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　先進的文化芸術創造活用拠点形成事業は、文化資源を活用した文化芸術事業を核として、人材育

成やネットワーク構築等を行うことで新たな価値を創出する先進的かつ総合的な取組みに対して、平

成29年度から令和３年度までの５カ年、継続支援を実施してきたもので、支援を行った事業及び地方

公共団体（以下「団体」という。）の数は、共同申請を含む４事業７団体でした。

　今年度、最終年度を迎えるにあたり、７団体の取組み実績や成果、今後の展望等をまとめた事例集

を作成いたしました。

　今回作成しました事例集を参照いただき、各地域の文化芸術資源を活用した多様で特色ある文化

芸術活動の一層の促進に役立てていただけると幸いです。

　最後に、事例集作成に多大なる御協力を賜りました各団体や関係機関の皆様に感謝申し上げます。

文化庁地域文化創生本部

※「先進的文化芸術創造活用拠点形成事業」

以下の取組みを支援することで、文化芸術資源を活用した地方創生、ひいては我が国の経済活性化に資することを目的とした事業。

　〇地域の文化芸術資源を磨き上げ活用する取組み

　〇芸 ・ 産学官連携により持続的な地域経済の発展や共生社会の実現に向けた取組を牽引する拠点形成の確立

　〇専門的人材の育成や国内外への発信などの取組み

は じ め に
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事業の概要

　北陸地方は古くから工芸が盛んな地域であり、現在も

伝統工芸の技や素材を継承しながら、「産業としての工

芸」から「芸術としての工芸」まで多彩な制作活動を行っ

ている「工芸の集積地」である。

　本事業は富山県、福井県、石川県の北陸三県が連携

し、「北陸の工芸」の魅力を国内外に広く発信する広域的

な取組みである。県境を越えた新たな自治体間の連携モ

デルを構築しつつ、海外から見た日本の工芸の魅力・価

値を工芸関係者が知り、国内外へ広く発信することで、

北陸発の「工芸ムーブメント」を創出することを目指した。

　平成２９年度より、三県で主催を持ち回り、隔年で地域

の個性や特徴を活かして実施した持ち回り事業と「テー

ブルウェア・フェスティバル」への三県合同ブース出展の

継続事業で構成される。
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北陸三県によるテーブルウェア ・ フェスティバルへの合同出展
　毎年１～２月にかけて、 東京ドーム （令和３年度は東

京ドームシティ） で開かれるテーブルウェア・フェスティ

バルは、 令和３年度の開催で２９回目を数える国内最

大級の生活用品関連の祭典である。

　北陸三県の合同ブースには、 各県内から募集をして

選定された工芸品 （器や食器、 花瓶、 テーブルマット

など） を使ったテーブルコーディネートの展示や、 北陸

の伝統工芸を体験できるワークショップ、 工芸の魅力

を語るトークショーなど、 三県の工芸を身近に感じられ

るようなブースで魅力を発信した。

　また、 実演 ・ ワークショップの実施を産地の職人等

が実施することにより、 自ら取り扱う工芸の価値を再

認識し、 創作意欲が高まったり、 魅力発信を行う上で

のノウハウ獲得、 さらには産地が最新の市場ニーズを

把握する機会となった。

　令和２年度は、 新型コロナウイルス感染症の影響で

オンラインでの出展となり、 工芸品を使ったテーブル

コーディネートの提案や製作技法等の説明を含む詳細

な商品紹介など、 より深く三県の工芸を知ることがで

きるものに工夫を凝らした。

　実施にあたっては、 北陸三県連携企画事業実行委

員会を立ち上げ、 各県持ち回りで実行委員会を運営

し、 事業を推進する体制をとった。 これにより、 各県

との連携 ・ 情報交換などが以前より密接に行われ、 三

県の工芸と産地とのネットワークをつなげ、 各産地でも

三県を一体のものとして考える機運が生まれた。

　このように、 県単独や生産地単独では成し得ない、

広範囲な枠組みでの北陸工芸の魅力発信につながっ

た。 また、 県単位での出展と比較して、 各県の出展費

用を抑えてブースを確保できたことは、 費用面でも利

点があった。

　三県連携により、 首都圏にある各県のアンテナショッ

プが連携したワークショップや、 工芸品の相互商品紹

介 ・ 販売が始まっており、 今後も連携した取組みを継

続していく方針である。

平成29年度の展示

平成31年度の展示 平成31年度ワークショップ

年度 総来場者数（A）

※R2　オンライン 19,255PV

テーブルウェア・フェスティバル出展実績

北陸三県ブース
来場者数（B）

北陸三県ブース
来場率（B/A）

北陸三県の伝統工芸理解度
（アンケート結果）

H29 288,171名 16,846名 5.8％ 85.7％

H30 275,061名 12,836名 4.7％ 97.8％

H31 255,455名 18,718名 7.3％ 97.7％

R2 54,024名 13,668名 25.3％ 99.1％

R3 30,554名 7,342名 24.0％ 93.1％
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富山県の文化芸術と地域情報

　富山県は、越中アートフェスタや県展など美術分野に

おける公募展や、とやま世界こども舞台芸術祭、SCOT

サマーシーズンなど国際的に評価される演劇祭が開催

されるなど、創作活動が活発に行われており、県民が芸

術文化に触れる機会が多い県である。県立の文化施設

も多数擁しており、富山県美術館、水墨美術館、高志の

国文学館、立山博物館、利賀芸術公園のほか、県内に

5か所の文化ホールを設けている。

　また、文化芸術に関わる組織として、全国で唯一のデ

ザイン専門の県立試験研究機関「富山県総合デザイン

センター」が特筆される。

　ほかにも漆器、銅器、鋳物、木彫、和紙、絹織物、蒔

絵、陶器等の工芸分野では伝統の技が息づいており、

伝統工芸に関する多様な産業が存在している。ガラス

工芸の分野では世界から作家や次世代の担い手が集

まり、また、民藝運動の作家らが多く滞在したことで、現

在も民藝や土徳の思想が根付く地域もある。

文化芸術に関する条例計画等

　文化振興施策を展開する上での基本視点として「文

化を創造・鑑賞・支援する人材の充実」、「グローバル

新時代への対応」、「ふるさとへの誇りや愛着の涵養」、

「新たな価値の創造」を４本の柱としている。また、強力

に推進すべき重点施策の第２に「世界に向け、新たな文

化を創造・発信する文化交流拠点の形成」が掲げられ

ており「国際的な工芸サミットの開催など優れた本県工

芸文化の魅力の国内外への発信」が目標とされている

ほか、第４には「アートとデザインをつなぐ取組みによる

文化の創造など富山ならではの新たな価値創造」が掲

げられており「歴史的建造物、伝統行事、工芸、食文化

など歴史的・文化的資源を活かした個性あふれるまち

づくりへの支援」が目標とされている。

　富山県の経済、文化、これらを担う人づくりなどを中

心に、概ね30年後の2045年を展望年次として策定さ

れた。

　「30の新たな構想（リーディングプロジェクト）」の「ア

ート・デザイン県とやまの創出」において、「本県の優れ

たＫＯＧＥＩの魅力を発信し、アートとデザインを活用し

た産業・文化の活性化と、魅力ある地域づくり」を行う

こととされている。また、「世界への発信による『とやまの

文化ＧＤＰ』の拡大」、「学校と地域でつくる文化の担い

手育成」、「芸術文化活動を通じた県民総活躍の場の

創出」、「文化芸術資源をもとにした文化芸術クラスタ

ーの形成」の推進等が掲げられている。

「新世紀とやま文化振興計画」

（平成 18 年策定 （平成 30 年改定））

「富山県経済 ・ 文化長期ビジョン」

（平成 28 年 9 月策定）

面積
1 次産業

1.42%

2 次産業

33.32%

3 次産業

65.26%

人口４,247.58ｋm２ 産業別従業員数の割合
（令和2年国勢調査） （平成28年経済センサス）

1,034,814人
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・ 富山県美術館

・ 富山県総合デザインセンター

・ （公財） 富山県文化振興財団

・ （一社） 富山県芸術文化協会

・ 県内民間美術館

　（森記念秋水美術館 ・ 樂翠亭美術館）

    等

官

産

・石川県　　　　　　・福井県

・高岡市　　　　　　・南砺市

・富山市　　　　　　・富山県市長会

・町村会　　　　　　　　　　　　　　等

・県内伝統工芸産地組合

　　　　　　　　　　　　　（銅器・和紙など）

・県内産業界

　(株)能作、　(株)松井機業、

　D＆DEPARTMENT 等

・県内報道機関（北日本新聞　等）　　等

・知事政策局 広報課

・商工労働部 地域産業支援課

・地方創生局 観光振興室

・日本橋とやま館

・ 富山大学

・ 高岡工芸高校

・ 富山市ガラス造形研究所

・ 武蔵野美術大学　等

学

生活環境文化部

文化振興課

富山県

芸

庁内連携

事業の概要 ・ 課題 ・ 目的

連携 ・ 協力体制

　工芸分野は、生活様式の変化による需要の低下に伴

い、職人・作家の仕事が減少し、数百年にわたって受け

継がれてきた技術伝承が危ぶまれ、後継者不足による

担い手確保が大きな課題となっている。また、県民が工

芸品に触れる機会が少なくなっている現状がある。その

ため、下記を目的とし、富山県の国際北陸工芸サミット

を実施した。

　目的　①工芸の魅力を世界へ発信する

　　　　　②日本・北陸の工芸の未来へ向けた指針を

　　　　　　　つくる

　　　　　③北陸に工芸分野の先進的文化芸術創造

　　　　　　　拠点を形成する

　　　　　④富山県の文化的資源を最大限活かす

　平成29年度にスタートした「国際北陸工芸サミット」の

初年度は、富山県が開催県となった。

　「THIS　IS　工芸－伝える。創る。－」をテーマに、「U-

50 国際北陸工芸アワード」や「ワールド工芸100選」展

などの文化芸術事業などを中心とした企画を実施した。

また、県内の主要な工芸産地である高岡市や南砺市な

どとも、関連企画を多岐にわたって展開し、北陸や富山

の工芸の魅力を国内外に向けて発信した。

　また、 県内にとどまらず、 日本橋とやま館（東京）で

展示・トークイベント・ワークショップを開催し、国際北陸

工芸サミットのPRとともに「民藝の聖地・富山」のアピー

ルを行った。

　主催県を終えた後、国際北陸工芸サミットで得られた

経験を基に新たな工芸アワードの開催、若手工芸作家

の制作発表の場の創出や海外作家等とのネットワーク

の構築のほか、工芸産地でイベント等を実施する民間

団体とも連携しながら、多くの人々が「工芸」への関心を

高め、体感できるような特色ある企画を実施した。
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平成２９年度 平成30年度

平成3１年度

平成２９年～令和３年度

「ワールド工芸100選」展

　　　世界各地の工芸の潮流と動向を探り、 工芸

という文化の持つ意義と未来の可能性を考える

展覧会。（富山県美術館）

U-50国際北陸工芸アワード

　　　５０歳以下の工芸に携わる作家、 職人、 デザ

イナーなどの若き 「工芸人」 を対象とした国際ア

ワード。

協同創造プログラム
　　　　　ファイナリスト6名（最優秀賞候補者）が、

約 10 日間程度、北陸の工芸環境に滞在し、ホス

ト （企業 ・ 工房 ・ 職人等） と協同で、 新しい作品

を創造する特別プログラム。

「国際北陸工芸サミット」シンポジウム

　　　　　　　世界からみた日本、 北陸 （富山） の工

芸の今後の進むべき道、 工芸の未来の展望を描

くシンポジウム。（富山市／高岡市 2 回開催）

TOYAMA KOGEI 展

　　　民藝の聖地としての富山をアピールすると

ともに、「国際北陸工芸サミット」の開催 PR を首

都圏アンテナショップで実施。

（日本橋とやま館（東京））

北陸伝統工芸品展

　　　北陸三県の伝統工芸品が一堂に会して展

示、 製作実演、 製作体験や集客イベントを開催

し、 北陸三県の伝統的工芸品の魅力をＰＲ。（イオ

ンモール高岡）

美の祭典「越中アートフェスタ」2017

　　　ジャンルの枠を取り払い、 規格制限のない、

県民の自由な創作活動に光を当てた公募展や巡

回展。

国際北陸サミット連携事業として、 県内の学生等

が創作した花器 ・ 茶碗を用いた 「いけばな展 ・

お茶会」を開催。

「工芸の未来展～国際北陸工芸サミットを振り返る～」

　　　　　　　２９年度に開催された国際北陸工芸

サミットでの取組みをパネル ・ 映像等で紹介す

るとともに、 県内の若き工芸作家（１６名）の作品

を展示。（富山県美術館）

「国際北陸工芸サミット」の開催効果の検証、
「国際工芸アワードとやま」（仮称）の

開催に向けた検討委員会の開催

　　　有識者５名による検討委員会を設置し、 工

芸サミットの開催効果の検証、新たに開催を目指

す国際的な工芸アワードの内容や方向性につい

て検討。

国際北陸工芸サミット関連企画
トークイベント

　　　富山県でものづくりに関わる中でそれぞれ

が感じたこと、 そしてこれからの地域のものづく

りで大切にすべきと考えることについてのトーク

イベント。（富山県美術館）

国際北陸工芸サミット関連企画展

　　　工芸に関連する作品展など４つの展覧会。 

   （高岡市美術館）

不二の美を観た人　美の法門　柳 宗悦 展

　　　柳宗悦自身が収集した仏教と縁の深い工芸

品や自身の書 ・ 著作、 柳の思想を芸術として表

現した棟方志功の作品など 50 点に加え、 柳宗

悦に大きな影響を与えた善徳寺所蔵の 「三帖色

紙和讃」（富山県指定文化財）を特別に展示。（南

砺市立福光美術館）

南砺市地域文化芸術資源活用事業

　　　地域文化芸術資源の中でも伝統工芸「井波

彫刻」「五箇山和紙」や「民藝」にスポットをあてた

活用 ・ 発信事業を展開。

とやまデザイン・トライアルバスツアー/ワークショップ

　　　　　武蔵野美術大学、 長岡造形大学、 富山大

学の教員や学生と県内企業が参加したワークシ

ョップと富山県企業見学会。

台湾・富山デザインワークショップ

　　　　　台湾のデザイナー６名と県内企業11社が

参加し、県内企業の海外マーケット向けの商品開

発や、販路の開拓・拡大につなげるワークショッ

プ。

多彩南砺ウィーク2017

　　　起業家やクリエイター・事業者向けセミナー、

パネルディスカッション、食と工芸のコラボ企画

などの開催。

若手工芸クリエーターと伝統工芸企業による
新たなネットワーク構築モデル事業

　　　工芸都市高岡クラフトコンペティションに入

賞・入選した若手工芸クリエーターと伝統工芸企

業による新しい工芸作品の創造を通じて、新た

なネットワーク構築を目指す取組み。

「工芸ハッカソン」

　　　　　　　高岡市内の各施設 ・ 工房で工芸の職

人 ・ 作家と異分野の専門家がチームを組み、 作

品を制作。

アート＆クラフトシティー高岡推進事業等

　　　工芸作家 ・ 職人と来場者との交流 ・ 対話の

創出、伝統工芸の体験型ワークショップや銅器団

地見学会。（高岡クラフト市場街、 金屋町楽市 in 

さまのこ、銅器団地オープンファクトリー）

文化芸術事業 人材育成事業

ネットワーク構築事業

「北陸工芸の未来」展

　　　　　　 文化財（国登録有形文化財「豪農の館

内山邸」）を活用し、北陸三県で活躍する作家・職

人の工芸作品を30点展示。富山県からは、木

彫、ガラス、金工作品のほか、石川県からは、陶

芸、染織、福井県からは和紙、漆芸など、各地域

ならではの素材・技法が施された作品を展示。

北陸三県によるテーブルウェア
・フェスティバルへの合同出展

　　　東京ドームで行われる国内最大級のテーブ

ルウェアの見本市に、 北陸三県合同でブースを

出展。
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　「U-50 国際北陸工芸アワード」は、漆器・銅器・鋳

物・木彫・和紙・絹織物・蒔絵・陶磁器をはじめ、ガラス・

革・銅器以外の金属・染織などの分野における５０歳以

下の作家、職人、デザイナーなど若き「工芸人」を対象と

したアワードである。作品・表現・技術だけではなく、一

人ひとりの工芸に対する考えや取組み、戦略と実践、さ

らに未来への展望などを総合的に評価し奨励するもの

である。従来の工芸がもつ固定概念を見つめ直し、近

年変化している工芸の世界的な潮流を捉え、国際的な

ネットワークやコラボレーションの機会を創出し、そこか

ら工芸の未来をさぐる取組みである。

　作品審査にあたっては、選考委員長に東京大学名誉

教授の青柳正規氏を迎え、欧米・アジアで活躍する第

一線のデザイナー・建築家・文化研究者らが、グランプ

リや奨励作品の選出にあたった。

　３５の国・地域から４０３件（うち国内２８都道府県から

１６０件）の応募があり、1次審査、２次審査ののち、最終

審査を経て、富山県立山町の和紙職人 川原隆邦氏の

「四次元展開図」が最優秀賞に選ばれた。

　川原氏は、平成３０年にパリで開催された「ジャポニス

ムの１５０年」展に出展し、国際的にも高く評価された。

また、特別賞を受賞した般若泰樹氏は、令和元年の「第

６６回日本伝統工芸展」で日本工芸会会長賞を受賞さ

れるなど、このアワードを弾みとし、作家として成長、知

名度を高めた。

U-50 国際北陸工芸アワード　 授賞式　平成29年11月２３日

　最終審査に残ったファイナリスト６名は、北陸三県の

工芸環境において、ホスト（企業・工房・職人等）と協同

で新たな作品を創造する「協同創造プログラム」にも参

加した。和紙とガラス、金属と和紙など異分野のコラボ

レーションにより互いの素材について深く理解し、新し

い視点での作品制作を行うことで、工芸の新たな可能

性を発掘する機会になった。

　開催にあたり、海外への発信をどのようにしていくか

苦労したが、海外向けプレスリリースや海外審査員の方

にSNS等で情報周知に協力いただくなどし、国外から

の応募数が国内を上回った。また、韓国の放送局SBS

が取材、撮影を行い、韓国全土で番組が放映された。

シンポジウム　 富山：平成29年11月18日、高岡：11月23日

　世界各地の工芸の潮流と動向を探り、工芸という文化

の持つ意義と未来の可能性を考えるシンポジウムを富

山県美術館とウイング・ウイング高岡の２か所で開催し

た。

　富山県美術館では、ヴィクトリア&アルバートミュージ

アムの日本美術担当上席学芸員であるルパート・フォー

クナー氏が「工芸に未来はあるか」というテーマで基調

講演を行った。また、ルパート氏、青柳氏、金沢美術工芸

大学教授の畠山耕治氏、ロフトワーク代表取締役の林

千晶氏をパネリストに、U-50国際北陸工芸アワード選

考委員を務めたジャーナリストの川上典李子氏をモデレ

ーターに迎え、「工芸とは何か」についてディスカッション

を行った。

　高岡会場では、モデレーターの富山県美術館副館長

の桐山登士樹氏とU-50国際北陸工芸アワード選考委

員１１名で、U-50国際北陸工芸アワード講評会を行っ

た。また、石井隆一富山県知事、青柳氏、選考委員を務

めた元サッカー日本代表選手の中田英寿氏がパネリス

トとなり、ディスカッションを行った。

　富山は約２５０名、高岡は約３５０名の参加者が集まり、

世界からみた日本、北陸（富山）の工芸の今後の進むべ

き道、工芸の未来の展望を描くシンポジウムとなった。

アワード

最優秀作品

川原隆邦氏

「四次元展開図」

アワード授賞式 アワード２次審査
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　「ワールド工芸100選」展は、「U-50国際北陸工芸

アワード」入選作品（協同創造プログラム作品を含む）

と選考委員キュレーション選抜作品、北陸三県の優れ

た工芸作家作品の計100点以上の作品を集めた展覧

会である。会場の富山県美術館には約23,000人が

訪れ、世界各地の工芸の潮流と動向を探り、工芸とい

う文化の持つ意義と未来の可能性を考えるものとなっ

た。

　来場者へのアンケートでは、「いろいろな作品を見る

ことができた」、「世界のトレンド・潮流を知ることができ

た」など好評を得た。

　金工と漆芸のまち・高岡市にて、伝統産業の職人・工

芸作家と異分野の専門家（クリエーター、エンジニア、

プログラマーなど）がチームを組んで対話し、「工芸の

未来」を提示することを目的に、市内の各施設・工房等

で実際に作品を制作するプログラムを開催。また、県内

各地の工房や歴史・文化を伝える展示施設等を訪問す

るツアーを実施した。

　富山県及び全国から142名の参加応募があった。そ

の中から富山県内の工芸職人・作家をはじめ、人工知

能、AR・VR、ロボティクス、情報技術など最先端テクノ

ロジーの技術者と、ファッション、音楽、メディアアート、

イラストレーションなどの分野のクリエーターなど計37

名が参加した。一連のプロセスを通じて、工芸の価値や

課題を改めて探るとともに、日本のクリエイティブにとっ

ても、未来の革新につながるコラボレーションの創出を

平成２9年11月１６日～平成30年1月８日
※平成30年1月20日～2月4日　巡回展

平成29年９月23・２４日～11月1８・19日

「ワールド工芸１００選」 展

工芸ハッカソン 工芸を未来につなげられるか？ ～金工と漆芸編～

目指すものとなった。

　全4回のプログラムで、1回目は高岡銅器や高岡漆器

の生産現場や、産地の街並みを訪れるツアー。

　２回目はツアーのなかで発見した工芸に関わるキーワ

ードを共有し、アイデアを出しながら参加者が７つのチ

ームに分かれ、2か月間の自主活動期間に入った。

　3回目のプログラムで高岡市に再び参加者が集まり、

翌日のプレゼンテーションの準備にとりかかった。

　４回目は参加７チームが成果を公開プレゼンテーショ

ンし、審査会が行われた。

　３Dプリンタを使用しオーダーメイドで錫製品の柄を

プリントしたり、AIが職人と協同で作品を作る取組みな

どが生まれ、伝統的工芸と現代のテクノロジーを結びつ

けながら新しい工芸を探るプログラムとなった。
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・「北陸三県の伝統工芸品にかかる理解が強まった」と答えた

回答者数（テーブルウェア・フェスティバル来場者アンケート）

５年間の実績

文化芸術資源を活用したことによる地域の文化芸術定着度
県民が富山の工芸の魅力を再認識し、関心を持つ効果が創出された。

・工芸について全国的にまたは国際的に誇れる「文化」等と考え

るものとしての割合（文化に関する県民アンケート調査）

補助事業実施前と比較した文化芸術資源の活用状況
　「U-50国際北陸工芸アワード」の開催など世界に北陸をはじめ日本の工芸や若手工芸作家を紹介するきっかけとなったとともに、

世界との「つながり（出会い）」、「新たなネットワーク」の構築につながり、国際的に評価される作家の育成につながった。また、伝統工

芸に携わる産地関係者等が伝統工芸の価値や魅力を改めて見つめ直し、現代が求める新たな付加価値を生み出そうとする機運が醸

成された。さらに、工芸職人・作家の発表や都市圏への発信の機会を提供したことで、活躍の場が広がった。

目標：50％以上

実績：43％（平成31年度時点）
R2 ８５％以上 99.1%(１０６人 /107 人）
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経済波及効果
総務省作成 「経済波及効果簡易計算シート」 を参考に用いて算出

達成率
１５２％

達成率
136.2％136.2％

達成率
130.8％130.8％

達成率
103.7％103.7％
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参加者数
展覧会観覧者 ・出展作家及びテーブルウェア ・ フェスティバルへの
北陸三県出展ブースの来場者数
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INTERVIE W

