採択を受けて実施しているものである。

　古賀氏は、本講座の事業マネージャーとして、計画段階から参画している。

■その他の事業

　ASF及び古賀氏は、前述の主要事業の他、以下の事業も実施している。

○各種シンポジウム・フォーラムの開催

　ASFでは、設立記念行事や事業の周年行事として、各種フォーラムを開催している。

2016年には、ASF設立15周年記念として「芸術と医療・福祉のしあわせな関係づくりフォー

ラム」を開催し、事例報告及び意見交換を行った。

○「乳幼児（赤ちゃん）のための初めての芸術との出会い」事業

　この事業は、別のNPOが実施しているが、ASFは成果検証に関与している。対象者の

保護者にインタビュー調査を実施する中で、芸術は「子育て支援」の分野においても活用

できるのではないかと古賀氏は考えている。

○アーティスト・カタログの作成

　地域の学校や施設・公民館などで芸術体験ワークショップを実施できるアーティストや

団体を広く紹介するツールとして作成している。以前は冊子形式で発行していたが、現在

はWEB版を作成し、ホームページに掲載している。
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２．活動を通して古賀氏が得た知見・所感など

　ヒアリング調査では、ASFや古賀氏の活動内容を確認する中で、文化芸術を活かした

まちづくりについて、古賀氏の様々な知見や所感を聞き取ることができた。

　その中で、特に印象に残ったものを以下に記す。

■自治体の文化芸術政策に対して思うこと

○文化芸術の力を地域や社会に活用したい場合、文化芸術自体が元気でないと成り立たな

い部分がある。行政は「育ってきた稲の稲穂の部分だけを刈り取る」みたいなことをや

りがちだが、文化芸術施策において、それをやってしまっては良くない。

○文化芸術施策では、行政は、「土を肥えさせて、そこから豊かな稲穂が実る」ように考

える必要がある。「稲が伸びるか・伸びないか」は、その活動をしている団体の力次第

である。行政は「土壌を肥やすこと」はやるけど、それ以上のことをやる必要はない。

○そして、「実った稲穂を、文化関係ではない人も含めて、市民全体にどう還元していく

のか」について、行政は考えなくてはならない。

○文化のまちづくりは、「人が元気になる（QOLや幸福度の向上など）」と「まちが元気

になる（経済の活性化など）」の２つの視点に分解して考えた方がいい。文化芸術はエ

ンパワメントやQOLの向上に貢献するものであり、人を元気にする力を持っている。

○本当の意味での市民（自律的に考え、動き始めることができる人）になれるのは、

QOLが向上している人たちである。そのまちの人たちが、ちゃんと幸せに生き、元気

になって余裕ができ、まちのことを考えて活動するようになれば、経済の活性化にも繋

がるかもしれない。

○まちは、経済的な面だけ元気になっても、人が元気（幸せ）にならなくては意味がない。

まちづくりの最終目標は、そのまちの人たちが元気になることである。経済（の活性化）

は、そのためのツールである。

○文化芸術は、「人の活性化（教育や医療・福祉など）」と「まちの活性化（観光や産業振

興など）」のどちらにも働きかけることができる。

○だから、「人の活性化」と「まちの活性化」は連環させなくてはならない。双方の橋渡

しをし、「人の活性化」と「まちの活性化」を両輪にして、うまくまわせるようになると、

「文化のまちづくり」になる。

○しかし、「人の活性化」と「まちの活性化」の橋渡しは難しい。ひょっとすると、この

部分に関しては、行政のデザインが必要かもしれない。

○地域で活動しているNPOの中には、「行政は縦割りだから仕事がしにくい」と言う人た

ちがいるが、それだったら、NPOが自ら動いて、役所内の関係部署を繋ぐ役目を担っ

たらいい。NPOは、行政と一緒にやりたいことがあるのだったら、関係する部署に自

分たちからアプローチしていけばいい。
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■自治体の文化芸術に係る条例・方針・計画等に対して思うこと

○地域で活動している文化団体の人たちや市民は、自治体が策定する計画やビジョンの存

在をあまり知らない。

○計画やビジョンの策定に関わる立場としては、地域で活動している文化団体のことはあ

まり想定しておらず、そのまちの市民のために策定している。

○地域で活動している立場としては、宗像市を例に言うと、ビジョンで明確にされている

からこそ、高齢者施設への芸術家派遣事業ができると考えている。自治体の計画やビジョ

ンに明確な位置付けがあれば、行政はその事業を実施しなくてはならないし、民間も動

きやすくなる。

○市民や団体にアドバイスをする際は、その自治体が持っている条例や計画を必ず確認す

るように伝えている。そして、条例や計画で明確にされている場合は、そこにうまくリ

ンクするような事業計画書を書いて、行政に提案するよう助言している。条例や計画に

位置付けがあると提案しやすい。

○行政の仕事の多くはプランニングである。行政にはまず、大きな方針をつくる（グラン

ドデザインを描く）ということをやってもらいたい。

○文化芸術に関して言うと、以前は、文化活動を盛んにすることが文化振興だと考えられ

ていたので、文化団体の活動の場をつくるために公共文化施設の整備がされてきた。し

かし最近は、公共文化施設を取り巻く状況も変わり、文化芸術の活用においても新たな

動きや流れが出てきている。それに合った方針を策定できるよう、文化振興に関わる行

政職員には勉強してもらいたい。

■文化団体に対する補助金などについて思うこと

○文化団体の中でも、単に趣味でやっている人たちが集まる団体などには、インフラ整

備（公共文化施設を整備する等）以外の資金を流す必要はない。

○現在、文化団体に補助金などで資金を流すのが一般的だが、「仲間内で使って喜んでい

るだけで、その活動が市民には還元されていない（市民のための活動にはなっていない）」

という事例があることを思うと、弊害が多い。地域の文化団体に資金を流すのであれば、

その活動の公共性を問うなど、補助金の制度やシステムを見直す必要がある。

【所　　感】
　これまでの文化芸術政策では、古賀氏の話にもあったように、文化芸術の活動そのものを

活発にすることが、文化芸術振興だと考えられてきた。その結果、「活動の場を提供するた

めに、公共文化施設を整備する」、「活動の資金を援助するために、補助金を交付する」と 

いった施策が、多くの自治体で行われてきた。

　しかし、自治体のこういった施策に対して、「その恩恵を直接受けられる文化芸術団体な
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■自治体の文化芸術に係る条例・方針・計画等に対して思うこと
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在をあまり知らない。

○計画やビジョンの策定に関わる立場としては、地域で活動している文化団体のことはあ

まり想定しておらず、そのまちの市民のために策定している。

○地域で活動している立場としては、宗像市を例に言うと、ビジョンで明確にされている

からこそ、高齢者施設への芸術家派遣事業ができると考えている。自治体の計画やビジョ

ンに明確な位置付けがあれば、行政はその事業を実施しなくてはならないし、民間も動

きやすくなる。

○市民や団体にアドバイスをする際は、その自治体が持っている条例や計画を必ず確認す

るように伝えている。そして、条例や計画で明確にされている場合は、そこにうまくリ

ンクするような事業計画書を書いて、行政に提案するよう助言している。条例や計画に

位置付けがあると提案しやすい。

○行政の仕事の多くはプランニングである。行政にはまず、大きな方針をつくる（グラン

ドデザインを描く）ということをやってもらいたい。

○文化芸術に関して言うと、以前は、文化活動を盛んにすることが文化振興だと考えられ

ていたので、文化団体の活動の場をつくるために公共文化施設の整備がされてきた。し

かし最近は、公共文化施設を取り巻く状況も変わり、文化芸術の活用においても新たな

動きや流れが出てきている。それに合った方針を策定できるよう、文化振興に関わる行

政職員には勉強してもらいたい。

■文化団体に対する補助金などについて思うこと

○文化団体の中でも、単に趣味でやっている人たちが集まる団体などには、インフラ整

備（公共文化施設を整備する等）以外の資金を流す必要はない。

○現在、文化団体に補助金などで資金を流すのが一般的だが、「仲間内で使って喜んでい

るだけで、その活動が市民には還元されていない（市民のための活動にはなっていない）」

という事例があることを思うと、弊害が多い。地域の文化団体に資金を流すのであれば、

その活動の公共性を問うなど、補助金の制度やシステムを見直す必要がある。

【所　　感】
　これまでの文化芸術政策では、古賀氏の話にもあったように、文化芸術の活動そのものを

活発にすることが、文化芸術振興だと考えられてきた。その結果、「活動の場を提供するた

めに、公共文化施設を整備する」、「活動の資金を援助するために、補助金を交付する」と 

いった施策が、多くの自治体で行われてきた。

　しかし、自治体のこういった施策に対して、「その恩恵を直接受けられる文化芸術団体な
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どが潤うことはあっても、その先に存在する地域の住民などには、施策の効果が波及してい

ない」との指摘がある。また、少子高齢化が進み人口減少に入った昨今、どの自治体も厳し

い財政状況に置かれており、自治体が文化芸術施策に資金を投じる必要性や、文化芸術施策

そのものを実施することの意義などが問われている。

　このように、地域の文化芸術振興を考えるにあたって、従来の手法をとることが難しく 

なってきている。自治体は、「公金を使って文化芸術施策を行う意味」や、「文化芸術施策を

実施することの公共性」を説明できるようになるとともに、従来とは異なる視点から文化芸

術を捉え、施策に反映させなくてはならない。

　では、自治体は、文化芸術をどのような視点で捉えればよいのだろうか。

　ASFの活動には、それを探るためのヒントがある。

　ASFの活動において、文化芸術は、活動そのものが目的ではない。飽くまでも、人を幸

せにし、人生を豊かにするための「手段」の一つである。また、地域に存在する、教育や福

祉などの様々な課題を解決するための「ツール」でもある。

　例えば、高齢者施設への芸術家派遣事業では、芸術を活用することで、失われたように見

えた高齢者の能力・感情が呼び起されるという。また、ホームレスのコミュニケーション講

座では、演劇ワークショップを通じて、人とのコミュニケーションに課題がある人たちの行

動や考え方が変化するという。さらに、乳幼児のための芸術事業では、赤ちゃんが芸術に反

応を示し、それを見た親が子どもへの接し方について気づきを得るそうだ。

　このように、文化芸術は、赤ちゃんからお年寄りまで幅広い世代の人たちに対して、好影

響を与えることができる。また、文化芸術を活用することで、人は、その人が持つ能力を発

揮し、行動できるようになる可能性がある。文化芸術には、自律した「ひと」を育てる力が

あると考えられる。

　古賀氏が得た知見は、「自治体は、まちづくりの基礎として、ひとづくりにも目を向ける

必要がある」ことを示唆している。自治体は、文化芸術が人や社会に対して持つ様々な可能

性を理解し、それを活用することで、より良い「ひとづくり」や「まちづくり」ができるの

ではないだろうか。

　そのためには、まず、文化芸術を活かしてどのような「まち」や「ひと」をつくるのか、

その将来像を明確にしなくてはならないだろう。めざす将来像を明確にすることで、地域で

活動する文化団体やアーティストは、自分たちが「まちづくり」や「ひとづくり」のために

どう動けるのかを判断できるようになるからだ。

　自治体は、条例や基本計画・ビジョンなどの方針を策定し、その「まち」がめざす方向性

を示すことができる。よって、文化芸術政策においても、自治体は“方針”を策定すること

で、文化芸術を活かしたまちづくり（ひとづくり）の将来像を明確にし、示すことができる

のではないだろうか。また、その役割を担う必要があり、さらには、担うことを期待されて

第２章　研究会中間報告　文化政策グループ

おおさか市町村職員研修研究センター 89

第
２
章
　
研
究
会
中
間
報
告

文
化
政
策
グ
ル
ー
プ



いるのではないだろうか。古賀氏の知見も、それを裏付けるものだと考える。

＊　　　＊　　　＊

　今回の視察調査では、文化芸術を活かしたまちづくりを進める上で、自治体が文化芸術を

取り扱う意義を説明するために必要な視点を確認することができた。特に、教育・福祉など

の分野において、文化芸術は「ひと」に作用する力があり、様々な課題の解決に活用できる

可能性があることは、文化芸術を活かしたまちづくりを実践する多くの自治体職員に、アイ

デアと勇気を与えてくれるだろう。

　また、古賀氏は、自身の活動について「自分が関わり続ける必要はないし、ASFという

組織が残る必要もない。自分が関わったところで人材が育ち、知識・経験・人脈などが引き

継がれて、ASFで生まれたものが次へと派生していけばいい」と語っていた。この考え方は、

NPOなどの民間団体に限らず、自治体の施策や事業の継続を考える際にも、新たな視点を

与えてくれるものではないだろうか。

　そして、古賀氏の「NPOが自ら動いて、役所内の関係部署を繋ぐ役目を担ったらいい」

という言葉も印象的であった。自治体の施策は、政治的・財政的な要因で継続が困難となる

場合がある。また、自治体は人事異動が行われるのが常であり、担当者が変わったことで、

事業の継承ができなくなることも多々見受けられる。しかし、自治体は、古賀氏のような外

部の団体や人材と繋がり協働し続けることで、彼らを介して、施策の方向性や目的を関係部

署間で共有できるだけではなく、それらを次の体制へ継承することも可能ではないだろうか。

また、体制が変わっても、施策や事業を継続していくことができるのではないだろうか。

　この視点は、文化芸術政策に限らず、自治体の様々な政策においても応用可能であり、参

考にしたい。
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２．文化芸術振興施策の意義
～ 宗像市役所 ～

視 察 日 時 平成29年１月24日（火）　　午前９時半～午前11時50分まで
視 察 先 視察場所：宗像市役所

住　　所：福岡県宗像市東郷一丁目１番１号
最　寄　駅：西鉄バス　宗像市役所前
対　応　者：磯部　輝美 氏（宗像市文化スポーツ担当部長兼文化スポーツ課課長）
　　　　　大塚　将司 氏（宗像市文化スポーツ課係長）
　　　　　愛月菜愛美 氏（宗像市文化スポーツ課）

視 察 者 勝連　賢介（門真市 総合政策部 公共施設等総合管理計画策定担当）
村井和香子（寝屋川市 議会事務局）
岡村　妙美（八尾市 人権文化ふれあい部 文化国際課）

【視察目的】
　宗像市は、平成21年度に「文化芸術振興条例」を制定し、平成23年度に「文化芸術でもっ

と宗像が好きになる」を目指すべき将来像に掲げ、「文化芸術のまちづくり10年ビジョン」

を策定している。

　10年ビジョンは、平成23年度から平成27年度までを前期計画、平成28年度から平成32年度

までを後期計画と位置付け、現在、後期計画について、市民文化・芸術活動審議会に諮問中

である。

　そこで、前期計画の総括と後期計画の策定状況などをヒアリングし、自治体の文化芸術政

策において、文化振興条例や基本計画が果たす役割について調査する。

【視察内容及び質問事項】
「視察内容」

　宗像市は文化芸術振興基本法を受けて、「宗像市文化芸術振興条例」を制定し、これに基

づいて、事業をどのように展開していくのかを具体的に示した「文化芸術のまちづくり10年

ビジョン」を策定している。このビジョンでは、「市民が文化芸術を鑑賞・体験できる環境

づくり」、「文化芸術の作り手の活動支援」、「文化芸術を活用したまちづくりの推進」などの

重点プロジェクトの取り組みを通して、最終的には市民が「文化芸術でもっと宗像を好きに

なる」ことを目指している。

　平成23年度にスタートしたこの計画も、平成27年度で前期五ヵ年が経過したことから、こ

の前期計画の成果・課題などについて、どのように総括しているのかをヒアリングすると

ともに、現在、市民文化・芸術活動審議会に諮問中である「後期計画」（平成28年度からの 

五ヵ年）におけるプロジェクト等の展開などについて調査を行う。
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「質問事項」

①文化芸術振興条例の策定について、その目的と背景を教えてください。

②市民文化・芸術活動審議会の委員の選出方法について教えてください。

③文化振興施策・事業に対する行政評価の有無や手法について教えてください。

④文化振興施策の推進にあたって、条例や10年ビジョンを策定することのメリット、デメリッ

トについて教えてください。

⑤文化振興部門の担当部局、職員数等組織体制について教えてください。

⑥公益財団法人、文化協会等関係団体との連携について教えてください。

⑦条例や10年ビジョンを策定したことにより、実際に事業化（予算化） された施策例はある

か教えてください。

⑧市民団体・NPO等の自主活動団体への補助金制度の有無と補助する場合の選定方法、補

助額の算定方法ついて教えてください。

⑨若い世代（幼児や小学生）向けの事業はありますか、あれば事業内容を教えてください。

⑩ビジョン等の策定にあたって参考にした自治体などがあるか教えてください。

【視察結果】
①文化芸術振興条例の策定について、その目的と背景を教えてください。

・時の情勢に左右されない永続性のある文化振興事業を行おうと平成21年度に市の文化振

興計画を策定することになり、最初の計画の考え方のもとになる条例を策定し、引き続

き「文化芸術のまちづくり10年ビジョン」を策定した。

そして、この条例の定めに基づき平成23年３月に「宗像市文化芸術のまちづくり10年ビ

ジョン」を策定し文化芸術の振興を通じたまちづくりを行っているが、「文化芸術活動

団体助成事業」、「文化芸術の他分野への活用」、「宗像ユリックスの拠点機能強化」など、

文化芸術を積極的に活用した総合的なまちづくりを進めている。

・宗像市では宗像ユリックスが市民の文化芸術の拠点として、芸術の鑑賞機会の提供を

行ってきた。また文化協会による「芸術祭」「吹奏楽祭」「文化祭」などの公演活動を通

じて地域文化の推進役を担ってきた。

・国においては平成13年に文化芸術振興基本法が施行され、地方自治体の責務が明文化さ

れた。

・このような状況の中、宗像市の文化芸術の役割や機能を再認識し、宗像市の特性や魅力

を活かしながら、今後の文化芸術振興に取り組むに当たっての基本的な方向性・指針を

策定する必要性があり、条例を策定することとなった。
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②市民文化・芸術活動審議会の委員の選出方法について教えてください。

・市が専門分野に応じて選定。市民代表については一般公募

・この文化・芸術活動審議会が活発に議論し市に提言して、市もそれを受け入れる体制を
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③文化振興施策・事業に対する行政評価の有無や手法について教えてください。

①年度末に平成28年度の事務事業評価を実施。その結果が平成30年の実施計画に反映。

【事務事業評価の指標】

●成果指標

・文化事業（芸術祭、吹奏楽祭、文化祭、こども芸術祭）の入場者数

・文化芸術活動事業の補助金の活用件数

●活動指標

・文化協会の会議数

②経営企画課が年１回実施するアンケートの中で、市民活動の状況について質問している。

④文化振興施策の推進にあたって、条例や10年ビジョンを策定することのメリット、

デメリットについて教えてください。

・条例やビジョンを制定することにより、首長が変わることによる「文化振興施策の推 

進」の停滞の抑制につながる。

・「文化振興施策の推進」は幅が広く、抽象的な部分が多いが、10年ビジョンを策定する

ことにより、市の文化振興施策を体系化することができた。

・10年ビジョンを策定するに当たっては、文化振興条例の中で、市の文化芸術の振興につ

いて、基本理念や文化芸術の範囲、市民、行政、民間団体等の役割を示していたので、

10年ビジョンでも同一の内容を期すことができた。

・10年ビジョンを策定したことにより、市とユリックスと同じ方向性を持って、文化芸術

の様々な事業に取り組むことができた。

・デメリットについて、あえて述べるとすれば市の財政状況が厳しくなり、文化振興で予

算が付かない状況になったときに、文化関係団体から、条例やビジョンを逆手に取られ

る可能性がある。ただし、その先に新たな提案が上がれば大変喜ばしいことである。
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⑤文化振興部門の担当部局、職員数等組織体制について教えてください。

・担当部局：市民協働環境部文化スポーツ課市民文化係

・文化係の人数：係長１名、正規職員１名、再任用職員１名

⑥公益財団法人、文化協会等関係団体との連携について教えてください。

・公益財団法人宗像ユリックスは、「宗像市総合公園」及び「宗像総合市民センター」の

指定管理者。現在は宗像市から事務局長（部長級職員）として１名が出向（建物修繕業

務が多いため技師職員）

・市文化協会の事務局を担っている。平成28年度は市から補助金2,082千円を交付。芸術 

祭、文化祭、伝統文化継承事業（小中学校への出前授業、親子体験教室）などを連携し、

実施

・補助金の申請に関しては、市文化協会において全ての事務手続きを行っている。

・設立当初は委託していたが、現在は非公募。平成19～20年度に宗像市総合公園にアクア

ドーム（南ゾーン）と市民センター（北ゾーン）を分けて開設する際公募にかけたが宗

像ユリックスが選定された。また同じ公園の施設のため、同じ指定管理者の方が運営し

やすい。

・平成30年度から第４期の指定管理となる。

⑦条例や10年ビジョンを策定したことにより、実際に事業化（予算化）された施策

例はあるか教えてください。

・宗像市の文化の中核施設として設立された「公益財団法人宗像ユリックス」が施設まで

足を運べない方にはこちらから赴こうというモットーのもと体系的にコミュニティ・セ

ンターや保育所、幼稚園、小学校、中学校、福祉施設等でアウトリーチ事業を実施。こ

れにより、多くの方々に文化芸術を鑑賞する機会を生み出している。

・市内小学4年生を対象に宗像ユリックスでクラシックコンサートを開催し、小学生の間

に本物の文化芸術に触れる機会を提供（小学4年生文化芸術鑑賞事業）

・高齢者施設等への入所者のQOL（生活の質）の向上を図ることを目的に、市内の高齢

者施設で文化芸術ワークショップを開催（平成26年度から実施し、これまで11回開催）

⑧市民団体・NPO等の自主活動団体への補助金制度の有無と補助する場合の選定方

法、補助額の算定方法について教えてください。

・市内に活動拠点を持つ市民活動団体やボランティア活動団体などを対象に、文化芸術活

動事業補助金を交付

・平成23年度からスタートしたが、利用件数の減少もあり、平成28年度に見直しを行い、
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平成29年度から新制度（市民に還元される活動であれば、市外の民間団体・企業であっ

ても補助金の対象とする予定。）でスタートする予定

⑨若い世代（幼児や小学生） 向けの事業はありますか、あれば事業内容を教えてくだ

さい。

・小学４年生文化芸術鑑賞事業

　この事業は市・公益財団法人宗像ユリックス・民間団体（九州管楽合奏団）がそれぞれ

自立心を持ち、率先して活動を行っている。

　九州管楽合奏団は公演前に全ての小学校へ事前学習を行う。また、文化・芸術活動審議

会の指摘により、音響が良い中ホールにて２回に分けて公演を行っている。

・アウトリーチ事業（すくすくコンサート）

・伝統文化継承事業（小中学校への出前授業、親子体験教室）

⑩ビジョン等の策定にあたって参考にした自治体などがあるか教えてください。

・東京都北区（北区文化芸術振興ビジョン　平成16年）

・長野県上田市（上田市文化芸術振興に関する基本構想　平成20年）

※全国の条例・基本計画を調査したが、柱立ての視点に留まった。

【所　　感】
　宗像市の文化芸術振興は「文化芸術を通したまちづくりをしたい！」という担当者の熱い

思いが形になった結果である。「宗像市文化芸術のまちづくり10年ビジョン」のひとつひと

つの事業にはそういった思いが詰まっている。たとえば、「小学4年生文化芸術鑑賞事業」に

ついて、九州管楽合奏団は公演前に全ての小学校へ事前学習を行っているが、音楽を発信す

るだけでなく、公演に参加する子どもたちの環境を学ぼうとする姿勢に驚いた。また、宗像

ユリックスの大ホールで公演を行えばすべての参加者を一度に収容できるにも関わらず、文 

化・芸術活動審議会の指摘により、音響が良い中ホールにて２回に分けて公演を行っている。

公演が一度で済まないうえ、子どもたちの送迎バスの手配も何度も必要となる。たとえどれ

だけ時間と労力がかかっても、子どもたちに本物の音楽に触れていただきたいという温か

い思いが感じられた。この「小学4年生文化芸術鑑賞事業」は宗像市、宗像ユリックス、文 

化・芸術活動審議会が連携し、それぞれの役割を果たそうと尽力した賜物にほかならないと

思った。

　そのほかに「文化芸術活動団体助成事業」は、平成23年度からスタートしたが、より多く

の方に利用してほしい、新たな文化を創出したいとの思いから、平成28年度に見直しを行い、

平成29年度から市内外の団体に対象範囲を広げる新制度を設ける予定である。市の財源は市
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で使うという固定概念を破り、市内外問わず補助金の対象とすることは大変画期的だと思っ

た。それに対する批判的な意見に恐れるのではなく、「市民に還元される活動であること」

という条件をしっかり固め、さらなる可能性を探り、活気的なまちづくりをしようという意

気込みが感じられた。また、「文化芸術の他分野への活用」に関しては、子育て世代をはじ

め、高齢者・障がい者を対象とした取り組みが行われているが、非常に先進的な取り組みで

ある。福祉といえば生活の支援で終わってしまう印象があるが、宗像市は高齢者施設にて 

ワークショップを行ったりと高齢者の方々の生きがいづくりにも取り組んでいる。縦割り行

政の弊害を打破し、部署の垣根を越えて新たな分野へ踏み込んだ事業展開をしている。この

結果乳幼児から高齢者にわたるまで全ての宗像市民を対象とした文化芸術によるひとづくり

を実現させている。そのような積極果敢な姿勢に「文化振興によって“まちづくり”“ひと

づくり”をしよう」という宗像市の熱い思いが感じられた。さらに「宗像ユリックスの拠点

機能強化」に関しても、文化の情報源である宗像ユリックスの機能をもっと活用して市民等

や民間団体への支援の充実を図ろうとしている。これは現状に決して満足せず、将来への更

なる発展を目指している証である。また、「この繋がりを断ってはいけない、未来へ継承し

ていきたい」という思いが伺えた。

　宗像市の歴史を紐解くと昭和40年から宅地開発がなされ、専業主婦が増え、余暇の時間を

活用しようと生涯学習が盛んになった。その結果「ワンコイン講座」の開講、市民団体によ

る「自由大学（ゲストを招いた講座）」の開設、「文化サークル」の立ち上げなど文化活動が

活発になった。宗像市は福岡県内でも文化振興が活発なまちである。現在の文化振興事業が、

宗像市民の心の拠り所となり、宗像市のあかるい将来へと繋がっていくのだろう。文化芸術

を通し、「まちづくり」「ひとづくり」を形成する宗像市の取り組みは非常に先進的であり素

晴らしいものであった。
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３．アートで市民と行政がつながる関係
～ NPO法人 太宰府アートのたね ～

視 察 日 時 平成29年１月24日（火）　　午後３時～午後４時30分まで
視 察 先 視察場所：NPO法人 太宰府アートのたね

住　　所：法人所在地 福岡県太宰府市観世音寺6−12−18
視察場所：太宰府市役所
　　　　　福岡県太宰府市観世音寺１丁目1−1
最　寄　駅：西鉄 西鉄五条駅
対　応　者：牟田　佳子 氏（NPO法人 太宰府アートのたね）
　　　　　髙橋　史子 氏（NPO法人 太宰府アートのたね）
　　　　　児嶋　秀晃 氏（太宰府市建設経済部観光経済課）

視 察 者 勝連　賢介（門真市 総合政策部 公共施設等総合管理計画策定担当）
村井和香子（寝屋川市 議会事務局）
岡村　妙美（八尾市 人権文化ふれあい部 文化国際課）

【視察目的】
　「地域住民に対して、芸術・文化の素晴らしさを広め、豊かな人間関係を築くことに関す

る事業を行い、人にやさしく、アートのあふれるまちづくりに寄与すること」を目的として

活動している「NPO法人太宰府アートのたね」は、子どもたちを対象とした事業を継続的

に実施している。それらの事業とアーティスト、企業等が協力する体制が形成されたプロセ

スについてヒアリングし、芸術が人とまちを動かす仕組みを解明することを目的として視察

を実施した。

【視察内容及び質問事項】
１．視察内容

　本研究会において文化芸術はまちづくりにどの様に影響するか議論された。文化芸術の振

興を「まちおこし」の手段として考える自治体は少なくない。その様な状況の中、地域で芸

術をテーマに活動する市民や団体が存在する。それらは、自治体に何を期待しているのか、

それとも無関係でいることを望んでいるのか。活動内容と団体形成プロセスを研究すること

で、自治体が成すべきことが明確になると考え、積極的に活動を実施する「NPO法人太宰

府アートのたね」にヒアリングを実施した。

２．質問事項

①設立の経緯を教えていただけないでしょうか。

②設立の時期と現在までの活動経過を教えていただけないでしょうか。

③役員および事務局職員の人数とその所属を教えていただけないでしょうか。

④国や地方公共団体（県や市など）と連携して実施している事業はありますでしょうか。
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⑤国や地方公共団体（県や市など）の補助金の交付を受けていますでしょうか。

⑥企業や他の法人、団体と連携して実施している事業はありますでしょうか。

⑦次世代（乳幼児、子ども）向けの事業はありますでしょうか。

【視察結果】
１．質問回答

①太宰府天満宮神職、太宰府市職員、地元企業、地元学生、青年会議所、各界の有志による

「アジア代表日本」実行委員会が、2006年に九州国立博物館開館及びサッカー日本代表の

世界大会出場を記念して太宰府へアーティスト日比野克彦氏を招へいし、市民参加型ワー

クショップ「アジア代表日本」を開催。実行委員の太宰府市職員が絵画教室を主宰する牟

田氏に協力を依頼。牟田氏は絵画教室の生徒とその保護者達と共にワークショップに参 

加。当時市民参加型ワークショップはまだ浸透していなかったが、「アジア代表日本」は

盛況に終わり、その後の「アジア代表日本」をはじめとする数多くのワークショップ等の

活動を経て、牟田氏の絵画教室は事業の発展性、社会貢献を目指し、日比野氏のアドバイ

スを受けNPO法人設立を目指すことになる。

②2011年NPO法人設立

　主な活動→別紙１参照

③理事長１名（事務局兼務）

　副理事長２名（１名事務局兼務）

　理事９名（１名事務局兼務）

  アドバイザー 日比野克彦氏（アーティスト）

④「トショカン・ジャック」太宰府市民図書館開館30周年記念事業

　→別紙２参照

　「地面に大きな絵を描こう」（太宰府市）→別紙３参照

　「こどもの自然体験と環境学習事業」（太宰府市、まほろば自然学校と協働）

　「九州国立博物館10周年事業」（九州国立博物館、2015年）

　「九州国立博物館児童画九州・アジア大会」（九州国立博物館、2016年）

　その他にも「市民文化祭」「人権まつり」「ルミナスフェスタ」「環境フェスタまほろばのも 

り」において依頼を受けアート体験コーナーを出展。

⑤「こどもの自然体験と環境学習事業」（福岡県地域貢献サポート事業、2013、2014年）

　「子どもゆめ基金助成活動」（独立行政法人国立青少年教育振興機構、2012～2016年）

⑥「海の日プロジェクト」（日本財団、2016年）

⑦すべてが次世代向けの事業
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２．ヒアリング概要

・設立のキッカケは九州国立博物館開館イベント

絵画教室の先生とその生徒の保護者達は、九州国立博物館のイベントに参加する。そこで

アーティスト（日比野克彦氏）、企業人、太宰府天満宮の人々と出会う。

日比野克彦氏のアドバイスによりNPO法人を立ち上げる。

→人とのつながり

・関わりのなかった市民、企業、太宰府天満宮、太宰府市がアートを通じた楽しい活動でつ

ながる

牟田氏が「奇跡」と言われた出会いは、継続的な活動につながる。牟田氏は「やさしい気

持ちの人が増えるとやさしいまちになる。アートの魅力はすごいと思います。」と話され

ていた。

→異分野、異業種をつなぐことができるアートの力

→アートに関する活動は文化芸術担当部署以外とも関ることができる。

・太宰府市から補助金をもらうのではなく様々な部署から協力を依頼される関係

活動の実績から太宰府市の文化芸術担当以外の部署も、直接NPO法人太宰府アートのた

ねに協力を依頼する。アートに関する活動をするNPOは文化芸術担当部署を通して市役

所と関わるという形ではない関係性。

→行政からの信頼のもとに成り立っている。

・図書館での作品展示による公共施設の新たな機能の創出

きっかけは、牟田氏が空っぽのショーケースに作品展示ができるか尋ねたことだった。

→積極的に行政に働きかける姿勢

太宰府市は、図書館は美術館になりえるという観点を見出した。（太宰府市は美術館を所

有していないので図書館にて展示を行う）

→費用をかけずに公共施設の新たな機能の創出をしている。

図書館はNPO法人太宰府アートのたねに太宰府市民図書館開館30周年記念事業を依頼す

る。（トショカン・ジャック→別紙２参照）

→受け入れる行政の姿勢が両者の信頼関係を生み、活動が発展している。

・活動する市民が太宰府市に声をかけやすい状況ができている

牟田氏が太宰府市と共に実施するイベントを通して太宰府市の様々な部署に知り合いがで

き声をかけやすくなったと話されていた。また、太宰府市は図書館や市役所駐車場の使用
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を許可するなど（「地面に大きな絵を描こう」→別紙３参照）、費用をかけないカタチで効

果的に協力している。

→条例制定―計画策定―事業化（助成金）とは異なる文化芸術振興の仕組み

・太宰府天満宮とアート

太宰府天満宮の御祭神 菅原道真公は「学問の神様」のほか「文芸・芸能・芸術の神様」と 

して、古くから崇められ、九州国立博物館の誘致運動など、一貫して九州の文化活動の活

性化に貢献すべく様々な試みを行ってきた。太宰府天満宮、境内地の三分の一を寄附して

九州国立博物館が建設されたという経緯もある。2006年からは、太宰府天満宮アートプロ

グラムを中心として、多彩なアート、デザインの紹介に注力している。その中で、ニコラ

イ・バーグマン氏（フラワーアーティスト）の展示も太宰府天満宮境内での滞在制作を経

て実施された。スターアーティストはアートに関わりのなかった人をアートの世界に取り

込むことができる。太宰府天満宮との関わりがNPO法人太宰府アートのたねの活動の幅

を広げている。

・運営費を確保する姿勢

太宰府市からの助成金制度はない。賛助会員を募り会費収入を確保している。また、独立

行政法人子どもゆめ基金や日本財団の助成金の活用をしている。人件費の確保を目指すこ

とで、次世代へ引き継ぐ体制を考えている。

・絵画教室の生徒やその保護者の協力

牟田氏は「楽しいから続けられる」と言う。生徒やその保護者も同じであり、アートの「楽

しさ」が人を引きつけている。イベントに参加した子どもたちが成長し、イベントを手 

伝ってくれる関係性が自然にできている。

【所　　感】

「楽しむこと」と「信頼されること」がつくり出す関係

　絵画教室の先生とその生徒の保護者達は、アーティスト、企業人、太宰府天満宮の人々と

九州国立博物館の開館記念イベントを通して出会い、アートあふれるまちづくりを目指して

NPO法人を立ち上げる。絵画教室の先生を誘ったのは太宰府市の担当者であり、人のつな

がりが幾重に重なり活動は大きくなっていく。

　NPO法人太宰府アートのたねが開催する子どものためのイベントは無給のスタッフが支

えている。「楽しむこと」をキーワードに協力の輪が広がっている。
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　継続的な活動は行政に認知され、様々な協力を依頼される。「信頼されること」で活動の

幅は広がっていく。

　アートの魅力は「人をやさしくできること」にあるという代表牟田氏の言葉が心に残っ 

た。NPO法人太宰府アートのたねのイベントは、大人も子どもも楽しむことができる。身

近なテーマで様々な人がやさしい気持ちで活動に参加しつながっている。活動が継続できる

要因はそのあたりにもあるようだ。

　一方、太宰府市の関わり方は、助成金を支出するカタチではない。ヒアリングの中で、声

をかけやすい市役所、声をかけてくれる市役所であることを感じた。アートの活動を通すと

NPOは声をかけやすく、市役所もアートに期待し声をかける。活動する市民と行政の間に

ある垣根の高さをアートが下げているようだ。

　条例制定、計画策定、そして事業化という流れとは違うアートを通してのNPOと行政の

関係は興味深い。市役所の文化芸術担当以外の部署も、直接太宰府アートのたねに声をかけ

るという。アートに関する活動をするNPOは文化芸術担当部署を通して市役所と関わると

いう考え方は、行政の固定概念なのかもしれない。

　文化芸術振興は助成金の交付という形が多く、予算上の都合から時の体制に左右されやす

いため、行政は条例や計画の策定で時の体制に左右されない仕組みづくり目指している。し

かし、NPO法人太宰府アートのたねと行政の関係性は、継続的な文化芸術振興の新たな形

になりえると感じた。文化協会などの従来からの団体と違い、文化芸術から外の分野に向け

て活動できるNPOが行政の文化芸術振興の取り組みを変化させていくかもしれない。また、

その様なNPOが活動しやすい環境づくりを行政はまだまだできると感じた。活動展示空間

としての公共施設の提供、教育や福祉事業での協働、企業や大学などとの橋渡しなど、助成

金交付以外の具体的な施策の可能性はありそうだ。
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別紙１　主な活動（2016年事業及び通年事業）

イベント名 実施日時 実施場所 参加者

・ひびのこづえ虫をつくろう
・森と子どもとアーティスト

５月
３月

太宰府市内
福岡県内150人
福岡県内 50人

・アートキャンプ ８月 未定 親子25人

・大漁旗制作と地引網 ７月 福岡市内 親子50名

・大地に大きな絵を描こう 10月 太宰府市役所駐車場
一般市民・子ども
多数

・情報大学文化祭出展 11月 太宰府情報大学 多数

・他地域との交流イベントへの参
加及び呼びかけ

通年

・親子クラフト教室
・ウィンドウスタープロジェクト

通年
太宰府市及び近郊・
だざいふ遊園地

アートや地域に関心があ
る親子

・アジア日本代表 通年 国内・国外 多数

・太宰府市環境フェスタ 10月 太宰府市民の森 多数

・太宰府市民文化祭 11月 太宰府市内 一般市民　多数

・太宰府人権まつり ２月 太宰府市内 一般市民　多数

・女性センタールミナスフェスタ ３月 太宰府市内 一般市民　多数

・山かげ亭利用・維持 随時 太宰府市内 会員・親子

・ホームページ公開
・Fecebook活用
・たねまき新聞発行

随時
年２回発行

全国 一般市民　多数

・募金活動
・子どものおみせやさん

通年
９月・３月

県内 災害被災地
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別紙１　主な活動（2016年事業及び通年事業）
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別紙２　「トショカン・ジャック」太宰府市民図書館開館30周年記念事業
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別紙３　「地面に大きな絵を描こう」
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公共文化施設グループ　研究中間報告

高槻市　健康福祉部　生活福祉総務課　　上月　清登

門真市　生涯学習部　生涯学習課　　吉田　佳奈

枚方市　産業文化部　文化生涯学習室　　上田　詞子

枚方市　都市整備部　開発指導室　開発審査課　　阿部登志子

１．グループ研究の目的
（１）何を課題としているか
　公共文化施設を核としたまちづくり

　「公共文化施設のあり方～ハコものからの脱却～」

（２）何を明らかにしたいか
　公共文化施設は「貸館」としての機能を中心に運営されることが多いが、この場合、利用

者は文化活動を行っている人などに止まりがちである。しかし、施設の維持管理にも多額の

公費が必要であることを鑑みると、借りたい人に貸し出す「ハコもの」に甘んじることな 

く、「公共財」として、より多くの人々に活用される在り方を探っていかなければならない

のではないか。さらに、その在り方が、施設本来の設置目的である「文化・芸術」とリンク

して、まちの魅力づくりにつながるとすれば、それが人口減少社会の公共文化施設がめざす

べき在り方なのではないか。

　そこで、公共文化施設自身が積極的にまちの魅力づくりにつながる事業を展開している先

進事例を調査し、公共文化施設の多様な可能性を明らかにしたい。

２．今年度の研究会で得られたもの
（１）先進事例視察
　①いわき文化交流　　アリオス

【基本データ】

開館：2008年４月８日

施設概要：

　所在地　いわき市平字三崎１－６

　建築面積：11,229㎡　延床面積　27,547㎡　建築高40m

　階数：地上６階地下２階　構造　RC造　SRC造一部S造　総事業費　181億円

　主要施設：大ホール　1,705席（最大1,840席）、中劇場　395～687席（可変）、
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来館者への対応