桐山  登士樹氏

富山県総合デザインセンター所長
富山県美術館副館長

　富山県総合デザインセンター所長であり、富山県美術

館副館長でもある、富山県のデザイン・工芸に重要な役

割を担う桐山登士樹氏は、国際北陸工芸サミット富山

主催時のプロデューサーを務めた。

　北陸三県が行う工芸初の取組みについて、事業への

関わりや今後の展望などを伺った。

―富山県で工芸を通じたこのような企画発想にいたっ

た経緯についてお聞かせください。

富山県は前田利長公の時代から、ものづくりのまちと

して発展し、金工や欄間、彫刻などが何百年も前から

培われてきました。

　金属、木工、漆、和紙に至るまで全ての工芸を持って

いる県というのは全国でも非常に稀です。富山のその

環境を、どういうかたちで活性化できるのかを考えて

きました。そのためには、若手の工芸作家を支援し、一

緒にものづくりをしていくような環境整備が必要だと思

い、アワードを起案しました。

―どのような効果を狙った取組みか、実施によりどのよ

うな効果があったか教えてください。

大家が出てきて競うというのがこれまでの日本の工

芸展のあり方でした。工芸アワードにより若い方にチャ

ンスを与え、また、世界各国から募集した作品に触れ、

今一度、工芸とはどういうものなのかと率直なところを

確認することができたのではないかと考えています。

　その中で、“富山モデル”とはどうあるべきかを考える

機会になりました。富山はものづくりのマテリアルやこ

れまでの歴史を考慮すると、十分な遺産があります。ま

た、それが現業として動いています。これらのことをさら

に活用しながら、新しい工芸のあり方を探らなくてはい

けません。

　古典だけではなく、現代工芸を推進することを目指

し、それによって人も成長し、ひいては産業も成長して

いくような環境をつくりたいという思いからアワードを

立ち上げました。

―事業に関わった感想をお聞かせください。

スキームの提案にあたっては、他の地域で行っている

ことをそのまま実施しても意味がないことから、新たな

ものを企画し、それを活かさなくてはいけません。サス

ティナブルとよく言われますが、いかに持続させるかが

重要です。一瞬で終わるのは工芸ではありません。富

山は400年の歴史の中で工芸が磨かれてきました。そ

の中で、作家が育ち、職人が育つという環境がありま

す。それをより強固なものにしていくためには、節目節

目で新たなトライアルをしていくことが重要です。同じこ

とを繰り返すのではなく、刺激が大事ではないかと考え

ています。

―工芸家、作家の反響はいかがでしたか？

アワードで最優秀賞を受賞した和紙作家の川原さん

の作品は、世界で最も薄く漉いた和紙で制作されまし

た。彼は原材料から畑を開墾し、トロロアオイという原

料を生産し、まさに工程のAからZまで全てをつくり、和

紙を漉くというものでした。そこまでやる人は他におら

ず、さらに世界で最も薄い和紙を漉くという根性の入

れ方、熱量の入れ方に審査員は驚嘆し、グランプリにな

りました。

　数か月後、彼はその作品をバージョンアップし、フラン
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インタビュー動画はこちら

スの装飾美術館で行われた展覧会に出展するに至りま

した。つまり、一人の作家にチャンスを与え、活かし、そ

こでさらに評価を得れば、次の機会が生まれるのだと

いうことがよくわかりました。

　さらに、「協同創造プログラム」で企業と共に制作する

ことにより、より自分たちのスキルの活かし方を学習す

ることができたのではないかと考えています。そういう

意味では、若手工芸家、作家にとっては刺激的な機会

だったのではないでしょうか。あれから4年経ちますが、

彼らはどんどん成長し、フィールドはさらに広がってい

ます。

―工芸作品そのものだけでなく、その工芸作品をつく

る過程も含めて評価されたのは、新しい試みですね。

物の価値のみで判断するというのは、昔のやり方で

す。なぜ日本の工芸が成長できないかというと、評価軸

が皆同じだからです。その評価軸を変える必要があり

ました。

　最終的には、昔のようにパトロネージュや財閥が買っ

てくれれば良いですが、今はそういう時代ではありませ

ん。持っているポテンシャルや魅力をより伝える努力を

しなければいけません。博物館等に展示されているも

のと、評価軸を分けて考えなくてはならないと考えてい

ます。

―苦労した点についてお聞かせください。

令和2年は、コロナの最中でした。本来であれば4月

に実施予定でしたが、約半年順延し、実施しました。最

も苦労したのは、事務局です。作品を預かる、保存する

というメンテナンスの問題があります。ある種の文化財

を扱うという点において、管理が非常に大変でした。

　また、作家とのやりとりや、特に海外からの作品の輸

送等も大変でした。

　どのような形での展覧会が望ましいのかということに

も非常に悩みました。これまでの展覧会は、平台に作品

が展示されているのが一般的でしたが、違った見せ方

をしたいと思い、展示構成には苦心しました。

　第1回目受賞者の川原さんの作品は、ぜひ第2回でも

展示したいと考えていたため、スペースを提供し、作品

制作の依頼をしました。

　いかに繋げていくか、成長するごとにいかに次の世代

にバトンタッチしていくか。富山県は国内外の500人、

1,000人もの作家とネットワークができていることが、こ

れからの未来工芸を考えた際に強いと思います。縁を

大切にし、さらに次のチャンスを与える、継承し続けて

いくということを心掛けています。

　（関連事業：令和2年度「国際工芸アワードとやま」）

―展覧会展示の工夫について詳しくお聞かせください。

展覧会は、スロープを作ろうと考えました。工芸という

世界を、一点一点の作品を凝縮した世界として見ると

いうのではなく、スロープを上がった先に、選ばれた作

品120点が俯瞰して見える、工芸の海を眺めるというコ

ンセプトで展示を行いました。

　また、そのスロープには第1回目の受賞者である川原

さんの和紙のインスタレーションがあり、作品の中に入

り込みスロープを上がっていくような展示としました。こ

れには反対の声も上がりました。美術館側の視点に立

つと、壁が汚れたらどうするのか、落ちたらどうするの

かといった心配が持ち上がります。しかし、新しいことを

しないと、次が生まれません。

　展示会の様子はドローンを飛ばして撮影しました。作

品の上にドローンを飛ばすというのは、事故を考えると

勇気がいることですが、自分の目線ではどういうものか

分からなくても、様々な角度から見られたり、全体像を

掴めたり、絶えず目線を変えるというのはとても重要で

す。

　また、審査風景や、なぜこの作品が選ばれたのかと

いうような映像を記録し、会場で上映しました。一般の

方々にも興味を持ってもらえ、工芸をより身近に、関心

を持ってもらえるように工夫しました。

　（関連事業：令和2年度「国際工芸アワードとやま」）

―今後の取組みの展望についてお聞かせください。

国がもっと支援してくれるとやりやすいですが、環境

は厳しいです。このアワードという仕組みをどのような

形で実施していくのがいいのか、まさに今、苦慮してい

る最中です。

　「協同創造プログラム」は非常に評価が高かったで

す。地元の企業が持っている技と作家の技が一緒にな

り、ぶつかるとどのようなものが生まれるのでしょうか。

これまでに、金属の土台に陶器を載せるという花器が

生まれましたが、安定感がよく、異素材とのコラボレー

ションにより今までにないものが生まれるということが

分かりました。

　何より、作家や関わっていただいた企業から、また続

けてやりたい、次も一緒にやろうといった非常に前向き

な意見をいただけました。

　工芸は長い歴史がありますが、同じスタイルでずっと

継承していくよりは、何か新しいことに切り替え、さらに

お互いが刺激しあい、飛躍できるようになるとよいと考

えています。

CASE01
11

富山
県

155586 文化庁事例集_本文



支出

収支報告

先進的文化芸術

創造活用拠点

形成事業
委託費・補助金
169,684,979

単位 ：円

支出 円

単位 ： 円

平成２９年度 180,447,635支出 円 180,447,635収入 円

補助対象外経費
3,０４４,013

補助対象外経費
518,732

委託費 ・補助金
192,815,472

収入 単位 ： 円

収入
単位 ： 円

５年間総額

国庫補助額
105,124,000

207,564,472

円207,564,472

自己負担額
61,881,735

国庫補助額
92,000,000 共催者等負担額

2,500,000

舞台・会場・設営費
2,296,323

出演・音楽・文芸費
874,800

出演・音楽・文芸費
874,800

舞台・会場・設営費
1,520

賃金・旅費・報償費
2,４２９,９３８

雑役務費・消耗品費等
2,992,382

委託費・補助金
10,146,192

平成30年度 12,225,444支出 円 12,225,444収入 円

自己負担額
6,225,444

国庫補助額
6,000,000

委託費・補助金
5,433,057

平成３１年度 6,977,869支出 円 6,977,869収入 円

自己負担額
3,777,869

国庫補助額
3,200,000

委託費・補助金
2,089,244

令和２年度 2,091,524支出 円 2,091,524収入 円

自己負担額
1,047,524

国庫補助額
1,044,000

委託費・補助金
5,462,000

令和３年度(計画時） 5,822,000支出 円 5,822,000収入 円

自己負担額
2,942,000

自己負担額
75,874,572

事業収入
20,565,900

国庫補助額
2,8８0,000

共催者等負担額
2,500,000

補助金 ・助成金
３,500,000

補助対象外経費
1,063

補助対象外経費
2,280

補助対象外経費
3,566,088

補助金・助成金
３,500,000

事業収入
20,565,900

舞台・会場・設営費
2,646,175

賃金・旅費・報償費
684,200

舞台・会場・設営費
１８８,332

舞台・会場・設営費
１60,000

賃金・旅費・報償費
1,233,272

賃金・旅費・報償費
4,547,410

賃金・旅費・報償費
2００,０００

雑役務費・
消耗品費等
122,145

雑役務費・消耗品費等
3,114,527
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事業の成果

今後の展開

　「U-50国際北陸工芸アワード」では、世界各地から

多くの応募があり、若手工芸作家に活動発表の機会を

提供し、世界的に発信するとともに、数々の作品を見る

ことで刺激を受け自己研鑽に励むなど、国際的に評価

される作家の人材育成につながった。

　また、「工芸ハッカソン」においては、富山県の伝統産

業の職人と、最先端テクノロジーやファッション、イラス

トレーションなど多様なジャンルの専門家がチームを組

み、異分野の方と制作を進めることにより、新たなコラ

ボレーションが生み出され、工芸の新たな可能性を発

　富山県では、平成29年度に実施した「U-50国際北

陸工芸アワード」で得た知見、ネットワークを活かして、

県独自でも「国際工芸アワードとやま」を令和2年度に

開催した。受賞者の世界的な活躍や、応募者数の増加

など、世界に向けて“工芸の富山”を発信できたという

成果があり、新たな工芸人の発掘・育成に寄与した。

　文化芸術振興において、事業全体に係る助言、ディレ

クションができるキーマンが必要であり、今後も青柳氏

や今回インタビューをした桐山氏などから助言をいただ

きながら、県としての工芸のブランド力を高めるととも

に、ニーズに沿った事業を展開していく。

掘する機会となった。「伝統＝古いもの、昔のもの、守る

もの」といった“過去”を想起するイメージが根強い工芸

の現状を変えるために、「革新＝新しいもの、創るもの、

挑戦するもの」といった“未来”を想起するイメージを強

く打ち出していながら、伝統と革新を表裏一体に併せ

持つ「工芸」ならではの魅力を発信した。

　さらに、県の工芸産地業者においては、首都圏で商品

展示の機会が創出されたことにより、市場のニーズに

触れる機会を得て、今後の商品開発に役立てている。

　また、これまでの協同創造・制作プログラムを充実さ

せ、県内工房等と若手作家のコラボレーションにより、

制作ノウハウの共有による技術習得や制作意欲の向上

に資する事業や、県内外での作品発表を支援する事業

を拡充・継続することにより、今後も次代を担う作家の

人材育成、作品の展示等を通じて活動発表の機会を

創出するとともに、県の工芸の魅力発信を図る。さらに

は、サミット開催により生まれた人脈を活かし、県内若

手工芸作家や、県に関係する作家等のネットワークを

構築する事業を検討中である。
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福井県の文化芸術と地域情報

　福井県内の伝統的工芸品は、 国指定の７品目 「越前

和紙」、 「越前焼」、 「越前漆器」、 「越前打刃物」、 「越

前箪笥」、「若狭塗」、「若狭めのう細工」 があげられる。

5 か所の伝統工芸産地が嶺北の地域に集まっている。

　また、　福井県陶芸館、 デザインセンターふくい、 越前

古窯博物館、 越前市には越前和紙の里紙の文化博物

館、 福井市には茶道美術館など工芸に関する美術館 ・

博物館を県内に多数擁する。

　他に一般財団法人福井県文化協議会、 福井のデザイ

ナーやマスメディアに関わる人材が集まる 「福井クリエ

イターズ ・ アソシエーション」、 デザイン ・ 技術開発など

のサポートも行う 「ふくい産業支援センター」 など、 工

芸産業が直面する課題を支援する組織も充実してい

る。

面積
1 次産業

1.２３%

2 次産業

3０.４５%

3 次産業

6８.３２%

人口４,１９０.52ｋm２ 産業別従業員数の割合
（令和2年国勢調査） （平成28年経済センサス）

766,863人

文化芸術に関する条例計画等

基本理念

　県民一人ひとりの豊かさ、 優れた人材を輩出する地域性、 多くの優れた技術を有する産業の多様性、 産地内の

結びつき等に代表される 「福井らしさ」 を大切にした産業振興を図る

「12-3 地場産業 （繊維 ・ 眼鏡） や伝統工芸産業の振興」

　今後の施策の方向性として、 「伝統的工芸品の販路拡大を図ることにより、 後継者育成や産業観光の充実につな

げる」、「海外のニーズにあわせた伝統工芸品の販路拡大を支援することにより、知名度向上を図る」 こととしている。

「福井経済新戦略」

（平成 31 年 3 月改訂）

デザインセンターふくい

福井
県
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・ （一財） 福井県文化協議会

・ 福井クリエイターズ ・ アソシエーション

・ デザインセンターふくい

・ 福井県立美術館

官

産

・富山県　・石川県

・鯖江市　・越前市

・小浜市　・越前町　等

・県内伝統工芸産地組合

（越前漆器・越前和紙・越前打刃物・

越前焼・越前箪笥・若狭漆器など）

・県内報道機関

（福井放送、福井テレビ、福井新聞 等）

・交流文化部　文化課

　　　　　　　　　観光誘客課

・総務部　広報広聴課

・教育委員会　生涯学習・文化財課 等　

産業労働部

産業技術課

・ 東京藝術大学

・ 福井大学

　　　　　　　　等

学

福井県

・ （一財） 福井県文化協議会

芸
庁内連携

事業の概要 ・ 課題 ・ 目的
　福井県は古くから工芸が盛んな地域である一方、 グ

ローバル化が進み、 工芸とは何かを再考し、 その継承

のために未来の指針を作る時期にきている。 文化芸術

立国の実現に向け、 福井県 ・ 北陸 ・ 地域に存在する

多様で魅力的な文化芸術資源を積極的に活用した文

化推進プログラムを図る。 さらに、 芸 ・ 産学官による

先進的かつ持続的な連携による地域経済の発展や社

会的包摂などに取り組むことで、 先進的な文化芸術創

造拠点の形成を目指した。

　平成 31 年度の国際北陸工芸サミットは福井県が主

催県となり、 国際工芸展 （テオ ・ ヤンセン展 in ふくい

＆クラフトエキシビション） や工芸サミット ・ シンポジウ

ムを開催し、 文化芸術事業プロデューサーの養成など

を実施した。

　世界的アーティストであるテオ ・ ヤンセン氏と伝統工

芸による世界初のコラボ―レーション作品の展示及び各

工芸産地の魅力を集約したクラフトエキシビションによ

り、 工芸の魅力発信、 知名度向上を図った。

　また、 持続的な地域経済の発展や社会的包摂の取組

みを牽引する拠点 （プラットフォーム） として、 県 ・ 産

地所管市町村等で構成する 「越前ものづくりの里プロ

ジェクト」 が存在する。 その中で、後継者育成事業 「伝

統工芸職人塾」 による伝統工芸の実技実習を行うこと

で次世代の職人を育成し、 持続的な産地形成を行って

いる。

連携 ・ 協力体制
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　　工芸を含めた地域資源を活用したイベント ・商品開発プロデューサー等を招聘したノウハウの習得、 展示会やワークショップの企画、 立案、 実施を通じた

実践的なプロデュース活動の研修。

　　デザイン導入による課題解決と、 魅力的な商品 ・サービ

スの開発ノウハウを学ぶセミナーを開催。

　　バイヤーやオピニオンリー

ダー等を対象として福井の

産地工房等を巡る見学ツア

ーを実施。（参加者７人）

平成２９年度 平成30年度 平成3１年度 令和２年度 令和３年度

　　外部コーディネーターの指導のもと、ワーキンググループの形成および産地背景や新たな

ものづくりについて追及し、それらを伝える冊子を制作、首都圏へ PR発信。

　　外部ディレクターが各産

地の視察を行い、 可能性の

ある素材や技術を発掘し、リ

ビングデザインセンター

OZONE（東京）で展示。

　　インテリアコーディネータ

ー（立川裕大氏）を招聘し、各

産地の視察を行い、 可能性

のある素材や技術を発掘。

伝統工芸職人塾

　　伝統工芸の技術習得を目指す若者を対象に各工芸産地職人による実技実習を実施。

　　越前和紙とテオ ・ ヤンセ

ン氏によるコラボ作品制作

とそのプロモーション動画を

作成し、都内各所と福井もの

づくりキャンパス等で上映。

　　福井県の工芸の次代を担う若手中堅職人等グループ会議

を実施。首都圏で展示発信。

文化芸術事業

人材育成事業

ネットワーク構築事業

テオ ・ヤンセン展会場風景

勅使河原宏芸術祭告知チラシ

工芸の魅力の再発見と発信「ニューフクイ」

工芸のある文化的生活の提案

伝統工芸と海外アー
ティストとの連携

国際工芸展の開催
テオ・ヤンセン展inふくい
クラフトエキシビション

　　世界的アーティスト、 テ

オ ・ ヤンセン氏と伝統工芸

による世界初のコラボ展及

び各工芸産地の魅力を集約

したクラフトエキシビション

（国際漆芸展等）を開催。

工芸サミットシンポジウム
テオ・ヤンセン
スペシャルトーク

越前焼産地の魅力発信
勅使河原宏芸術祭

　　草月流家元 ・勅使河原宏

にまつわる越前焼を用いた

生け花や竹のインスタレーシ

ョンの展示。（越前陶芸公園）

　　県内遊具メーカーと漆芸

家による産地視察とコラボ

レーション作品制作を行い、

クラフトエキシビションで作

品展示。

文化芸術事業プロデューサーの養成

　　各業界の一線で活躍する

アーティスト、 和紙職人、 漆

芸家によるトークセッション

を実施。

　　５伝統工芸産地の工房を

一般公開し、 バイヤーやオピ

ニオンリーダー等を招聘。

（参加者１１人）

　　インバウンドの拡大に向

けた海外旅行者向けバーチ

ャルトラベルをオンラインで

開催。（参加者 25人）

工房ガイドツアー

デザイン・ブランディング導入支援

北陸三県におけるテーブルウェア・フェスティバルへの合同出展

　　　東京ドームで行われる国内最大級のテーブルウェアの見本市に、北陸三県合同でブースを出展。

塾生１7人
（成果展実施）

塾生20人
（成果展実施）

塾生２1人
（成果発表会実施）

塾生１９人
（成果発表会実施）

塾生１７人
（成果発表会実施）
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テオ ・ ヤンセン展 in ふくい 展覧会：令和元年９月２１日～10月27日

シンポジウム：令和元年9月22日

越前和紙とコラボレーションした「ストランドビースト」

テオ・ヤンセン展inふくい 告知チラシ

越前和紙とコラボレーションした「ストランドビースト」

サンドーム福井でのテオ・ヤンセン展inふくい　展示

テオ・ヤンセン氏のアトリエでの打ち合わせ

　テオ・ヤンセン氏は、芸術と科学を融合した作品を生

み出すオランダの現代美術家である。

　サンドーム福井で開催されたテオ・ヤンセン展では、

通常パラシュート生地を使う帆に、丈夫で軽量な越前

和紙を使ったコラボレーション作品2体を含む計15体

の「ストランドビースト」が展示され、1か月ほどの期間

中、入場者数は約28,000人、チケットやテオ・ヤンセン

グッズの販売の売上は約33,620千円に上った。

　越前和紙とのコラボレーション作品を作るため、平成

30年度にはテオ・ヤンセン氏のいるオランダを訪問し、

試走を行った。また、北海道で開催されていたテオ・ヤ

ンセン展の視察を行い、構想を練るなどの準備期間を

経て開催に至った。

　工芸サミット・シンポジウムでは、テオ・ヤンセン氏の基

調講演及びテオ・ヤンセン氏と一線で活躍する漆芸家、

和紙職人によるトークセッションを実施した。226人が

参加し、業界及び国を超えた意見交換により地元職人

等の文化理解を深めた。

　アーティストの知名度を活用し、県内外ひいては国外

に向けて広く発信できた。また、アーティストとのコラボ

レーションにより、産地内の結束を図れたとともに、制

作を通じて産地としての誇りや自信を得られ、工芸品

の価値を再認識する機会を提供できた。
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Craft exhibition　チラシ

Craft exhibition　展示

Craft exhibition　展示伝統工芸ワークショップ

Craft exhibition 令和元年9月21日～10月27日

　テオ・ヤンセン展と同時に開催した伝統工芸と海外ア

ーティスト等との連携による企画展示。約5,000人の

来場者に工芸の魅力を発信し、普段伝統工芸品に対す

る興味の薄い若年層の関心の向上につながった。

　また、国際漆芸展として、平成記念美術館（東京）、白

鷹町文化交流センター（山形）において巡回展を開催

し、より多くの方へ工芸に触れる機会を提供した。

◆「令和に集う世界の漆芸36歌仙展」

日本やスペイン、ハンガリー、ロシア、ドイツなど10か

国１地域から第一線の漆芸家36名が集い、越前和

紙と世界の漆芸がコラボレーションした作品展。

◆「女性作家の創る漆装身具」15人展

国内で活躍する新進気鋭の若手女性漆芸作家15人

によるアクセサリー作品の展示・販売。

◆「越前箪笥の滑り台」

越前箪笥の老舗と遊具の全国トップシェアを誇る

「JAKUETS」によるコラボした滑り台作品の展示。

◆「工芸セレクトショップ」

福井県内の伝統的工芸品やその技術を生かした逸

品を販売。

◆「伝統工芸ワークショップ」

普段なかなか体験できない越前焼や越前刃物など

の伝統工芸の制作を職人指導のもと体験できるワー

クショップ。
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　いけばな草月流第三代家元で陶芸・映画監督・絵画・

書など幅広い芸術活動を福井で行った勅使河原宏氏

の没後20周年と福井県陶芸館開館50周年を記念して

古窯博物館特別館長で現草月流家元の勅使河原茜氏

の協力のもと、作品の展示、映画上映等の勅使河原宏

勅使河原宏芸術祭 令和3年10月1日～10月10日

氏にまつわる芸術祭を越前陶芸村で実施した。

　勅使河原宏氏が作庭した庭や陶器作品、薪窯の公

開、竹を使ったインスタレーション、越前焼を用いた生

け花展示を行い、越前焼の魅力を発信した。

勅使河原宏芸術祭での生け花 竹を使ったインスタレーション

　漆器・陶芸・打刃物・和紙・眼鏡など伝統的な工芸・産

業の中で新しい取組みを行う若手中堅事業者がワーキ

ンググループ「ニューフクイ」を立ち上げた。

　外部コーディネーターの指導のもと、新たなものづく

りを追求し、冊子にまとめて、松屋銀座（東京）などで

PR、職人による実演など、積極的に発信した。

工芸の魅力の再発見と発信 「ニューフクイ」

発表のための冊子

年度 来場者

H29 展示会「ニューフクイ」 松屋銀座（東京）

展示会名 開催場所

H30 展示会「ニューフクイ」 松屋銀座（東京）

H31 展示会「ニューフクイ」 松屋銀座（東京）

R2 展示会
「暮らしに息づくものづくり」

一乗谷朝倉氏遺跡
（福井市）

4,280人

4,900人

5,500人

500人

CASE01
19

福井
県

155586 文化庁事例集_本文



５年間の実績

社会的 ・文化的効果

補助事業実施前と比較した文化芸術資源の活用状況 文化芸術資源を活用したことによる地域の文化芸術定着度

・福井県の工芸を県内外へ発信し、工芸産地への意識を

高めることで、産地活性に繋げる

県工芸の魅力PRを行い、工芸産地への意識を高めた

県内外の人数

（イベント来場者数・プロモーション発信によるリーチ数）

　工芸の魅力の再発見と発信事業により若手の工芸職人で形成さ

れたニューフクイは、各産地の職人同士が展示会の企画などを実

施し、自主性が高くなっている。現在は民間主体で活動を継続して

おり、本事業により工芸産地・地域を巻き込んだものとなった。ま

た、伝統工芸職人塾を受講した人は、越前焼の作家として独立して

活動したり、研修先の工房に雇用され、職人の道へと進んでいるな

どの例がある。

H29 １０,000 人

目標値

9,880 人

H３０ 20,５４０人 ４４,73６人

実績

98.8％

217.8%

達成率

・福井ものづくりキャンパスへの年間来場者

福井ものづくりキャンパス （伝統工芸発信施設） への

年間来場者数

　Craft exhibitionでは、越前和紙に漆の絵を描いた作品や漆

のアクセサリー、越前箪笥と民間企業とのコラボレーションなど、

新たな分野、素材、表現を合わせ、工芸の魅力を創造した。

H31 １０0,000 人以上

目標値

93,000 人

R2 93,00０人以上 30,000 人

実績

93.0％

35.0%

達成率
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40,000
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１００,000