　館内には、キッズルーム、カンティーネ、ラウンジをはじめ、無料開放空間が充実し

ており、マナーを守っていれば受け入れる方針をとっている。そのため、OLやサラリー

マン、中学・高校生、子育てサークルの母親などが集まってくる。特にキッズルームは

無料で使えることが好評で、ここに集まる人を対象に、ミニコンサートや体を動かすワー

クショップを行うこともある。

直営の理由

・市民が良質な芸術に触れる機会を作るために自主事業を行うことが、施設を作るにあ

たっての約束事項だった。直営、財団、３セクなどを検討したが、事業の中身に市が

責任を持つには、市の内部に専門家が入る形の経営がベストだと判断した。直営であ

るからこそ、行政の様々な部署との連携もスムーズであり、行政の様々な分野の課題

も知ることができている。

・人材育成の面では、地域に愛着のある人が根付くように地元出身の未経験者を採用し

ている。

・整備に関してPFIの手法をとったが、設計・施工後、PFI事業者は、警備、設備、清 

掃、ショップやカフェのテナント窓口の部分を担っている。

運営の考え方

・アリオスの事業は、「市民のために」ではなく、「市民と一緒に」をモットーに、「市 

民」「アーティスト」「職員」の３者が関わるものにしている。効率を求めるのでは 

なく、時間をかけてでも市民と親しく運営することを大切にしている。

・「おでかけアリオス」というアウトリーチ事業を大切にしている。いわき市は市域が

広く、遠いところでは施設まで車で1時間半もかかるので、学校や商店街まで出かけ

てコンサートなどを行う。教育委員会と連携する上でも、直営であることが強みと 

なっている。

　　　　　　小劇場　233席、リハーサル室（大）（中）各１、スタジオ４、

　　　　　　　　　　作業室２

　運営主体：市直営（職員数44名）

　来館者数等：（平成27年度） 来館者数　約83万人　

　　　　　　　　　　　　　　入場者数＜ホール・劇場＞　約21万人

　Ｈ27決算額：運営事業費約４億８千万円、

　　　　　　　維持管理（保守、清掃、警備等）約２億２千万円
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・東日本大震災で、アリオスに直接的な被害はなかったため、施設前の公園に避難して

来られた市民約250人を56日間受け入れた。避難所に指定されていなくても、職員が

自ら考え、避難所として開放した。また、音楽小ホールについては、罹災証明の発行

場所としてある程度の期間、役所機能の一部を果たした。また、ソフト面では、精力

的に学校へのアウトリーチを行うとともに、母子だけで避難してこられるなど、不安

を抱える親子が増えていることを踏まえ、親子が一緒に楽しめる企画を意識的に（事

業予算で1/3程度だったものを2/3程度に）増やした。

　②長野市芸術館

・開館に向けて、市民のワークショップを重ね、「新市民会館運営管理基本計画（平成

24年４月）」「（仮称）長野市民文化芸術会館運営管理実施計画（平成25年４月）」を策

定した。計画の中で、市民が多様なジャンルの文化芸術に触れることができるプログ

ラムや、次代を担う子どもたちの豊かな感性と心を育むためのプログラム、市民とと

もに地域の独自性を生かした魅力あるプログラムを創出する事業など、自主事業を積

極的に展開することとしている。また、それを実現するために、新たに財団を設立し、

非公募の指定管理者とすることや、幅広い視点から総合的にアートマネジメントでき

る芸術監督を配置することも位置づけている。

・開館を迎えた今年度は、久石譲芸術監督の公演をはじめとする音楽・バレエ分野の事

業を19事業、音楽普及に係る事業を51事業、演劇・市民参加事業を38事業、共催事業

を54事業、展開する予定。レクチャー講座など、観客を育てる講座やワークショップ

【基本データ】

開館：2016年５月８日

施設概要：

　所在地：長野市平大字鶴賀緑町1613番地

　建物用途：劇場と長野市役所第一庁舎の複合施設

　延床面積：12,482.74㎡

　構造：鉄筋コンクリート造　一部鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造

　主要施設：メインホール　1,292席、リサイタルホール　293席、

　　　　　　アクトスペース　219席（可変式）、展示サロン、

　　　　　　練習室（バンド、音楽、演劇）、リハーサル室、アトリエ

運営主体：一般財団法人長野市文化芸術振興財団（職員数19人）

予算規模：H28年度　約5億5800万円
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が好評で、次年度以降も引き続き取り組む。

・計画段階から検討に関わった市民ワーキンググループを母体として、「長野市芸術館

サポーターズ倶楽部」が発足した。この団体が企画した事業を、平成28年度は３本実

施している。

（２）神戸国際芸術祭
　「神戸国際芸術祭」は、神戸大学、神戸市民文化振興財団、世界の第一線で活躍するアー

ティストが連携し、神戸文化ホールを活用して実施している。

　本事業については、海外のアーティストと直接個別交渉して一から演奏会を作り上げてい

る。アーティストには高額な演奏料が支払えないこともあり、観光名所の案内や、交流会を

実施するなどの工夫をし、喜んで参加してもらっている。また、プログラムやチラシ配布、

もぎり等当日の運営についてはボランティアが担う等の工夫をしており、海外アーティスト

を招聘する一般的なパッケージの公演価格と比較すると、破格に安い値段でクオリティが高

い事業を実施できている。さらに、海外の一流アーティストと共演することで、神戸市室内

合奏団にも他の演奏会ではなかなか得られない良い刺激や経験となっている。

　これらの取り組みの結果、開演前から入場者が並ぶほど人気が定着してきたが、文部科学

省の補助金が減ったことなども影響し、今後財源確保が課題となっている。

　この演奏会を通じて、お金がかけられなくても手間をかけることによって、非常にクオリ

ティの高い世界トップレベルの演奏会が身近な神戸文化ホールという公共文化施設で開催で

きていること。また神戸文化ホールを中心に海外で活躍するアーティスト、神戸市室内合奏

団、ボランティア、神戸大学、行政そして神戸市民をはじめとした観客がそれぞれ産官学民

含めた文化的コモンズを形成している好例を間近で見て感じることが出来た。神戸文化ホー

ルでの視察は今後「公共文化施設のあり方」の研究を進めて行く上で大いに参考となるもの

であった。

（３）まとめ
　平成28年度の研究会では、藤野先生の講義をはじめ、神戸国際芸術祭の演奏会を聴く機会

を得たり、「いわき芸術文化交流館アリオス」、「長野市芸術館」の視察をさせていただくこ

とができた。

　アリオスでは、主要な施設として、性格の違うホールやリハーサル室、スタジオなどを備

えているが、施設の機軸となるこれらの施設だけに着目するのではなく、無料開放空間の活

用や、「おでかけアリオス」など施設外の活動なども行うことで、来館者層を広げていた。

施設そのもののファンを拡大しようとされていることが、人口減少社会における文化施設の

あり方を考える上で参考になった。
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　また、長野市芸術館は、開館から間もないためご苦労も多いようであったが、施設に興味

を持ってもらえるように、意欲的な企画に取り組むなど、自主事業の充実に努めておられた。

自主事業によって、どのようにファン層を拡大していくのか、今後も注目していきたい。

　いずれも、施設を作るときから、住民に優れた文化芸術事業を提供するというビジョンを

持って取り組まれているが、アリオスは直営、長野市芸術館は財団（非公募による指定管理）

と、運営手法は異なっていた。どのような組織や専門的人材が運営することが望ましいのか、

今後さらに掘り下げて研究したいと思う。

　また、事業に関しては、神戸国際芸術祭のように、クオリティが高い芸術を身近なものと

して提供することで、文化芸術そのもののファンを拡げる手法もあれば、施設のファンを拡

げる手法もあり、アプローチはさまざまであると感じた。これについても、今後、掘り下げ

て研究したい。

　私たちは、大阪府下の市町村職員である。大阪、京都では、日々、さまざまなジャンルの

文化芸術公演が行われており、市民がその気になればアクセスできる。文化施設をどのよう

に運営することが望ましいのか、大都市近郊の自治体であるという状況も加味しながら、来

年度の研究を進めたい。

３．今後の研究計画
　今年度の研究を通して、「どのような組織や専門的人材が運営することが望ましいのか」、

「市民の理解を広げるために、どのようなアプローチができるのか」、「大都市近郊の自治体 

は、文化施設をどう運営するべきか」という課題がクローズアップされた。そこで、今後は、

財団法人・直営・民間など、運営組織の違いによる特徴を整理するとともに、大都市近郊で

市民から支持されている文化施設の取り組みについて研究し、大阪府下の公共文化施設のあ

り方を探りたい。

◯先進事例の視察先として

　　可児市文化芸術創造センター（財団）

　　金沢市民芸術村／金沢市文化ホール

　　知立市文化会館（パティオ池鯉鮒）

　　小金井市民交流ホール（宮地楽器ホール）

　　富士見市民文化会館（キラリ☆ふじみ）　　　等
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１．文化・芸術を活かしたまちづくり研究会（公共文化施設）
～ いわき芸術文化交流館アリオス ～

視 察 日 時 平成28年12月６日　　午後２時15分～午後５時30分
視 察 先 視察場所：いわき芸術文化交流館アリオス

住　　所：福島県いわき市平字三崎１番地の６
最　寄　駅：JRいわき駅
対　応　者：支配人　大石　時雄 氏

視 察 者 吉田　佳奈（門真市　門真市生涯学習課）
上田　詞子（枚方市　文化生涯学習室）
阿部登志子（枚方市　開発審査課）

【視察目的】
　いわき芸術文化交流館アリオスは、PFI事業で整備され、平成20年に開館した。この施設

では、多彩な鑑賞事業や、さまざまなワークショップを実施し、文化芸術の中心施設として

運営されている。特に、地域の人と関わりを持ちながら、人の輪を作ることに努めてこられ

た結果、自然と人が集まる施設になっていると聞く。施設内容が立派でも、貸館利用頼みで

閑散としている公共文化施設が多い中、施設を中心に文化芸術をまちづくりに活かしている

好例だと考えた。

　加えて、公共文化施設が担うべき、文化芸術の枠組みを超えた多面的な役割について考察

するため、東日本大震災の際にどのような役割を果たされたのかをお聞きしたいと考え、視

察の受け入れをお願いすることとした。

【視察内容及び質問事項】
～視察内容～

　施設が中心となって人の輪づくりに努め、人が集まる施設になっているいわきアリオスは、

文化的コモンズを形成するために、コーディネーターやアートマネジメント人材の存在や、

人員体制、どのような事業を展開しているのかなど、ソフト面でどのような工夫があるのか。

　また、文化的コモンズを形成する上で、ハード的に必要な工夫があるのか。

～質問内容～

事業内容、予算(決算）、施設の稼働率、来館者数、経済効果、職員体制、運営のポイント、

直営を選択した理由、東日本大震災時の取り組み、建築に関して（維持管理計画、将来対

応、改善すればよかった点、好評な点）
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【視察結果】
～施設全体の見学～

○大ホール　コンサート、演劇、舞踊、講演会など多用途

○搬入口

大ホールの特徴
①客席がバイオリンの中に抱かれている
中で演奏を聴くというコンセプトのも
と配置された客席（波型）だが、結果
的に席配置が互い違いになることで、
視界の確保も兼ねたものとなった。
②大ホールだが、舞台上の可視限界を考
えると舞台から座席の最大距離を25ｍ
～27ｍ内に設定。
そのため座席数を増やすのに、劇場型
（階数を増やす）にした。

③音質にこだわり、壁面は木ではなく、
金型を起こし、レンガとした。
（500席を超えると木より石材の方が音
質がよくなるとのこと。）

搬入口の大事なポイント
搬入口で一番大切なことは、荷物の荷解
き場の確保。
このスペースがあるのとないのでは、開
演準備時間１時間の短縮および閉演後積
み入れ時間の１時間、合わせて合計2時
間の短縮になる。
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○小劇場　演劇用

○リハーサル室・スタジオ

大リハーサル室は大ホールの舞台と同様の面積があり、オーケストラのリハーサルにも使用

できる。（大ホールへの裏動線有）

①中リハーサル室はダンス用で、鏡とバレエのレッスンバーが備えてある。

②、③スタジオは、ブラインドもカーテンも無い。外部からの視線にさらすことで、学生が

室内で喫煙する行為等を抑制する狙いがある。

①

②　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③

　３つのスタジオが吹抜けに面している　　　　スタジオの中から撮った写真

　

小劇場の特徴
基本設計では、演劇用のリハーサル室
だった。実施設計の段階で、小劇場に
変更した。
舞台部分を含めて平土間での使用が可
能になる。そのため、客席がすべて収
納できるようになっており、作業を考
えて、座席の椅子は軽量かつスタッキ
ングなものを選定した。
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○中劇場

○音楽小ホール

○無料開放空間

中劇場の特徴
舞台の間口が６間と８間に可変。それ
に伴い、プロセニアムブリッジと客席
バルコニーを動かすことができる。そ
の他にも、様々な用途に合わせて、舞
台部分も客席部分も可変する設備を備
えている。

音楽小ホールの特徴
吹奏楽のコンクール時に、大ホールで
の出番を待つ間、部員たちの練習室兼
待機所として使用できるようにしてあ
る。そのために、200席の椅子がすべ
て取り払われるようになっている。
また、震災直後には、罹災証明の発行
など、市庁舎の一部として使用した。

キッズルーム
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質問事項に対して
①事業内容と予算（決算）

　平成28年度の自主企画事業は25事業で、鑑賞系の事業のほか、学校への46回のアウト

リーチや、舞台技術基礎講座やオーケストラの入門コンサートなどの人材育成事業にも取

り組んでいる。平成27年度決算額は、運営事業費が約４億８千万円、PFI事業費の維持管理

分（保守管理、清掃、警備等）が約２億２千万円。平成28年度予算額は、運営事業費が約

５億１千８百万円、PFI事業費の維持管理分が約２億２千万円。

②施設の稼働率、来館者数、経済効果

　平成27年度の来館者数は、施設全体で約83万人で、このうち、ホール・劇場への入場者数

は約21万人。経済波及効果は、平成21年度調査の生産誘発効果が「1.33」、平成24年度調査

の生産誘発効果が「1.35」であった。

③人の輪づくりのための取り組み

　アリオスの事業では、必ず「いわき市民」「アーティスト」「職員」の３者が関わるものと

し、「市民のために」ではなく「市民と一緒に」行うことを心がけている。効率を求めるの

ではなく、時間をかけてでも市民と親しく運営している。

④職員体制と地域連携を担う人材

　職員数は44名で、市職員10名（館長、経営総務課長、総務経理グループ４人、施設サービ

スグループ４人）と、嘱託職員34名。特に、市民との連携を担っているのが経営総務課の広

報グループ（嘱託５名）で、施設そのもののPRを担当し、市民の持ち込み企画をブラッシュ

無料開放空間の特徴
キッズルームやカンティーネも無料で開放している。施設内に開放空間が多いため、様々な目
的で人が集まって来る。

カンティーネ

第２章　研究会中間報告　公共文化施設グループ

おおさか市町村職員研修研究センター 115

第
２
章
　
研
究
会
中
間
報
告

公
共
文
化
施
設
グ
ル
ー
プ



アップして提供することもある。貸館の際には、市民が気持ちよく使用できるよう、施設サー

ビスグループが申込から実施まで責任を持って関わり、舞台打ち合わせでも平易な言葉で対

応している。

⑤直営を選択した理由

　市民が良質な芸術に触れる機会を作るために自主事業を行うことが、新しい文化施設を作

るにあたっての約束事項だった。直営、財団、３セクなどを検討したが、市の内部に専門家

が入る形の直営がベストだと判断した。当時検討されていた指定管理者制度は、文化施設の

運営には馴染まないと考えていたので、この制度を牽制する意味からも有効であった。ただ

し、直営を続けるかどうかは５年ごとに見直すことにしている。

⑥東日本大震災の折、施設として取り組んだこと

　震災後に建物が無傷なのは、アリオスのみであったため、避難所に指定されていなくても、

職員が自ら考え、避難所として開放した。また、音楽小ホールについては、罹災証明の発行

場所としてある程度の期間、役所機能の一部を果たした。

　ソフト面では、震災対応のため当初予算が凍結されている中、市長専決で認めてもらった

事業費で、精力的に学校へのアウトリーチを行った。さらに、母子だけで避難してこられる

など、不安を抱える親子が増えていることを踏まえ、親子が一緒に楽しめる企画を意識的に

（事業予算で1/3程度だったものを2/3程度に）増やした。

⑦建築物の将来対応

　将来対応という観点はなく、PFI事業者と工事期間中に工事変更（設計変更も含む）を行っ

てきた為、ニーズに合わせた建物となった。

⑧建物維持管理計画

　PFIの一部に維持管理も含まれている。

⑨建物（ハコもの）について改善すれば良かったと思う点

　PFIの手法で設計変更を柔軟に対応してきたため、改善すればよかったところはない。

　大ホールの設計で特に力を入れたのは、生の音響が良いこと。その他に、避難経路や女性

用トイレに工夫をした。
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　将来対応という観点はなく、PFI事業者と工事期間中に工事変更（設計変更も含む）を行っ

てきた為、ニーズに合わせた建物となった。

⑧建物維持管理計画

　PFIの一部に維持管理も含まれている。

⑨建物（ハコもの）について改善すれば良かったと思う点

　PFIの手法で設計変更を柔軟に対応してきたため、改善すればよかったところはない。

　大ホールの設計で特に力を入れたのは、生の音響が良いこと。その他に、避難経路や女性

用トイレに工夫をした。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　誘導灯がどの掃き出し窓の上にもついている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　掃き出し窓から、直接外に出られる。

女子トイレ

多くの観客の避難口が１箇所しかない
のはリスクになる。そのため、大ホー
ルと中劇場は、各客席階からそのまま
屋外（公園側）へ避難できるような設
計になっている。誰でも開錠できるた
め、避難誘導係を配置せずにすむ。

奥が入口で、手前が出口
これを分けるだけで、混雑の緩和
になる。
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⑩利用者に好評な建築的な演出等

　利用者に好評なところは、無料開放空間。

　　第１位は無料開放しているキッズルーム（保育室）

　　第２位はフリースペース（アリオスラウンジや休憩室含む）

学生の勉強スペースやOLの昼食場所としてホールを使用する人でない人も集

まることが大事

　文化芸術活動をしていない人も、芸術に関心のない人も、好きな時にやって来て、好きな

場所で思いのままに過ごせ、好きな時間に帰って行く。そのようなフリースペースをどれだ

け豊かに提供できるかが、成功の秘訣である。

　また、人口減の時代にあっては、ホール等の稼働率よりも、入館者数を伸ばすことが大切

である。

⑪建築図面

　簡単な図面をいただいた。

【所　　感】
◯阿部

　このいわき芸術文化交流館アリオスについて運営の方針が、直営ということが文化施設の

黒字運営を目指すものではなく、地域に根ざすこと、文化施設が真の意味での市民生活に無

くてはならないものとして機能するために必要な手法だと思った。

　直営のメリットは、やはり市の組織に入り込めることで他部署との連携が取れることや効

率良く仕事をするのをやめたところだということに納得した。

　（市民と一緒に何かをしようとするということが効率を求めていないにつながるつまり効

率を求めると市民と関らない選択をしてしまう）

　その姿勢があることにより、自主事業ではかならず３つのキャラクターを取り入れている

とのこと。（３つとは、１、市民　２、アーティスト　３、職員）

　そういうことからも市民と一緒に運営していくことができるのが直営だと感じた。

　「市民を巻き込む」とか「協働」というフレーズは良く聞くが、まさにそれを実践してい

る文化施設がアリオスだと感じた。

◯上田

　いわき芸術文化交流館アリオスを訪れたのは施設の休館日だったが、館内には歌の練習を

する学生達や、自習する子ども達、子ども連れの方などがおられた。催しがない休館日に市
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民が訪れる秘訣を尋ねると、「無料で開放できる空間をできるだけ確保し、市民が施設をど

う使うか、運営者側から枠にはめないこと」と話しておられた。

　施設は、維持管理するだけでも経費がかかる。この財源のうち、公費の割合が高ければ高

いほど、使う人と使わない人の間に不公平が生じるので、受益者に応分の負担を求めるのは

自然なことだと考えていたが、アリオスを見学し、お話を伺ってみると、その考えが施設の

可能性を狭めることに気づかされた。

　文化芸術に関心がある人を増やそうとしても、先ず、その取り組みに気づいてもらわなけ

れば始まらない。心地よい空間を提供して、緩やかなルールの中で来館者を受け入れ、時間

をかけて市民との関係を築く。市民との関係の中から発見した何かを元に、文化の輪が広 

がったり、新たな芸術が生まれたりすると考えれば、文化施設を公共財として活用するため

に、とても大切な姿勢だと思った。

◯吉田

　このいわき芸術文化交流館アリオスに入館してみて、おしゃれで使いやすいというのが最

初の印象だった。

　話を聞いていくと、直営にすることで行政との連携が当ホールのよいところなどをPRし

たりするなど色々と努力されていることがわかった。

　また、市民・アーティスト・職員間のよりよい関係づくりを行うためには、効率よく仕事

をすることをやめたと聞いたとき、これが協働の本当の姿なのだと実感した。

　ホールのあり方などを考えさせられただけではなく、現在実行委員として参画している事

業などに対する考え方を改めて見直すきっかけとなった。
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２．文化・芸術を活かしたまちづくり研究会（公共文化施設）
～ 長野市芸術館 ～

視 察 日 時 平成28年12月７日（水）　　午前10時00分～午前12時30分
視 察 先 視察場所：長野市芸術館

住　　所：長野県長野市大字鶴賀緑町1613番地
最　寄　駅：JR長野駅
対　応　者：事務局長　横山　暁 氏

視 察 者 吉田　佳奈（門真市　門真市生涯学習課）
上田　詞子（枚方市　文化生涯学習室）
阿部登志子（枚方市　開発審査課）

【視察目的】
　長野市芸術館は、平成28年5月にオープンした新しい文化施設である。

　開館にむけて、外郭団体を設立し、芸術監督を招くなど、開館前から緻密な準備を積み重

ねてこられている。

　開館後間もないが、様々な鑑賞事業だけでなく、レクチャー講座など新たな顧客を開拓す

るような取り組みも積極的に実施しておられ、文化芸術をまちづくりに活かそうとしている

ように見受けられた。

　文化芸術をまちづくりに活かすために、施設をどうつくり、どのような人材を、どのよう

に確保または育成したのかを伺うため視察の受け入れをお願いすることとした。

【視察内容及び質問事項】
～視察内容～

　貸館中心の公共文化施設が多い中、長野市芸術館は、開館前から、さまざまな事業を積極

的に展開されている。実績を積んできた施設の建替えなどであれば、ノウハウの蓄積がある

だろうが、新たな施設でこれだけの事業を展開できるようにするために、どのような人員体

制をとり、どのように確保、育成されたのか。

　また、文化的コモンズの形成につながるような、地域を巻き込んだ事業をしておられるの

か、またはする予定があるのか。

　さらに、維持管理費の節減につながる設備や特殊な舞台設備の導入など、ハード面で何か

工夫をしておられるのか。
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【視察結果】
～施設全体の見学～

○メインホール

○リサイタルホール

 

 

↑リサイタルホールのホワイエ

【特徴】
①1,292席（１階席：916席、２階席：376 

席）親子室はなし。
車いす席は中央席（１階11列）に設け
るため、中央席は取り外し可能。（車
いす席最大30席）
オーケストラピット有。舞台迫なし。
美術バトン15本（うち、自由になるも
のは11本）で、全て電動。

②壁と床には、県産のクリを使用。
③楽屋は９室（小楽屋２室、中楽屋５室、

大楽屋２室）あるが、舞台面の１階と
地下１階に分散している。

④緞帳は地元企業による寄附。

【特徴】
①293席の音楽専用ホール。
②壁と床はカエデを使用。
③地下２階にあるが、エスカレーター１

本とエレベーター１基で行くしか方法
がなく、動線に難がある。
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○アクトスペース

　↓暗幕の裏が全面スクリーンとなっており、映像を使った演出も可能

○庁舎と合同のホール及び展示スペース

展示スペース

【特徴】
①219席。ロールバック段床。椅子はパ
イプ椅子で可動式である。
②舞台部分には奈落があり、舞台を自由
に組みかえられる。18ｍ×18ｍの平土
間でも使用できる。
③スクリーンがあり、映像付の演劇など
も可。
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質問事項に対して
～質問内容～

①H28年度の事業および予算（市民を巻き込んだ事業の有無）

・平成28年度の予算額は、管理費と事業費をあわせて約５億5800万円。開館を迎えた今年度

は、久石芸術監督の公演をはじめとする音楽・バレエ分野の事業が19事業、音楽普及に係

る事業が51事業、演劇・市民参加事業が38事業、共催事業が54事業。観客を育てるための

講座やワークショップは好評で、引き続き取り組む。

・計画段階から検討に関わった市民ワーキンググループを母体とするサポーターズクラブが

あり、この団体が企画する事業を３本実施している。

②職員体制

・事務局は、総支配人を含めて19人（うち市から出向１名）の体制である。

事業の企画制作担当は３名、芸術監督以外は引き抜きというわけではなく、全国に公募し

た。広報担当（１名）はタウン情報誌発行など経験のある方々が集まった。チケットセン

ターは臨時職員が対応している。

・旧市民会館は貸館中心で民間企業に指定管理者として指定していたが、市民が優れた文化

芸術に触れる機会を積極的に作るため、自主事業に責任を持てるように財団を設立した。

・当初は平成27年秋に開館する予定だったため、財団を平成25年秋に設立し、市職員２名と

プロパー２名の４人で始めた。開館１年半前となるはずだった平成26年度当初に13人に拡

充し、平成27年度当初からほぼ今の体制となっている。

③芸術監督などの専門的人材を、いつ、どのように確保したか

・平成25年度に芸術監督名を公表した。芸術監督と総括プロデューサーは財団との委託契約

によって委託している。芸術監督は、全てのプログラムをチェックされる。事務局職員が

打ち合わせのために月２、３回東京に訪問している。総括プロデューサーは芸術監督の事

務所の方で、長野まで来られる。

④建物について改善すれば良かったと思う点

・ホールが良く響くため、音楽系のアーティストからは評判が良いが、講演や演劇には響き

すぎる。引渡し後、600万円かけて音響調整できるようにした。

・ホール内で２階席に上がるEVがなく、階段しかないことが不評であった。また、女性ト

イレが下手にしかないのが不便だという声が多い。

・限られた敷地内で庁舎との合築なので、ホール施設が縦に分散してわかりにくい。サイン

が不足している。
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・劇場側の動線がわかりにくいところ。特に縦動線。（リピーターが増えれば解消される）

⑤建築図面

・「長野市芸術館避難誘導図」をいただいた。

⑥その他

・開館後間もないので正確な稼働率は出していないが、メインホールで約70％、リサイタル

ホール約55％、アクトスペースが約60％、練習室は50％程度。

・公演の集客率を伸ばすことが当面の目標。学生割引、キッズ割引の導入、旅行社と提携し

たツアー企画なども検討している。

・文化施設は建てるより建ててからの方が経費がかさむ。文化行政に一定の予算を継続的に

投入する覚悟と将来を見通した計画が、行政に求められている。

【所　　感】
○吉田

　長野市役所前駅から３～５分と近く、バス停も目の前にあり、アクセスは便利である。市

役所とホールを一緒にするという点では斬新で経済的だという最初の印象が強かったが、メ

ンテナンス面では別々ということが気になった。

　使用目的によってホールがいくつかに分けられていることを知り、今の時代に合っている

のだろうか、利用者間の競争がなくなって利用率が上がっていくのだろうかと色々と考えさ

せられた。

　新しく建てたばかりで、不足している部分が多く、最初は仕方がないと思うが、遅くなっ

てでもきっちりと整えてから開館したいと思った。

○上田

　長野市芸術館は平成28年５月に開館を迎えたが、平成22年から市民のワークショップを立

ち上げて80回に及ぶ議論を重ね、平成24年には「運営管理基本計画」、平成25年には「運営

管理実施計画」を策定、平成25年に運営主体となる財団を設立して芸術監督を招聘するな 

ど、開館に向けて周到な準備を重ねてこられた。

　しかし、庁舎との合築などの制約がある中で設計を進めたため、使用者側の思いが十分反

映できず、来館者の動線や運営の効率性の面で不便も感じていることや、良い企画を立てて

も直ちに入場者として成果が現れるわけではないことなど、率直な状況を教えてくださり、

文化施設をオープンさせることが如何に大変かを痛感した。

　事業のラインナップを見せていただくと、決して多くはないスタッフで、意欲的な企画に
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取り組まれていると思う。また、市民のワークショップを母体とする「長野市芸術館サポー

ターズ倶楽部」が、この施設を盛り上げようと活動されている。新たな文化芸術の芽が出る

までしばらく時間がかかるだろうが、活動の輪が広がることを期待して、見守っていきたい

と思う。

○阿部

　長野市芸術館は、今まさに、スタートをきったばかりであり、『世界と長野市を芸術で結 

ぶ、新しい創造拠点へ』とホームページにスローガンを掲げているが、その思いの中には、『日

常に音楽を、芸術を。』という市民への日常生活の一場面となることを目指している。

　地域性や庁舎との合築による芸術館側の課題（駐車場や出入口の兼用）をこれからの周知

活動と魅力ある事業展開によって解消し、『そこに行けば何かがある』と期待と信頼を得た

時に、市民がリピーターであり、サポーターとなり、公共文化施設を支え、地域に根付いた

公共文化施設となるのではないか。それまでには月日が必要であり、その方法（選択）も様々

あり、今後の長野市芸術館がどの方法を運用していくのかについても引き続き、注目した 

い。
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コミュニティ創生グループ　研究中間報告

吹田市　税務部　資産税課　　津田　泰彦

高槻市　教育管理部　地域教育青少年課　　齋藤　圭子

交野市　企画財政部　秘書・政策企画課　　清水　一宏

四條畷市　市民生活部　人権政策課　　高橋ひかる

１　研究目的
　研究会のアドバイザーである藤野先生の講義で、「文化・芸術」という言葉の定義や各国

での文化施策の展開、昨今の文化・芸術に関する動向等、さまざまな角度から「文化・芸術」

を知ることができました。また、「文化・芸術」という言葉に対して抱いていた漠然とした

イメージを整理することができた一方、その概念や捉え方はさまざまであり、正解はないと

いうことについても理解することができました。

　講義をいただいた中で、「文化的コモンズ」（注）という考え方に強く惹かれました。

（注）文化・芸術には、地域の活力を創出し、自治の基盤を作っていく力がある。

この文化的営みの総体こそ文化的コモンズだ。

（一般財団法人地域創造「地域における文化・芸術活動を担う人材等に関する調査研究
報告書－文化的コモンズが、新時代の地域を創造する－」（平成28年３月）より）
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　研究会参加者による文化・芸術に関する意見交換では

　　〇文化振興に関する計画やビジョンがある

　　〇一定の文化施設がある

　　〇歴史的なまちなみがある

　　〇文化活動を行う団体が複数存在する

　　〇文化・芸術に関する市民会議を行っている

といった現状におけるプラス面の意見がたくさんある一方で、

　　●なんとなく何かが足りない気がする

　　●もっとよくなる方法があると思う

という共通した課題があることもわかりました。

　これらの、「何かが足りない」、「もっとよくする方法」、に対するヒントが文化的コモンズ

の概念図の中にあると感じました。

　これまでの文化・芸術の取り組みは、行政と地域団体、行政とNPO、行政と教育機関、といっ

た行政が中心となって活動を行う、または活動を支えることが主でしたが、文化・芸術の取

り組みをさらに充実するためには、行政、地域、NPO、企業、教育機関といったさまざま

な主体がそれぞれにネットワークを築き、多種多様の活動を展開することが必要ではないか

と考えました。

＜文化・芸術の取り組みにおける各主体のネットワーク図＞

　ゲストスピーカーとしてお越しいただいた、NPO法人 DANCE BOX代表の大谷さんから

お聞きしたNPO法人と行政の関係や、地域との関わり方などのさまざまな話からも、たく

さんの気づきがありました。地域との関わり方の部分では、地域に溶け込むきっかけとして

「銭湯」があり、「銭湯」で仲良くなることで新たな仲間が見つかることや、新しい取り組み

もその場で決まってしまう、といったお話がありました。

　「銭湯」という事例が一般的であるかどうかはともかく、行政以外の主体間のネットワー
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クでは、その場で合意し新たな取り組みを始めるといったことや、電子メールやFacebook

などのSNSを活用したコミュニケーションにより、時間や場所に関係なくものごとが決まっ

ていく、といったこれまでの行政が中心となって行っていた取り組みとは全く違った形があ

ることを、十分に認識することが必要だと感じました。

　地域の伝統的行事や近所づきあいの変化など、市民の暮らし方や意識が大きく変わってい

く中で、「地域性」だけで人のつながりを維持すること、または生み出すことがとても困難

になっています。そんな現在こそ、「文化・芸術」が人と人をつなぐ役割を果たせるのでは

ないか、またコミュニティの活性化に影響を与えることができるのではないか、と考えまし

た。

　一方、「文化・芸術」を支える行政には、限られた予算や人員、人事異動サイクルの見直

しといった環境の変化が押し寄せています。

　コミュニティ創生グループでは、「文化・芸術」と「人と人のつながり」、「コミュニティ

の活性化」の関係において、行政の果たす役割、効果的な取り組みについて調査研究を行い

ます。

２　先進事例視察（H29.1.26−1.27）
　先進的な取り組みを行っている事例について、視察を行いました。

＜視察先＞
①大分県大分市（おおいた夢色音楽プロジェクト、おおいたトイレンナーレ）

音楽をテーマに、鑑賞・参加・育成型のイベントを開催する「おおいた夢色音楽プロジェ

クト」、トイレをテーマとした芸術祭「おおいたトイレンナーレ 2015」

②山口県萩市（萩まちじゅう博物館）

　まち全体を博物館としてNPOと協働で取り組む「まちじゅう博物館」

＜視察結果＞
　視察結果は別紙の視察報告書を参照ください。

３　今年度の研究会で得たもの
「文化・芸術を支える原動力は“人”にあり」
　藤野先生が企画に関わっておられる神戸国際芸術祭、NPO法人DANCEBOXの活動、先

進事例として視察した大分市、萩市の事例など、この研究会を通じて知った数々の取り組み

は、それぞれ主体は異なりますが、「文化・芸術」を通じて人々に働きかけ、まちを盛り上
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げよう、コミュニティを盛り上げようという想いや情熱を持った“人”が必ず存在し、その

“人”が行動をおこすことによって何かが動き出す、という点については共通していました。

　例えば、大分市の取り組みであるトイレをテーマとした世界でも例のないアートフェス

ティバル「おおいたトイレンナーレ 2015」を実施するきっかけは、大分市の若手職員二人

による職員提案だったといいます。二人の情熱が「提案」から「実際の事業」となり、二人

がトイレンナーレの担当として取り組みを進めた結果、行政、事業者、市民が一体となり 

「おおいたトイレンナーレ 2015」を成功に導きました。

　「文化・芸術」は人の感性や五感に働きかけ、人を動かす力があります。

　その「人を動かす力」を最大限に発揮し、コミュニティの活性化や活気あるまちづくりを

行うために何が必要なのかと考えたとき、それは一人の人間の意志であり、情熱なのだと学

びました。

「文化・芸術施策は場所を選ばない」
　藤野先生の紹介により、「さいたまトリエンナーレ」を拝見し、プロデューサーである芹

沢さんからお話をお聞きする機会がありました。「何もない」・「ダさいたま」と揶揄される

こともあったさいたま市、しかしトリエンナーレに先立ち、さいたま市をあらゆる角度から

見渡す「さいたまスタディーズ」という研究を通じて、さいたま市とはどういう都市なのか

という位置付けができたそうです。抜きんでた特徴のない街であっても、これまでとは違っ

た角度から見ることで、新たな感情が生まれることを教えてくれました。

　視察で訪れた大分市と萩市は対照的でした。

　大友宗麟がキリスト教の布教を初めて認め、南蛮貿易が活発に行われたことにより、西日
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の生家や遊んだ場所、学んだ場所など歴史遺産には事欠きません。

「江戸時代の地図がそのままつかえるまち」として江戸時代の町並みや多くの歴史遺産をま

ちの取り組みとしてこれまで守り続けてきた結果、その昔ながらの町並みを歩くだけで非日

常的な感慨に浸ることができます。

　「萩が大好き」というまちじゅう博物館の担当者に、個人的な意見でも良いので萩に欠け

ているものは何かとお聞きしたところ、「若者が遊ぶ場所が少ない」とのことでした。

　つくづく対照的な二つの市、しかし、それぞれの魅力は比べられるものでもなく、どちら

もとても素晴らしい取り組みです。歴史遺産や観光資源があることは、文化・芸術のまちづ

くりにとって有利であることは間違いありませんが、それらの有無にかかわらず、すべての

自治体に何かしらアピールできる場所や方法があるという希望を持つことができました。

「文化的コモンズの形成」
　「芸術や文化について、誰もが感じたことを自由に議論ができ、それによって様々なこと

が活性化する」という文化的な営み（＝文化的コモンズ）。

　文化的コモンズの形成には、地域の住民にとって芸術・文化が暮らしの中にあることが 

「あたりまえ」でなければならず、そこに至るためのハードルは高く、決して簡単ではあり

ません。簡単ではない文化的コモンズの形成、そこにつながるヒントを視察で訪れた大分市

と萩市の取り組みの中に見つけることができました。

　大分市では、「トイレンナーレ」のような対外的に発信する規模の大きな文化・芸術施策

を行う一方、市民に対しても「おおいた夢色音楽プロジェクト」をはじめとしたさまざまな

施策を実施するなど、バランスよく文化・芸術施策を展開しています。トイレンナーレの成

功の要因を考える際、トイレンナーレの取り組みだけに注目してしまいがちですが、その成

功には、トイレンナーレだけでなく大分市の取り組むさまざまな文化・芸術施策により、市

民が文化・芸術に親しんでいるという土壌があったことも、大きく影響していると感じまし

た。

　萩市では、まちじゅう博物館という取り組みに、行政単独ではなく、NPO等との協働で

実施する仕組みを取り入れることで、行政だけ、市民だけではできない広がりが生まれて

います。行政とNPOがまちじゅう博物館の理念を共有し、連携することで、まちの一体感、

萩のもつ独特の雰囲気を形成し、まちじゅう博物館の取り組みが市民の文化として根付いて

いることを感じました。

　NPO法人萩まちじゅう博物館代表のお話に「私たちNPOがどれだけ頑張っても行政に敵

わないことがある。それは人心掌握である。」という言葉がありました。例えば、住民の方

に対して、NPOと行政が同じことを同じように説明しようとしても、NPOに対しては「そ

もそもあなた達はどこのどなたですか？」という反応が返ってくるとのことです。
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　行政とNPOそれぞれが互いの強みを生かしながら連携することが必要だとあらためて考