目標

実績

目標

実績

（人）

（年度） （年度）

（千円）

経済波及効果
総務省作成 「経済波及効果簡易計算シート」 を用いて算出

達成率
98.8％

達成率
60.8％

達成率
100.0％100.0％

達成率
107.3％107.3％

達成率
50.0％

達成率
217.8％217.8％

達成率
106.8％106.8％

達成率
87.1％

達成率
---

達成率
---

参加者数
主要事業参加者数、 プロモーション数
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INTERVIE W

瀧  英晃 氏 杉原  吉直 氏

株式会社瀧製作所　和紙職人（伝統工芸士） 株式会社杉原商店（紙問屋）社長

　テオ・ヤンセン展に関わり、越前和紙が活躍するフィー

ルドを広げることに尽力する和紙問屋「杉原商店」社長 

杉原吉直氏と、様々な工芸に関するイベントやグループ

の実行委員を務め、テオ・ヤンセン作品に使用する和紙

の制作を手がけた和紙職人 瀧英晃氏に、テオ・ヤンセ

ン展を通して感じたことについて話を伺った。

―テオ・ヤンセン展に関わった感想をお聞かせください。

杉原　テオ・ヤンセンさんのことは失礼ながら知らなかっ

たのですが、調べてみるととても有名な方。展覧会は、

福井県内だけでなく、県外からも見に来られていて盛

況でした。

瀧　　私はテオ・ヤンセンさんのファンだったので杉原さ

んに依頼があったことに驚きました。また、越前和紙を

通して作品に関われることはすごい事だと感じました。

―作品のコラボレーションで苦労した点についてお聞

かせください。

杉原　和紙は水に濡れると破れやすくなることが問題で

した。「ストランドビースト」は本来、海岸で走らせる作品

のため、海風で破れないように強度を増すことを考えま

した。和紙として丈夫なものを作るようにはしましたが、

戦時中、こんにゃく糊を使って和紙の強度を高め、「風

船爆弾」を作っていたので、その方法を試してみました。

瀧　　こんにゃく糊は塗るだけではだめで、濃度や回

数、揉み方などいろいろな種類をテストし、完成にこぎ

つけました。見に来られる一般の方に帆が和紙である

ことをわかってほしかったと同時に、テオ・ヤンセンさん

の作品が持つ佇まいを壊したくなかったため、楮、ミツ

マタ、雁皮など材料の配合も検討を重ねたことが、苦労

したところです。

―テオ・ヤンセン展を実施したことで得たものはありま

したか？

杉原　今はこんにゃく糊を使って紙を強くする技術は途

絶えてしまいましたが、今回の取組みで技術が復活し、

要望があれば作れる体制が整いました。

瀧　　いろいろな挑戦を通して、会社の財産となるよう

な新しいデータや技術が蓄積、共有できたと思います。

―今後の展望についてお聞かせください。　

杉原　越前には様々な職人がいて、人間国宝のような

昔ながらの紙を作っている方や、新しいことに柔軟に取

り組もうとする方々がいます。今回のコラボレーション

のように難しい課題から新しい技術が生まれ、それが

新たな伝統となっていく可能性がある産地となっていき

たいです。

瀧　　今回のようなアーティストと協同するため、技術を

高めたいです。また、和紙の新しい使われ方を提案で

きるような職人になりたいと思います。

インタビュー動画はこちら
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支出

収支報告

先進的文化芸術

創造活用拠点

形成事業
委託費・補助金
10,032,845

単位 ：円

支出 円

単位 ： 円

平成２９年度 10,294,083支出 円 10,294,083収入 円

補助対象外経費
261,238

補助対象外経費
189,567

委託費 ・補助金
142,720,268

収入 単位 ： 円

収入
単位 ： 円

５年間総額

国庫補助額
64,276,000

146,429,203

円146,429,203

自己負担額
6,294,083

国庫補助額
4,000,000

委託費・補助金
11,034,058

平成30年度 11,223,625支出 円 11,223,625収入 円

自己負担額
7,223,625

国庫補助額
4,000,000

委託費・補助金
106,884,191

平成３１年度 109,980,971支出 円 109,980,971収入 円

自己負担額
37,831,750

事業収入
２０,149,221

国庫補助額
52,000,000

委託費・補助金
3,613,174

令和２年度 3,774,524支出 円 3,774,524収入 円

自己負担額
2,730,524

国庫補助額
1,044,000

委託費・補助金
11,156,000

令和３年度(計画時） 11,156,000支出 円 11,156,000収入 円

自己負担額
5,724,000

自己負担額
５９,8０３,９８2

事業収入
22,349,221

国庫補助額
3,232,000

補助対象外経費
3,096,780

補助対象外経費
161,350

補助対象外経費
3,708,935

事業収入
２,200,000
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　世界の工芸文化との交流を図ることは、「日本の工

芸」の未来への継承・発展の方向性・可能性を探る絶

好のチャンスとなる。国境を越えて相互の作品やその

背景を含めた文化理解を進め、北陸三県の工芸を国

内外に向けて発信したことにより、文化芸術による交流

が深められ、県民の生活が一層こころ豊かなものに発

展した。また、三県の芸・産学官連携による工芸／ＫＯ

ＧＥＩをキーワードとした地域の文化芸術資源を磨き上

げ、活用する先進的な取組みを通じて、新しいＫＯＧＥＩ

の向かうべき方向性、道標を示すとともに、持続的な地

域経済の発展や社会的包摂の取組みを牽引する拠点

（プラットフォーム）を形成し、専門的人材の育成や文化

芸術資源を活用した地方創生につながった。

　いまだ新型コロナウイルス流行の収束の目途は立たな

いが、今後、海外市場へのアプローチを再始動させると

きのために、産地を紹介する外国語版のプロモーション

動画作成を検討している。

　福井県の伝統工芸品のPRを条件に、県内外のイベント

でコラボレーション作品などを積極的に貸し出したり、芸

術家の創作活動の中で工芸品を利用してもらうなど連

携の強化と知名度の向上を図る。

　また、「越前ものづくりの里プロジェクト」により、「北陸

国際工芸サミット」で構築された文化芸術に関係する

方々とのネットワークや育成した人材を活用し福井県の

工芸のブランディングを進めることで、産地の活性化と誘

客の促進に努めていく。その財源は、越前ものづくりの

　県内の伝統工芸産地で活躍する若手・中堅の職人の

有志が集まり、形成されたネットワーク「ニューフクイ」

は、東京で展示会を開催するなど、次第に行政支援を

減らしながら民間主体で活動を継続している。

　伝統工芸職人塾の運営や産地をPRした動画制作な

どを実施した越前ものづくりの里プロジェクト協議会

は、福井県と越前市、鯖江市、越前町、商工会議所、5

つの産地組合で構成された協議会で、文化芸術振興の

ためのプラットフォームが形成されている。

　また、伝統工芸職人塾や文化芸術事業プロデューサ

ー事業などの実施により、県内で伝統工芸文化と産業

を支える人材育成につながった。

里プロジェクトへの県・市町からの負担金を使って、運営

をしていく予定である。　　　　

　北陸三県での連携事業により、各県の特色ある伝統工

芸品を組み合わせることでより効果的な見せ方ができ、

単独ではできない魅力発信ができた。また、都内アンテ

ナショップでの相互連携や、北陸三県の伝統産業青年団

体間で情報交換が行われるようになるなど、当事業を契

機とした北陸三県連携の取組みが醸成され、事業終了

後も取組みを継続していく素地が形成された。

　今後も本事業で得られたノウハウを活かし、産地が主

体となった各種イベントや、現代のライフスタイルに合っ

た新商品の開発などを支援していく。

事業の成果

今後の展開
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石川県の文化芸術と地域情報

文化芸術に関する条例計画等

　石川県には、音楽、美術、演劇といった芸術のほか、

藩政期以来培われてきた伝統芸能や伝統工芸、生活

文化など、多彩な文化があふれている。

　なかでも、「兼六園周辺文化の森」は、江戸時代から

令和の時代に至るまで、各時代の歴史的建造物や文化

施設が重層的に集積する全国有数の地である。

　また、「いしかわ県民文化振興基金」により、県内で活

動している多様な文化団体を積極的に助成しており、

　石川県の多様で質の高い文化を確実に継承していく

とともに、量・質ともに一層の充実を図っていくため、文

化の裾野の拡大を図り、さらなる高みを目指すとしてい

る。また、石川県の大きな特色である「伝統工芸」を、石

川の優れた文化として明確に位置付けており、県民・文

化団体・大学等高等教育機関、行政の連携・協働のも

と、情報発信や文化交流を積極的に推進していくことと

している。さらに、「県は、先人から受け継がれてきた輪

島塗、山中漆器、加賀友禅、九谷焼その他の伝統工芸

の継承と発展を図るため、必要な施策を講ずるものと

する」としている。

活発な県内文化芸術活動を行政がサポートする仕組

みが機能している。

　県内には国指定で10品目（輪島塗・山中漆器・加賀

友禅・九谷焼・金沢仏壇・金沢箔・七尾仏壇・金沢漆器・

牛首紬・加賀繡）県指定で6品目（和紙・美川仏壇・桐

工芸・檜細工・珠洲焼・加賀毛針）稀少伝統工芸として

20品目の計36品目があり、多種多様な工芸文化が今

も受け継がれている。

面積
1 次産業

０．８３%

2 次産業

２６.９６%

3 次産業

７２.２１%

人口
４,１８６.０５ｋm２ 産業別従業員数の割合

（令和2年国勢調査） （平成28年経済センサス）
１，１３２,５２６人

基本理念

① 文化の担い手である県民の自主性・創造性の尊重

② 県民が等しく文化を鑑賞・参加・創造できる環境の整備

③ 文化の裾野の拡大を図り、さらなる高みを目指す

④ 本県文化を県民共通の財産として育成・継承・発展

⑤ 地域固有の多様な文化の尊重とその活用による地域の活性化

⑥ 文化に関する情報発信・文化交流の積極的推進

⑦ 県民、文化団体、大学等高等教育機関、行政の連携・協働

いしかわ文化振興条例 （平成 27 年 4 月策定）

（いしかわ文化振興基本方針 （平成 27 年 5 月策定））
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・ 石川県立美術館

・ （公財）石川県デザインセンター

・ 国立工芸館

・ いしかわ生活工芸ミュージアム

官

産

・富山県

・福井県

・県内主要産地市町　等

・石川県伝統産業振興協議会

・石川県商工会議所連合会

・県内伝統工芸産地組合

・石川県商工会連合会

・県内伝統産業研修施設

　  九谷焼技術研修所

　  山中漆器産業技術センター

　  輪島漆芸技術研究所  等

・商工労働部　産業政策課

　　　　　　　　 産業立地課

・県民文化スポーツ部　文化振興課

・企画振興部　企画課

　　　　　　　 　空港企画課

・土木部　公園緑地課

  金沢城・兼六園管理事務所

・観光戦略推進部　誘客戦略課

・農林水産部　生産流通課

・教育委員会　文化財課

商工労働部

経営支援課

・ 金沢大学　等

・ ブダペスト国立工芸美術館

・ 駐日ハンガリー大使館

ハンガリー関連

学
石川県

芸

庁内連携

事業の概要 ・ 課題 ・ 目的

　令和２年度に実施予定だった石川県主催の国際北陸

工芸サミットは、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、令和３年度に延期開催となった。　　

　世界で蔓延した新型コロナウイルス感染症により、文

化芸術活動は大きな制限を受けてしまった。伝統工芸

についても極めて存続の厳しい世相となっている。その

ようななか、石川県では国立工芸館の金沢移転や縁付

金箔のユネスコ無形文化財の登録、金沢城公園の鼠

多門・同櫓復元により金沢市内の歴史と文化、工芸に

対する関心が向上する契機となっている。

　一方、グローバル化が進み、新型コロナウイルス流行

以前には訪日外国人も増えて、国内外で日本の伝統文

化や工芸に対する関心の高まりを見せていたが、実際

に北陸三県で工芸に携わる団体や関係者が、工芸の魅

力や今後目指すべき方向性を十分に理解できていな

いというギャップが生まれていた。国際北陸工芸サミッ

トin石川は、北陸三県の魅力発信の面で質の高い、実

効性を持つ多彩な取組みを展開することで、北陸地域

における文化芸術的な資源である「工芸」の魅力を国

内外に向け広く発信すること、工芸の魅力について発

見・再認識し、関心を持つ機会とすることで、令和5年

度に31年ぶりの石川開催が決定した国民文化祭を「県

民総参加による石川ならでは」の実現に向けた機運醸

成に資することを目的とした。

　「工芸の魅力発信」を行うにあたっては、「工芸が元来

人々の生活の中で使われてきたものである」という原

点に立ち戻り、「現代生活の中でも活かせるもの」であ

るという視点での発信が、説得力を持ち訴求力の高い

ものであるとの考えに基づき、「生活の中で活かす工

芸」をサミットのテーマに設定した。

　事業は、①県民や県内工芸産地が「伝統工芸」の新た

な魅力に気付く機会を提供するシンポジウム、②ブダペ

スト国立工芸美術館名品展や、北陸三県の芸術院会

員・人間国宝の作品を一堂に展示する展覧会の開催、

③食文化と伝統工芸のコラボレーションによる魅力発

信動画の制作・発信や料理盛り付け教室、④伝統工芸

品の販路開拓・販売促進を目的とする商談会や展示販

売会を４つの柱として実施した。

連携 ・ 協力体制
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平成２９年度 平成30年度 平成3１年度 令和２年度 令和３年度

　　　　　建築家 ・ 隈研吾氏による基調講演と、 著名なパネリストによるパネルデ

ィスカッション。オンライン配信を実施。

文化芸術事業 人材育成事業

ネットワーク構築事業

シンポジウム

　　日本の工芸品から影響を受けた西洋の工芸品など約 170点の展示。

ブダペスト国立工芸美術館名品展

　　上記展覧会の会期中に開催。オンライン配信も併用。

特別講演・トークセッション

　　石川県ならではの食材、加賀料理、伝統工芸品の制作工程などを紹介する動

画の制作、制作した動画を動画投稿サイト ・ SNS等を活用し、国内外に広く情報

発信。

本県食文化と伝統工芸の魅力を発信する
動画の製作・情報発信

　　全国的に著名な料理研究家等が主宰する、石川県の伝統工芸の器を使った料

理盛り付け方法を学ぶ講座。オンライン配信も併用。

料理盛り付け教室

　　石川県内伝統工芸品の展示、 伝統工芸士や職人による実演の実施。抹茶、 和

菓子をテーマとした体験講座の開催。

伝統工芸品展示販売会

　　石川県で育んできたガラス ・漆文化の魅力を広く発信するため、 国際北陸工

芸サミット期間中に開催した特別展。

国際ガラス展・漆展「特別展」

　　石川県内伝統工芸品に関心を持つバイヤーを集めた、大規模な商談会。

伝統工芸品ビジネス商談会

　　　　　日本芸術院会員や人間国宝をはじめとする北陸三県の作家の名品約

100点の展示。

うるわしきもの・めでたきわざ
―北陸の芸術院会員・人間国宝―

関
連
事
業

北陸三県によるテーブルウェア・フェスティバルへの合同出展

　　　東京ドームで行われる国内最大級のテーブルウェアの見本市に、北陸三県合同でブースを出展。

シンポジウム

ブダペスト国立工芸美術館名品展

令和３年度のテーブルウェア ・ フェスティバルでの展示
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することで、県内産地関係者が産地の魅力発信を行う

際に求められる姿勢や果たすべき役割について学ぶ機

会となった。

　新型コロナウイルス感染症対策として、来場者数を会

場定員の半分に絞り、動画のリアルタイム配信及びアー

カイブ配信を実施し、来場者は251人、オンライン視聴

者は200人であった。参加者の約半数は伝統工芸関

係者であり、自ら取り扱う工芸の価値を再認識する貴

重な機会を提供した。

シンポジウム

ブダペスト国立工芸美術館名品展

令和3年8月14日

令和3年8月15日～9月12日

　県民、県内工芸産地が伝統工芸の魅力について再認

識し、新たな気付きを得る機会として、県立音楽堂邦楽

ホールでシンポジウムを開催した。

　基調講演は、建築家の隈研吾氏を講師に迎え、建築

設計に工芸品を取り入れた事例を交え、「生活の中で

活かす工芸～建築における工芸の役割～」と題して行

われた。

　パネルディスカッションは、モデレーターに茶道家・芳

心會主宰の木村宗慎氏、パネリストとして工芸に造詣

が深い中川政七商店代表取締役会長の中川政七氏、

クリエイティブ・ディレクターの金谷勉氏、食環境プロデ

ューサーの木村ふみ氏、陶芸家の十一代大樋長左衛

門氏により「生活の中で活かす工芸～国内外における

伝統工芸の魅力～」をテーマに行われた。

　全国各地の伝統工芸産地と多数連携し、成果を挙げ

ているプロデューサーである中川氏や金谷氏らを起用

　ハンガリーのブダペストは、古くからシルクロードの要

衝として栄え、東西の文化が融合してきた。そのため、

欧州や中近東、アジアの優れた工芸品が多く集まる場

であり、世界でも数少ない国立工芸館でもあるブタペ

スト国立工芸美術館には、日本を含め、様々な文化の

影響を強く受けた工芸作品が多数所蔵され、世界屈指

ともいえるコレクションを形成している。

　その名品約170点を石川県立美術館で展示し、中で

も色鮮やかな上絵付けが特徴の九谷焼に影響を受けた

作品は話題に上った。来場者は3,281人となり、日本の

影響を強く受けた海外の工芸品展示を通じ、来場者が

北陸や日本の工芸の持つグローバルで普遍的な価値を

発見する機会を提供した。

　また、会期中には、同展の日本側監修者である武蔵野

美術大学教授の木田拓也氏による講演会を開催し、19

世紀後半のヨーロッパにおいて、ヨーロッパの工芸が日

本の工芸からどのように影響を受け、拡がりを見せたの

かについて、観覧者が理解を深める機会を提供した。

　これら国際北陸工芸サミットin石川の取組みは、産経

新聞が支援する英語ニュース・オピニオンサイトである　

「Japan Forword」で特集されており、外国にも広く配

信された。

展覧会告知チラシブダペスト国立工芸美術館名品展

基調講演　隈研吾氏パネルディスカッション
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５年間の実績

社会的 ・文化的効果 文化芸術資源を活用したことによる地域の文化芸術定着度

補助事業実施前と比較した文化芸術資源の活用状況

　各取組みには石川県内全域及び富山県、福井県からも多くの参画

があり、北陸三県という広域な地域内で、伝統工芸の魅力発信が図

られた。

　伝統工芸に携わる産地関係者等が 「伝統工芸」 の価値や魅力を

改めて見つめ直すとともに、 現代が求める新たな付加価値を生み

出そうとする機運が醸成された。

H29 ８０％

計画

85.7％

実績

＋5.7 ポイント

H30 ８５％ ９７.８％ ＋１２.８ポイント

H３１ ８５％ 97.7％ ＋12.7 ポイント

R2 ８5％ 99.1％ ＋14.1 ポイント

R3 ８5% 89.0％ ＋4.0 ポイント

※R3は速報値

※R3は速報値

達成率

・北陸三県の伝統工芸理解度

（各イベント来場者アンケートにおいて、伝統工芸を「よく理解で

きた」「理解できた」と回答した人数と全回答者数より算出。）
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INTERVIE W

木村  ふみ氏

食環境プロデューサー
株式会社エデュウス代表取締役

　国際北陸工芸サミット in 石川実行委員会アドバイザー

であり、 令和 2 年度 ・ ３年度のテーブルウェア ・ フェス

ティバル　北陸三県テーブルコーディネーターを務めた

木村ふみ氏に、 北陸三県の工芸と国際北陸工芸サミッ

トについて話を伺った。

―国際北陸工芸サミット in 石川の反響はいかがでした

か？

新型コロナウイルス感染症の影響もあり、 海外からの

出席はあまりありませんでしたが、 海外に発信した際の

反響が非常に大きかったです。 三県の工芸に関わる方

たちが自分たちの工芸に誇りを持ち、 新しい道を見つけ

たという声が聞こえてきたことが大きな成果だったと感じ

ます。

―苦労した点についてお聞かせださい。

やはり新型コロナウイルス感染症との闘いで、 プログ

ラムを延期するなど、 当初の計画通りには思うように実

施できなかったことが一番苦労した点です。 海外から呼

んでいたパネラーが来られなかったこともありましたが、

数年前から計画していたハンガリーのブダペストにある、

世界で屈指の工芸美術館の作品を持ってきて、 石川県

で展示ができたことは良かったです。

　昔のパリ万博の際に持っていったものなのか、 貴族た

ちが持っていたものなのか不明ですが、 石川県の工芸

に影響を受けた作品も何点か凱旋帰国したことは、 地

元の方にとっても大変誇りに思えたようで大いに盛り上

がりました。

―今後の展望についてお聞かせください。

工芸の特色は使い方に決まりがないことです。 この器

はこう使わなくてはいけないという決まりがありません。

だからこそ自由な発想ができて面白いものです。

　若い方によく F ＋ SMI+CL ＋ P ＝３S という方程式

を話します。 “F” はファンクション、 機能がなくてはなら

ない。 “S” はセンス、感性が良くなくてはいけない。 “I”

はイマジネーションがなくてはならない。 “CL” はコミュ

ニケーションランゲージ、 一つのきっかけとしてコミュニ

ケーションが生まれることです。最後に＋P（あるいはC）

は、 プライス ・ コストです。 これらのバランスが取れると

３つの “S”、 サクセス “成功”、 サティスファイ “満足”、

サプライス “驚き” がやってきます。 これは工芸の原点

であると思います。 “M” というのはメモリー、 記憶。 工

芸を作る時、 使う時、 どんな時でも日本人として記憶が

あることを大切にして、 ものを作っていくと非常にダイナ

ミックで面白いものが出来上がります。 この方程式を留

意した作品こそが、 海外でも戦える工芸です。

　日本の工芸は西洋における美術に近いものです。 美

術は質が高い、 工芸もクオリティが高い面で非常に近

い接点があると考えます。 これからの工芸はまだまだ可

能性があり、 面白いということを皆さんに気付いてもら

えたらと思います。 国際北陸工芸サミットがそのことに

気付く機会になったということを、 確信をもって申し上げ

ます。

インタビュー動画はこちら
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支出

収支報告

先進的文化芸術

創造活用拠点

形成事業
委託費・補助金
2,999,712

単位 ：円

支出 円

単位 ： 円

平成２９年度 3,000,000支出 円 3,000,000収入 円

補助対象外経費
288

補助対象外経費
1,980

委託費 ・補助金
83,505,762

収入 単位 ： 円

収入
単位 ： 円

５年間総額

国庫補助額
6０,857,000

199,744,973

円199,744,973

自己負担額
1,500,000

国庫補助額
1,500,000

委託費・補助金
2,926,549

平成30年度 2,928,529支出 円 2,928,529収入 円

自己負担額
1,428,529

国庫補助額
1,500,000

委託費・補助金
2,398,857

平成３１年度 2,699,920支出 円 2,699,920収入 円

自己負担額
1,499,920

国庫補助額
1,200,000

委託費・補助金
2,914,244

令和２年度 2,916,524支出 円 2,916,524収入 円

委託費・補助金
７２,２６6,４00

令和３年度(計画時） 188,200,000支出 円 188,200,000収入 円

自己負担額
91,314,000

自己負担額
９７,２０１,９７３

国庫補助額
55,200,000

補助対象外経費
301,063

補助対象外経費
2,280

補助対象外経費
115,933,600

補助対象外経費
116,239,211

補助金・助成金
20,750,000

補助金・助成金
20,750,000

事業収入
２,436,000

その他
500,000

事業収入
２,436,000

共催者等負担額
１８,０００,000

共催者等負担額
１８,０００,000

自己負担額
1,459,524

国庫補助額
1,457,000

その他
500,000
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　テーブルウェア・フェスティバルにおける工芸体験のワ