えさせられました。

　大分市と萩市、それぞれ目的や取り組みに違いはあるものの、明確な目標を持ち事業を実

施していること、その目標に向かってバランスよく取り組みを実施していることは共通して

います。それらが文化的コモンズの形成にとても重要なことだと感じました。

４　今後の研究計画
　今年度の研究会では、指導教授である藤野先生やNPO法人DANCEBOX代表の大谷さん

による講義、神戸国際芸術祭、先進市の事例視察、研究会参加者間での意見交換など、さま

ざまな話を聞き、さまざまな取り組みを見ることで、たくさんのことを学び、刺激を受けま

した。

　私たちコミュニティ創生グループのメンバーは、所属する自治体や所属、経験年数、担当

する業務も違います。また、文化・芸術とコミュニティ創生というキーワードに対する考え

方も全く同じではありません。しかし、この研究会を通じて得たもの、感じたことを出し合

う中で、なんとなく同じようなことを感じ取っていたことがわかりました。

　次年度は、「文化・芸術」と、「人と人のつながり」、「コミュニティの活性化」の関係につ

いて、効果的な取り組みを行っている事例の視察等を通じて、今年度感じ取ったことをより

明確にするなど、さらなる調査研究を進めていきます。

第２章　研究会中間報告　コミュニティ創生グループ

おおさか市町村職員研修研究センター 131

第
２
章
　
研
究
会
中
間
報
告

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
創
生
グ
ル
ー
プ



１．「文化芸術で人と人、都市と都市をつなぐ」文化・芸術施策について
～ 大分市役所 ～

視 察 日 時 平成29年１月26日（木）　　午後２時～午後５時まで
視 察 先 視察場所：大分市役所

住　　所：大分県大分市荷揚町２番31号
最　寄　駅：大分駅
対　応　者：若林　正策 氏（大分市企画部文化国際課 文化企画班グループリーダー）
　　　　　波多野祐二 氏（大分市企画部文化国際課 文化施設班グループリーダー）
　　　　　山内由紀子 氏（大分市企画部文化国際課 文化企画担当班主査）
　　　　　渡辺麻里子 氏（大分市企画部文化国際課 文化企画担当班主事）
　　　　　佐藤　栄介 氏（大分市商工労働観光部商工労政課 アートを活かしたまちづくり担当）

視 察 者 津田　泰彦（吹田市税務部資産税課）
齋藤　圭子（高槻市教育管理部地域教育青少年課）
清水　一宏（交野市企画財政部秘書・政策企画課）
高橋ひかる（四條畷市市民生活部人権政策課）

【視察目的】
　大分市では、2014年に策定された「大分市文化・芸術振興計画（2020 わくわく大分 文 

化・芸術ゆめプラン）」の基本理念である「人とまち 文化・芸術で輝く大分市」を基に、各

種文化施策に先進的に取り組んでいる。

　中でも、2015年に大分市中心市街地のトイレを舞台に開催された世界でも他に例のない

アートフェスティバル「トイレンナーレ」をはじめとして、市民と行政が一体となること 

で、多彩で多様な文化・芸術の振興に取り組んでいる。

　市民と行政が一体となって多彩で多様な文化・芸術のさらなる振興を図るとともに、様々

な生活シーンに文化・芸術の有するパワーを最大限に活かすことで、このまちに住むことを

誇りに思えるまちづくりを目指す大分市の取り組みは、各々の市が持つ資源の多寡に関わら

ず実施できる、文化芸術を活かしたまちづくりの先進事例であると考える。これらの基本的

な考えや取り組みを学ぶことで、それぞれの自治体の文化・芸術施策に活かすことを視察の

目的とする。

【視察内容及び質問事項】
◦視察内容

　大分市で実施されている文化・芸術施策の中でも、中心となる「おおいた夢色音楽プロ

ジェクト」及び「おおいたトイレンナーレ」について、どんな理念や思いのもと実施され

ているのかなどを、それぞれの担当者の方からお話を伺った。また、おおいたトイレンナー

レで作成された作品のうち現存しているものについて、現場を案内していただいた。
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事業説明（２時間程度）

・おおいた夢色音楽プロジェクトについて

・おおいたトイレンナーレについて

・その他大分の文化・芸術施策全般について

現地視察（１時間程度）

・平成27年夏に開催した「おおいたトイレンナーレ 2015」で制作したトイレのアート作

品（会場である大分市中心市街地の公園や公共施設、店舗のトイレに４作品）

・中心部に５本ある商店街や観光スポットなどとあわせて巡りながら、作品制作や芸術祭

の運営、事務局運営の実務等も含めた説明

◦質問事項

①大分市の文化・芸術の取り組み（全般）

（大分市の文化・芸術施策の推進体制について）

　・さまざまな部署で行っている文化・芸術に関する取り組みの統括の方法

　・主な文化芸術施策の推進体制

（ホルトホールについて）

　・駅前に複合施設としてホールがオープンしたことで、変わったこと

　・指定管理者の取り組みとして評価している点

（広域連携）

・大分県立美術館や県立図書館が市内にあるが、文化・芸術施策において、県との連携は

どの程度あるか

・別府市でも文化・芸術の取り組みが盛んに行われているが、市をまたいだ連携は行われ

ているか

②おおいた夢色音楽プロジェクトについて

　・どのような体制で実施しているのか

③おおいたトイレンナーレについて

・実施するにあたり期待した点や不安な点はどのようなものがあったか。

・トイレンナーレを準備・実施するにあたり、手ごたえ（市民からの好意的な反応等）を

感じた最初のタイミングはいつか
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・イベント終了後のボランティア「ポールさん」の活動実績や行政としてどのようにバッ

クアップをしているか

・「ポールさん」の平均年齢がかなり若い印象を受けるが、どのような方法でアプローチ

したのか

・会場（トイレ）がイベントから一年半経過して、現在どういった状態になっているか

・２回目を開催するにあたっての改善点はあるか

【視察結果】
①大分市の文化・芸術施策の取り組み全般について

　▪大分市の文化・芸術施策の推進体制について

　文化施策の主管課である企画部文化国際課は23名の職員が所属している。その内、文

化企画担当班は事務職員と臨時職員合わせて８名が所属しており、５名が文化芸術を、

３名がスポーツを担当している。

　H30年に大分県で国民文化祭が実施されるため、国民文化祭担当班を新たに設置する

予定である。また、2019年には大分市でラグビーワールドカップが、2020年には東京

でオリンピック・パラリンピックが実施されることから、これらに関連する施策を統

括・推進するために、スポーツ担当についてもスポーツに特化した課が新設される予定 

（H29年度）。

　H28年度より、庁内13課からなる文化芸術まちづくり会議庁内連絡協議会が設立され

ており、文化・芸術施策だけでなく、課をまたいだ横断的な連携を推進する。

　▪ホルトホールについて

　JR九州・国・県・市がそれぞれの役割分担の中、「大分駅周辺総合整備事業」を行い、

そのうちの市が事業主体である「大分駅南土地区画整理事業」の中で大分駅の南北の広

場と幅100メートル・長さ444メートルのシンボルロード「大分いこいの道」の整備が行

われ、また、併せて「大分市複合文化交流施設整備事業」のもと、そのシンボルロード

に面して複合文化交流施設の用地が確保され、ホルトホール大分が建設され、平成25年

７月にOPENした。

　これらの事業により、南北市街地の一体的なまちづくりが行われたことで、人の流れ

がほとんどなかった大分駅南側に多くの市民が集まるようになり、にぎわい創出につな

がった。

　演劇による地域づくりに力を入れており、平成25年の開館から毎年、自主事業として

市民参加による市民ミュージカルを開催している。市民参加型にすることで、演劇経験

を問わず演劇に興味を抱く方を増やし、大分の演劇人活性化に資することを目的として
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・イベント終了後のボランティア「ポールさん」の活動実績や行政としてどのようにバッ

クアップをしているか

・「ポールさん」の平均年齢がかなり若い印象を受けるが、どのような方法でアプローチ

したのか

・会場（トイレ）がイベントから一年半経過して、現在どういった状態になっているか

・２回目を開催するにあたっての改善点はあるか
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　▪大分市の文化・芸術施策の推進体制について

　文化施策の主管課である企画部文化国際課は23名の職員が所属している。その内、文

化企画担当班は事務職員と臨時職員合わせて８名が所属しており、５名が文化芸術を、
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　これらの事業により、南北市街地の一体的なまちづくりが行われたことで、人の流れ

がほとんどなかった大分駅南側に多くの市民が集まるようになり、にぎわい創出につな

がった。

　演劇による地域づくりに力を入れており、平成25年の開館から毎年、自主事業として

市民参加による市民ミュージカルを開催している。市民参加型にすることで、演劇経験

を問わず演劇に興味を抱く方を増やし、大分の演劇人活性化に資することを目的として
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おり、演劇を志す若者が出てきている。

　▪広域連携について

　市民図書館は、県立図書館をハブとして県内の各市町村の図書館と「相互貸借」を 

行っている。

　大分市立美術館と大分県立美術館（OPAM）も、相互連携をとりながら取り組みを

進めている。

②おおいた夢色音楽プロジェクトについて

　音楽を活かした市民の手によるまちづくりや地域活動の活性化を目的として実施されて

いるプロジェクトである。文化国際課が実施する「どこでもコンサート」「いかした大人

たちのバンドフェス」「ふるさとコンサート」と、市民主体の実行委員会が実施する「お

おいた夢色音楽祭」の合計４つの鑑賞・参加・育成型のイベントで構成されている。

　▪どこでもコンサート

　身近な場所や雰囲気の良い建物などでコンサートを行い、市民が気軽に音楽を楽しめ

る環境をつくることで、音楽に親しんでもらうための取り組みである。主に、市民セン

ターや公民館などで実施されている。入場料は無料。老若男女が楽しめるコンサート。

年間９回程度実施しており、平成27年度は延べ740人の来場があった。

　▪いかした大人のバンドフェス

　大分市内を活動の拠点としている、メンバーの平均年齢が40歳以上のアマチュア

ミュージシャンを対象に、発表の場を提供することによって、幅広い年齢が音楽活動に

取り組むことで、文化活動の推進を図っていくことを目的としている。平成28年度は10

組の応募の中から、審査員による事前選考を通過した８組が出演した。当日は荒天だっ

たため、来場者は300人であった。

　▪ふるさとコンサート

　大分市にゆかりのある若手演奏家によるクラシックコンサートである。将来を嘱望さ

れている演奏家に発表の機会を提供するとともに、市民への認知浸透を図ることを目的

としている。平成27年度は参加料1000円で、500人収容のコンパルホールで実施し、来

場者は364人であった。

第２章　研究会中間報告　コミュニティ創生グループ

おおさか市町村職員研修研究センター 135

第
２
章
　
研
究
会
中
間
報
告

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
創
生
グ
ル
ー
プ



　▪おおいた夢色音楽祭

　おおいた夢色音楽祭は、「音楽のまち大分」を実現するための鑑賞・参加・育成型の

イベントである。また、併せて中心市街地の活性化に寄与することも目的としている。

おおいた夢色音楽プロジェクトにおける最大の事業である。

　市内の商店街をはじめ、公園や商業施設など、大分中心部の演奏可能な場所にステー

ジを設置し、年齢、プロ・アマ、演奏ジャンルを問わず、県内外から集まったストリー

トミュージシャンがストリートライブを実施するイベントである。平成28年度は２日間

で延べ33ステージが実施され、249組968人のミュージシャンが出演した。イベント当日

は雨天であったが、観客は約４万9,000人であった（前年度約５万6,000人）。

　イベントの運営は、市民主体の外部の実行委員会による運営である。大分市より実行

委員会に対し、助成金を交付している。また、実行委員会では、協賛・広告の募集、出

演者からの運営協力金の徴収、屋台運営、募金の呼びかけ等により運営資金の確保に努

めている。

③おおいたトイレンナーレについて

　▪おおいたトイレンナーレとは

　「おおいたトレインナーレ」は、大分市の「アートを活かしたまちづくり事業」とし

て取り組まれている事業である。トイレンナーレとは、３年に一度の国際美術展覧会を

意味する「トリエンナーレ」と「トイレ」を組み合わせた造語である。H27年に行われ

たJRおおいたシティの開業や大分県立美術館の開館にあわせて、それらの賑わいをま

ちの他の場所にも伝えることを一つの目的として2015年の７月18日から９月20日に渡っ

て開催された、街の中のトイレを舞台にした芸術祭である。

　トイレンナーレは元々、大分市の職員提案制度がきっかけで生まれたイベントであ 

る。職員提案で採択された当初は、商店街などと協働で実施する芸術祭であり、トイレ

と無関係であった。しかし、実行に向けて、商店主らと話し合いをした結果、「普通の 

アートはもう十分である」等の声もあったため、話し合いでたまたま挙がったトイレと

アートの関係性に着目し、街中のトイレを活用した芸術祭となった。

　▪おおいたトイレンナーレの実施に向けて

　2015年のトイレンナーレ本番に備えるため、2013年から順次ワークショップやトイレ

の清掃パフォーマンスなどのプレイベントを実施した。これらの取り組みが、ユニーク

な取り組みとして国内外のメディアに取り上げられ、大きな広告効果を挙げたことで、

実施に向けて行政としても確かな手ごたえを感じた。

　また、観客が街の奥深く、様々な場所を巡ることで、街のもう１つの歩き方や、新た
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　▪おおいた夢色音楽祭
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ちの他の場所にも伝えることを一つの目的として2015年の７月18日から９月20日に渡っ

て開催された、街の中のトイレを舞台にした芸術祭である。

　トイレンナーレは元々、大分市の職員提案制度がきっかけで生まれたイベントであ 

る。職員提案で採択された当初は、商店街などと協働で実施する芸術祭であり、トイレ

と無関係であった。しかし、実行に向けて、商店主らと話し合いをした結果、「普通の 

アートはもう十分である」等の声もあったため、話し合いでたまたま挙がったトイレと

アートの関係性に着目し、街中のトイレを活用した芸術祭となった。

　▪おおいたトイレンナーレの実施に向けて

　2015年のトイレンナーレ本番に備えるため、2013年から順次ワークショップやトイレ

の清掃パフォーマンスなどのプレイベントを実施した。これらの取り組みが、ユニーク

な取り組みとして国内外のメディアに取り上げられ、大きな広告効果を挙げたことで、

実施に向けて行政としても確かな手ごたえを感じた。

　また、観客が街の奥深く、様々な場所を巡ることで、街のもう１つの歩き方や、新た
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な面白さを発見するための仕組みとして、案内所を設置せず、まちなかを回遊しながら

情報を提供する「移動式インフォメーション」として活動するボランティアスタッフを

配置することに決め、2015年の５月から、市民ボランティアスタッフの募集を実施し 

た。各種シンポジウムやメールで募集したほか、市内の短期大学の単位を認定する制度

を設けるなどしたことで、10代～60代の合計52名がボランティアスタッフとして集まっ

た。

　これらの準備期間を経た、2015年のトイレンナーレ本番では、市内14か所のトイレ 

アート作品の公開と８つのまちなかアートイベント、５つのまちなか体験イベントが実

施された。

　▪おおいたトイレンナーレの成果とその後の展開

　これらのイベントにより、当初定めていた13の目標値をすべて達成した。主な成果と

しては、総来場者数18万人、広告宣伝費換算額4.9億円、経済波及効果4.2億円などであ 

る。

　トイレのアート作品は、全額補助金で作成されていたこともあり、公共施設のもの以

外は基本的に撤去され元の状態に戻っている。そのため、現在残っている作品は全部で

４作品である。

　事業後も「まちのコンシェルジュ」として、活動を継続することが目的の一つであっ

たボランティアスタッフ「ポールさん1」だが、現在、市として十分なバックアップが

できておらず、組織化はできていない。しかし、ポールさん同士で声を掛け合って集ま

る等、活動から生まれたつながりは継続している。

　今回、おおいたトイレンナーレという名前なのにトイレ以外のイベントを実施してい

ることに対して、おかしいのではないかという意見も見られた。しかし、「トイレンナー

1  ボランティアスタッフ自身が考案した愛称。標識という意味が込められている。

公衆トイレ「メルティング・ドリーム」 「UTTM～Used Toys Toilet Museum～」
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レ」は即物的にトイレのみを意味するのではなく、「トイレ」に象徴される、街の閉ざ

された／閑却された空間であると、広義に捉えていくのが適切であると考えているため、

次回からもトイレに寄りすぎない内容で開催したいと考えている。

　また、おおいたトイレンナーレは、今回の結果をもって正式に課の事業となった。次

回の開催については、国民文化祭が2018年に大分で実施されるため、その中の一事業と

して組み込まれる予定である。

【所　　感】
　大分市を視察して最も強く感じたことは、市内に文化・芸術があることが当たり前である

というようなまちの空気感があるということである。トイレンナーレという大きなアートイ

ベントがあったからということや、大きな文化施設が複数存在するということ、芸術を学べ

る学校があることなども、少なからずその空気感の原因となっているかもしれない。しかし、

実際にまちを歩いてみて、商店街や街中の何気ないところに、何種類もの音楽コンサートの

ポスターが掲示されている最も大きな原因は、おおいた夢色音楽プロジェクトのような、継

続的に実施されている取り組みであると感じた。

　おおいた夢色音楽プロジェクトはトイレンナーレと比較すると規模等は小さいが、継続的

に実施していることで、市民が「文化・芸術に親しむ」ということを「まちの文化」にする

ことに、大きな貢献をしていると考えられる。文化・芸術に親しむこと自体が「まちの文化」

となることによって、トイレンナーレのような市民協働の大きなアートイベントを実施する

素地がまちに出来上がるのではないかと考えられる。そして、そのような素地があれば、文

化・芸術に関わるイベントを実施することで、市民の自発的な行動などに繋がることが期待

できるのではないだろうか。

　つまり、行政が芸術・文化を活かしたまちづくりを行う際に最も重要なことは、「文化や

芸術に親しむ文化」をまちに根付かせることであり、そのために必要なことは、統一的な指

針の元実施される継続的な事業である。当然、そのような「文化」をまちに根付かせるため

には、一定の年数が必要である。しかし、それなくして、大きな文化・芸術に関わるイベン

トを実施しても、ただの打ち上げ花火となってしまい、後に繋がらない。そうなれば、文化・

芸術を用いたイベントである必要性がなくなってしまう。そのため、文化・芸術をまちづく

りに活かすためには、まず、まちに「文化や芸術に親しむ文化」を根付かせることが重要だ

と感じた。

おおさか市町村職員研修研究センター

平成28年度「文化・芸術を活かしたまちづくり研究会」〜中間報告書〜

138



レ」は即物的にトイレのみを意味するのではなく、「トイレ」に象徴される、街の閉ざ

された／閑却された空間であると、広義に捉えていくのが適切であると考えているため、

次回からもトイレに寄りすぎない内容で開催したいと考えている。

　また、おおいたトイレンナーレは、今回の結果をもって正式に課の事業となった。次

回の開催については、国民文化祭が2018年に大分で実施されるため、その中の一事業と

して組み込まれる予定である。

【所　　感】
　大分市を視察して最も強く感じたことは、市内に文化・芸術があることが当たり前である

というようなまちの空気感があるということである。トイレンナーレという大きなアートイ

ベントがあったからということや、大きな文化施設が複数存在するということ、芸術を学べ

る学校があることなども、少なからずその空気感の原因となっているかもしれない。しかし、

実際にまちを歩いてみて、商店街や街中の何気ないところに、何種類もの音楽コンサートの

ポスターが掲示されている最も大きな原因は、おおいた夢色音楽プロジェクトのような、継

続的に実施されている取り組みであると感じた。

　おおいた夢色音楽プロジェクトはトイレンナーレと比較すると規模等は小さいが、継続的

に実施していることで、市民が「文化・芸術に親しむ」ということを「まちの文化」にする

ことに、大きな貢献をしていると考えられる。文化・芸術に親しむこと自体が「まちの文化」

となることによって、トイレンナーレのような市民協働の大きなアートイベントを実施する

素地がまちに出来上がるのではないかと考えられる。そして、そのような素地があれば、文

化・芸術に関わるイベントを実施することで、市民の自発的な行動などに繋がることが期待

できるのではないだろうか。

　つまり、行政が芸術・文化を活かしたまちづくりを行う際に最も重要なことは、「文化や

芸術に親しむ文化」をまちに根付かせることであり、そのために必要なことは、統一的な指

針の元実施される継続的な事業である。当然、そのような「文化」をまちに根付かせるため

には、一定の年数が必要である。しかし、それなくして、大きな文化・芸術に関わるイベン

トを実施しても、ただの打ち上げ花火となってしまい、後に繋がらない。そうなれば、文化・

芸術を用いたイベントである必要性がなくなってしまう。そのため、文化・芸術をまちづく

りに活かすためには、まず、まちに「文化や芸術に親しむ文化」を根付かせることが重要だ

と感じた。
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２．萩のまちは屋根のない博物館 ―市民と共に守り育てる「おたから」―
～ 萩市　まちじゅう博物館 ～