ークショップ実施など、視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚とい

ういわゆる五感を刺激する体験型イベントを実施するこ

とで、伝統工芸に関心が薄い層にも魅力を発信し、需要

創出につながった。また、シンポジウムでは工芸に造詣の

深い専門家を招致することで、県民が「石川県の工芸」の

魅力を再認識するとともに、伝統工芸に携わる産地関係

者等が「伝統工芸」の価値や魅力を改めて見つめ直し、

現代が求める新たな付加価値を生み出そうとする機運

が醸成された。伝統工芸産地の関係者が、「伝統工芸」の

価値や魅力を改めて見つめ直し、「JAPANブランド」とし

て世界に向けて打ち出すことができるグローバルな地域

資源であることを認識する契機とすることで、単に伝統技

　伝統工芸の作り手が、自ら取り扱う工芸の価値を再

認識・理解し、使い手が求めるものづくりをできるよう、

今回のシンポジウム登壇者等が産地の求めに応じ、市

場ニーズ調査や商品開発にかかるアドバイスを行うア

ドバイザー制度を構築し、学べる機会を創出することを

検討している。今後も県内の石川県立美術館、いしか

わ生活工芸ミュージアム、国立工芸館など文化施設と

連携し、国内外の工芸作品展示を通じた工芸の魅力を

発信していく。

　また、ブダペスト国立工芸美術館名品展を通じて構

築されたネットワークにより、今後、学芸員等の往来に

よる交流や展示作品相互貸与、さらには新たなテーマ

での展示会開催等が石川県やブダペストで開催される

といった展開も期待される。

　各自治体の置かれた事情が異なる中で、広域連携を

術の継承のみならず、現代のニーズに合った作品制作を

したい、また、伝統工芸の魅力を積極的に発信したいと

いったモチベーションの向上につながっている。

　事業に取り組んだことにより、ブダペスト国立工芸美術

館等海外とのネットワークやシンポジウムなどに参画した

著名な有識者の方々とのネットワークが構築された。ま

た、北陸三県連携により伝統工芸産地の関係者が相互

交流、連携を図ることができ、次代を担う伝統産業の若

手職人等で構成される石川県伝統産業青年会議に、テ

ーブルウェア・フェスティバルの工芸ワークショップ講師を

依頼するなど、積極的に活動の場を創出することで、今

後も自発的に工芸の魅力を発信できる人材の育成がな

された。

図るのは大変難しく、具体的な実施計画策定の前に、

関係者が事前に協議を入念に行い、方向性を擦り合わ

せておく必要があるが、今後も、国際北陸工芸サミット

で得た三県の連携を継続するとともに深めていく。

　北陸三県の都内アンテナショップでの工芸をテーマと

した連携（相互商品紹介・販売、ワークショップの実施）

は、国際北陸工芸サミット開催を契機に北陸三県の連

携強化に係る機運醸成が図られたことで、初めて実現

したものである。

　また、国際北陸工芸サミットin石川として実施した取

組みのうち、工芸を主題にした展覧会の開催や、いしか

わ伝統工芸フェアといった販売事業については、サミッ

トで制作した石川県の食文化魅力発信動画も積極的

に活用しながら、サミットのテーマである「生活の中の

工芸」の魅力発信に今後も積極的に取り組む。

事業の成果

今後の展開
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可児市
(岐阜県)
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動
を
通
じ
た

共
生
社
会
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く
り

事業の概要 ・課題 ・目的

　岐阜県は中山間地域を中心とした多くの地域で、少

子化や流出による人口減少や地域を支える住民の高

齢化などによる活力低下が大きな課題となっている。ま

た、中山間、都市エリアを問わずどの地域においても、

人間関係の希薄化によるコミュニティ機能の低下など

に起因した若者のいじめ問題、多文化や障がい者の社

会参画への理解不足等が顕在化している。

　そこで、岐阜県と可児市が連携し、それぞれが持つ中

核文化施設などを活用しつつ、伝統文化の振興や演劇

活動などの文化芸術活動を通して、すべての地域（過

疎地、都市部）が活力あふれるまちづくりを展開し、地

方創生に向けて共生するとともに、子ども、高齢者、障

がい者、外国人などまちを構成するすべての人々がと

もに生きる共生社会の実現を目指した取組みを展開し

た。
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文化芸術に関する条例計画等

　岐阜県は、豊かな自然に恵まれ、古くから、飛騨の木

工芸、美濃和紙、関の刃物、東濃の陶磁器など、匠の

技を磨くとともに、郡上踊りに代表される踊りや地歌舞

伎、文楽をはじめとする地芝居といった伝統文化を育

んできた。

　県では平成11年に第14回国民文化祭を開催し、魅力

ある文化資源を全国に発信。開催後は大会の成果を一

過性に終わらせることなく、そのレガシーを引継ぎ、文

化活動を支援するとともに、「清流の国ぎふ」を地域づ

くりのキーワードとして、地歌舞伎などの地域資源を磨

きあげてきた。

　また、平成14年には第2回全国障害者芸術・文化祭

を開催し、障がい者の文化活動の参加を通じた自立と

社会参加を促進してきた。

　加えて、平成27年には岐阜市に年齢、性差、障がい

の有無などに関わらず、誰もが文化芸術活動を通じ、

ともに輝けることをコンセプトとした文化施設「ぎふ清流

文化プラザ」 をリニューアルオープンした。 また、 平

成30年には施設内に障がい者芸術文化支援センター

（ＴＡＳＣぎふ）が開設され、障がい者芸術の発表拠点と

なっている。

「岐阜県文化芸術振興基本条例」

（平成 20 年 7 月施行）

基本理念

文化芸術の振興に当たっては、 県民が等しく、 文化芸術にかかわる機会を持ち、 これを創造することができるような環

境の整備が図られなければならない。

文化芸術の振興に当たっては、 県民一人一人が、 地域の特色ある文化芸術に触れ、 及び親しむことにより、 ふるさと

に誇りや愛着を持ち、 地域が活性化するような環境の整備が図られなければならない。

文化芸術の振興に当たっては、 先人たちの努力によって築かれ、 受け継がれてきた地域社会共有の財産である伝統

文化を継承し、 発展させることができるような環境の整備が図られなければならない。

面積
1 次産業

0.80%

2 次産業

31.67%

3 次産業

67.54%

人口１０,６２１.29ｋm２ 産業別従業員数の割合
（令和2年国勢調査） （平成28年経済センサス）

1,９７８,７４２人

地歌舞伎 ぎふ清流文化プラザ

岐阜県の文化芸術と地域情報
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・関連企業

　（（株）マインド松井）　等

tomoni プロジェクト

産

障がい者団体

・可児市

tomoni プロジェクト

・（一財）岐阜県身体障害福祉協会

・（社福）岐阜県社会福祉協議会

・清流園　等

tomoni プロジェクト

地歌舞伎

・県内地歌舞伎保存団体所在市町村

地歌舞伎

（児童・生徒の出演・伝統芸能伝承体験）

・県内地歌舞伎保存団体所在

　小中・高等学校

地歌舞伎

（演劇ワークショップの受け入れ）

・県内高等学校

演劇ワークショップ

演劇ワークショップ

岐阜県

芸

・岐阜県地歌舞伎保存振興協議会

地歌舞伎

（観光PR・物販等）

・観光協会

・商工会議所

・商工会　等

地歌舞伎

・文学座

演劇ワークショップ

庁内連携

岐阜県

環境生活部県民文化局

文化創造課文化創造課

教育委員会

学校支援課

・（公財）岐阜県教育文化財団

地歌舞伎 tomoniプロジェクト

・NPO法人　音楽座ぎふ

tomoni プロジェクト

・県内地歌舞伎保存団体所在市町村官
・県立国際園芸アカデミー

・県内小中学校

・岐阜農林高校

・特別支援学校　　　　　　　等

tomoni プロジェクト

・環境生活部県民文化局 文化伝承課

・商工労働部観光国際局 観光企画課

・　　　　　　　　　　　　　　　 国際交流課

・健康福祉部 障害福祉課

・清流の国推進部 地域スポーツ課

・教育委員会 特別支援教育課

学

連携 ・協力体制
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平成２９年度 平成30年度 平成3１年度 令和２年度 令和３年度

障がい者芸術を通じた共生社会づくり（tomoniプロジェクト）

　　障がいの有無にかかわらず、 県民がともに文化芸術活動を実施することで、 障がい者の社会参画及び障がい者への県民の理解と認識を深める機会を創

出するプロジェクトを実施。

地歌舞伎推進プログラム　計９公演32演目

清流の国ぎふ２０２０地歌舞伎勢揃い公演　計13公演２８演目

2校が参加 ６校が参加 １２校が参加 １3校が参加

ワークショップで描いた

作品を展示

「tomoni ワークショップ

NEST」

13校が参加

tomoniつながる和綿プロジェクト

　　　　　和綿を育て、ワタから糸、布、プロダクト制作を行う過程の中で、アート、福祉、農業などの分野をつなぎ、新たな出会いを紡ぐプロジェクトを実施。

地歌舞伎を通じた共生社会づくり

　　   ぎふ清流文化プラザ長良川ホールにおいて、県内で活動する保存団体が演じる地歌舞伎公演を開催。

演劇ワークショップを通じた共生社会づくり

　　高等学校において自己表現とコミュニケーション能力を育成するため、演劇ワークショップの取組みを実施。

障がいのある方を対象とした文化芸術鑑賞会
「ハートフルフェスタ」

障がいのあるアマチュア
落語家と二つ目の落語家
による演芸会「清流の国
ぎふ　ともに演芸会」

先進事例を学び、 今後の

事業を考える国際会議

「世 界 の ま な ざ し 

Diversity Gathering」

NPO法人音楽座ぎふとの共催による障がい者団体のコンサート
「清流ふれ愛コンサート」

障がいのある３人の作家

による展覧会

「〇△□な日常」

県内で活動する障がい者
芸術家による個展
「原田正則 個展」

特別支援を卒業した若者
二人の展覧会
「骨格とホネ」
金丸慎＋武富龍太郎
二人展

ぎふ清流プラザで開催さ
れているオープンアトリエ
で制作された作品展
「オープンアトリエ作品展」

障がい者と健常者のアー
ティストによる作品展
「三笑展」

可児市文化創造センターalaとTASCぎふの連携事業

「ala×TASC連携　いろいろみんなのアート展」

デフ モラ GIFUの初展覧
会
「モラの手芸展」

ワークショップで描いた作品を展示とワークショップ
「tomoniワークショップNEST～暑い夏ワクワクしよう～」

ワークショップで描いた
作品を展示
「tomoniワークショップ
NEST」
（新型コロナウイルス感染
症の影響で中止）

障がい者と県内アーティス

トのコラボ展「ともに、 つく

る、つたえる、かなえる展」

tomoniつながる和綿プロジェクト展（tomoniつながる和綿プロジェクトで作った和綿を使った作品等の展示）

特別支援学校アート展

障がい者をテーマにしたオリジナルミュージカル

tomoni県民ミュージカル～心の翼～

障がい者芸術団体による音楽・演劇などの舞台公演
「tomoni　ハートアートライブ」

文化芸術事業

人材育成事業

ネットワーク構築事業

岐阜県特別支援学校総合
文化祭「美術作品展」

ミュージカル～心の翼～

令和２年度
和綿プロジェクト展
記念誌
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　ぎふ清流文化プラザ長良川ホールにおいて、県内で

活動する保存団体が演じる地歌舞伎公演。平成29年

度より３１年度までに計９公演３２演目を実施し、出演

者数697人、観覧者数は5,139人であった。平成３１年

度より令和３年度まで「清流の国ぎふ２０２０地歌舞伎

勢揃い公演」を計１３公演２８演目実施し、継続的に各

地の保存団体が地歌舞伎を披露し、交流する機会を

創出した。新型コロナウイルス感染症の影響で延期、中

止、無観客開催、観客者数の制限などがあったが、出

演者数は６３３人、観覧者数は2,637人であった。

　平成29年度は、次代を担う「子ども」にスポットをあて

地歌舞伎を通じた共生社会づくり

た「子ども地歌舞伎公演」を開催し、若い世代への文化

伝承の更なる磨き上げにつながった。

　また、外国人留学生による地歌舞伎講座や外国人留

学生を公演に招待し、歌舞伎メイク体験、英訳したあら

すじの配布など、海外に向けた発信のほか、障がい者

のための演目解説の要約筆記や、台詞の字幕放映、イ

ヤホン装置を用いた同時解説、衣裳展示など地歌舞伎

の魅力を多くの人へ発信した。その他、地域への誘客

を図るために関係市町村や観光協会等と連携し、観光

PRも行った。

事業の概要

　県内各地の団体が継続的に歌舞伎を披露する機会を創出した「地歌舞伎を通じた共生社会づくり」、障がいの有

無にかかわらず、県民誰もが共に文化芸術活動を行う「tomoniプロジェクト」に取り組んだ「障がい者芸術を通じた

共生社会づくり」、高等学校における演劇等ワークショップの実施による「演劇ワークショップを通じた共生社会づく

り」の３事業を継続的に行った。

令和3年度地歌舞伎勢揃い公演チラシ 地歌舞伎勢揃い公演
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障がい者芸術を通じた共生社会づくり （tomoni プロジェクト）

　人間関係構築を苦手とする生徒への支援のため、高

等学校の１年生を対象に、演劇ワークショップを行っ

た。表現力とコミュニケーション能力の育成を目的とす

る演劇手法を用いたワークショップを実施することで、

中途退学の防止や安心して過ごすことができる居場所

づくりの実現、地域社会への参加意識の醸成を図る機

会となった。

　講師として文学座所属のプロの演出家や俳優等が高

等学校を訪問し、１クラス１回２時間程度のワークショ

ップを年３回行った。周りの動きをよく観察するシアタ

演劇ワークショップを通じた共生社会づくり

　「tomoniプロジェクト」は、ぎふ清流文化プラザを拠

点に、障がい者を中心とした表現者が音楽・演劇を発

表する「ホール事業」、アートを発表する「ギャラリー事

業」、庭園で和綿の栽培からプロダクト制作までを行う

「庭園事業」を含めた取組みである。

　ホール事業では、オリジナルミュージカルをプロの演

者と県内の障がい者が共演して作り上げた「tomoni

県民ミュージカル」や、障がいがありながらも様々なジ

ャンルで活躍するアーティストや団体によるパフォーマ

ンスを発表する「清流ふれ愛コンサート」などを実施し

た。手話通訳、要約筆記投影、振動や光によって音を感

じることのできるインターフェースを活用して聴覚障が

い者、ろう者など幅広い方々に鑑賞された。

　ギャラリー事業では、県内で活動する障がいのある作

家の作品等の企画展や、特別支援学校が参加し幼児・

児童・生徒の作品展示などを行った。

　庭園事業では、ぎふ清流文化プラザ及び岐阜市内の

畑で、障がい者や地域の小学生が参加して和綿栽培を

行うとともに、ワークショップや和綿を用いた洋服、小物

の展示を定期的に開催した。和綿で作成した「香るミサ

ンガ」は岐阜県ゆかりのオリンピック・パラリンピック選

手へ贈呈している。

　また、公演や作品展示の模様をYouTubeで公開し、

時間や場所を選ばず、障がいのため会場に行けない方

や高齢者の方なども自宅で気軽に鑑賞でき、効果的な

発信ができている。

　障がいの有無にかかわらず、県民がともに文化芸術

活動を実施することで、障がい者の社会参画及び障が

い者への県民の理解と認識を深める機会になった。

ーゲームなどを通じて、楽しみながら友人の個性を認

め、対人関係を構築する力の向上など、生徒の変化や

効果を実感した全学校が継続を希望している。平成２９

年度より継続実施

できたことで、短期

間で効果が表れに

くいコミュニケーシ

ョン能力向上等の

生徒支援につなが

った。
演劇ワークショップ

清流ふれ愛コンサート 特別支援学校展令和元年県民ミュージカル
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　令和3年1月13日に土岐紅陵高校１年生クラスで行われ

た、演劇ワークショップ。感じたこと、成果などの話を生徒と教

諭、ワークショップ講師から伺った。

―演劇ワークショップに参加して感じたことをお聞かせくださ

い。

生徒❶　今まではコミュニケーションがうまく取れていないと

感じていて、特に女の子と話すのが苦手でしたが、演劇ワー

クショップを通して普段話せない女の子と会話することがで

き、誰とでも話せるようになったと思います。

　友達関係で変わったことは、自分に話しかけてくれる人が多

くなったと思います。高校1年生になって学校での友達も変わ

り、緊張してしまって、自分が出せなくて猫を被ってしまう部

分もありましたが、3回の演劇ワークショップを通して、みんな

素を出せるようになって、明るい雰囲気になったと思います。

生徒❷　ワークショップに参加していくなかで、恥じらいを捨

てて自分で想像して表現することで、自分の素を出し、解放

できたと思います。

　楽しかったことは、誰かが失敗したことでもクラス全員で笑

い合ったりできたことです。

生徒❸　言葉を使わずに心や身体を使って表現することがと

ても難しかったのですが、恥じらいを捨てて、全員と心で会話

することができたので、いい体験ができたと感じています。特

にコミュニケーションは学校生活や社会に出ても必要なもの

なので、演劇ワークショップを通じて素敵な体験ができて良か

―演劇ワークショップを実施して感じたことをお聞かせください。

瀬戸口　積み重ねていくことで、生徒たちに変化があったことは

手応えとして感じています。様々な事情を抱えた生徒たちがい

るので、学校の先生方と緻密な情報共有、意見交換を行いなが

ら、その子たちに合ったケアを大切に、より効果を発揮できるカ

リキュラムとして更新しながら指導しています。ここまで集中して

学校で取り組んでいるのは、岐阜県がパイオニアではないかと

思います。今後も継続してほしいです。

ったです。

―演劇ワークショップを実施して生徒の変化についてお聞か

せください。

山本教諭　不登校や障がいのある子、近年は外国籍の生徒

も増えており、日本の習慣に馴染めない子もいます。ワークシ

ョップの実施は、生徒全員にとっていい経験となっており、現

在では不登校生徒はいません。

戸松教諭　クラスが明るくなりました。生徒自身も人と関わっ

たり話したりする楽しさや大切さを身をもって学んでくれたた

め、とてもいい経験になったと思います。

荻曽教諭　はじめの頃はうまくコミュニケーションを取ること

ができない姿もありましたが、今は楽しく学校生活を送れて

いると思います。

井上教諭　回を重ねるごとに、一人一人の表現スキルが上が

ってきており、身についたものが、日常生活でも現れるように

なりました。互いに認め合ったり、憧れ合ったりするいい環境

ができたと思います。

INTERVIE W#01

岐阜県立土岐紅陵高等学校
演劇ワークショップ実施校

INTERVIE W#02

瀬戸口 郁氏

演劇ワークショップ主任講師
文学座

山本教諭 戸松教諭 荻曽教諭 井上教諭
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　岐阜県で長年、地歌舞伎の保存・振興を通し、共生社会づ

くりに取り組む岐阜県地歌舞伎保存振興協議会会長 小栗幸

江氏と本事業を担当した岐阜県文化創造課 高口好美氏に、

５年間の取組みの反響や今後の展望について話を伺った。

―５年間のこの事業での地歌舞伎公演の実施についてお聞

かせください。

小栗　５年間岐阜県と岐阜県地歌舞伎保存振興協議会との

連携が深まった取組みでした。

　地歌舞伎は山間の地域に根付いているので、普段なかなか

他の地域の人たちに見てもらう機会がないことや、地域の祭

りと密着しているため、時期が限られていることもあって、発

表の場があまりありません。今回、ぎふ清流文化プラザの大

きな舞台で地歌舞伎を発表できたことは、地域の人たちにと

って自分の町の誇らしいものを皆さんに知ってもらうことがで

き、良かったと思います。また、自分たちの地域の地歌舞伎し

か知らなかった方も、違う地域の芝居を見ることができ、参考

になったと思います。ぎふ清流文化プラザには地歌舞伎の道

具が揃っていて、どんな芝居でもできることは魅力的で、これ

からも公演が続いてほしいと思います。

―５年間の取組みに対する反響をお聞かせください。

高口　地歌舞伎公演の入場整理券は、早いものでは数時間

で配布が完了、遅くとも数日中には配布が完了するような状

態で大変好評でした。初めて公演をご覧いただいた方も大勢

いて、関心も高く、地歌舞伎の普及振興、発信に非常に役立

ったと考えています。

―公演を行う側として苦労した点はありますか？

小栗　岐阜県の地歌舞伎の大きな特徴として、地歌舞伎の演

技指導をする振付師という師匠が教えている団体がいくつか

に分かれています。その師匠によって演出方法も選ぶ衣裳も

違いますし、三味線や浄瑠璃を語る方、囃子を行う下座など、

様々に違う部分があるので、同じ公演日に違う師匠の団体を

組み合わせるのは難しいです。また、稽古の時期が重なるよ

うに、地域で地歌舞伎が披露されるお祭りの時期に合わせる

必要があるといった様々な問題を、岐阜県が調整してくださ

って、うまく組み合わせて公演することができました。

　同じ演目で違う師匠の公演を見ることはなかなかないこと

なので、面白い公演となりました。コロナで公演ができなかっ

た際も、民間の力ではなかなかできないYouTube配信や、

解説者を呼んで初心者にもわかりすい公演ができたことは、

地歌舞伎の将来にとっても明るい見通しが立てられたと感じ

ています。

―岐阜県が行う共生社会づくりの取組みについてお考えをお

聞かせください。

小栗　私の団体には役者や裏方含め3歳から80歳までの方

が参加しています。地歌舞伎の持つ魅力のひとつは、世代を

超えた人たちが一つの目的に向かって同じ方向へ進むことで

あり、核家族化が進む現代社会ではなかなかないことです。

それが可能であること、また、自分たちの誇る文化を大事にす

ることで郷土愛が生まれることも、学校で教えることが難しい

部分を補うことができているのではないかと思います。

　この５年間の事業に参加して、地域を超えた活動ができまし

た。他団体の公演を見ることができ、「この師匠に指導を受け

たい」などの声に応えることも可能になってきます。地歌舞伎

は文化を通じた共生社会を実現するための素晴らしいツール

であると感じ、これからもそういう取組みであってほしいと思

います。

―今後の展望についてお聞かせください。

小栗　今後も、ぎふ清流文化プラザで公演を実施できたらと

思います。また、岐阜県には、古くから継承されている芝居小

屋が９つも残っていますので、そういった小屋をすべてつな

いだ公演も夢の一つです。３年後の国民文化祭の時にこのよ

うな公演が実現できたら、より地歌舞伎を見てもらえる機会

になると思っています。

INTERVIE W#03

高口 好美氏

岐阜県環境生活部県民文化局
文化創造課文化振興係長

小栗 幸江氏

岐阜県地歌舞伎保存振興協議会
                                   会長
地歌舞伎を通じた
共生社会づくりの協力団体代表

インタビュー動画はこちら
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５年間の実績

・演劇ワークショップ

中途退学者割合

「自己肯定感が向上したと感じている」生徒の割合と、

「多様なコミュニケーション方法を獲得できたと感じて

いる」生徒の割合

社会的 ・文化的効果

・「tomoniプロジェクト」の事業数

文化芸術資源を活用したことによる地域の文化芸術定着度

・地歌舞伎公演回数・参加団体数

H29

H30

H31

R2

１１

実績

10

7

7

１０事業

毎年度

目標

H30
H31
R2

自己肯定感

７１％
７８％
８０％

多様なコミュニケーション方法

８５％
92％
95％

７５％
以上

目標

H29
H30
H31
R2
R3

計

３回　 ・ 　６団体
４回　 ・ １１団体
５回　 ・ １３団体
２回　 ・ 　４団体
９回　 ・ １８団体

3回／年

計３０団体

目標 実績

令和2年１月～

令和3年7月に

かけては11回

出 演 ７００人

観覧者１０，０００人

計３０団体

出 演　1,３３０人

観覧者　７,776人

目標 ５０％減　（平成２８年度と比較）

約５０％減　（平成３０年度～令和２年度に実施した６校）実績

　地歌舞伎公演では、出演者が地域住民であるため、地域の企業で働く方、主婦、小中高

等学生、市町村職員、市長等様々なコミュニティが集まって公演し、稽古や裏方も含めて

幅広い年代の方が交流できる場となった。

　tomoniプロジェクトでは、和綿栽培などのボランティアやワークショップの参加者を募

集し、シルバー人材センターや地元サッカークラブ「岐北JFC」の子どもたちがグループで

参加するなど5年間で延べ750人の方が関わった。 

補助事業実施前と比較した

文化芸術資源の活用状況
　地歌舞伎公演では、休眠状態にあった保存団体による

公演が開催できたことや保存団体が平成31年度に2団

体加入、地歌舞伎を自分の子どもに習わせたいと県外か

ら移住の問い合わせがあるなどの波及があった。

2
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H29 H30 R2 R3

H29 H30 H31 R2 R3
0

２0,000

40,000

60,000

80,000

100,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

12,000

10,000

14,000

16,000

18,000

20,000

目標

実績
目標

実績

参加者数 （地歌舞伎公演）

（人）

（年度）

（年度）

（千円）

経済波及効果 （地歌舞伎公演）
各公演の来場者及び配信動画の再生回数により算出
（R4.３.１６時点）

岐阜県環境生活部統計課（平成23年・平成２７年岐阜県産業関連表に
よる経済波及効果分析システム）により算出

達成率
99.8％

達成率
113.8％113.8％

達成率
76.7％

達成率
75.4％

達成率
１０２.３％

達成率
140.6％140.6％

達成率
418.5％

達成率
1554.5％％

達成率
1276.5％

１０２.３％
達成率
----％

4
0
0

社会的投資収益率 （SROI 値）
社会的インパクト評価の一手法であり、「文化芸術を通じた共生社会づくり」という定量化

しづらい定性的な社会価値を金銭化することで事業の価値の測定を実施。当評価は基本

的には１を超えれば投資（経費）に対する収益（効果）は果たされていると考えられる。

※本評価は5年間の事業の効果検証の一環として、令和3年度の代表的事業について実施

※検証中の速報値であり、今後若干の変動あり

1

1
.4
1 1

2
.2
1

2
.3
31

地歌舞伎 tomoni
プロジェクト

演劇
ワークショップ

0

１

２

目標 （基準） 実績

達成率
１４１.0％

目標 （基準）

達成率
221.0％

達成率
２３３.0％
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支出

収支報告

先進的文化芸術

創造活用拠点

形成事業
委託費・補助金
３０,４４６,２１２

賃金 ・旅費 ・報償費
2,250,284

単位 ：円

支出 円

単位 ： 円

平成２９年度 40,772,163支出 円 40,772,163収入 円

補助対象外経費
8,0７5,667

委託費 ・補助金
171,861,006

収入 単位 ： 円

収入
単位 ： 円

５年間総額

国庫補助額
108,501,000

270,602,352

円270,602,352

自己負担額
23,128,163

国庫補助額
17,644,000

委託費・補助金
21,136,083

賃金 ・旅費
・報償費
8,816,120

平成30年度 37,087,515支出 円 37,087,515収入 円

舞台 ・会場 ・設営費
1,379,970

雑役務費
・消耗品費等
1,488,378

出演 ・音楽 ・文芸費
560,000

舞台 ・会場 ・設営費

自己負担額
18,651,515

国庫補助額
１7,926,000

事業収入
510,000

委託費・補助金
４2,142,299

賃金 ・旅費 ・報償費
15,027,604

賃金 ・ 旅費
・報償費
58,742,11８

平成３１年度 66,140,392支出 円 66,140,392収入 円

雑役務費
・消耗品費等
２,7４４

賃金 ・旅費 ・報償費

自己負担額
51,370,392

国庫補助額
14,340,000

委託費 ・補助金
14,822,638

賃金 ・旅費
・報償費
14,708,110

令和２年度 37,399,993支出 円 37,399,993収入 円

舞台 ・会場
・設営費
1,379,970

雑役務費
・消耗品費等
1,５１９,１２２

自己負担額
11,424,993

国庫補助額
25,975,000

事業収入
430,00０

委託費・補助金
63,313,774

賃金 ・旅費
・報償費
17,940,000

令和３年度(計画時） 89,202,289支出 円 89,202,289収入 円

雑役務費
・消耗品費等
28,000

出演 ・音楽 ・文芸費
560,000

自己負担額
56,586,289

自己負担額
161,161,352

事業収入
940,000

国庫補助額
32,616,000

補助対象外経費
8,967,745

補助対象外経費
7,869,245

補助対象外経費
36,540,136

補助対象外経費
7,920,515

補助対象外経費
3,706,964
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事業の成果

今後の展開

　「地歌舞伎を通じた共生社会づくり」では、公演の成功に

向けて目的を共有することで、関係団体のネットワークを

強固にし、継続的にぎふ清流文化プラザにおいて公演を行

う仕組みを形成した。地歌舞伎公演は、県内各地から出演

者や裏方が集まり、幅広い年代の方との交流を通じて、地

域を担う人づくりとコミュニティ機能の維持、地域への愛着

と誇りの醸成につながった。

　「tomoniプロジェクト」では、5年間かけて舞台芸術、ギ

ャラリー展示、庭園事業における各種団体との協力体制を

構築した。岐阜県教育文化財団内にTASCぎふ（岐阜県

障がい者文化支援センター）が創設され、和綿の製品制作

の過程で、障がい者、健常者、企業、学校など様々な人が

関わることにより、新たなネットワークを生み出し、事業を

展開した。また、和綿の栽培について池田町社会福祉協議

会「ふれ愛の家」をはじめとする障がい者福祉施設の協力

　「地歌舞伎を通じた共生社会づくり」では、令和6年度に

岐阜県で開催される国民文化祭に向け、新しい企画を加

えながら地歌舞伎公演を継続するほか、他の伝統芸能と

の共同公演など、地域の活性化と更なる振興・発展につな

げるとともに、地域コミュニティを強化し、共生社会の実現

を目指していく。

　「tomoniプロジェクト」では、今後も引き続き障がい者の

芸術文化活動の支援を行っていき、作品の二次利用支援

事業、作家・福祉施設等による企画展示等事業を展開して

いく。

　「演劇ワークショップを通じた共生社会づくり」では、今後

も「多様な他者との協働の機会の創出」、「コミュニケーショ

を得るほか、和綿の栽培方法について県立国際園芸アカ

デミー、和綿製品のデザイン・製作について服飾専門学校

など、各種団体との協力体制を構築できた。また、リトアニ

アで減少しているリトアニア原産リネン（亜麻）や美濃和紙

の糸をコラボした服を制作するなど、新しい交流も生まれ

ている。

　「演劇ワークショップを通じた共生社会づくり」について

は、演劇ワークショップ体験から不登校や中途退学の未然

防止につながっているだけでなく、教員もプロの劇団員の

視点や手法から学ぶことが多く、その学びを普段の生徒支

援に生かすなど、岐阜県教育委員会と文学座が生徒たち

のコミュニケーション能力の育成及び向上の実現に向けた

連携協力に関する協定を締結し、現在では本事業が学校

運営における柱の一つとなっている。

ン能力の向上」を目的とした本事業を同規模で継続し、不

登校や中途退学の未然防止につなげていくとともに、地域

住民の参加や近隣学校の教員の参加なども計画し、学校

を拠点とする「演劇表現を用いたワークショップ」を通じた

地域との交流の場を創出し、生徒の地域社会への関心を

高めていく。令和4年度には、地域と学校が協働して学校

運営について考える「学校運営協議会」等とのタイアップを

各実施校で企画し、地域とのつながりを深める機会を設け

ることで、生徒が学校内だけでなく社会へ出てからも生き

生きと過ごす居場所を見つけていくことができる取組みを

推進していく。
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可児市の文化芸術と地域情報

文化芸術に関する条例計画等

　可児市は、市民の人口増加とともに文化芸術施設の設

置を望む声が高まり、平成14年に可児市文化創造セン

ターala（公益財団法人可児市文化芸術振興財団管理

運営）を開館した。当時、建設の構想段階から市民と意

見交換しながら市民目線で構想を練り上げていき、文化

芸術を鑑賞するだけでなく、市民が文化芸術を創造する

空間として造られたものである。

　その後、「芸術の殿堂」ではなく「人間の家」をコンセプト

に、アウトリーチやワークショップ等を数多く実践し、イギ

リスで教育や福祉における文化芸術活動を先駆的に実

施しているリーズ・プレイハウスと、平成27年から継続的

に連携を図るなど、社会包摂型の劇場運営を実施してい

る。リーズ・プレイハウスより教育や福祉における文化芸

術活動のノウハウを学び、事業展開に活かされている。

　また、安土桃山時代から作られている志野、黄瀬戸、織

部といった茶の湯などに使われた陶器は「美濃桃山陶」

と称され、ふるさとの誇りとして位置づけられている。

可児市文化創造センター条例

（平成 28 年 4 月施行）

可児市総合戦略 （第２期）

（令和２年 10 月策定）

　「文化芸術は、豊かな人間性を養い、創造力と感性を

育む等、人間が人間らしく生きるための糧となるもので

あり、人々が文化芸術を通して様々な価値観を認め合

い、他者と共感し、理解し合うことで、共に社会で生き

ていく基盤が形成される」とあり、可児市は、文化芸術

を通してすべての市民が地域社会で生き生きと暮らす

ことのできるまちづくりを進めることを明記し、方針を示

している。

　令和元年１２月に策定された『第２期まち・ひと・しごと創

生総合戦略』及び平成３１年３月に策定された『「清流の国

ぎふ」創生総合戦略』を勘案し、『可児市人口ビジョン』を

踏まえ、地域の実情に応じた短期・中期的な目標や基本的

方向、具体的な施策をまとめたもの。『地域と市民の元気

づくり』として文化創造センターを拠点とした芸術に触れる

機会の提供や、市民が参加する文化活動事業を実施する

ことを定めている。

面積
1 次産業

0.29%

2 次産業

36.94%

3 次産業

62.77%

人口８７.57ｋm２ 産業別従業員数の割合
（令和2年国勢調査） （平成28年経済センサス）

９９,968人

可児市文化創造センター ala
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庁内連携
・ （一財） たんぽぽの家

連携 ・ 協力体制

産

・岐阜県

・教育委員会　学校教育課

・教育委員会　教育研究所

（生徒の出演 ・伝統芸能伝承体験）

・ 市内小中学校

・中部学院大学

・岐阜医療科学大学

学

・リーズ ・プレイハウス

・文学座

・可児市茶道連盟

・（公財）可児市文化芸術振興財団

(可児市文化創造センターala）

ふるさとを誇りに思う事業

・（公財）可児市文化芸術振興財団

芸

ふるさとを誇りに思う事業

コミュニケーション能力育成

舞台芸術国際共同制作

可児市

文化スポーツ部
文化スポーツ課

・ イギリス ・ リーズ市

舞台芸術国際共同制作

官

福祉団体

（観光促進）

・ 可児市商工会議所

事業の概要 ・ 目的

　可児市では、主に「舞台芸術国際共同制作公演実施

事業」、「エイブル・アート展」、「コミュニケーション能力

育成事業」、「ふるさとを誇りに思う事業」の４つの事業

に取り組んだ。

　「舞台芸術国際共同制作公演実施事業」では、可児

市文化創造センターとリーズ・プレイハウスが連携し、

共生をテーマとする舞台作品を共同制作し、公演を行

った。

　「エイブル・アート展」は、アートの魅力や障がい者アー

トの可能性について理解を深める展示などを行った。

　「コミュニケーション能力育成事業」では、演劇手法や

音楽を用いたワークショップを、また、「ふるさとを誇り

に思う事業」では、美濃桃山陶を用いた茶道体験授業

を市内小・中学校で実施した。

　これらの事業を通じて、文化創造センターと県のぎふ

清流文化プラザとの文化交流・連携を深め、すべての

人々が共に生きる社会の実現に資する文化芸術活動

の発展につなげていくことを目的とした。
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　　市内の中学生にいじめ防

止について考える機会を提

供するため、歌や踊りを通し

て命の大切さを訴える「歌舞

台ぼっこ」を市内４中学校で

上演。

平成２９年度 平成30年度 平成3１年度 令和２年度 令和３年度

エイブル・アート展

いじめ防止啓発事業

文化芸術創造性活用の効果検証調査事業

　　障がいのある人達が「生」の証として生み出した作品を「可能性（Able= エイブル）の芸術」として紹介する展覧会。

英国人劇作家を選定し、

台本作りのため日本国内

を取材

「～ストーリーズ～」

文化創造センターに約50

点の作品に加え、ワークシ

ョップ型の作品を展示

「見たことのない景色」

文化創造センターと市役所

に約５０点の展示と勉強会

を開催

「にじむ思い・にじむ風景」

文化創造センターでの作品

展示と自由に創作が楽しめ

るオープンアトリエの開催

「彼方の光景」

５人の作家と支援学級の児

童生徒の作品展示とオープ

ンアトリエ・オンライン勉強

会の開催

「アートで生きる生命のて

ざわり」

５人の作家と支援学級の

児童生徒の作品を展示

日英に通じる社会課題を

背景にした台本を完成　

可児市・英国で稽古を終

え、文化創造センターで

公演を実施

小学校延べ７校、

中学校延べ2校

適応指導教室

で全51回実施

延べ1,311人が参加

小学校延べ１２校、

中学校延べ2校

適応指導教室

で全73回実施

延べ1,９２２人が参加

小学校延べ１３校、

中学校延べ４校

適応指導教室

で全7０回実施

延べ1,９80人が参加

適応指導教室で７回実施

延べ56人が参加

（オンライン）

コミュニケーション能力育成事業

　　演劇的手法や音楽の手法を用いて、自己を表現し他者を受け入れるコミュニケーションに重点を置いたワークショップ。

　　事業実施の効果を定量的に評価し、社会的な価値の見える化をするため、社会的インパクト評価（SROI 評価）測定のツールを作成。

可児市舞台芸術国際共同制作公演実施事業

　　   リーズ ・ プレイハウスと共同制作を行ったオリジナル演劇作品を制作 ・ 公演。

９校延べ2,398名が参加 １１校延べ2,414名が参加 １１校延べ2,197名が参加 ５校延べ620名が参加

ふるさとを誇りに思う事業

　　市内小 ・ 中学校を対象に茶道の体験授業を行い、美濃桃山陶の歴史を学ぶとともに、ふるさとを愛する心を育むプログラム。

文化芸術事業

人材育成事業

ネットワーク構築事業
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　リーズ ・ プレイハウスと共同制作を行った舞台公演。

平成２９年度より制作準備を始め、 初年度はイギリス

の劇作家、 演出家が来日し、 台本作りのため日本の

演出家と日本国内を取材した。

　翌３０年度には、 劇作家のブラッド ・ バーチ氏が来日

し、 貧困地区、 自殺防止センター、 こども食堂などで

の取材から、国際結婚を物語の軸に置き、少子高齢化、

貧困、 格差など日本と英国に共通した社会課題を背景

に結婚 ・ 愛 ・ 死を調査し、 現代人の孤立や孤独、 社

会的圧力をテーマとした初稿台本を作成。 初稿の課題

を探るため、 演出家マーク ・ ローゼンブラッド氏、 文

学座の西川信廣氏による戯曲開発ワークショップ、 戯

曲ミーティングを実施し、 台本を完成させた。

　平成３１年度には可児市 ・ イギリスでの俳優オーディ

ション、 稽古を経て、 文化創造センターでの上演となっ

た。 ７公演で 932 人が鑑賞した。 作品は可児市を舞

台とし 「可児」 「栗きんとん」「美濃金山城」 といった市

民になじみのあるワードやシーンをいれ、親しみを感じ

るような作品となっている。

　作品では日英から各１名の演出家が案を出し合い、

両国の創作プロセスや家族観、 社会の違いを認め合

いながら国際的な作品ならではの、 価値観の多様性を

効果的に表現することができた。

　また、 日本語、 英語が混ざりあった演劇のため、 舞

台に LED パネルを設置し、 日本語字幕の表示ととも

に、 各場面の背景を表示するセットとして活用すること

で、 観客の演劇への集中力や物語への感情移入が劇

的に高まった。

　地元紙にはキャストによる市長表敬が紹介され、 新

聞や SNS などの各種メディアの記事には公演の様子

が掲載されるなど地域に密着した取組みとして PR で

きた。

LED パネルを活用した舞台告知チラシ

舞台芸術国際共同制作公演実施事業 「野兎たち」 公演：令和2年2月２２日～29日

ふるさとを誇りに思う事業
可児市内小・中学校の児童・生徒を対象に、人を思いやり、ふるさとを愛する児童・生徒を育てるため、
郷土が誇る美濃桃山陶の歴史や荒川豊蔵氏の功績等について学ぶ授業を行った。地元の茶道連盟と連携し、
児童・生徒が茶道体験を行い、礼儀作法や茶道の本質である「相手を思いやる心」などを学んだ。
　すべての子どもが小学校または中学校で一度は茶道体験ができることを目
標とし、令和2年度より新型コロナウイルス感染症の影響で大幅に実施校を
縮小したが、令和2年度時点で約7,700人の児童・生徒が体験した。体験した
児童・生徒が家庭へ持ち帰って家族と話したり、将来、友人や知人にふるさ
とを紹介する時にアピールできるようになることを目指したことで、「可児
市には歴史的にも大きな意味をもつ史跡や文化遺産があることがわかった」
など感想が寄せられた。
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H29

目標値

エイブル ・ アート展来場者数＋勉強会等参加者数

７４５人

実績

９３.0％

H30 826 人 103.3％

H31 800 人 504 人 63.0％

R2 413 人 53.8％

R3 519 人 64.8%

達成率

　障がい者アートを展示する「エイブル・アート展」はア

ートの魅力や障がい者とアートの可能性について理解

を深める展覧会である。毎年度7月に8日程度、全国

から集められた作品を展示するとともに、障がい者アー

トについて展示企画の担当者と共に考える勉強会を開

催した。同時に障がい者アートグッズを販売するミュー

ジアムショップを開設し、自ら作った作品を販売する場

づくりを行った。

　平成29年度と30年度の勉強会は、トークゲストとし

て（一財）たんぽぽの家常務理事を招き、福祉施設担当

者、福祉・文化行政職員、（公財）岐阜県教育文化財団

の職員で１時間半、共に学んだ。

　３年目となる平成３１年度の展示では「にじむ」という

テーマを設け、新たな表現の可能性を広げた。自らのス

タイルで長年創作活動を続けている作家と、県内の支

援学級児童・生徒の作品を展示。その創作の過程や作

者への理解を深められるように、制作時の映像や道具

の展示など、表現の側面を同時に見てもらうことで立

体的な展示構成とした。可児市子育て健康プラザでの

エイブル ・ アート展
サテライト展示や障害の有無にかかわらず、誰でも自

由に創作が楽しめるオープンアトリエを岐阜県と開催

し、広がりのある展覧会となった。

　令和２年度は、文化創造センターの大規模改修工事

のため、３月に延期して展示し、勉強会は新型コロナウ

イルス感染症対策のためオンラインで開催した。新型コ

ロナウイルス感染症の影響で、遠方に出かけにくい状

況であり、観に来た地元の方からは「元気が出た」と例

年以上に喜ばれた。

　令和２年、３年度の岐阜県事業「tomoniプロジェク

ト」との連携では、ぎふ清流文化プラザを拠点に活動す

るTASCぎふ（岐阜県障がい者芸術文化支援センター

=Tomoni Art Suport Center）で紹介する作家の

作品を文化創造センターで展示するなど、取組みの幅

がより広がった。

　毎年、継続的に実施し、展示場所や内容を工夫しな

がら、常に新しい試みを取り入れ、市民誰もが障がい

者芸術に触れられる機会を創出し、障がいに対する理

解と認識を深めることができた。

令和３年度エイブル ・ アート展

エイブル ・ アート展告知チラシ

令和 2 年度エイブル ・ アート展

CASE02
47

可児
市

155586 文化庁事例集_本文



　市内小・中学校の児童・生徒を対象とした個々の力

と集団の力を伸ばしていくプロジェクト。「表現する力」

と「相手を受け入れる力」をつけるため、表現活動集団

Ten seedsと、体奏家の新井英夫氏を講師に招き、演

劇や音楽を用いて、「ココロとカラダワークショップ」を

対象年齢に合わせてアレンジしながら実施した。

　令和２年度より新型コロナウイルス感染症の影響によ

り小・中学校でのワークショップは中止を余儀なくされ

たが、適応指導教室「スマイリングルーム」ではオンライ

ン会議システムを活用して講師とつなぎ、少人数では

あるが実施できた。実際に体験することが重要なワーク

コミュニケーション能力育成事業

ショップをオンラインで開催することは、本来の成果を

得られない面もあるが、一方で不登校の児童・生徒は

対面ではなく、オンラインの方が話しやすいといった新

しい発見があった。

　ワークショップに参加したことにより、いつもはあまり

主張できない児童・生徒が自分の考えを伝えられるよ

うになったり、自由に体を使って表現できるなどの変化

が見られた。児童・生徒の心と体の解放や相手とのコミ

ュニケーションの取り方を学ぶ場となっているとともに、

教師が普段とは異なる視点で児童・生徒を見たり、新た

な魅力を発見する場になっている。

※ SROI （Social Return on Investment= 社会的投資収益率） ： 社会的な価値のある活動によって得られた利益を貨幣価値に換算したう

えで投資した資本に対する比率をあらわすもの。SROIは得られた利益（アウトカム）を定量化したものを事業の委託料等の投資した資本（インプッ

ト） で割ることで算出されることから 「１」 を上回る場合インプット （投資） を上回るアウトカム （利益＝効果） があったと評価できる。

文化芸術創造性活用の効果検証調査事業

　文化芸術手法の事業展開が、社会的な効果をどのく

らいもたらしたのか（社会的インパクト）を数値化する調

査を実施した。

　平成29年度はいじめ防止啓発事業、コミュニケーシ

ョン能力育成事業について、SROI（社会的投資収益

率）値※を算出し、今後、事業をよりよく発展させるた

め、「事業改善」、「効果検証及び新規財政スキーム」に

関する提言を報告書にまとめ、市関係者や劇場関係者

等に向けた報告会を行った。

　平成30年度は昨年度の調査結果を踏まえ、可児市

文化芸術振興財団が実施する事業について社会的イ

ンパクト評価（SROI評価）を実施し、SROI測定ワー

クシート等を作成した。SROI値はロジックモデルの作

成、アンケートやヒアリングの実施等により算出し、調査

結果及び今後の展望に関する提言を報告書にまとめ、

関係者及び希望者に対し報告会を行った。

　平成31年度はSROI測定ワークシート等を活用する

ために、評価対象とする事業分類を「家族支援」、「地域

活性化」、「教育」の3分類とし、この事業分類について

汎用可能なSROI測定ツールセットの作成をした。報

告会は新型コロナウイルス感染症の影響で規模を縮小

し、担当職員のみにレクチャーを実施した。

　令和2年度は作成したSROI測定ツールセットを活

用して事業評価を行ったとともに、継続的に職員が活

用できるように、説明資料を作成した。
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５年間の実績
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実績 目標

実績

（人）

（年度） （年度）

参加者数
事業の参加者合計

社会的投資収益率
（事業ごとにSROI※値を算出した平均値）

達成率
63.8％

達成率
１１５.0％１１５.0％

達成率
97.0％

達成率
97.0％

達成率
100.9％100.9％

達成率
-----％

達成率
43.5％

達成率
92.4％

達成率
20.7％

達成率
----％

※SROI評価は事業実施によって想定されるアウトカムを金銭化し、投資

に対する収益率を算出するものであるため、基本的には１を超えれば投

資（経費）に対する収益（効果）は果たされていると考えられる。ただし、

様々な要因によって総合的に判断が必要であるため、単に数値のみで評

価するものではない。

文化芸術資源を活用したことによる地域の文化芸術定着度

舞台芸術国際共同制作公演実施事業

ボランティアスタッフは会場のフロントスタッフとしての

活動だけでなく、演出家や俳優らをもてなし、制作に参画

し、地域コミュニティの活性化に寄与した。

ふるさとを誇りに思う事業

市内ほぼすべての小中学校で茶道体験を実施し、ふるさ

とへの誇りや愛着を醸成した。

補助事業実施前と比較した文化芸術資源の活用状況

コミュニケーション能力育成事業

小中学校の児童・生徒だけでなく、教員や高齢者、乳幼児

をもつ親、大学生を対象にしたワークショップも展開され

た。
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　本事業を担当した可児市文化スポーツ部文化スポーツ課　