視 察 日 時 平成29年１月27日（金）　　午後１時～午後５時まで
視 察 先 視察場所：萩まちじゅう博物館

　　　　　（萩市まちじゅう博物館推進部まちじゅう博物館推進課及び
　　　　　　NPO萩まちじゅう博物館）
住　　所：〒758－0057　山口県萩市堀内355番地
　　　　　萩博物館内
最　寄　駅：東萩駅
対　応　者：田中　慎二 氏（まちじゅう博物館推進課長）
　　　　　大平　憲二 氏（まちじゅう博物館推進課長補佐兼推進係長）
　　　　　須子　義久 氏（NPO萩まちじゅう博物館理事長）

視 察 者 津田　泰彦（吹田市税務部資産税課）
齋藤　圭子（高槻市教育管理部地域教育青少年課）
清水　一宏（交野市企画財政部秘書・政策企画課）
高橋ひかる（四條畷市市民生活部人権政策課）

【視察目的】
　萩市では、はやくから土塀や武家屋敷など、古い町並みを保存する取り組みが行われてき

た。近年、都市開発等が進むなかにあっても、市民とともに歴史遺産の素晴らしさを共有し、

守ろうと保存活動が行われている。

　また、保存のみならず歴史文化を活かしたまちづくりが推進され、「萩まちじゅう博物館」

という市民協働の取り組みが実践されている。

　このことから、市民（NPO）が中心となるまちづくりの内容や、行政の支援の方法など、

歴史文化を活かした市民主体のまちづくりの進め方についてお聞きしたいと考えた。

【視察内容及び質問事項】
　萩市は、「江戸時代の地図がそのままつかえるまち」というキャッチコピーのとおりに、

まちじゅうに豊かな自然や古い町並みが多く残され、市民にとても愛されているまちであ 

る。まちが持つ歴史・文化遺産を活用して、市民の郷土愛を育み、文化的コモンズを形成し

ている。その活用の仕方を知り、どのような市民活動が展開されているか、行政がどのよう

な関わり方をしているかを視察する。

　また、「まちじゅうが博物館」という考え方は、エコミュージアム的な考え方であり、資

源を持たない自治体の参考にもなると考える。

第２章　研究会中間報告　コミュニティ創生グループ

おおさか市町村職員研修研究センター 139

第
２
章
　
研
究
会
中
間
報
告

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
創
生
グ
ル
ー
プ



（質問事項）

・まちじゅう博物館実施に至った経過

・まちじゅう博物館を実施した目的

・行政とNPOのの取り組みについて

・まちじゅう博物館の取り組みの経過

・まちじゅう博物館の取り組みで苦労している点

・次のステップとして考えていること　など

【視察結果】
○江戸時代の地図がそのままつかえるまち

　萩市の特徴として、旧城下町にあたる地域全体を古地図のままに歩くことができるほど、

地形や道、まちの区画などが幕末維新の頃から現在まで、大きく変えられていないというこ

とがある。

　海岸沿いを東西に通るJR山陰本線も、市街地の中心である三角州に乗り入れることなく、

その南を迂回している。学校等の公共施設を建てるにあたっても、隣り合った武家屋敷の跡

地を組み合わせ、ひとつの敷地とすることにより、道や区画を大きく変えないまちづくりが

行われている。

　道幅ひとつ変えるにも、かつての道幅が思い起こせるよう、道や土塀に痕跡が残されてい

る。

　約150年前の萩を描いた図と現在の地図を重ねてみると、ぴたりと重なるのがよくわかる。

萩市で歴史遺産を巡れば、たとえば維新の志士が互いの家を行き来した距離、藩校や松下村

塾に通った道のり、近所の神社、川、海までの歩き方が体感できるということだ。
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○萩まちじゅう博物館構想

　まちじゅうに日本を代表する貴重な文化財が残されている萩の城下町。さらに、近世その

ままの空間が市民によって住みこなされ、いたる所に文化や歴史が息づいている。そうした

萩のまちを、優れた「都市遺産」であると考え、この都市遺産を大切に保存・活用し、萩に

しかない宝物を次世代に確実に伝え、市民の郷土愛を育む魅力あるまちづくりに努めるとと

もに、萩を訪れた人々に萩の良さや歴史を、愛着と誇りを持って伝えることで、「萩は、日

本の心のふるさと」と思われるようなおもてなしをまちじゅうで推進するため、平成15年に

萩まちじゅう博物館構想が策定され、それを元に平成16年に萩まちじゅう博物館条例が制定

された。行政が作成したこの構想をもとにNPOが立ち上げられ、周辺地域や各団体にも波

及している。まちじゅうを生きた遺産＝リビングヘリテージとする、それが「萩まちじゅう

博物館」の取り組みである。

○テリトリーは市域全体

　萩市は、平成17年に旧萩市と川上村、田万川町、むつみ村、須佐町、旭村および福栄村が

対等合併し、いまの萩市となった経緯があり、旧町村部を含めた市域は、人口に比して広い。

　萩まちじゅう博物館の取り組みにおいては、テリトリー（領域・範囲／フィールド）を伝

統的建造物群保存地区のみとするのではなく、萩市全域とし、そのコア（中核施設・情報拠

点）として萩博物館を設定している。

　テリトリーの広さだけでなく、対象も“萩に住む人々が子どもたちや訪れた人々に伝えて

いきたいと思う、萩のまちじゅうの歴史や文化、自然や民俗など、そこに物語をもつもの” 

（＝「おたから」）という大きな視野での取り組みとなっている。

○萩市の歴史まちづくり

　具体的な取り組みとしては、全国最大級の規模を誇る昭和初期の木造校舎・明倫小学校 

（旧萩藩校明倫館跡）の保存・活用、景観行政による屋外広告物への規制、コア施設である

萩博物館の整備、町並み交流施設の整備等、多角的に事業が推進されている。

○萩ものしり博士検定

　文化遺産情報を用いた環境学習、生涯学習、人材育成の取り組みとして、萩ものしり博士

検定が実施されている。平成17年から毎年11月に開催されているこの検定は、自然・歴史・

文化の遺産と物語をクイズ形式で学びながら、市民に萩のことをより広く・深く知ってもら

うことを目的としている、まちかど解説員を養成する仕組みである。

　検定には修士課程、博士課程、子どもものしり博士課程の３つのコースがあり、子どもも

のしり博士課程に関しては萩市の小学生全員が授業の一環として５年生のときに受けている
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という。

○その他の取り組み（文化遺産活用事業/萩ふるさと学習コレクション/ワンコイント

ラスト）

　その他にも、文化遺産活用事業として、萩市全域で地域のおたからを市民が再発見し、市

民が認定・データベース化する活動や、萩ふるさとコレクションという、市内小中学校で実

施されている「ふるさと学習」（総合的な学習の時間）の概要を萩データベースに掲載し、

発信する取り組みが行われている。これは大人の活動と子どもの活動を共有するための取り

組みでもある。

　また、萩を訪れた人に対する取り組みとして、ワンコイントラストの運動が推進されてい

る。市内の観光施設や文化財施設等にトラストボックスを設置し、ワンコイン（100円）の

トラスト（信託）を募る活動で、集まったお金は文化財に指定されていない、あるいは民間

所有のおたからを対象として、修復などに利用されている。

○NPOの活動について

　萩市の都市遺産を再発見し、その情報の管理や活用を行うことで、都市遺産を守り育て、

次世代に継承していくことを目的として市民有志により平成16年６月にNPO萩まちじゅう

博物館が設立された。

　萩市から萩博物館の管理運営の一部（受付・ガイド・守衛・清掃）を委託され、年間委託

料として約4,000万円が支払われている。（平成27年度実績）

　NPO会費１人あたり２千円×人数分（約50万円）は後述する各班活動の運営費に充てられ、

博物館に併設するショップ・カフェの利益約170万円から市に支払う賃料100万円を差し引い

た額も事業費に充てられる。

　萩まちじゅう博物館構想の原則を遵守し下記の4項目を基点として、組織の充実と活発な

活動や会員の増強を図っている。
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（1）コアである萩博物館の管理運営と文化財施設の利用と活用

　萩博物館は市の直営で所蔵資料自体の管理は市が行っているが、博物館の受付や案内、

ショップやカフェの経営、清掃を行っている。また、会員の増強を図り合理的な連携と、各

班活動の目的が達しやすい場の提供を行う。

（2）「おたから」の再発見やその情報収集と発信

　「おたから」をリスト化して情報発信などを積極的に行う。また、自己研修を欠かさず、

経験と実績を備えた生活文化の伝承活動を行う。

（3）公共機関や諸団体が行う萩まちじゅう博物館推進事業における地域活動の協働参画

　関係機関、特に市との協働による充実した発展を期す。公民館や文化財施設を積極的に活

用する。

（4）積極的な自主ボランティア活動によるまちづくり推進

　各種団体が開催するイベント等に積極的に参加し、地域の発展と会員の増強に寄与する。

「萩まちじゅう博物館」のネットワークイメージ図

　まちじゅう博物館推進課とNPO萩まちじゅう博物館が、行政とNPO等の各種団体をつなぐ窓口の
役割を果たしている
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○４つの活動組織と数多くの班

　事業を円滑に行うため、４つの活動組織に分け、さらに班に分かれて活動を行っている。

（1）博物館管理運営受託事業部（有償）（９班）

　ガイド班、受付班、ショップ班、レストラン班、守衛班、清掃班、松陰記念館班、萩セミ

ナーハウス班、世界遺産ビジターセンター班が所属する。各班で自主的に毎月ミーティング

を開催し、研修・活動計画を検討している。

（2）まちじゅう博物館推進ボランティア部（無償）（６班）

　おたから情報班、研修班、外国語班、民話語り部班、花とミドリ班、自然おたから班が所

属する。長年培った経験と知識をもって、まちじゅう博物館構想の達成に自主的活動のグ 

ループを作り、推進に寄与している。

（3）学芸サポート部（無償）（７班）

　生物班、天文班、歴史班、古写真班、レコード班、あい染班、民具班が所属する。博物館

の学芸員が収集した書籍や書類の整理、民具の運搬や清掃、海洋生物や陸生成物の採集や標

本の整理を手伝う。月２～３回の活動日を設ける。

（4）まちじゅう博物館推進事業部（無償）（２班）

　まちじゅう博物館推進活動班、イベント活動班が所属し、言わばネットワーク事業である。

年間を通して各地域行事に参加するなど、周辺地域の民間団体との交流や情報収集を行い、

市民活動の活性化を図る。人と人との連携を大切に潤いあるまちづくりを推進する。

○今後の課題・展開の方向

　今後の課題・展開の方向としては、引き続いての地域資源マネジメントと遺産の創造、ま

たそれを次世代に継承する仕組みづくりが中心となる。そのために、官民協働（PPP・官民 

パートナーシップ）による取り組みの一層の推進、観光との連携強化を図っていく。いつま

でも行政の補助金で事業を行っていくのではなく、若い世代が“稼げる”仕組みづくりが必

要だ。

　また、NPO萩まちじゅう博物館では、複数の事業目標を達成するため多くの独立した班

活動を行っている。そのネットワークを利用し広大な地域に分散している地域団体の情報収

集・集約につとめ、萩まちじゅう博物館の取り組みの協働のパートナーとして、より親密な

関係を築いていく。さらに、各地の文化財施設や民間施設等の公開されている情報を積極的

に活用し、地域に親しまれる施設としてNPOや団体の活用を進め、共栄共存の精神で人的
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交流を深める。

【所　　感】
　萩市を訪問し、萩まちじゅう博物館の取り組みを視察するまで、私は、「まちじゅうを博

物館とする決定に対して、反対意見や利害の対立はなかったのだろうか」、「どうやって市民

の合意を得て、行政と市民が一緒になって事業を推進することができているのだろうか」と

いう部分を知りたいと考えていた。しかし、視察を通して、その疑問自体が萩においては的

外れな着眼点だったのだと思った。

　萩のまちを案内いただいている途中、文化財施設として公開されている建物に、市の所有

ではなく個人の所有のものがあると教えてもらった。「もしも所有者が建物の取り壊しやリ

フォームを考えたら、どうなるのですか」と訊ねたところ、対応いただいた萩市職員の方か

らは、その質問が思ってもみない意外なものであるという反応が返ってきた。

　萩の人々にとって、歴史や文化の価値、それを守っていかなければならないという認識は

当然のことであり、あらためてコンセンサスを得る必要がない、根底に流れている共通認識

なのだと感じた。

　また、もうひとつ、視察を通して強く感じたことは、萩では人に対する期待が大きいので

はないかということだ。ひとりの人間が為せることへの期待、教育への期待が、その歴史的

な背景もあって、大きいように感じる。

　帰り際、NPO萩まちじゅう博物館の理事長に、「私の市にも博物館があります。市民と協

働して事業をしていくために、何が必要でしょうか」と訊ねたところ、「人を育てることで 

す」という答えをいただいた。

　人を育てることがコミュニティを育てることになり、まちづくりにも繋がっていく。文化

や芸術を活かしたまちづくりにおいては、担い手である「人」が重要なのだと思った。
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文化創造・発信グループ　研究中間報告

茨木市　健康福祉部　障害福祉課　　能勢　恭雅

茨木市　市民文化部　文化振興課　　永原　友矩

吹田市　都市魅力部　文化スポーツ推進室　　牧野ひと美

富田林市　上下水道部　下水道課　　高橋　京司

岸和田市　まちづくり推進部　都市計画課　　滝元絵梨子

１　研究の目的
　私たちのグループは、既に自分たちのまちにある伝統や文化といった社会資源をどのよう

に活かして、まちの内外の人に広く知ってもらい、多くの人に親しんでもらいまちづくりに

活かすかをそれぞれのまちに照らした方法を探りたいと考えているメンバーが集まりまし

た。

　各自が感じている課題は次のようなものでした。

富田林市

　寺内町は、古い町並みが残るまちとして知名度が上がってきている。しかし、年配の方は

多く訪れるが、若者の集客が弱いのでアート要素が必要と考える。

岸和田市

　だんじり祭りは有名で多くの人で賑わうが、古いまち並みや城が残っているなど活動場所

はあるけれど普段はあまり活性化していない。

吹田市

　市内外に名が知れた文化施設があるが、どんな催しをしているか、情報を求める人に伝わ

りきらない。また、毎年行っているイベントで高齢の方と学生との異世代交流はできている

が、他の場面に発展しない。

茨木市

　市民に広く知られていない文化芸術資源があるため、その周知方法と活用方法を検討した

い。また、学生が多く、学生の間はサークル活動やボランティア活動でのまつりへの参加な

ど、まちとかかわりをもっているが、卒業してしまうと途絶えてしまう

　それぞれの課題を話し合う中で、共通の課題として出てきたものが、

①　現役世代を取り込めていない

②　行政から一方的に発信しても、興味のない人には届かない

③　このままでは伝統や文化が途絶えてしまう危険がある
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　というものでした。

　これらの課題の解決策として、

　といったことが挙がりました。

　さらに、この解決策は、一過性のものではなく、長く継続してまちの魅力を発信させる必

要があります。これらの議論の結果、「文化創造・発信」をテーマに決めました。

　そして、それを担う人材として、各々の組織内を調整し、組織外とも繋がっていくコーディ

ネーターが重要である。行政や文化拠点は、地域におけるさまざまな担い手と連携しなが 

ら、人材を育成、確保する必要があるという認識にも至りました。

２　今年度の研究会で得られたもの
　指導助言者の藤野一夫先生が関わられている、産官学民連携による神戸国際芸術祭は、神

戸のプロの室内合奏団と海外アーティストとの競演など素晴らしい演奏会を身近に鑑賞でき

るプログラムが組まれており固定客も多いとのことですが、新たな客層の開拓に苦労され、

文部科学省の補助金が減ったことから継続が危ぶまれているとのことでした。しかし、神戸

市長が実際に公演を鑑賞したことで、市の補助が増える可能性があるとのことでした。実際

に芸術に触れれば、何か感じるところがあり、何かの動きにつながる可能性があるというこ

とです。

　これは、私たちのテーマである、文化を創造し、発信することで、多くの人に実際に体感

してもらい、その経験を次の人に伝えてもらうことで、さらに興味を持つ人を増やすという

好循環につなげることができるはずだという実例になるのではないでしょうか。

　さらにテーマに沿って研究を進めるに当たり、具体的にどうすれば良いかの方策を探って

いく必要があることから、今年度は、現代アートや文化を核に新たなまちの魅力を創出し、

地域の活性化を図っている先進事例を視察することにしました。視察先は、大都市ほどの経

済規模は有していないが歴史・文化のある地方都市を選定しました。まち全体を使った芸術

祭など続けている別府市のNPO法人BEPPUPROJECT、空き家や空き店舗を芸術空間とし

て生まれ変わらせている尾道市のNPO法人空き家再生プロジェクトや実際に空き家をゲス

①　外からは１度だけでなく何度も来てもらえるようにする

②　若者や現役世代にも自分たちのまちとして親しみを持ってもらえるようにする

③　若者が惹かれる要素を取り入れて活性化する

④　生活の中での伝統や文化として残ってきた地域資源を活かしながら、そこに新

しい要素（芸術的なもの、芸術につなげるもの）を加えることで、伝統や文化を

発展的に継承する

⑤　住みたいまちとして移住者を増やす
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トハウスにすることで移住されてNPO法人を立ち上げることとなったNPO法人まちづくり

プロジェクトiD尾道の３箇所について、現地視察を行い、それらがどのように住民に受け入

れられていったか、それを目当てに来る人たちはどのようにそれらの催しを知り、足を運ん

でいるのか、といったことを実際に関わっている人に話を聞き、考察をまとめることとしま

した。視察内容は、後述の視察報告で述べます。

３　視察を終えて
　今回は、民間主導でまちづくりをされている事例を研究しました。お話を伺った皆さんか

らは、それぞれのまちに対する愛情と、もともとあるポテンシャルに新しいものを付け加え

ることによって、新たに人を呼び込むと共に、従来からの住民や経済活動にも影響を与える

までの熱い思いと行動力に圧倒されました。

 　もともと港町で、古くから多くの人の出入りがあり、新しいものに対する垣根が低いこ

とも関係しているとのことでしたが、色々な人を一緒にやる気にさせる熱意と継続する力が

成功につながっていると感じました。

　このような人たちや活動に対して、行政はどのように関わって行くべきか、また、地元で

このような人をいかに発見し、育てていくかが、今後の課題ではないかと思います。

４　今後の研究計画
　次年度は、先進事例の考察を基に、自分たちのまちで取り組むとすればどのようなことが

できるか、研究を進めたいと考えています。
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１．アートを活用した地域再生について
～ BEPPU PROJECT ～

視 察 日 時 平成29年１月16日（月）　　午前10時～午後３時まで
視 察 先 視察場所：NPO法人 BEPPU PROJECT

住　　所：〒874−0933　大分県別府市野口元町2−35
　　　　　　　　　　　菅建材ビル２Ｆ
最　寄　駅：JR別府駅
対　応　者：代表理事　山出　淳也 氏
　　　　　　　　　　（特定非営利活動法人BEPPU PROJECT）
　　　　　　　　　　綾木　真理 氏
　　　　　　　　　　（特定非営利活動法人BEPPU PROJECT）
　　　　　　　　　　若竹　美里 氏
　　　　　　　　　　（特定非営利活動法人BEPPU PROJECT）