野崎豊氏、可児市文化芸術振興財団に属し、舞台芸術国際

共同制作公演「野兎たち」の制作に関わった遠藤文彦事務局

長、澤村潤係長に反響など話を伺った。

―事業を実施した反響はいかがでしたか？

野崎　コミュニケーション能力育成事業では、学校の先生か

ら非常に好評で、普段、児童・生徒の見られない姿、新しい一

面を見られたという声をいただき、自分たちの学校でもやっ

てほしいといった要望が毎年増えています。

　エイブル・アート展では、障がい者の作品を展示するだけで

なく、オープンアトリエといって、障がいの有無にかかわらず

誰でも参加できる環境を作ったり、オンライン勉強会として、

たんぽぽの家（福祉団体）の方に障がい者芸術に関連したテ

ーマで講演いただいたりしたことで、参加した方に障がい者

芸術について身近に感じてもらえたと思います。

―苦労した点についてお聞かせください。

野崎　文化芸術活動は対面で行うことが重要であると考え

ていましたが、この2年間、新型コロナウイルス感染症の流行

で、オンラインなど対面しなくてもできることを手探りで行って

きました。

―国際共同制作に至った経緯についてお聞かせください。

遠藤　文化創造センターはイギリスのリーズ・プレイハウスを

参考モデルとして運営を進めてきました。演劇を中心に創作

活動をしていること、市民に寄り添った事業を展開しており、

非常に参考になっています。

　平成２７年から文化創造センターとリーズ・プレイハウスが志

を同じくして活動していこうと事業提携をしたことを契機に、

共同制作をすることを考えていました。今回、補助を受けたこ

とで共同制作が実現に至る後押しとなりました。

―国際共同制作公演についてお聞かせください。

澤村　共同制作は通常、演出家や俳優は、日本またはイギリ

スのどちらか一方を立てて行うことが多いのですが、今回の

共同制作は俳優も演出家もプランナーもすべてが日英両方

のスタッフ・キャストで組んでいく文字通り「共同制作」を実施

しました。

　制作過程では、日本とイギリスでは作品の作り方が異なって

いることを痛感しました。日本の場合、稽古場では本番通りの

セットを作って、テクニカルな部分も同時に決めていくのです

が、イギリスの場合、テクニカルな部分は舞台稽古の際に決

めていくやり方でした。細かい違いではありますが、お互いに

小さなストレスを抱えることになるので、問題が出てきた都度

に演出家、スタッフ、役者ともに協議を重ねて、お互いの良い

ところを尊重しながら、制作していきました。共同制作は初め

ての取組みのため、産みの苦しみが大きかったですが、苦し

んだ分だけ、大きな成果を得ることができたと感じています。

―公演の反響はいかがでしたか？

澤村　稽古はイギリスで実施した後、可児市でも行いました。

世界的に珍しいことなのですが、文化創造センターは市民サ

ポーターが年20人ほど公募で集まっています。その市民サポ

ーターが例えば自宅で採れた野菜やおかずを稽古場に差し

入れていただいたり、主に食の面でプロの創作現場を支える

環境があります。地域の方々が創作現場をサポートすること

は、イギリス人の俳優やスタッフも経験がなく、可児市民の関

わり方に感動していました。イギリスの役者からも「世界でい

ろいろな稽古場をまわっているが、このような稽古場は生まれ

て初めてだ」と言って喜んでもらえました。このことは私たちに

とっても財産であり、支えてくださった市民の方々にとっても

貴重な体験になったと思います。

遠藤　作品は孤独に生きる日英の家族を描きながら、家族と

は何なのか、生きるとは何なのかを問いかけていけたらと取

り組んできました。観に来た市民の方々が改めて自分の生活

と比べながら、自分の中で解釈し、家族について考えるきっか

けにしていただけたかと思います。

　スタッフとして、このような素晴らしい日英共同制作の作品

を小さな市でもできたという自信をいただけました。全国にあ

る私どもと同じような十万都市の先進的なモデルとして実施

できたと考えています。

INTERVIE

澤村 潤氏

公益財団法人 
可児市文化芸術振興財団
事業制作課係長
（舞台芸術国際制作公演実施事業
執行団体担当者）

遠藤 文彦氏

公益財団法人
可児市文化芸術振興財団
事務局長
元可児市市民部人づくり課長
（舞台芸術国際制作公演実施事業
執行団体担当者）

野崎 豊氏

可児市文化スポーツ部
文化スポーツ課主査

インタビュー動画はこちら
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支出

収支報告

先進的文化芸術

創造活用拠点

形成事業
委託費・補助金
13,868,786

賃金・旅費・報償費
385,500

単位 ：円

支出 円

単位 ： 円

平成２９年度 15,245,667支出 円 15,245,667収入 円

補助対象外経費
941,884

雑役務費・消耗品費等
49,497

共催者等負担額
４７９,６００

委託費・補助金
101,649,894

収入

共催者等負担額
４７９,６００

単位 ： 円

収入
単位 ： 円

５年間総額

国庫補助額
74,853,198

108,285,369

円108,285,369

自己負担額
462,284

国庫補助額
1４,３０３,783

委託費・補助金
16,344,507

平成30年度 18,338,198支出 円 18,338,198収入 円

賃金・旅費・報償費
988,000

国庫補助額
１5,248,000

委託費・補助金
59,295,601

賃金・旅費・報償費
780,000

賃金・旅費・報償費
3,315,500

平成３１年度 60,716,558支出 円 60,716,558収入 円

雑役務費
・消耗品費等
２0,996

自己負担額
22,070,558

国庫補助額
35,71３,000

委託費 ・補助金
4,564,000

令和２年度 4,872,946支出 円 4,872,946収入 円

雑役務費・消耗品費等
358,１４９

共催者等負担額
132,531

国庫補助額
4,740415

委託費・補助金
7,577,000

賃金 ・旅費 ・報償費
990,000

令和３年度(計画時） 9,112,000支出 円 9,112,000収入 円

雑役務費
・消耗品費等
94,000

自己負担額
3,814,000

自己負担額
28,954,240

事業収入
2,493,600

国庫補助額
4,848,000

補助対象外経費
619,９61

賃金・旅費・報償費
172,000

補助対象外経費
132,531

補助対象外経費
2,961,826

補助対象外経費
451,000

補助対象外経費
816,450

自己負担額
2,607,398

共催者等負担額
４82,800

共催者等負担額
４３９,４00

共催者等負担額
450,000

共催者等負担額
1,984,331

事業収入2,４93,600

雑役務費・消耗品費等
189,241

雑役務費
・消耗品費等
4,415
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CASE03
52

事業の成果

今後の展開

　「舞台芸術国際共同制作公演実施事業」では、日本と

イギリスの創作プロセスや家族観・社会観の違いを認

めながら、価値観の多様性を効果的に表現できた。こ

のことは、東京などの大都市を介さずに全国・世界に発

信する演劇作品として極めて好意的に受け入れられ、

地方都市の演劇作品制作の可能性を見出した。このよ

うなネットワーク構築のほか、市職員が可児市文化芸

術振興財団へ出向し、文化芸術を活かした社会包摂事

業の経験や、リーズ・プレイハウスとの人事交流、可児

市で文化芸術を活用した地域振興を推進してきた衛紀

生氏のゼミの受講など、定期的に研修を行い、人材育

成にも力を入れている。

　「エイブル・アート展」では、障がい者のアート展示に

　本事業を通じて５年間で培ったノウハウ、人材、ネット

ワークを活かし、今後も文化芸術の持つ社会包摂機能

を地域社会の活性化や共生社会の形成に活かした振

興を図り、行政各分野（健康、福祉、産業、観光、教育）

への文化芸術手法の事業展開を検討していく。

　「舞台芸術国際共同制作公演実施事業」を通じた技術

交流やスキル開発を行いながら、イギリスで教育や福祉

における文化芸術活動を先駆的に実施している劇場か

ら事業展開のノウハウを学び、社会的に孤立や困難を

抱えている人々に対して社会参加の機会を設け、地域

コミュニティの基盤強化に引き続き取り組んでいく。

　「エイブル・アート展」では、岐阜県や市の福祉支援課

（障がい福祉施策）とも連携し、障がい者の芸術鑑賞を

限らず、展覧会をきっかけとして障がい者を理解する

場、障がいの有無にかかわらずアート作品の制作がで

きる空間を提供するなど展開し、障がい者本人の生き

がいや自信を創出し、自立と社会参加を促進した。

　「コミュニケーション能力育成事業」では、自信を持っ

て他者とコミュニケーションを取れるようになった児童・

生徒もおり、成長を感じられる効果があった。特に教員

に好評であり、実施を希望する校数は徐々に増加して

いる。

　「ふるさとを誇りに思う事業」は、茶道体験を通じて礼

儀作法の習得や伝統文化に触れる機会を提供し、地域

の伝統・文化に親しみ、ふるさとへの誇りや愛着を醸成

できた。

継続的にサポートできる組織体制の形成にも取り組み、

令和６年度の岐阜県国民文化祭や障害者芸術文化祭

に向け、継続する。

　「文化芸術創造性活用の効果検証調査事業」では、作

成したSROI測定ツールセットを活用して文化創造セン

ターの事業を評価し、事業改善や財政改善に活かして

いく。

　「コミュニケーション能力育成事業」は、今後も継続し

て実施するとともに教員向けのワークショップも実施し

ていくことで、更なる向上を図っていく。また、「ふるさと

を誇りに思う事業」についても継続して実施し、市内の

児童・生徒に茶道体験等の貴重な経験機会を作ってい

く。

CASE02
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事業担当部署 可児市 文化スポーツ部文化スポーツ課 0574-62-1111

155586 文化庁事例集_本文



CASE

03

滋賀県

障
害
者
等
の
文
化
芸
術
に
よ
る

共
生
社
会
づ
く
り
事
業

CASE03
53

　本事業では、障害の有無にかかわらず、文化芸術活

動を通じて自分らしく活躍できる共生社会を実現する

ため、「障害者等による文化芸術の魅力創造・発信機会

の創出」、「障害者等の文化芸術を推進するための人

材育成・調査研究（活動環境の整備）」、「障害者等の文

化芸術を支えるネットワークの構築」を柱とし、各種の

取組みを実施してきた。

 具体的には、「文化芸術×共生社会フェスティバル」や

障害者が制作する作品を対象とした公募展、障害者に

よる表現活動のワークショップなどを県内各地で開催

するとともに、人材育成・調査研究の取組みとして、障

害のある人が障害のない人と一緒に鑑賞することがで

きる実演芸術のあり方についての研究や研修を継続的

に行ってきた。また、障害者が作家として活躍するアー

ル・ブリュットの領域においては、展覧会の開催等によ

りその魅力を発信するとともに、アール・ブリュットに関

心のある人や団体で構成する全国規模の組織を運営

し、シンポジウムや交流会等の開催を通じてネットワー

クの拡充に取り組んできた。

 こうした取組みを、複数年をかけて複層的に県内各地

で展開することで、障害者等による文化芸術活動に対

する県民等の理解を促進するとともに、文化芸術活動

を支える多様な主体によるネットワークの構築を進め、

文化芸術による共生社会づくりを推進した。

事業の概要
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滋賀県の文化芸術と地域情報

文化芸術に関する条例計画等

　滋賀県は、琵琶湖をはじめとする豊かな自然や独自

の歴史・風土のもと、「自然との共生」に根差したカバタ

などの生活文化や長浜曳山祭に代表される伝統文化

が育まれてきた。また、世界に誇るびわ湖ホールや独自

のコレクションを持つ県立美術館など、先端的な芸術拠

点も数多く存在し、多様な文化芸術を生み出している。

　滋賀県では戦後まもなく、糸賀一雄氏らにより設立

された近江学園において、粘土を利用した生産活動か

ら造形活動が始まった。また、同学園では狂言の鑑賞

や児童劇に取り組むなど、障害のある子どもたちが芸

術活動に接する機会を積極的に取り入れ、これらの取

組みが県内の福祉施設等にも受け継がれ、発展してき

た。

　こうして障害者の造形活動により生み出された作品

の中から、近年、アール・ブリュットという領域で国内外

において高く評価されるものが見出されており、1990

年代以降、県立美術館をはじめ、スイス・ローザンヌの

アール・ブリュットコレクションやフランス・パリ市立美術

館など、国内外の美術館で紹介されており、滋賀県出

身の作家も多数活躍している。

　県行政においても、文化芸術分野と福祉分野の垣根

を取り除き、福祉施設等における文化芸術活動を推進

する取組みを進めてきたが、令和２年３月には「滋賀県

障害者文化芸術活動推進計画」を策定し、文化行政と

福祉行政が更なる連携を図りながら、誰一人取り残さ

ない持続可能な社会の実現を目指した「持続可能な開

発目標（ＳＤＧｓ）」の視点も踏まえ、文化芸術による共

生社会づくりに向けた取組みを進めている。

　だれもが誇りや愛着を持てる滋賀の実現を目指し、文化の

振興についての基本理念や施策の基本となる事項を定める

条例。障害者等の文化芸術活動については、その充実を図る

ため環境の整備等に向けた施策を講ずるとしている。

滋賀県文化振興条例

（平成 21 年 7 月制定）

　障害者基本法等に基づく県計画であり、「ともに活動する」を

施策領域の一つに位置付け、障害のある人が造形活動や表現

活動を体験できる機会や活動を継続できる環境、作品等を発表

する機会を確保することで、共生社会の実現を目指している。

滋賀県障害者プラン2021

（令和 3 年 3 月策定）

　滋賀県文化振興条例に規定する県の文化の振興に関する

基本的な方針であり、文化芸術基本法に基づく地方文化芸

術推進計画にも位置付けている。

　本方針では、「文化芸術の力で心豊かな活力ある滋賀を創

る」を基本目標とし、３つの施策の方向性のもと取組みを展開

しているが、その１つの方向性として、国籍や年齢、障害の有

無、経済的な状況、居住する地域等にかかわらず、誰もが等

しく文化芸術に親しめ、感動や心の安らぎを得られる環境を

整えていくことを位置付けている。

滋賀県文化振興基本方針 （第3次）

（令和 3 年 3 月策定）

　障害者による文化芸術活動の推進に関する法律に基づく県

計画であり、滋賀県文化振興基本方針および滋賀県障害者

プランを踏まえた、障害者の文化芸術活動の推進に関する個

別計画である。

　本計画では、「多様な人びとが支え合うことにより、障害の

有無にかかわらず誰もがともに、多彩な文化芸術活動に親し

み、活躍する環境の実現」を目指し、「親しむ」「つなぐ・支え

る」「活かす」の３つの方向性で施策を展開している。

滋賀県障害者文化芸術活動推進計画

（令和 2 年 3 月策定）

面積
1 次産業

0.82%

2 次産業

32.42%

3 次産業

66.76%

人口4,017.38km2 産業別従業員数の割合
（令和2年国勢調査） （平成28年経済センサス）

1,413,610 人

障害者の造形活動
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「文化芸術×共生社会プロジェクト」

実行委員会

・ 湖北アール ・ブリュット展推進会議

・ （社福） グロー

・世界にひとつの宝物づくり実行委員会

・ （特非） はまかる

・草津市

・ （公財） びわ湖芸術文化財団

・ 滋賀県立陶芸の森

・ ボーダレスアートミュージアム

   NO-MA

・ やまなみ工房

・ 芸術団体、 NPO　　　　　　　等

官

産

・障害者芸術文化活動普及支援事業

　関係自治体

・2020年東京オリンピック・

　パラリンピックに向けた

　障がい者の芸術文化活動

　推進知事連盟

・国際障害者交流センター

・（公財）草津市コミュニティ事業団

・ 県内市町

・県内企業

　（金融機関　宿泊施設　商業施設　等）

・ 総合企画部 国際課

・ 商工観光労働部 モノづくり振興課

・ 教育委員会事務局 生涯学習課

・ 教育委員会事務局 特別支援教育課　等

文化スポーツ部

文化芸術振興課

滋賀県立美術館

文化芸術振興課

滋賀県立美術館

健康医療福祉部

障害福祉課

事業実施体制

滋賀県内高校 ・ 大学

・ 滋賀県立大学

・ 成安造形大学

・ 龍谷大学

・ 膳所高校　等

県外の大学

・ 相愛大学　等

学

庁内連携

滋賀県

・障害者芸術文化活動普及支援事業

　連携事務局

・(一社)滋賀県ろうあ協会

・(社福)滋賀県聴覚障害者福祉協会

・(公財)滋賀県身体障害者福祉協会

                                            等

福祉団体等

・ 滋賀県立陶芸の森

芸

連携 ・ 協力体制
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平成２９年度 平成30年度 平成3１年度 令和２年度 令和３年度

　　　　文化芸術活動を通じた共生社会づくりに向けて、 誰も

が参加し、楽しめるプログラムを県内各地で開催。

障害者アート公募展開催事業（「ぴかっtoアート展」の開催）

　　障害者による造形作品の出展機会を確保し、県民にその魅力を知ってもらうため、公募展「ぴかっ to アート展」を開催。

アール・ブリュットの総合発信・魅力発信事業(「ふらっと美の間」)

　　より多くの県民がアール ・ ブリュットの魅力に触れられるよう、県内の商業施設 ・ 宿泊施設等で作品を展示。

アール・ブリュット戦略的発信事業

　　アール ・ ブリュットの魅力発信や知名度の向上のため、滋賀県の取組み ・ 作品を海外へ紹介するとともに、海外の取組みを調査。

障害者の音楽等芸術

活動の地域拠点づくり

モデル事業

障害者表現活動の

地域拠点づくり

モデル事業

障害者の表現活動を

推進する

人材育成事業

障害者の文化芸術活動を推進する

地域拠点づくりモデル事業

　　障害者が表現活動に取り組む機会を充実するため、福祉施設職員等を対象に、芸術家やパフォーマーとの作品づくりを通してノウハウ等を提供。

文化芸術事業

人材育成事業

ネットワーク構築事業

「文化芸術×共生社会

プロジェクト」

モデル事業

「文化芸術×共生社会

フェスティバル」

の開催

　　令和３年６月に再開館した滋賀県立美術館において、 ア

ール ・ ブリュットの企画展覧会を開催。

県立近代美術館

再開館記念展覧会

開催準備事業

県立美術館

再開館記念企画展

開催事業

アール・ブリュットの魅力
発信事業

（アール・ブリュット
ネットワーク事業）

アール・ブリュット魅力
発信事業（ふらっと美の間）

　　子ども ・ 若者への発表機

会の提供及び人材育成のた

め、 バリアフリーに配慮した

演奏会やパフォーマンスを

開催。

「BAF 2020

ジュニアオーケストラ・

フェスティバル」

開催事業

　　障害者文化芸術推進法に基づく地方公共団体の計画を策定するための検討と計画の策定。

障害者による文化

芸術活動の推進の

ための基本計画の

検討委員会の開催

滋賀県障害者文化

芸術活動推進計画

策定(令和2年3月)
計画期間（～令和５年度）

　　障害者等のアクセスが比

較的難しいとされる文化財

を活用し、 バリアフリーに配

慮した朗読会を開催。

「三井寺で味わう

朗読劇」開催事業

アール・ブリュット振興事業(アール・ブリュットネットワーク事業）

    アール ・ ブリュットの諸課題等を共有 ・ 解決するため、 アール ・ ブリュットに関わる機関 ・ 団体 ・ 個人による全国組織の

ネットワークを運営し、フォーラムや交流会を開催。

「文化芸術×共生社会

フェスティバル」

朗読劇「かもめ」告知チラシ

アール・ブリュット

戦略的発信事業

三井寺での朗読劇

「文化芸術×共生社会

プロジェクト」モデル事業

告知チラシ

アール・ブリュット振興事業

ネットワークフォーラム
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課題 ・ 目的
　滋賀県は、戦後まもなく障害者の入所施設で造形活

動が始まったことから、早くから障害者の文化芸術活

動を推進してきたが、障害者が文化芸術に親しむ機会

や活動成果の発表機会、障害者の文化芸術活動や共

生社会づくりに対する社会の理解を促進する機会が不

足しているという課題がある。

　本事業は、県内の福祉施設等を中心に先駆的に行わ

れてきた障害者の造形活動をさらに広めるとともに、実

演芸術を含めた取組みや魅力発信等を充実、発展させ

ることにより、障害の有無にかかわらず全ての人々が

参画し、文化芸術に親しみ、活躍できる共生社会の実

現と新しい豊かな社会を創造することを目指す取組み

である。

　事業を推進する上での課題として、県の中央には琵

琶湖があり、南北・東西の往来が難しいことから、誰も

が参加できるよう県内各地で事業を実施する必要があ

った。そのため、各地で活動する団体等に実行委員会

へ参画してもらい、連携しながら各々の地域で主体的

に事業が展開され、県内どの地域においても文化芸術

による共生社会づくりの取組みに県民が親しめるよう

工夫をしている。

展示風景

撮影　加藤駿介 （NOTA ＆ design）

「人間の才能　生み出すことと生きること」 展　告知チラシ

には「アール・ブリュット」と呼ばれるものもあれば、そう

でないものもあり、「アール・ブリュット」を相対的に捉え

られる展示構成とすることで、「アール・ブリュット」とい

う概念は今後も必要か、アートとは何か、人間にとって

重要な才能である“つくる”とは何かを、来館者とともに

考える場となることを目指した。

　アール・ブリュットをコレクションの柱と位置付けてい

る県立美術館を会場に、障害のある人などいわゆるプ

ロではない作家を中心に、17名の作家による企画展

「人間の才能　生みだすことと生きること」を開催した。

　時代の流れにとらわれず、作りたいという真摯な欲求

に基づき、独自の方法論で生み出された展示作品の中

県立美術館再開館記念企画展開催事業 令和4年1月22日～3月27日
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　「多様な人びとが支えあうことにより、障害の有無にか

かわらず誰もがともに、多彩な文化芸術活動に親しみ、

活躍する環境の実現」を目指し、滋賀県内の多様な団

体等の連携のもとに文化芸術による共生社会づくりに

向けたプロジェクトを実施した。

　令和2年度のモデル事業では、舞台手話通訳、字幕、

音声ガイド等を活用したバリアフリー演劇『ヘレン・ケラ

ー』や、鑑賞補助器具（サウンドハグ）を用いたクラシッ

クコンサート「BAFジュニアオーケストラ・フェスティバ

ル」など、障害のある方と一緒に楽しむ企画のほか、知

的障害者や福祉施設の職員などからなるダンスグルー

プによるパフォーマンス「湖南ダンスカンパニー×糸賀

一雄記念賞音楽祭ユニット公演」など１０の事業を実施

した。

　令和３年度には、2年間の取組みの集大成として８事

「文化芸術×共生社会プロジェクト」 モデル事業　（令和 2 年度）

文化芸術×共生社会フェスティバル　（令和 3 年度）

業からなるフェスティバルを実施し、０歳児から楽しめ

るコンサートやみんなでつくる朗読劇『かもめ』の創作、

障害の有無にかかわらず、多様な人が一緒になって取

り組む表現ワークショップなどを開催した。また、「共生

社会に向けて文化芸術の未来を語ろう」と題した音楽

＆トークイベントをオンラインで開催するなど、コロナ禍

でも安心して参加できるよう工夫や配慮を行った。

　鑑賞マナーの緩和や字幕・手話通訳を導入するなど、

障害者の特性に応じた工夫を取り入れることで、様々

な文化芸術に親しむことのできる環境づくりを進めると

ともに、舞台芸術や美術作品等の発表機会を充実させ

ることで、誰もが文化芸術に親しむ機会の創出、共生

社会づくりに対する県民等への理解や機運醸成を促進

した。

サウンドハグは音楽を身体で感じて楽しむ装置

令和 3 年度 「文化芸術×共生社会
フェスティバル」 告知チラシ

令和 2 年度みんなともだちコンサート

令和 3 年度映画 「地蔵とリビドー」
野外上映会＆トーク

令和 3 年度ねんどコラージュ ・ ランタン制作

令和 3 年度　わたしの表現！フェスティバル まちプロ一座公演 『紫の夜が明けるとき』
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湖北展　北国街道安藤家（長浜市）

南部展　イオンモール草津（草津市）

185

H29
参加者数

（人）会場

2,548

286

H30

2,3２7

-

H31

1,785

292

R2

1,292

-

R３

1,９４３

　滋賀には、福祉の現場での先駆的な取組みを背景に、これまで数多くの特徴的な造形作品が生み出されており、

県立美術館では、アール・ブリュットを作品収集の柱の一つとしているほか、制作の現場が各地に存在している。

　滋賀県内外のより多くの方々に身近な場所で作品に接していただく機会を作るため、宿泊施設や商業施設等にア

ール・ブリュット作品を展示する「ふらっと美の間」事業を展開し、造形の魅力の発信に取り組んだ。

アール ・ ブリュット魅力発信事業　「ふらっと美の間」

令和２年度 音声コード入りチラシ令和２年度 展示風景平成２９年度 展示風景

令和３年度 展示風景

障害者アート公募展開催事業 「ぴかっ to アート」 展

令和3年度「第11回ぴかっtoアート展」受賞者

令和3年度「第11回 ぴかっtoアート展」

告知チラシ
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　在宅の知的障害者や精神障害者など、これまで作品の出展機会が少なかった方々の造形作品を広く公募し、応募

作品を展示する展覧会を開催した。

　令和3年度で11回目を迎えたが、例年、初めて来場される方も多いことから、県民の障害者への理解を深めるとと

もに、障害者芸術の裾野の拡大及び社会参加の促進に寄与した。



―この取組みを実施した感想をお聞かせください。

これまで、障害のある方の活動では、県内の団体の状況や、

活動内容などを滋賀県でも把握できていませんでした。滋賀

県と一緒にどんなことができるかを考え、どんな団体がいる

か、一から調べるところからはじまり、何ができるのか、共に

事業を進めていく中で多くのことを学びました。

―実施した反響はいかがでしたか？

今回の出演者からも、新型コロナウイルス感染症の蔓延防

止のために活動ができない中で、発表の機会をいただけたこ

とはありがたいと言っていただけました。

―滋賀県での文化芸術を通じた共生社会づくりの今後につ

いてお聞かせください。

障害のある方の表現活動と一般の文化施設での表現活動

などが別々に行われている印象がありますが、表現ということ

で言えば同じであり、あらゆる立場の人々が一つになって実

施していければ、お互いに幅が広がっていくと感じました。

―この取組みを実施した感想をお聞かせください。

障害者というテーマが掲げられていることで、「生きづらさは

と何か」をよく考える機会になりました。障害者に限らず、高齢

者、貧困家庭、外国人県民など何かしらの障壁を抱えている

人が多い中、この事業を機に多くの人に文化芸術を届けるに

はどうしたらいいのか、新しい発見があったと思います。

―苦労した点についてお聞かせください。

すべての方が満足する取組みをすることは、予算や人手の

問題から、なかなか完璧には実現しづらいものです。その中

で最善の策を探すことが苦労した点でした。

―今後の展開についてお聞かせください。

まずは「何ができるか」を考えることがスタートだと思いま

す。ひとつずつ積み重ねていくことで、新しいやりかたを発見

をしていけたらと思います。

INTERVIE W#02

松谷 真佐子氏

「文化芸術×共生社会プロジェクト」
実行委員会 事務局員

INTERVIE W#01

西前 悠氏

公益財団法人びわ湖芸術文化財団 法人本部
地域創造部 副参事

　公益財団法人びわ湖芸術文化財団は、令和２～３年度に「文化芸術×共生社会プロジェクト」実行委員会の共同事務局として

参画している。地域創造部の西前氏と松谷氏にこれまでの取組みでの苦労した点や今後の展望など話を伺った。
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　「障害を受け入れるまでの話は結構あるんやろうけど、その