視 察 者 能勢　恭雅（茨木市健康福祉部障害福祉課）
永原　友矩（茨木市市民文化部文化振興課）
牧野ひと美（吹田市都市魅力部文化スポーツ推進室）
高橋　京司（富田林市上下水道部下水道課）
滝元絵梨子（岸和田市まちづくり推進部都市計画課）

【視察目的】
　アートフェスティバル「混浴温泉世界」をトリエンナーレとして2009年に行い、まちの文

化創造・発展に寄与する日本での先進事例として成功、継続させている。地域のまち中で

アートフェスティバルを実施することのさきがけと言える事業の取り組み効果を調査するこ

とで、府内市町村への反映を含め、本研究会の研究に役立たせる。
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リ大学アート学部」などの多くのプロジェクトを運営しており、現代芸術の紹介や教育普及

活動、人材育成講座や出版事業、市街地の空き店舗をリノベーションする事業など様々な事

業を実施している。地域、教育、福祉や行政機関との連携も強く、特に市民主導の事業を掲
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《概要》

・事業の沿革、前身事業、実施体制、いつから法人化したか

・事業費の支出元（報酬の体制）

・来客数と客層、年齢層（当初の見込みと実績）

・今後の展望と課題について（資金面、人材面含む）
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《他組織との協同体制（行政、大学、地域、アーティスト）》

・市民ボランティアが多数参加しているが、どのように集めたか。また、その育成方法。

・市民ガイドとプロデューサーの年齢層

・市民主導によることの問題点

《その他》

・プロジェクトを行うことになったきっかけ

　（温泉街として歴史的に有名であったのになぜ）

・プロジェクトを推進するにあたって苦労した点

・アート空間ができる前と後での周辺の環境変化

　（人通り、住環境、周辺空き家の状況など）

・このプロジェクトによる移住者の有無（空き家問題の解決策として）

・何を持って成功とするのか（費用対効果をどう考えるか）

・連鎖的に起きた動きの有無と内容

・各プロジェクトの横のつながり（大分県や別府市内で）

【視察結果】
１　特定非営利活動法人BEPPU PROJECTについて

　代表理事である山出淳也氏にお話を伺った。山出さんはもともとNPO法人の運営やまち

づくり活動には興味なく、90年代まで海外にいて、アーティスト活動をしていた。

　別府とのゆかりは、子どものころに正月やお盆に親戚で集まる場所であり、とても思い出

深い場所であった。2003年ごろにインターネットで別府の記事を発見したことをきっかけ 

に、当時の楽しい思い出が蘇った。しかし、現在の別府は当時の活気に満ちたものとは違っ

ており、時代を経てシャッター街の様相であった。そこで、別府市役所に問い合わせをした

ところ、担当者は往時の別府再生への熱い思いを持っており、その話しぶりから強い想いが

伝わってきた。そして、ノウハウやお金、知り合いなどは何もない状態だったが、自分の目

で現在の別府を見たいと考え、なにかできることは無いかという思いで帰国した。

　2005年にNPO法人 BEPPU PROJECTを設立し、活動を始める。2007年には行政との協働

で創造都市国際シンポジウムを開催し、後の別府市中心市街地活性化計画核事業の一つとな

る「星座型面的アートコンプレックス構想」を発表。この構想から、platformが生まれる。

２　別府市の状況

（1）人口：約12万人

（2）構成：第三次産業従事者81.8％
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（3）温泉地として有名、源泉数・湧出量：ともに全国一位

（4）特徴：戦災を逃れた路地の多いまち。外国人居住率は全国でも上位。

（5）大分県全体における別府市での宿泊客は48％

（6）別府市の宿泊者は男性が女性の1.5倍、70％が団体客であるが、バブル時代の社員旅行

など大口客が時代の変遷により少なくなった。交流人口（観光客）の減少を打破するた

めに、今後の重要なターゲット、若しくはインフルエンサーとして見込まれる20～24歳

までの若年層・女性・個人客に向けて、

既存の地域資源に新たな魅力を創出する

ために現代アートを活用する。彼らは好

奇心や感受性が豊かで表現が得意な人が

多いアートファンであるので、言葉だけ

ではなく、インスタグラムなどの写真を

活用したSNSで発信してもらうことで情

報の二次拡散が大いに期待できる。 

３　別府市における「観光地型・文化芸術創造都市」実現に向けての今後の課題

（1）情報発信事業…ターゲットを明確化した情報発信によって、新規客（若年層女性＝生産

労働人口）やインバウンドの開拓を行う。

（2）芸術振興事業…市民文化祭と共に、独自のアートプロジェクトを造成。大分県のリーディ

ングプロジェクトとして位置付ける。

（3）定住促進事業…クリエイターの定住促進事業および海外作家のレジデンスを実施。アー

トの香るまち実現に向け世界に別府を発信。

４　特定非営利活動法人 BEPPU PROJECTの主な活動

（1）文化芸術振興事業

ア　地域の特徴を活かしたアートイベント

イ　学校へアウトリーチ（年間30～40校）

ウ　ベップ・アート・マンス（市民文化祭）

　質や規模は問わず何でも登録可能で発表の場がなかった人が自身を発信できる文化

祭。実施団体は増加傾向、2016年には80団体を超えた。BEPPU PROJECTの役割は、

作品を見てもらいたいが、ノウハウがない人への補助を、情報発信という形で行ってい

る。BEPPU PROJECTから補助金は出さず、出品者からの登録料3,000円を情報発信資

金に充てている。

別府の象徴　湯けむり展望台からの景色
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エ　国際芸術祭「混浴温泉世界」

　交流人口の多様化を目的に市民が主体となり2009年より３年毎に芸術祭を開催。長期

化すると社会情勢の変化などで、必ずしも当初通りのニーズに対応しきれず齟齬が生じ

るため、10年でイベントを完結させる予定である。シビックプライドの向上を重要視 

し、別府の持続的なファン増加を目指す。続けるのであれば、4回目からは良い形を持

続させるために見直しが必要である。また、ツアー型を採用した第３回は第２回の半数

以下の参加者数であるが、参加者数よりも滞在期間や観光消費額が重要事項であり、双

方ともに伸びている。2016年より後継事業“目 in BEPPU”を開催。

（2）移住・定住に向けた環境整備事業

ア　クリエイター専用アパートや短期滞在施設の運営

イ　清島アパート

　クリエイターに特化したシェアハウス。毎年８名の入居者を公募形式で募集。どちら

かというと無名の作家にここで揉まれて

成長していってもらいたい。これまでの

入居者は現代アート作家が多いが、様々

である。演劇の人などもいる。シャワー

等はなく、温泉を利用。こもりきりの人

ではなく地域の人と関わりを積極的にも

てるタイプの人に借りてもらいたい。

（3）福祉施設へのアウトリーチ・障害者アート

　福祉施設へのアーティスト派遣や障害者アート展の開催、高齢者施設へのダンスアー

ティスト派遣。

（4）新たな観光需要を掘り起こす情報発信事業

ア　「旅手帖 beppu」

　20～30代女性をターゲットにした情報誌。スタッフが撮影した、友達に紹介したい店

を紹介。（価格が高い店は入れない）

製作費約700万円

→広告を入れると目的の魅力発信がぶれるため一切入れない。アートイベントの際に掲

載店で使用できる金券をつけ、利用のあった分の広告料を後払いで回収する。
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イ　「ARTrip 大分」

　アートと旅をフィーチャーした情報誌。発信者がそれぞればらばらに情報を出すと受

け手が迷う。ひとつにまとめると観光めぐりをしてもらいやすくなる。大分県予算で作

成した。

（5）産品のブランディング・六次化事業

ア　地域産品のプロデュース・販売を通して風土や景観を保全

イ　地域を守っていきたい意識を持つ人へのサポート

ウ　冊子「Oita　Made」で大分の恵みを紹介

　新たにモノを作り出すのではなく、既存の地域商品を一括してブランディングする。

デザイン性と統一感を持たせ、通常より高単価に設定しているが売り上げは伸びている。

platform02をOita Madeの旗艦店としている。

（6）クリエイティブ×企業による産業振興事業

　企業の課題解決や価値向上、マーケット創出に創造力を活用している。

　以上により、多方面から収入を得ており、活動の継続に繋がっている。

５　行政との連携について
　予算規模は年間約二億円、うち補助金は10％程度である。補助金に頼ると思うように活動

ができなくなるため、税金を多く投入しないようにしている。

　空き店舗活用事業「platform」のリノベーション費用は300万円を超えないようにした。

また別府現代芸術フェスティバル2012「混浴温泉世界」の「天空の庭」も同様にアートを利

用した施設としてプロデュース費・交通費・謝金は公費で賄い、リノベーション費用は、個

人財産として残るため建物所有者の個人負担とした。

platform 4 地元アーティストの作品販売店　２階は外国人アーティスト作品

第２章　研究会中間報告　文化創造・発信グループ

おおさか市町村職員研修研究センター 153

第
２
章
　
研
究
会
中
間
報
告

文
化
創
造
・
発
信
グ
ル
ー
プ



６　結果としてのまちの変化

　空き店舗だった高架下の八軒のお店は、プロジェ

クトでわくわく感をつくり、みんながその気になる

ようにしたところ、パン屋・床屋・ファッションリ

メイク屋、その他チェーン店なども入った。すると、

行政補助金０円にもかかわらず空き店舗率80％→０

になった。県外から来る人がわくわくするものを心

掛けたところ、市民からも「やりたい！」の声が挙がった。空き店舗の家賃を下げることで、

アートスペースやレンタルスペースの活用促進に繋がる。また、アーティストがチャレンジ

し易くなる創造環境の整備ができる。別府の寛容性が、多様性に繋がり、人々が集まってき

ているようだ。

７　まとめ

（1）アートとは自由なものの見方や考え方を促し「気づき」をあたえる触媒である。

（2）アートは地域の課題を「解決」しない。問題「提起」を行うものである。

（3）文化・芸術は、都市や地域の暮らし、経済活動において「質」を高め、「新たな価値」

を生み出していく要素となる。

（4）ヒエラルキー型の産業構造からネットワーク型の産業構造への転換にアートを活用する。

（5）アーティストは、新しい考え方や価値観を創りだす。

（6）アートとは何かを考えることがアートの役割。アートとは？美しいとは？

（7）多様な価値や多様な考え方が同時に共存し、その違いを認め尊重する心を育むことでイ

ノベーションが起こる。

　別府市のように、アートなど感覚的な価値を伝える事業によって都市のイメージを向上し、

魅力を高めることが出来れば、受信力・発信力の高い人材が集まりやすくなる。そして、新

たな創造力によって産業を創出し、地域を活性化することが出来るのではないだろうか。

BEPPU PROJECT事務所　山出代表理事に話を伺いました。
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たな創造力によって産業を創出し、地域を活性化することが出来るのではないだろうか。

BEPPU PROJECT事務所　山出代表理事に話を伺いました。
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２．空き家バンクの運営について
～ NPO法人尾道市空き家再生プロジェクト ～

視 察 日 時 平成29年１月17日（火）　　午前10時～午後１時まで
視 察 先 視察場所：NPO法人 尾道市空き家再生プロジェクト

住　　所：〒722−0031　尾道市三軒家町3−23
最　寄　駅：JR尾道市駅
対　応　者：代表理事　豊田　雅子 氏
　　　　　（特定非営利活動法人尾道市空き家再生プロジェクト）

視 察 者 能勢　恭雅（茨木市健康福祉部障害福祉課）
永原　友矩（茨木市市民文化部文化振興課）
牧野ひと美（吹田市都市魅力部文化スポーツ推進室）
高橋　京司（富田林市上下水道部下水道課）
滝元絵梨子（岸和田市まちづくり推進部都市計画課）

【視察目的】
　尾道市と官民協働で尾道市空き家バンクを創設し、近年各地で問題となっている空き家対

策をアート活動等と絡めて成功している先進事例であることから、事業の取り組み効果を調

査することで、府内市町村への反映を含め、本研究会の研究に役立たせる。

【視察内容及び質問事項】
　空き家対策としてはじまった尾道市空き家バンクをベースに空き家×「建築」「環境」「コ

ミュニティ」「観光」「アート」という５本の柱として様々な活動を行っている。

　各自治体においても空き家問題が進行しているが、文化芸術を活かした解決法を取り入れ

ている事例としてそのノウハウを研究する。

《概要》

・事業の沿革、前身事業、実施体制、いつから法人化したか

・事業費の支出元（報酬の体制）

・来客数と客層、年齢層（当初の見込みと実績）

・今後の展望と課題について（資金面、人材面含む）

《他組織との協同体制（行政、大学、地域、アーティスト）》

・空き家バンクでの尾道市との協働内訳

・市以外に学校や民間企業との連携の有無、内容

・アーティストインレジデンス作家のバックアップ体制

第２章　研究会中間報告　文化創造・発信グループ

おおさか市町村職員研修研究センター 155

第
２
章
　
研
究
会
中
間
報
告

文
化
創
造
・
発
信
グ
ル
ー
プ



《その他》

・このプロジェクトによる移住者の有無（空き家問題の解決策として）

・何を持って成功とするのか（費用対効果をどう考えるか）

・プロジェクトを推進するにあたって苦労した点

・アート空間ができる前と後での周辺の環境変化（人通り、住環境、周辺空き家の状況など）

・利用者の決定で重視していること

・連鎖的に起きた動きの有無と内容

・従来の住民と新しい住民との関係

【視察結果】
１　尾道市について

　尾道市は広島県南東部の瀬戸内海沿いに位置する、人口141,097人（平成28年12月31日現在）

の都市である。古くから港町として栄えてきた坂と路地のまちとして有名である。しかし、

時代の流れによる再開発で、古い歴史の面影が失われつつある。一方、車の入らない斜面地

や路地裏は、時代に取り残されたように古い家並みが残っている。そして、不便さゆえに建

替え不可能な既存不適格建築である空き家が

増え続け、少子高齢化と中心市街地の空洞化

が進んでいる。駅から２㎞圏内に約500軒近

い空き家があるのではと推測される。そして、

その多くは長年の放置により廃屋化してきて

おり、現存する空き家をいかに上手く活用し、

後世に伝えていくかが最重要課題となってい

るのが現状である。

２　NPO法人尾道市空き家再生プロジェクト設立の背景

　代表理事である豊田氏は高校生まで、尾道市に住んでいた。英語好きが高じて、学生時代

はバックパッカーとして主にヨーロッパを海外旅行し、卒業後、日本の旅行会社で添乗員と

して８年ほど働く。そこで、ヨーロッパのまち並みに魅了され、路地が多い不便な小さいま

ちでも、それがそのまちの個性として文化的であるというように考えていた。日本のまちを

見ると、どこの駅を降りても同じようなまちに見えて、スクラップアンドビルドのまちづく

りに疑問を感じた。尾道市は、戦災にも遭っておらず、江戸時代からの歴史が積み重なって

いる。車中心の現代社会においても、車の入れない斜面地の古い建物が手付かずで残ってい

るが、それを尾道市の個性として次の世代へ伝えたいと考えた。豊田氏の実家は山の麓にあ

り、今も井戸水や汲取り便所での生活をしてるが、狭さゆえに、人との関係が親密で、住み

尾道千光寺公園展望台から尾道水道を望む
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尾道千光寺公園展望台から尾道水道を望む
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やすいまちであると感じている。そんな尾道市の古い街並み保全と次世代のコミュニティの

確立を目的とし、空き家の再生事業を行うこととした。

　空き家物件を探し始めるが、不動産屋に斜面地の物件の扱いはなかった。尾道市が空き家

バンクを作っていたが、当時はエクセル表一枚の簡素なものであり、間取りや外観の写真を

見ることができないため、自分の足で空き家を見て歩き、情報収集を６年間行った。尾道市

ガウディハウス（旧和泉家別邸）との愛称で呼ばれている家を平成19年（2007年）５月に購

入する。ブログが流行り出した時代で、子育て、移住のキーワードでアクセスが集まり、「尾

道市に空き家はあるのか。」という問い合わせが殺到し、30代の若い世代が尾道市に住みた

いという需要が多いことが分かった。路地裏でカフェがしたいなど町家のニーズがあり、約

50人で任意団体を作ることを決めた。そして、平成20年（2008年）には、NPO法人格を取

得することとなった。スタッフ７名、バイト17名。正会員、賛助会員、ボランティア会員は

合わせて180人で20代～40代が多い。シェアハウスやゲストハウスのサブリースによる収益

や尾道市からの委託料により運営している。

３　取組事例

（1）交流人口の増加

　尾道市は田舎過ぎず、旅し易いまちで外国人の穴場になるはずという考えがあったが、

海外で発売されている日本のガイドブックを見ても尾道市は紹介されていなかった。また、

日帰り観光客が640万人いるのに対して、宿泊はそのうちの６％しかいなかった。ヨーロッ

パなどでは、2,000円程度で良いユースホステルに泊まれる文化がある。近年、京都や東

ガウディハウス ゲストハウスあなごのねどこ
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京にはゲストハウスが相次いで開業し始めていたため、尾道市でも同じことをすれば、人

が集まるはずだと考えた。そして、ゲストハウス「あなごのねどこ」を平成24年（2012年）

よりNPO法人として運営し始めた。開業するまでには、NPO法人のスタッフやボランティ

ア、移住者によって約１年をかけて改修工事を行った。空き家が目立っていた頃には、海

外からの旅行客を見ることはなかったが、今では外国人観光客が３割に増えた。しまなみ

街道にサイクリングする人が増加したことや、瀬戸内への注目なども相まって、宿泊率も

６％から33％に増加することができた。大きなバスが入れないということもあり、97％が

個人旅行客である。分かりやすい観光地もないが、路地などのまち歩きを楽しむ人が多い。

平成27年（2015年）には、文化庁から日本遺産に認定されている。

　平成28年（2016年）４月には、「みはらし亭」という尾道水道が望めるゲストハウスを

開業した。有形登録文化財にすることで、尾道市からの600万円の補助金に加え、クラウ

ドファウンディングで370万円、無利子貸出で450万円、そして政策金融公庫からの500万

円の借入を受け、空き家再生を行った。これからの人に尾道市に住んでほしいので、若者

向けの冊子やインターネットで日々発信している。デザインなどは仲間で作れる人が多数

いるので格安で出来る。

（2）関係人口の増加

　尾道市に移住を検討している方の「坂の家」暮らしの体験を一週間15,000円で出来るよ

うな事業を行っている。いきなり移住することに抵抗があっても、一週間実際に住んでも

らうことによって、坂暮らしの楽しさや苦労を体験し、移住をイメージし易い体制を作っ

ている。また、建築塾ツアーで建築士による案内も行っている。空き家に壁塗り体験をし

たり、町家再生合宿で左官や床張りなどを行ったりすることで、参加者の勉強になるだけ

でなく、尾道市に親しみを持って好きになってもらうことができる。有料のワークショッ

プとはなるが、参加者は全国から集まっている。自分が関係した建物は何度でも見に来る

し、口コミや案内もする。その他にも、尾道市のまちづくりをみんなで考える場を提供す

る「尾道まちづくり発表会」などさまざまな事業を行っている。また、尾道空き家再生プ

ロジェクト副代表が実行委員長の団体で、アーティストインレジデンスとして国内外から

アーティストを招集している「AIR Onomichi」との協力体制も組んでいる。

（3）定住人口の増加

　定住促進のためのメイン事業として尾道市と協働で2009年10月より「尾道市空き家バン

ク」をスタートさせた。行政だけでは困難な部分を補う定住促進・移住者支援をしてい 

る。尾道市に移住を希望している人や空き家を探している人に情報提供を行うだけでなく、

旧市街斜面地に古い家を抱えている家主に対しても、支援をしていけるよう心がけている。
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空き家バンクは地元不動産業を圧迫しないように車の入れない斜面エリア限定で行うとい