後はないんちゃうかな？私ら、受け入れる、受け入れないって

よりも、生きてることは続いているんやし…。」という言葉から

誕生した高次脳機能障害当事者を描いた作品「紫の夜が明

けるとき」。出演者でもある劇団まちプロ一座座長 小石哲也

氏と、作品の脚本を劇団メンバーと作り上げた社会福祉法人

共生シンフォニー職員 種田洋平氏に、劇団まちプロ一座と本

公演について熱い想いを伺った。

―公演を終えた感想と取組みへの想いをお聞かせください。

　こうして皆さんの前で演劇ができることが久しぶりで、演技

することが非常に楽しかった。以前は年に何回か公演もでき

ていましたが、今は新型コロナウイルスの影響でなかなかでき

なくなりました。

　社会福祉法人共生シンフォニーは、障害の有無にかかわら

ず一緒に働こう、一緒に頑張ろうということを目指した事業所

です。その中から「まちかどプロジェクト」が誕生しました。

　脳性麻痺、言語障害のある我々の師匠が、学校での人権学

習などで「お金のための仕事ではなく、世の中のために働く大

切さを学ぶこと」を話していたことが原点となって、平成１５年

に劇団まちプロ一座が立ちあがりました。

　今でこそ、多くの方が研究され、「共生」が認知されています

が、立ち上げ当時は、「共生」をどう説明したらよいのか、理論

立てたらよいのかわかりませんでした。そうしたなかで、「共

生」を言葉の代わりに伝える方法としてたどり着いたのが演

劇でした。

　障害者の方は一般的には事業所の利用者ですが、劇団で

は、一緒に活動していく気持ちがあれば、みな同じ劇団員とな

ります。　

　演劇のセリフを作り、気持ちを込める作品づくりは様々な障

壁がありますが、照明や舞台監督、音響など様々な方々の助

けがあって制作することができています。

　前回上演した『秋の風は二度吹く』は、脳梗塞で倒れた人

が、自分自身の障害をどう受け入れていくのかを表現した作

品です。健常者が脳梗塞で倒れて、障害を受け入れるまで

の話であり、どなたでも起こり得る出来事をテーマとしていま

す。

　今回の『紫の夜が明けるとき』は、障害を受け入れてからも

人生が続くということで、受け入れるとき、受け入れた後の日

常を描いています。

　この作品では、種田が台本と演出を担当させてもらいまし

た。一般的に台本は書いた作家のものになりますが、劇団ま

ちプロ一座では、他の劇団と異なり、書いた台本を役者に渡

し、役者に納得してもらわないとなりません。役者が台本に納

得しないと台本制作が進まないので、主演の井上みどりさん

が納得してくれるまで台本を16稿まで手直ししました。

　井上さんは脳梗塞を患ったので、多くのセリフを覚えられた

のは奇跡だと思います。ですが、あまり長いセリフだと覚えら

れなくなってしまうので、書き直し書き直しの連続でした。セリ

フは刈りこんでいきますが、刈りこみすぎると、メッセージが薄

れてしまい、ストーリーが伝わらなくなってしまうというジレン

マに苦労しました。

　また、演出上で、劇団まちプロ一座は暗転が多いと言われ

ますが、車椅子の役者が多く、場面の転換に時間がかかるた

め、暗転を多くしています。

　今回は、逆に明転を多くした演出になっています。それは、

井上さんがセリフを発するきっかけを作れるようにと考えた結

果でした。

　このように、演者やスタッフには、できないことはマイナスな

のではなくて、個々がやれることをやってもらえればいいと考

えています。その代わり、嫌われる覚悟で演出には口を出さ

せてもらいました。

　台本を作る上では、役者の実人生を聞かせてもらって、そ

の方に役を当てていきます。役者に当て書きをすることで演

じる役と実人生がクロスして、役者は演劇に入りやすくなりま

す。どこまで演技かどこまでノンフィクションかわからないこと

が、劇団まちプロ一座の強みです。また、「セリフは大きな声で

ゆっくりはきはきと言うことを頑張ろう」とだけは、普段の稽古

から皆に伝えていることです。

　今回、びわ湖芸術文化財団の西前さんから呼んでいただ

き、感謝しています。我々はホールで実施する時も全力、町の

自治会に呼んでいただいた集会所でも皆で車椅子を担ぎ、

全力で実施することがモットーです。

　今後も発表ができるかは別にして、作品を作っていきます。

そのなかで、もう一度見たいと思わせる心に残る共生の文化

を創っていければと考えています。コロナ禍であっても、見て

くれたお客さんが「もう一度見たい」と思ってくれる限り、劇団

は生き残れると思っています。草の根で活動し、アール・ブリ

ュットの流れや粘土アートなどと対抗することではなく、表現

者として一緒に生きていけるのではないかと考えています。

諸先輩の積み上げてきた想いをつないで実施していき、次世

代の若い方にもその姿を見てもらい、「彼らも頑張っていたん

だ」と受け取ってもらえればと思っています。

INTERV IE W#03

種田 洋平氏

社会福祉法人共生シンフォニー
まちかどプロジェクト 職員劇団まちプロ一座 座長

小石 哲也氏

インタビュー動画はこちら
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５年間の実績

文化芸術資源を活用したことによる地域の文化芸術定着度
１年間に文化芸術を鑑賞したことのある県民の割合

（滋賀県県政モニターアンケート調査）

補助事業実施前と比較した文化芸術資源の活用状況
文化芸術活動に取り組むことができる環境が整っているとする

県民の割合（滋賀県県政世論調査）

平成 28 年度 ７８.２％

令和３年度 ８４.４％

平成 28 年度 ２７.９％

令和３年度 ４１.１％

社会的 ・文化的効果

・障がい者等の文化芸術を通じた共生社会の実現（平成29年度）

アール・ブリュットに関する課題を解決するため、全国から多様

な機関・団体・個人等が集まり、課題を解決するための機運醸成

に資する取組みができた。

・障害者等の文化芸術活動をとおして、一人ひとりが尊重される　

共生社会の実現（平成30年度）

県民が障害者による造形作品やアール・ブリュットの魅力に触れ

る機会を提供するとともにアール・ブリュットネットワークフォー

ラム等を開催することで、障害者の文化芸術活動の裾野の拡大

と文化の高みを目指す活動の両面から、取組みを推進すること

ができた。

・多様な人びとが支えあうことにより、障害の有無にかかわらず誰もが

ともに、多彩な文化芸術活動に親しみ、活躍する環境の実現

（平成３１年度）

（評価指標）

障害のある人への鑑賞サポートを実施する県内文化施設の割合

53.5％

・多様な人びとが支えあうことにより、障害の有無にかかわらず誰

もがともに、多彩な文化芸術活動に親しみ、活躍する環境の実現

（令和２年度）

（評価指標）

アール・ブリュット戦略的発信事業WEB視聴人数　72名
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参加者数

（人）

（年度） （年度）

（千円）

経済波及効果
各事業における事業参加者数 滋賀県産業連関表を利用した

「滋賀県経済波及効果分析ツール」 より算出

12,000

10,000

達成率
110.1％

達成率
107.7％107.7％

達成率
100％

達成率
62.5％

達成率
45.8％

達成率
94.8％

達成率
68.9％

達成率
39.9％

達成率
----％

達成率
----％

CASE03
62

滋賀
県

155586 文化庁事例集_本文



支出

収支報告

先進的文化芸術

創造活用拠点

形成事業
委託費・補助金
12,595,963 

賃金 ・旅費 ・報償費
1,147,460

単位 ：円

支出 円

単位 ： 円

平成２９年度 15,112,649支出 円 15,112,649収入 円

舞台・会場・設営費
758,000

雑役務費・消耗品費等
５２６,160

補助対象外経費
７８,746

補助対象外経費
53,156

出演・音楽・文芸費
６,320

委託費 ・補助金
102,602,940

収入

雑役務費・消耗品費等

単位 ： 円

収入
単位 ： 円

５年間総額

国庫補助額
108,395,844

143,126,213

円143,126,213

自己負担額
7,514,590

国庫補助額
7,４９９,７７５

共催者等負担額
98,284

53,156

委託費
・補助金
2,864,001 

賃金 ・旅費
・報償費
4,958,328

平成30年度 14,652,762支出 円 14,652,762収入 円

舞台・会場・設営費
3,003,072

雑役務費
・消耗品費等
3,21６,641

出演・音楽・文芸費
557,564

自己負担額
7,２８０,４８３

国庫補助額
7,276,７４５

共催者等負担額
9５,534

委託費・補助金
８,370,289

賃金 ・旅費 ・報償費
４９８,３10

賃金 ・旅費
・報償費
8,995,58８

平成３１年度 10,389,186支出 円 10,389,186収入 円

舞台・会場・設営費
929,800

雑役務費・消耗品費等
197,797
雑役務費・消耗品費等

自己負担額
4,251,186国庫補助額

6,138,000

委託費・補助金
35,779,087

賃金 ・旅費 ・報償費
249,710

令和２年度 38,316,016支出 円 38,316,016収入 円

舞台・会場・設営費
649,700

舞台 ・ 会場
・ 設営費
16,060,792

雑役務費・消耗品費等
871,860

雑役務費
・ 消耗品費等
12,497,458

雑役務費・消耗品費等

自己負担額
８２７,６２３

国庫補助額
３６,310,324

事業収入
８９４,４５０

共催者等負担額
283,589

その他
30

その他
30

委託費・補助金
42,993,600

賃金 ・旅費
・報償費
2,141,780

令和３年度(計画時） 64,655,600支出 円 64,655,600収入 円

舞台・会場・設営費
10,720,220

雑役務費
・消耗品費等
7,685,000

出演・音楽・文芸費
900,000

出演 ・音楽 ・ 文芸費
1,463,884

自己負担額
6,723,000

自己負担額
26,596,882

事業収入
７,328,450

国庫補助額
51,171,000

共催者等負担額
277,600

共催者等負担額
755,007

寄付金・協賛金
50,000

寄付金
・ 協賛金
50,000

補助対象外経費
３９２,９９０

補助対象外経費
765,659

補助対象外経費
1,505,551

補助対象外経費
２１５,０００

事業収入
6,434,000
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今後の展開

　文化芸術による共生社会づくりを継続的に推進する

ため、本事業で培った連携・協働の体制を活かしなが

ら、滋賀県障害者文化芸術活動推進計画で掲げる「親

しむ」「つなぐ・支える」「活かす」の３つの施策の方向性

に基づく取組みを推進する。

　「親しむ」「つなぐ・支える」の推進においては、障害者

等による造形活動や表現活動の機会づくりに引き続き

取り組むとともに、令和３年度から開始した障害者等の

文化芸術活動を支える拠点づくり事業等により、県民

に身近な場である地域の文化施設等で、多様な主体が

関わりながら誰もが文化芸術に親しめる機会を充実さ

せる取組みを進めていく予定である。

事業の成果

　本事業によって、障害者等が文化芸術活動に取り組

む機会や発表の機会、その魅力を県内外に発信する機

会を県内各地で多数つくり出すことにより、障害の有無

にかかわらず誰もが文化芸術に親しめる環境を充実さ

せることができた。また、事業参加者へのアンケート調

査では、９割以上の回答者が、本事業が共生社会をつ

くるきっかけになると回答されており、障害者等の文化

芸術活動や共生社会づくりに対する県民等の理解を促

進することができたと考えられる。

　また、「文化芸術×共生社会プロジェクト」実行委員会

の設立等により県内の文化団体や福祉団体、NPO法

人、行政等のネットワークを構築するとともに、福祉施

設等において障害者の表現活動等を支える人材を継

続的に育成することで、各地域で活動する多様な主体

による連携・協働の体制を充実することができた。

　こうした文化芸術活動の機会、支える人材、ネットワー

クの充実を通して、滋賀県が進める、障害の有無にか

かわらず、文化芸術活動を通じて自分らしく活躍でき

る共生社会づくりを推進することができた。

　また、「活かす」の推進においては、滋賀県においても

多くの障害者が作家として活躍するアール・ブリュット

の領域において、作品の鑑賞機会の創出や魅力発信に

取り組むとともに、アール・ブリュットに関わる多様な主

体によるネットワーク構築を引き続き推進する。

　さらには、本事業での中心的な取組みである「文化芸

術×共生社会プロジェクト」で得られたノウハウ等を報

告書としてとりまとめており、文化芸術による共生社会

づくりに取り組む県内外の活動者に広く発信・共有する

ことで、共生社会づくりに向けた取組みや機運の更なる

推進・向上を図っていく。

滋賀
県

事業担当部署 滋賀県　文化スポーツ部文化芸術振興課 077-528-3344
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CASE

04

京都市

KYOTO
CULTIVATES

PROJECT

(京都府 )

　「KYOTO CULTIVATES PROJECT」はアート×

サイエンス・テクノロジーのフェスティバルとして様々な

展覧会、舞台芸術、シンポジウム等を通じて、文化芸術

の新たな可能性と価値を京都から模索し、広く国内外

へと発信することを目的とした京都が目指す都市像「世

界文化自由都市」を体現するプロジェクトとして、平成

２９年度にスタートした。京都が広く世界と文化的に交

わることによって、優れた文化を創造し続ける永久に新

しい文化都市となり、それが、社会・経済・学術等と結び

つき、「世界の文化芸術の交流のハブ」となって、新たな

価値や経済活動の源泉を耕し続けていくことを企図し

たものである。

　プロジェクトは、文化芸術の新たな可能性・価値を世

界に問いかける新たな形態の文化芸術事業（フェステ

ィバル）「KYOTO STEAM－世界文化交流祭－」の

開催を中核事業と位置づけ、芸・産学官の連携による

人材育成事業「KYOTO STEAM－世界文化交流祭－ 

LABO」と、国内外の芸術家・産業界・市民が連携し、

京都発のイノベーションを起こす「場」を創出するネット

ワーク構築事業「KYOTO STEAM －世界文化交流

祭－ NETWORK」を合わせた三位一体の事業を展開

した。

　平成29年度にはキックオフ事業を実施、平成30

年度には「KYOTO STEAM－世界文化交流祭－

prologue」を開催した。平成３１年度は新型コロナウイ

ルスの感染拡大当初の時期と重なりつつも、第１回目フ

ェスティバル「KYOTO STEAM－世界文化交流祭－

2020」を開催。翌令和2年度はコロナ禍の中の新しい

文化芸術のあり方を盛り込んだ「KYOTO STEAM－

世界文化交流祭－2022prologue」を開催し、最終

年度の令和3年度に集大成となる第2回目フェスティバ

ル「KYOTO STEAM－世界文化交流祭－」の開催に

至った。

事業の概要
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京都市の文化芸術と地域情報

文化芸術に関する条例計画等

　京都市は1200年を超える歴史と伝統によって培わ

れ、継承されてきた文化・芸術における「知」と「感性」の

蓄積をたたえ、科学・技術の先端研究が盛んな地域で

ある。生活に息づく伝統的な芸能や工芸を営む環境、

伝統を尊び大切に保存する高い市民意識、近代都市

として充実したインフラ、新たな芸術文化を育む土壌

としての潜在力、伝統芸能・伝統工芸など日本文化の

コンセプトを体感できる環境・景観・空間、令和元年に

は5,300万人超の観光客、３８０万人超の外国人宿泊

客、全国での突出した人口に対する学生の割合と大学

　「全世界のひとびとが、人種、宗教、社会体制の相違

を超えて、平和のうちに、ここに自由につどい、自由な

文化交流を行う都市」「広く世界と文化的に交わること

によって、優れた文化を創造し続ける永久に新しい文

化都市」である世界文化自由都市として生き続ける。

『継承と創造に関する人材の育成等』

「文化芸術に親しみ、 その楽しさを知る子どもたちの育成」

『創造環境の整備』

「京都会館の創造 ・ 発表拠点としての再整備」

「国内外との文化芸術交流による

質の高いコミュニケーションの促進」

『文化芸術と社会の出会いの促進』

「文化芸術と暮らしを改めて結び付けるための取組」

「若手芸術家等の居住 ・ 制作 ・ 発表の場づくり」

　優れた京都の文化芸術を通じて市民生活やまちづく

りの取組を活性化し、併せて学術や産業との連携を図

ることにより、京都を新たな魅力に満ちあふれた世界的

な文化芸術都市として創生することを目指す。

の集積、教育・研究ネットワークの集積、国際的に活躍

する技術力を有する京都資本企業の存在、企業・大学

等による技術・科学の蓄積などを有する。

　この取組みの舞台となる京都岡崎は文化施設の集積

地で、美術館、動物園、劇場、図書館、国立近代美術

館、平安神宮、史跡名所では蹴上インクラインや無鄰菴

などがあり、文化ゾーンと言われるエリアである。

　また、京都市は、政令指定都市ではめずらしく文化芸

術の公益財団法人（京都市音楽芸術文化振興財団と

京都市芸術文化協会）が２つ存在している。

方向性１

暮らしの文化や芸術に対する豊かな感受性をもった

人々を育む

方向性２

多様な文化が根付く暮らしの中から、

最高水準の文化芸術活動を花開かせる

方向性３

京都の文化芸術資源を活用し、 文化を基軸にあらゆる

政策分野との融合により、 新たな価値を創造する

方向性４

様々な文化交流を推進し、 京都の魅力を発信する

世界文化自由都市宣言

（昭和５３年１０月） （概要）

京都文化芸術都市創生条例

（平成１８年４月施行） （概要）

第 2 期 京都文化芸術都市創生計画

（平成29年3月策定）

京都文化芸術都市創生計画

（平成２４年３月改定版）関連箇所抜粋”３つの重要施策群”

面積
1 次産業

0.13%

2 次産業

16.08%

3 次産業

８３.79%

人口827.38km2 産業別従業員数の割合
（令和2年国勢調査） （平成28年経済センサス）

1,463,７２３人
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学

・ 京都市長

・ 京都市立芸術大学学長

・ 京都市京セラ美術館館長

・ （公財）京都市音楽芸術文化振興財団理事長

実行委員会評議会

・ 京都市動物園学術顧問

・ 京都芸術センター館長

・ 京都市京セラ美術館事業企画推進室

　ゼネラルマネージャー　等

顧問

・ 民間企業代表取締役

・ 学識経験者 ・ 有識者　等

（年度ごとに変更あり）

アドバイザー

アドバイザリボード

・ 京都市立芸術大学副理事長

・ （公財）京都市芸術文化協会専務理事

・ （公財）京都市音楽芸術文化振興財団

   専務理事

・ 京都商工会議所産業振興部長

・ （一社）京都経済同友会理事事務局長

・ （公財）京都高度技術研究所専務理事

・ （株）京都新聞社編集局文化部長

・ 日本放送協会京都放送局長

・ 監事（京都市文化芸術都市推進室長）

・ 監事（公認会計士 / 税理士）

実行委員会理事会

企画制作部会

事業創発部会

方針決定 ・ 運営責任機関

事業の具体化 ・ 執行責任

主に文化芸術事業及びLABOの企画運営

主にNETWORKの企画・運営

京都市

芸

・（公財）京都市音楽芸術文化振興財団
（ロームシアター京都　等）

・（公財）京都市芸術文化協会
（京都芸術センター）

・京都国際マンガミュージアム
（京都精華大学）

・東山アーティスツ・プレイスメント・サービス
（HAPS）

・京都国際舞台芸術祭（KEX）

・ヴィラ九条山

(アンスティチュ・フランセ）

・ゲーテインスティトゥート

・（公財）片山家能楽京舞保存財団

・（公財）京都伝統技芸振興財団

・（公社）日本舞踊協会

・岡崎魅力づくり推進協議会　　　　　等 

官

産

・ 全国の地方公共団体　等
（公文協会員施設を有する自治体）

文化芸術都市推進室

文化芸術企画課

実行委員会事務局

KYOTO STEAM- 世界文化交流祭 -
実行委員会

・（公財）京都高度技術研究所

・京都商工会議所

・（一社）京都経済同友会

・（地独）京都市産業技術研究所

・京都経済センター　　　　　　等

・ 京都大学

・ 京都市立芸術大学

・ 瓜生山学園京都芸術大学

・ 京都工芸繊維大学

・ 京都産業大学　等

運営 ・ 管理

助言 ・ サポート　等

・産業観光局 産業イノベーション推進室

　　　　　　　　 産業企画室

　　　　　　　　 観光MICE推進室

・行財政局    総務課

・総合企画局 国際化推進室

                プロジェクト推進室

本プロジェクトの主要な個別プログラム

の責任者（チーフディレクター）等で構成

する実働・連絡調整機関

事業を創発的に展開するプラットフォー

ム構築を目指し、本プロジェクトの理念

を共有する多分野の有志によって構成

する実働・連絡調整機関

庁内連携

連携 ・ 協力体制
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平成２９年度 平成30年度 平成3１年度

KYOTO STEAM- 世界文化交流祭 - KYOTO STEAM- 世界文化交流祭 -
2020 prologue 2020

　　国際的に活躍するアーティストやサイエンティス

トを招き、 「アート × サイエンスの可能性」などにつ

いての講演やディスカッションを実施。

ダムタイプ新作パフォーマンス 『２０２０』

　　（新型コロナウイルス感染症の影響で上演中止）

ダムタイプ新作ワークインプログレス２０１９

　　京都を制作の拠点とする世界的アーティスト

集団「ダムタイプ」による平成14年以来の新たな

舞台作品制作。新作制作プロセスの一部を公開。

　　京都駅東南部エリアにおける文化芸術による

まちづくりについて、 地域住民やアート関係者な

どが参加するワークショップやイベントの開催。

基礎作り プレ開催 ・ 実行委員会設立 フェスティバル Vol.1

　　STEAM THINKING LABOでの

成果作品をフェスティバルで展示。

　　京都市内の３つの芸術系大学を拠点に企業 ・ 研究機関の技術や素材を活用したワークショップ。

KYOTO STEAMが目指すもの、産み出す

文化・産業・人材、それにつながる具体的な

事例などについて、京都の芸産官学と一緒

に考えるシンポジウム。

イノベーション シンポジウム

事業創発ワークショップの活動報告と、「京

都、文化を基軸に、いかに新たな事業を創発

させるか」をテーマとしたトークセッション。

KYOTO STEAM
事業創発･未来フォーラム2020

アートコンペティション
プレビュー / トークセッション

　　メディアアーティストの鈴木太郎氏と西陣

織物製造企業（有）フクオカ機業とのコラボレー

ション作品の展示とトークセッションを実施。

京都岡崎音楽祭 「OKAZAKI LOOPS」

　　ロームシアター京都を中心に 「現代アート / パ

フォーミングアーツ × 音楽」の祭典を実施。

国際アートコンペティション
スタートアップ展

　　公募で選ばれたアーティストと企業 ・ 研

究機関が共同制作した作品を京都市京セラ

美術館で展覧。

（新型コロナウイルス感染症の影響で一般公開は中止）

アート×サイエンス in 京都市動物園　アートで感じる？チンパンジーの気持ち

インタラクティブメディアアート
体験プログラム 『触れる地球』

　　生きた地球の姿をリアルタイムに感じるこ

とができる、 世界初の次世代型デジタル地球

儀「触れる地球」を展示。

STEAM THINKING LABO

国際アートコンペティション

　　　 カード上に３Dの能楽師が出現し、能舞

と謡を鑑賞できるポストカードを作成。VR技

術で能楽「大会」～天狗の恩返し～を上演。

　　　　3D映像の能舞を謡とともに鑑賞できるア

プリケーションを開発し、ロームシアター京都で

視聴できる展示ブースを設置。

Art×Science GIG

京都駅東南部プロジェクト

舞台芸術制作者育成プログラム

　　「京都国際芸術祭」における舞台芸術の企画 ・

広報など実務経験のカリキュラムを通じた人材

育成プログラム。

伝統芸能 × 新技術

古典文学 × 伝統芸能 × 新技術
新猿楽記 ・ Reｖision ～序～

文化芸術事業 人材育成事業

ネットワーク構築事業

STEAM NETWORK　（Kyoto Cultivates Team）

　　企業、アーティスト、大学教授、文化人、伝統工芸の継承者など、広くアート、

サイエンス ・ テクノロジー、伝統文化に関わる人々が集う「場」をつくり、ネットワークを構築する。

コンテンツ系人材育成プログラム

　　「京都国際マンガ ・ アニメフェア」 において企

業とクリエイター志望者のビジネスマッチング企

画とクリエーターを発掘するコンテスト「京都国際

漫画賞 2017」日本部門を実施。

　　　　ヒトにとってアートとは何か。ヒトに最も近いチンパンジーに寄り添い、 アーティストと研究者

がこの根源的問いに迫るプログラム。

KYOTO PROJECT START UP FORUM

ダムタイプ新作パフォーマンス 『２０２０』
撮影 ： 井上　嘉和

KYOTO PROJECT START UP FORUM

アート×サイエンス
in 京都市動物園
平成31年度の展示

　　「猿楽」を伝統芸能の継承者や日仏のアーテ

ィスト、パフォーマー、技術を有する企業や研究

機関等とのコラボレーションによって表現する

舞台芸術作品の制作発表レセプションを実施。

アーティスト・イン・レジデンスプログラム

　　若手建築家６名が京都芸術センターのグラウン

ドで作品制作と展示を行うプログラムと 「文化× 異

分野」の持つ可能性を議論するプログラムを実施。

サポートスタッフ ・ インターンによる
事業展開

　　KYOTO STEAMのスタッフを公募し、

次世代の創造人材の育成と、多分野・多世代の

市民が交流する機会を創出する。
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令和２年度 令和３年度

KYOTO STEAM- 世界文化交流祭 -
KYOTO STEAM- 世界文化交流祭 -

2022 prologue

　　昨年度上演できなかった演目を収録した映像作品の上映。

ダムタイプ新作パフォーマンス上映会

    平安期の歴史史料等から平安時代の音を調査・検証し、 最新技術を用いて

平安京の音風景(サウンドスケープ)を創造するプログラム。

「梵鐘の音」のフィールドレコーディングを最新技術・機材で実施し、オンライン

トークやライブパフォーマンスなど、取組みのアウトプットプログラムを実施。

新たな挑戦 ・ 機運向上 フェスティバル vol.2 ・ 集大成の年

Kyoto Cultivates Teamの活動報告と、創発プロジェクトの１つ

「KYOTO DAIRI PROJECT」の事業キックオフを実施。

KYOTO STEAM　事業創発･未来フォーラム 2021
Kyoto Cultivates Teamの活動成果報告と、創発プロジェクトで

ある「中今-center of past & future-」と「よわみプロジェクト」の

事業テイクオフ、「KYOTO DAIRI PROJECT」2年目の活動報告、基

調講演などを実施。

KYOTO STEAM 事業創発･未来フォーラム 2022

KYOTO STEAM 2020
国際アートコンペティション スタートアップ展

　　前回のスタートアップ展に参加した7組に加え、 人材育成事業の

「STEAM THINKING LABO」の成果作品、アートとサイエンス･テク

ノロジーの融合を通じて新たな価値の創造を目指している企業の作

品をあわせて展示。

NAQUYO－平安京の幻視宇宙－　KYOTO STEAM in collaboration with MUTEK.JP

NAQUYO
ー平安京の幻視宇宙ー 2021

撮影 ： 井上　嘉和

サポートスタッフ活動 （令和３年度）

KYOTO STEAM 事業創発 ・ 未来フォーラム２０２１

令和 3 年度
国際アートコンペティション
撮影 ： 麥生田　兵吾

国際アートコンペティション
市原えつこ ×
デジタルハリウッド大学院 ・
( 株 ) ハコスコ
「仮想通貨奉納祭」
撮影 ： 麥生田　兵吾

KYOTOSTEAM 202２
国際アートコンペティション

　　KYOTO STEAMのコアプログラム。アーティストと企業・研究機関等が

コラボレーション制作した作品を展覧し、表彰する、国際コンペティション。

　　最新の立体音響システムを用い、かつて平安京を包み込んでいた

であろう音とデジタルアートを組み合わせた、創造空間を体感できる

没入型インスタレーションを展示。
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　KYOTO STEAMのコアプログラム。アーティストと

企業・研究機関等がコラボレーション制作した作品を展

覧し表彰する国際コンペティションである。

　令和2年度、公募にエントリーした４１件の企業・研究

機関と１１１件の作品プランの中から審査会によって１１

組のアーティストと企業等の組合せを選抜した。

KYOTO STEAM 2022　国際アートコンペティション

　令和3年度は選抜された１１組のアーティストと企業・

研究機関によるコラボレーション作品が揃い、審査員に

よる審査でグランプリ、準グランプリ作品を決定し、来

場者の投票によりオーディエンス賞を決定、表彰すると

ともに、京都市京セラ美術館新館東山キューブにて展

覧した。

グランプリ

三木 麻郁 × 国立病院機構新潟病院臨床研究部医療機器イノベーション研究室

準グランプリ

金子 未弥 × 有限会社丸重屋

オーディエンス賞

金森 由晃 × 株式会社フジックス

課題 ・ 目的

　「京都は耕す・育む・磨く」を基本理念とし、京都・日本

のブランド化、インバウンド増加に資する先進的文化芸

術創造活用拠点を確立することを目的に、「KYOTO 

STEAM－世界文化交流祭－」開催をコアとし、人材

育成やネットワークを強化していく取組みを実施した。

　本プロジェクトは「アートサイエンス・テクノロジー」に

よる生活様式や思想、産業等のイノベーション・体系化

を国際的に推進するわが国でも初めてのチャレンジで

あり、本プロジェクトを通じて世界の文化芸術の交流の

ハブ（＝新たな価値や経済活力の源泉を耕し続ける）の

象徴を形成し、世界の未来に希望が持てる社会を京都

そして日本から構想し、発信していくことを展望したも

のである。

　また、芸・産学官が連携して日常的に経験とネットワー

クを広げて深め、新たな協働の試みを生み出し続ける

先進的文化芸術創造活用拠点の基盤を目指し、国際

的な交流と共創のもとで新たな文化と経済の創出に向

けたトライアルにより、国内外の人々に対する京都への

関心の惹起と、継続的な関わりへの動機となり、日本ブ

ランドの価値向上にも寄与する。本プロジェクトを推進

することで、京都・日本の新たな美を体現しながら、普

遍的かつ創造的な京都・日本の魅力を国内外に発信

し、京都・日本の文化芸術の継承・発展、国際社会にお

ける京都・日本の存在感の向上、観光インバウンドの飛

躍的・持続的拡充に貢献するものである。

成果目標

芸術、学術、産業、教育、生活など市民の多様な創造性が

出会い、協働することにより、創造人材を育成する力を進

展させます。

市民生活と文化芸術の距離を縮め、文化芸術の力で市民

社会を豊かにします。

「学び・磨くなら京都」という定評を得て、世界的な「価値

創造」拠点都市としてブランド化を図ります。

文化芸術活動と共生社会の実現や地域経済の発展につ

なげ、文化芸術と社会や経済が一体となったレジリエント

な文化都市となります。

全国との重層的なネットワークを活用して、文化・産業・観

光で地域を活性化するモデルを提供します。

情報の世界発信により、新たな層のインバウンドを増や

し、世界との文化交流を前進させます。
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　「アートで感じる？チンパンジーの気持ち」と題し、「ヒ

トにとってアートとは何か」、ヒトに最も近い動物である

チンパンジーに寄り添い、アーティストと研究者がこの

根源的な問いに迫るプログラムである。

　平成30年度から4年間、様々なアーティストがインタ

ラクティブな映像作品などを制作し、サイエンティストで

ある京都市動物園研究員が、作品に対するチンパンジ

ーの反応から科学的研究を実施してきた。また、フェス

ティバル期間において、動物園来場者にも作品及び反

応を鑑賞体験できる展示を毎年実施した。

　アートとのコラボレーションによる新たな研究テーマの

アート×サイエンス in 京都市動物園 「アートで感じる？チンパンジーの気持ち」

創出により、サイエンスコミュニケーターの育成を図る

とともに、気鋭のアーティストに対しサイエンティストと

の協働による作品制作を依頼することで、これまでにな

い作品を創造し、アートの新たな価値を提示できること

を目指した。

　令和3年度には、サイエンティストとアーティストによ

る発表及びディスカッションも開催し、科学の視点から

チンパンジーとヒトの行動を検証し、アートがチンパンジ

ーやヒトに与える影響について成果・意義を広く発信し

た。

　芸術系大学や研究機関、企業等と協働し、STEAM

人材の育成を図るプログラムである。京都市立芸術

大学、瓜生山学園京都芸術大学等を拠点に、企業・

研究者と協働しワークショップと創作活動を行った

(STEAM THINKING LABO)。新型コロナウイルス

STEAM THINKING －未来を創るアート 京都からの挑戦

STEAM THINKING LABO / Art × Science GIG
感染症の影響により対面での開催が難しくなったが、オ

ンライン等も活用して活動を継続した。平成３１年度～

令和3年度には「Art×Science GIG」として展示発

表の場も設け、領域の垣根を超えた対話の機会を広げ

た。
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　企業、アーティスト、大学等、アート×サイエンス・テク

ノロジーに関わる人材が集まる「Kyoto Cultivates 

Team」を結成し、1000年先まで続く「文化で未来を

作る」をコンセプトに、STEAM（科学、技術、工学、芸

術、数学）の専門家たちが、それぞれの専門領域を生か

した意見を交わし、事業の創発に取り組んだ。

　平成３１年度に発足し、文化芸術を切り口とした新た

な事業創発を目指す会であり、創出された事業アイデ

ィアの検討・精査を進め、社会実装・新産業創出の仕掛

けづくり等に向けた取組みを進めるとともに、これまで

の取組みにより生まれた事業プロジェクトの自走化に

向けた活動を進めた。

　このプログラムからは次の３つの事業プロジェクトが

誕生した。

　①KYOTO DAIRI PROJECT

　②中今－center of past & future－

　③よわみプロジェクト

　令和3年度には、創発された事業プロジェクトのテイ

クオフ及び活動報告として「KYOTO STEAM 事業創

発・未来フォーラム2022」がオンライン配信で開催され

た。

KYOTO STEAM 事業創発 ・ 未来フォーラム

KYOTO DAIRI PROJECT

　平安時代に天皇が住み儀式や執務を行っていた

内裏を、全く新たな意味を持った「DAIRI」として、

焼失から1000年後である西暦2227年に創出し

ようというプロジェクトである。地球の持続可能性

のための各種数値目標が、2030年や2050年に

向けて議論される中、あえて200年というタイムス

ケールで語ることで、京都だからこそできるリアリテ

ィを持った提言や提案を生み出すことを目指す取

組みである。

中今 -center of past & future-

　現代に生きるということは、過去があり、現在

（今）があり、未来があるという時間の経過の中に

ある。現代はその中間点といえる。それを神道では

「中今（なかいま）」という。「中今」プロジェクトは、

我々日本人の暮らし方、資源の使い方、ビジネス

の仕組みなど、過去と未来から暮らしの知恵を学

ぶ商品やサービスを集め、ブランディングするプロ

ジェクトである。

よわみプロジェクト

　社会で「よわみ」として蔑ろにされていたことに価

値を見出すことで、社会の新たなあり方を発見で

きるかもしれない。「よわみ」を受け容れることは、

社会の多様性を認めていくことになる。「よわみ」を

「つよみ」に変えることは、これまでにない視点と創

造を生み出すことができると考える。このような考

えのもと、「よわみ」を「つよみ」に変えることで、人

間らしさを取り戻し、深い共感を手に入れ、社会を

変革していくことを目指すプロジェクトである。
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文化芸術資源を活用したことによる地域
の文化芸術定着度

・インターン・ボランティア数

・育成する創造人材の数
（アーティスト・科学者・技術者等）

H３０ ３０人

目標値

７４人

実績

２４７％

H３１ ４０人 １７１人 ４２８％

R2 ４０人 １２５人 ３１２％

R3 ４０人 １９９人 ４９８％

達成率

・協働（出演・企画）者数
　（アーティスト・科学者・技術者等）

R2 １００人

目標値

6０人

実績

６０％

H31 - 110 人 -

R3 55 人 77 人 140％

達成率

・協力企業・団体数

H３１ ４０団体

目標値

８２団体

実績

205％

R2 ５０団体 ７４団体 １４８％

R3 ５０団体 ７9 団体 １５８％

達成率

・芸・産学マッチング件数

R2 １０件

目標値

１２

実績

１２０％

R3 １０件 １４ １４０％

達成率
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0

目標値 実績

H３１ 個人６０

団体６０

個人　５１

団体　１２

個人　8５％

団体　２０％

R２ 個人６０

団体６０

個人１１５

団体　２１

個人１９２％

団体　３５％

達成率

R3 個人６０

団体６０

個人１０３

団体　２３

個人１７１％

団体　３8％

　インターンやボランティア（サポートスタッフ）の募集

において、累計240人以上の参画があったと同時

に、毎年度、多数の継続希望者もいた。専門研修等を

経て、KYOTO　STEAMに参加する機会を創出する

ことにより、次世代の創造人材を育成すると同時に、

多世代・多分野の市民が交流する機会の創出となり、

地元ネットワークの構築につながっている。

補助事業実施前と比較した文化芸術資
源の活用状況

　アーティストと企業・研究機関等がコラボレーション

した作品制作や、動物園にアート要素を組み込むな

ど、科学、技術、工学、芸術、数学を掛け合わせ、「アー

ト×サイエンス・テクノロジー」による生活様式や思

想、産業等のイノベーション・体系化を推進すること

で、新たな文化芸術の展開と可能性を生み出した。

５年間の実績

社会的 ・文化的効果
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４０,000

４５,000

５0,000

目標

実績

目標

実績

参加者数

（人）

（年度） （年度）

（千円）

経済波及効果
各プログラムにおける参加者数 平成23年京都市産業連関表を用いて算出

達成率
241.1％

達成率
184.5％184.5％

達成率
151.5％151.5％

達成率
26.4％

達成率
201.3％241.1％

達成率
143.2％143.2％

達成率
13.9％

達成率
292.6％292.6％292.6％

達成率
176.3％ 201.3％

達成率
133.3％
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文化芸術創造拠点 ・ 京都プロジェクト
KYOTO CULTIVATES PROJECT

KYOTO STEAM－世界文化交流祭－のプロデューサーと

しての取組みへの思いと、今後の展開について話を伺った。

―「KYOTO STEAM－世界文化交流祭－」の反響はいか

がでしたか？

　平成31年度より新型コロナウイルス感染症の影響があり、

やっと今フェスティバルとして実現でき、芽が出たところだと

感じています。これまでは延期や中止により準備してきた想

いを完全には伝えきれませんでしたが、昨年の展覧会には

１万人以上の来場者があり、大きな反響がありました。

　一方、来場者層の広がりには限界がありました。このフェス

ティバルがどこか難しそうという印象があったのでしょうね。

―KYOTO　CULTVATES PROJECTの特色でもある人

材育成の取組みについてお聞かせください。

　将来、国際的なフェスティバルの主催者となれるようなアー

トコーディネーター、サイエンスコミュニケーター、マネージャ

ーなどの人材、アーティスト、エンジニアなど幅広く成長してい

けることを目指しました。

　企業とアーティストのディスカッションにより、エンジニアか

らは「自分たちが普段しないような発想をアーティストから得

て参考になる」という感想や、アーティストからは「このような

仕組みがあることで自分のアートを切り開くきっかけになっ

た」「企業との協働など知らない世界を知る機会をいただけ

た」との感想をもらいました。

　京都市動物園の『アートで感じる？チンパンジーの気持ち』

では、アーティストから「チンパンジーのためのアートを作成す

ることで一皮むけた」との感想も聞けました。この事業を通し

ていろいろな人たちが成長されたと感じています。

―苦労した点についてお聞かせください。

　この事業はゼロからスタートしましたので、どんな展開がで

きるのか、どんなことを具体的に実現できるのかについて吟

味し、実現できる態勢の構築、協力企業への依頼や説明に苦

労しました。最後まで、十分にできたとはいえず、まだ力不足

だと言えます。

―うまくいった点についてお聞かせください。

　私自身、長年、京都市の文化行政に携わってきました。文化

芸術に携わる人は大勢いても、鳥の目のように京都の文化芸

術を見ている人はあまり多くいません。それが行政の役割で

すが、残念ながら行政にも難しい面があります。様々な方か

ら意見や教えをいただきましたが、最後にそれらを組み立て

るのは、自分たちだと悟りました。スタッフに恵まれ、自分たち

の中から湧き出てくるものを大切にする、初心に帰ったことが

成功につながりました。

―今後の展開についてお聞かせください。

　アート×サイエンス・テクノロジーの大切さは、やっと、多様

な分野で理解者が増えてきたところだと感じています。フェス

ティバルとして継続していけるかどうかは別として、その根本

を失わずに、KYOTO STEAM－世界文化交流祭－で始め

たことを継続していきます。また、この思いを関わった人たち

がそれぞれの立場で継承し、新たに展開してもらえれば感無

量です。

―京都市の仕組みを全国の自治体でも展開できる可能性は

ありますか？

　もともと、本事業に参画された企業やアーティストは全員が

京都出身というわけではありません。その土地にある資源を

活かし、風土に合った事業を展開され、それに相応しい仕組

みが作られることは十分に可能と考えています。

京都産業大学文化学部京都文化学科教授

INTERVIE W#01

平竹 耕三氏

KYOTO STEAM－世界文化交流祭－
実行委員会プロデューサー
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文化芸術創造拠点 ・ 京都プロジェクト
KYOTO CULTIVATES PROJECT

毎年アップデートしながら続いてきた 「アート×サイエンス in 

京都市動物園　アートで感じる？チンパンジーの気持ち」 に

参画する京都市動物園。 園長である坂本英房氏に動物園を

舞台に動物とアートを掛け合わせた取組みについて、 その経

緯から今後の展開まで話を伺った。

―チンパンジーとアートをかけあわせた取組みのきっかけを

お聞かせください。

　今まで動物園は作品展示などで画家との関わりはありまし

たが、 アートとサイエンスを掛け合わせるような取組みは、

当初難しいと感じていました。

　動物園内で検討した結果、 本動物園には科学者の在籍す

る部門があり、 動物福祉 （環境エンリッチメント） を専門と

する科学者の立案で、 「人に近いチンパンジーにアート作品

を見せることでどのような表情や行動をするのかを研究して

みよう」 ということになりました。

―継続して実施したことでどのような発見がありましたか？

　若いチンパンジーたちがインタラクティブな作品に対して、

積極的に反応し、 笑顔で接してくれました。 少なくとも若い

チンパンジーは、 楽しい気持ちを持ってアートに接してくれて

いるということがわかりました。

　チンパンジーへアート作品の動画や画像を見せる設備はす

べて飼育環境の外側から設置できるもので、 汎用性が高い

取組みとなりました。

　また、 これまで、 動物園内で行ってきた取組みは、 「動物

たちを幸せにすること」 をテーマとしていましたが、 この取組

みは来園者の方にも、 「無味乾燥な飼育環境をアート空間と

して楽しんでもらえること」 につながると感じ、　動物園での

新しい展示方法として可能性を感じています。

―来園者の反響はいかがでしたか？

　チンパンジーたちは、 常に映像作品と戯れているわけでは

ないので、 お客様が来園したタイミングで、 映像作品と遊ん

でいる姿を見ることができない場合があります。 そのため、

チンパンジーたちが遊んでいるタイミングで来園されたお客

様の満足度は高いのですが、 そうではないときに来園した方

にも楽しんでもらえるようにすることが今後の課題と感じてい

ます。 ただ、 お客様からは、 肯定的な意見の方が多くてホッ

としています。

―アーティストや動物園職員の反響はいかがでしたか？

　アーティストには安全面の基準等を踏まえて作品制作をお

願いしたので、 苦労したと思います。 そのうえ、 チンパンジー

の個体識別や個性も理解して作品を作っていただけました。

　職員は様々な反応をしていますが、 本来の目的である 「動

物ファースト」 と 「チンパンジーたちを幸せにしていくこと」

を常に念頭に置き、 取り組んでくれました。

―今後の展開についてお聞かせください。

　今回の取組みで、 コンクリートの飼育環境に変化を与える

ことや、 飼育下のチンパンジーたちに良い刺激を与えること

ができる可能性が示されました。

　ガラス面さえあれば、 同様の展開が可能なので、 チンパン

ジー以外の動物や、 ほかの動物園でも実施することができる

のではないかと考えています。 来園者の皆さんへ向けても、

動物展示のあり方の新しい可能性になるのではないでしょう

か。

インタビュー動画はこちら

京都市動物園園長

INTERVIE W#02

坂本 英房氏

KYOTO STEAM－世界文化交流祭－
実行委員会チーフディレクター
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支出

収支報告

先進的文化芸術

創造活用拠点

形成事業
委託費 ・ 補助金
1４４,８４７,３７６

単位 ： 円

支出 円

単位 ： 円

平成２９年度 149,454,570支出 円 149,454,570収入 円

補助対象外経費
4,607,194

補助対象外経費
3,724,251

委託費 ・ 補助金
625,975,554

収入 単位 ： 円

収入
単位 ： 円

５年間総額

国庫補助額
400,971,090

661,262,283

円661,262,283

自己負担額
11,142,583

国庫補助額
99,971,090

共催者等負担額
343,367

補助対象外経費
3,724,251

委託費 ・ 補助金
150,069,940 

平成30年度 153,794,191支出 円 153,794,191収入 円

自己負担額
５０,00０,000

国庫補助額
100,000,000

共催者等負担額
1,197,966

委託費 ・ 補助金
110,339,301

平成３１年度 122,816,579支出 円 122,816,579収入 円

自己負担額
39,127,406

国庫補助額
6,400,000

委託費 ・ 補助金
111,642,937

令和２年度 115,596,943支出 円 115,596,943収入 円

自己負担額
21,994,919

国庫補助額
74,000,000

委託費 ・ 補助金
109,076,000

令和３年度(計画時） 119,600,000支出 円 119,600,000収入 円

自己負担額
４３,６００,000

自己負担額
165,864,908

事業収入
39,815,014

国庫補助額
63,000,000

共催者等負担額
4,500,000

共催者等負担額
25,105,991

寄付金 ・ 協賛金
6,500,000

寄付金 ・ 協賛金
29,505,280

補助対象外経費
12,477,278

補助対象外経費
3,954,006

補助対象外経費
35,286,729

補助対象外経費
10,524,０００

事業収入
2,000,000

寄付金 ・ 協賛金
10,815,280

事業収入
27,182,2５０

事業収入
2,596,225

事業収入
８,０３６,539

共催者等負担額
9,829,173

共催者等負担額
9,235,485

寄付金 ・ 協賛金
9,860,000

寄付金 ・ 協賛金
2,330,000
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事業の成果

今後の展開

　本事業の三本柱である「①フェスティバル（KYOTO 

STEAM－世界文化交流祭－）」「②人材育成（LABO）」

「③ネットワーク構築（NETWORK）」の縦横のつながり

を構築することが、文化芸術振興へと寄与する仕組み

づくりとなった。

　京都市の誇る組織的ネットワークを土台に、人的ネッ

トワークを拡大、「アート×サイエンス・テクノロジー」と

いう新分野の旗印のもと、純粋な人材育成プログラム

のほかにも、各プログラムのクリエーションプロセスに

人材育成の取組みを付加するなど、分野横断型の人材

育成プログラムを実施した。加えて、市民参加と理解、

そして世界発信のための場となるフェスティバルを催す

ことで、各創造プロセスの出口にもなった。これら一貫

の流れがフェスティバル開催により周知・拡散され、よ

り大きな流れを生み出すことができた。

　また、各プログラムにアートコーディネーターを配置した実

践型での育成や、芸・産学官連携によってSTEAM人材

（Science/Technology/Engineering/Mathematicsに

　KYOTO CULTIVATES PROJECTが多様なプロ

グラムにより培ってきた人的ネットワーク・組織的ネット

ワークは、今後のあらゆる文化政策において次世代に

受け継ぐべき最重要な成果（レガシー）である。

　今後の展開として、この成果を京都市が掲げる都市

デザイン「文化と経済の好循環を創出する都市」の実現

に向けて継承していく取組みへとつないでいきたいと

考えている。

　具体的には、築き上げたネットワークを土台に、企業

をはじめとする多様な主体が文化に投資する潮流を生

Artsを兼ね備えた人材）の育成を図るために、大学を

拠点とした企業や研究機関の参画したワークショップの

開催など、人材育成を目的としたプログラムに積極的

に取り組み、累計４００人以上の人材を育成することが

できた。計画期間の約半分が新型コロナウイルス感染

症拡大の影響を受けたが、５年間の事業補助を受けて

いたことから、芸・産学官の連携を崩すことなく、多様な

プログラムが展開できた。このことにより、5年間で累計

15万人以上の方々に「アート×サイエンス・テクノロジー」

という新しい文化創造の挑戦を届けることができた。

　過去に例がない取組みであるため、事業の趣旨や内

容の理解を得ることに苦労したが、企業や団体を一軒

一軒訪問して協賛・協力を得、5年間という長期的視野

で大規模・多様なプログラムを展開できたことにより、

徐々に知名度が上がり、芸・産学官の連携を構築しな

がら、令和3年度には58団体からの支援を得ることが

できるところまで、ネットワークを広げることができた。

み出し、国内外からの投資と支援を呼び込むことで、文

化芸術を社会全体で支える仕組みを構築する取組み

などを展開する。アーティストが市内で定住・創作・発

表・販売できる環境を整備することで、企業など多様な

主体と交流する機会を創り出したり、世界的なギャラリ

ー・アートフェアを誘致し、国際的なアート拠点としての

ブランド確立とアート市場活性化の推進を行うなど、都

市デザインの中で、文化芸術分野がより社会と経済の

中で重要度を増していくことが可能な環境づくりに取り

組んでいく。
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市
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