う協定を結んでいる。空き家調査を行い、物件情報をWEB上にアップしている。バンク

の利用希望者とは、対面して説明のうえで利用者登録をしたのち、WEBの情報を閲覧す

るためのパスワードを交付している。尾道市を好きになって住んでほしいので、誰でも見

られる環境にはしていない。尾道市在住の漫画家が、「尾道市暮らしへの手引書」を作成

しており、尾道市に住むことのネガティブな部分を漫画形式で書いており、それでも住み

たいという人を受け入れている。NPO法人は、空き家の大家と尾道で暮らしてみたいと

いう利用者のマッチングまでで、賃借や売買の交渉や契約には関与していない。物件情報

の管理は、大家からNPO法人へ委託されており、問い合わせ窓口はNPO法人となってい 

る。賃借、売買、だけでなく譲渡の実績もある。基本的に料金は安い。また、空き家巡り

ツアーを行い、いい物件があればツアー参加者が契約したケースも数件ある。

（4）定住後のサポート

　空き家は家の状態が悪かったり、荷物が散らかっていたり、そのままでは住めない状態

のものが多い。しかし、自分で直したい、DIYしたいという人が多い。NPO法人による改

修アドバイスで建築士や大工などを派遣する制度を作っている。他にも、荷物の運び出し

隊、片付け隊、リノベーション、道具の貸出（左官・ミキサー等）、古材のストック売買 

等、様々な小額で利用できるサポートを用意している。また、建築関係の人だけでなく、
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り騒音問題の報告はあるが、目立ったトラブルは報告されていない。
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① まちなみ形成事業　最大200万円の補助金　年２件ほど

② 空き家再生補助　最大30万円の補助金　年10件ほど

③ 沿道建造物等修景整備補助　最大20万円の補助金

　と三種類あり、移住しやすい状況を官民により作っている。平成21年（2009年）に56件の
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数は約90件ほどで、移住者も毎月10～15人希望者から連絡がある。しかし、小さい物件はす

ぐに決まるが大きい物件はなかなか決まらないのが課題である。大家だけではどうにもいか
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ない物件について、文化財の管理を官民協働で維持する仕組みづくりが必要である。更に、

移住者の就職先を確保するための雇用問題も課題となっている。今後尾道市は、市全域の空

き家調査を行う予定となっている。

５　総括

　空き家はたくさんあるが、保存状態は様々である。これまでの空き家の活用方法を考えて

いくと、５つの分野に分けることができた。「建築」、「環境」、「コミュニティ」、「観光」と 

「アート」である。まちの人は、夫婦や子育て世代も多く、職業も様々であり、建築関係以

外の様々な分野の人が集まる。建築士、不動産屋、大工、アーティスト、大学教授、商売人

など様々な分野の人が集まることにより、それぞれの得意分野を活かすことが大切である。

その多様性が、地域のコミュニティを再構築することの重要な要素となった。このしくみを

活かして尾道市らしい景観や地域のコミュニティを大事にしてくれる移住者の支援が好循環

となっている。始めは点だけであったものが、点と点が線になり、そして面へと広がってい 

る。成功のポイントとして、多くの文人や芸術家に愛されてきたまちで、若いアーティスト

を育てていけるよう、空き家再生を活用し、アートの仕掛けによって尾道を輝かしていくこ

と、この町では若者がチャレンジしやすいという環境作りが挙げられるのではないだろう 

か。民間主導での空き家再生が生みだした人が人を呼ぶ文化的コモンズの広がりの成功事例

として、これからも動向に注目したい。
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３．チャレンジしてもらう場所づくりについて
～ NPO法人まちづくりプロジェクト iD 尾道 ～

視 察 日 時 平成29年１月17日（火）　　午後３時～午後４時まで
視 察 先 視察場所：NPO法人まちづくりプロジェクト iD 尾道

住　　所：〒722−0033　尾道市東土堂町８番７号
最　寄　駅：JR尾道駅
対　応　者：代表理事　　村上　博郁 氏
　　　　　副代表理事　田中トシノリ 氏
　　　　　（NPO法人まちづくりプロジェクト iD 尾道）

視 察 者 能勢　恭雅（茨木市健康福祉部障害福祉課）
永原　友矩（茨木市市民文化部文化振興課）
牧野ひと美（吹田市都市魅力部文化スポーツ推進室）
高橋　京司（富田林市上下水道部下水道課）
滝元絵梨子（岸和田市まちづくり推進部都市計画課）

【視察目的】
　地域資源を活かした取り組みである「リヤカーゴプロジェクト」や、まちとアートのつな

ぎ手として、観光客の増加や豊かなコミュニティづくりに成功した活動をされている。事業

を通じアートの持つ可能性を社会的に位置づけ、まちの文化創造・発展に寄与する先進事例

として、事業の取り組み効果を調査し、府内市町村への反映を含め、本研究会の研究に役立

たせる。

【視察内容及び質問事項】
　NPO法人を開設されるまでのドイツ留学に学んだことやカフェをオープンさせたことな

どの経験や、そこからNPO法人を開設することになった経緯やNPO法人としてのさまざま

な事業のことなど、多方面からお話しを聞かせていただき、そのノウハウを研究したい。

《概要》

・事業の沿革、前身事業、実施体制、いつから法人化したか

・法人を開設することになった経緯や開設してから変わったこと

・事業費の支出元（報酬の体制）

・来客数と客層、年齢層（当初の見込みと実績）

・今後の展望と課題について（資金面、人材面含む）

《他組織との協同体制（行政、大学、地域、アーティスト）》

・市以外に学校や民間企業との連携の有無、内容

・アーティストインレジデンス作家のバックアップ体制

第２章　研究会中間報告　文化創造・発信グループ

おおさか市町村職員研修研究センター 161

第
２
章
　
研
究
会
中
間
報
告

文
化
創
造
・
発
信
グ
ル
ー
プ



《その他》

・ドイツの空き家問題の現状と日本の空き家問題との違い

・このプロジェクトによる移住者の有無（空き家問題の解決策として）

・何を持って成功とするのか（費用対効果をどう考えるか）

・プロジェクトを推進するにあたって苦労した点

・アート空間ができる前と後での周辺の環境変化（人通り、住環境、周辺空き家の状況など）

・利用者の決定で重視していること

・連鎖的に起きた動きの有無と内容

・従来の住民と新しい住民との関係

【視察結果】
１　NPO団体設立の背景

　代表理事である村上さんは、尾道市の隣に立地する福山市の出身。ベルリンの壁崩壊後の

1993年頃、やりたいことをやるためにドイツに行き、経験はなかったが、DJを始めた。現

地のレコード屋など、周りの人がみんな優しく、やったことのないハウスミュージックを様々

な人に教えてもらった。初めはドイツ語も英語もできなかったが、ドイツではセンスがあれ

ば生きていけることを身をもって知った。

　帰国後、地元の福山市は、ビルばかりでさっぱりとしており、居場所がないと感じ、帰っ

てきたばかりでお金もないことから、家賃をかけないで自分の好きなことができる尾道市で

生活することにした。商店街から離れたところにギャラリーをスタートさせたが、観光客な

どに見つけてもらえないし、日常的ではないため閉じた。その後、何が幸せか分からないと

いう人たちが、幸せの価値観を擦り合わせて会話ができる場であるようなサードプレイスを

つくりたいと考え、チャイサロンドラゴンを

スタートさせた。

　人々が垣根なく色々な意見を出し合う場が

必要であり、その場所で、「こんなことをや

りたい！」と、いろいろな案がでてくる。い

ろいろな方向から出てくるアイディアを実現

させたい気持ちと、窮屈なまちをどうにかし

て変えていきたいという考えがあってNPO

法人を立ち上げた。

（左）代表理事の村上さん
（右）途中からお話ししていただいた副代表理事の
　　　田中さん
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２　取組事例

（1）チャイサロンドラゴンについて

　築100年の古民家を改装したカフェで「交流」「発信」がテー

マである。視察の際に訪れた場所であり、隠れ家的な店内は知

らない人同士でも打ち解けられる雰囲気を醸し出していた。ま

さに、村上さんが話していたとおりの「何が幸せかわからない

という人たちが、幸せの価値観を擦り合わせて会話ができる場

であるようなサードプレイス」であった。

（2）リヤカーゴプロジェクト

　空き家を改造して、お店を始めるというのは大変なので、もっと気軽に体験できるもの

はないかと考え、リヤカーゴを提案した。リヤカーゴとは、尾道発の移動式マーケットで、

リヤカーでカフェ、おみやげやイベント等をお客さんに提供する。NPO法人では、リヤ 

カーの貸し出しをしているだけで、保健所等への必要な届出は各自してもらうようにして

いる。リヤカーゴを経験した人の中には、自分でお店を出している人もあり、尾道への移

住にも寄与している。福山市や長崎市などいろいろなまちでリヤカーゴが行われている。

（3）ヤドカーリ（ゲストハウス）

　いろんな人が参加しながらDIYで作り上げたゲストハウス。

NPO法人としてではなく、個人的に行っており、事業の中で

は収入が一番多い。宿泊客はフランス人が一番多い。

（4）まちの映画祭や映画バトル

　尾道は元々映画のまちと言われているので考えついた。３分間のプレゼン形式で、自分

が好きな映画への思いを語り、ビビアン佐藤さんに解説してもらう。観客の拍手によって

勝ち負けを決める。シネマ関連イベントは、小規模でやりたいと考えている。なお、副代

表理事は、映像作家で映画製作も行っている。

（5）異質なお好み焼屋

　尾道では、空き家を探している人がたくさんいるため、シェアハウスをたくさん作る必

要があると考えている、１階がお好み焼き屋の物件を見つけたので、その場所で異質なお

好み焼き屋をし、サードプレイスの一つにしようと考えている。店長が入れ替わり立ち替

わりしていけば、いろんな考えが混ざっておもしろい。

チャイサロンドラゴン外観
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（6）チョコレート工場

　立花自然活用村という施設の委託管理を受け、チョコレート工場（USIO CHOCOLATL）

の経営も行っており、月に3,000人ほどお客さんが来る。

（7）これからやりたいこと

　０歳と３歳の子どもがいるが、子どもたちを地元の公立学校に入れさせるのはどうなの

かと考えたときに、自分で子どもたちのために学校を作りたいと考えた。また、地域課題

を学校を作るという過程で解決していけたら良いのではないかという考えに発展していっ

た。現在、月に１回約15人を集めてミーティングを行っており、今後は徐々に大きな運動

にするため、会議場所を大きく、広報も拡大していく予定にしている。学校を作るという

目的を果たすための過程としては、会議を継続・拡大する。会議に学校関係者を招く、地

域課題を盛り込む、他地域のムーブメントと交流する、学校視察を行うということも予定

している。公立・私立はどちらでもよく、誰でも教育を受けられるような必要な科目だけ

を学ぶフリースクールを考えており、どうやって無料にするかを検討中である。

３　取組に対する考え方

（1）ドイツをはじめとする海外と日本の違い

　ベルリンでは、４階建ての石造りの建物が多く、ベルリンの壁崩壊直後から10年間ほど

はインフラが混乱し、空き家でも電気やガス、水道などが全て使える状態で放置されてい

た。凍死したりしないよう人の安全を第一に考えて、誰も使ってない空き家は使用し占拠

できるスクワット文化があることに驚いた。

　日本は、学歴が重要視され、良い会社で永続勤務することが美徳とされているため、社

会に合わせる必要があり窮屈であると感じるが、ドイツでは好きなことをやるのが大前提

であり、様々なことにチャレンジしている人が多い。また、学歴コンプレックスを持つこ

ともなく、誰とでも対等に話しをすることができる。

　今している事業は全て、「どうやったら豊かな生活ができるのか、より良く生きるとは」

を基本に考えている。そのうえで、ドイツで受けたショッキングな出来事を今の事業に活

かしている。

（2）スタッフ

　NPO法人は理事５人とスタッフは20人ほどであり、個人でできることは個人でしてい

る。各々が独立しながら緩いネットワークでつながっている。
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た。凍死したりしないよう人の安全を第一に考えて、誰も使ってない空き家は使用し占拠

できるスクワット文化があることに驚いた。

　日本は、学歴が重要視され、良い会社で永続勤務することが美徳とされているため、社

会に合わせる必要があり窮屈であると感じるが、ドイツでは好きなことをやるのが大前提

であり、様々なことにチャレンジしている人が多い。また、学歴コンプレックスを持つこ

ともなく、誰とでも対等に話しをすることができる。

　今している事業は全て、「どうやったら豊かな生活ができるのか、より良く生きるとは」

を基本に考えている。そのうえで、ドイツで受けたショッキングな出来事を今の事業に活

かしている。

（2）スタッフ

　NPO法人は理事５人とスタッフは20人ほどであり、個人でできることは個人でしてい

る。各々が独立しながら緩いネットワークでつながっている。
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（3）取組について

　定期的に行っているイベントはない。見つけたものをやりたいときに実行している。事

業で苦労していることは特にない。やろうとすることはできると信じており、行き詰まっ

たら無理に進まず、周りの環境を考えながら時間を置くとできるようになるので、失敗は

ない。

　前例がないという理由で断られるのが嫌なので、前例づくりを大事にしている。感動を

経験するとみんなが協力してくれて、お金も出してくれるので、扉を開いてレールを敷い

た後は他の人に任せている。

（4）尾道のまち

　自分たちが住んでいるまちなので、自分たちで何とかしたいとの思いがある。尾道は、

立地も良く恵まれていて、あきらかに良い方向に変わってきている。空き家があるという

のはメリットであり、面白そうな家やビルを安く借りることができる。自由に興味のある

ことにチャレンジができ、それを面白いと思ってくれた人たちが尾道に訪れ、移住してく

る。現在、周りには自分たちで作っていくスタンスの人が多く、意識が高い人が多いので、

いろんな人たちに来てもらってチャレンジしてもらう場所づくりを心がけている。

　１つの場所だけで盛り上がるのではなく、小さい規模でも盛り上がっているところが

いっぱいある、というのが面白くて好きなまちである。

４　他市町村に対して

　チャレンジするところが「いいまち」の条件だと思うので、「自分らだけがいい」ではな 

く、他の市町村もどんどん真似をしてやった方がいい。「最高のまちだね」と思わせたら勝

ちなので、みんなで競えばいい。都会は人が多く身動きがとれず、土地もないからチャレン

ジできないが、田舎は変えていけると思う。家賃が安く済むのもチャレンジできる要因であ

る。

５　総括

　村上さんの仕事は週３、４日くらいで、仕事をしながら子どもの面倒をみることができる

とのことだった。自分の時間がたくさんあり、やりたいことができる。村上さんやその周り

の人のそんなライフスタイルに惹かれてやって来る人が多いとのことだった。

　「どう生きるのか」や「より良く生きるとは」は、古い人も新しい人も共通のテーマであ

る。共通のテーマで地元の人と移住者との豊かなコミュニティを形成していくことがまちの

文化創造・発展に寄与していくのではないかと感じた。

第２章　研究会中間報告　文化創造・発信グループ
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本研究会の研究活動記録及び研究員名簿

（１）研究活動記録

研究会 月　日 内　　　容

第１回 ７月25日（月）

①オリエンテーション及び研究員自己紹介
②基調講義（前編）
　「『文化・芸術を活かしたまちづくり』は何をめざすのか？」
　神戸大学大学院国際文化学研究科教授　藤野　一夫　氏
③グループ討議

第２回 ８月22日（月）

①基調講義（後編）
　「『文化・芸術を活かしたまちづくり』は何をめざすのか？」
　神戸大学大学院国際文化学研究科教授　藤野　一夫　氏
②グループ討議

第３回 ９月30日（金）

①ゲスト講義
　「芸術文化による地域の活性化
　NPO法人 DANCE BOXの活動を通じて」
　NPO法人 DANCE BOX　代表　大谷　燠　氏
②グループ討議

第４回 10月19日（水）

①講義
　「産官学民連携による新しいアートマネジメントへの挑戦

神戸国際芸術祭を事例に」
　神戸大学大学院国際文化学研究科教授　藤野　一夫　氏
　チェロ奏者　ヘーデンボルク・直樹　氏
②コンサート視察
　神戸国際芸術祭 2016　神戸秋の音楽祭「錦秋の響き」

第５回 11月28日（月） グループ討議

視察
12月６日（火）
12月７日（水）

公共文化施設グループ
①いわき芸術文化交流館アリオス
②長野市芸術館

第６回 12月26日（月） グループ討議

視察
１月16日（月）
１月17日（火）

文化創造・発信グループ
①特定非営利活動法人 BEPPU PROJECT
②NPO法人 尾道空き家再生プロジェクト
③特定非営利活動法人 まちづくりプロジェクト iD 尾道

第７回 １月23日（月） グループ討議
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研究会 月　日 内　　　容

視察
１月23日（月）
１月24日（火）

文化政策グループ
①アートサポートふくおか
②福岡県宗像市
③NPO法人 太宰府アートのたね

視察
１月26日（木）
１月27日（金）

コミュニティ創生グループ
①大分県大分市
②萩まちじゅう博物館

視察
２月17日（金）
２月18日（土）

公共文化施設グループ
①可児市文化創造センター
②金沢市民芸術村
③金沢市文化ホール

第８回 ２月27日（月）

①講義
　神戸大学大学院国際文化学研究科教授　藤野　一夫　氏
②視察　滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール

オペラ「ラインの黄金」ドレスリハーサル、バックヤー
ド見学
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（２）研究活動記録
研　究　員

グループ 市町村名 所　　 属 名　前

文化政策

高槻市 水道部 岩川　幸二

門真市
総合政策部
公共施設等総合管理計画策定担当

勝連　賢介

寝屋川市 議会事務局 村井和香子

八尾市 人権文化ふれあい部　文化国際課 岡村　妙美

公共文化施設

高槻市 健康福祉部　生活福祉総務課 上月　清登

門真市 生涯学習部　生涯学習課 吉田　佳奈

枚方市 産業文化部　文化生涯学習室 上田　詞子

枚方市 都市整備部　開発指導室　開発審査課 阿部登志子

コミュニティ
創生

吹田市 税務部　資産税課 津田　泰彦

高槻市 教育管理部　地域教育青少年課 齋藤　圭子

交野市 企画財政部　秘書・政策企画課 清水　一宏

四條畷市 市民生活部　人権政策課 高橋ひかる

文化創造・
発信

茨木市 健康福祉部　障害福祉課 能勢　恭雅

茨木市 市民文化部　文化振興課 永原　友矩

吹田市 都市魅力部　文化スポーツ推進室 牧野ひと美

富田林市 上下水道部　下水道課 高橋　京司

岸和田市 まちづくり推進部　都市計画課 滝元絵梨子

参考資料
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指導助言者

神戸大学大学院　国際文化学研究科　教授 藤野　一夫

事　務　局

おおさか市町村職員研修研究センター
（マッセOSAKA）

曽我　夏樹

川崎　有紀

山口　将司

おおさか市町村職員研修研究センター

平成28年度「文化・芸術を活かしたまちづくり研究会」〜中間報告書〜

170



指導助言者

神戸大学大学院　国際文化学研究科　教授 藤野　一夫

事　務　局

おおさか市町村職員研修研究センター
（マッセOSAKA）

曽我　夏樹

川崎　有紀

山口　将司

おおさか市町村職員研修研究センター

平成28年度「文化・芸術を活かしたまちづくり研究会」〜中間報告書〜

170

 



平成28年度
「文化・芸術を活かしたまちづくり研究会」

中間報告書

2017年（平成29年）３月

　発行／公益財団法人　大阪府市町村振興協会
　　　　おおさか市町村職員研修研究センター
　　　　（マッセＯＳＡＫＡ）
　　　　〒540－0008
　　　　大阪市中央区大手前３－１－43
　　　　　　　　大阪府新別館南館６階
　　　　TEL	 06－6920－4565
　　　　FAX	 06－6920－4561
　　　　E-mail	 center-tr@masse.or.jp
　　　　協会HP	 http://www.masse.or.jp/



おおさか市町村職員研修研究センター

再生紙を使用しています




