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劇場に関わる人のためのアーツマーケティング・ゼミ

「あーとま塾2019」
報告書

会場：可児市文化創造センター
回数：２日間×３回
ゲスト：
①2019年 5月30日（木）
・31日（金） テーマ「文化政策」
講師：
八木 匡（同志社大学経済学部教授）、
笹路 健（経済産業省 中小企業庁 中小企業政策上席調整官 ）
ロジックモデル作成グループワーク ファシリテーター：
幸地正樹（ケイスリー株式会社代表取締役）、
今尾江美子（ケイスリー株式会社ディレクター）
②2019年10月16日（水）
・17日（木） テーマ「社会包摂」

「劇場、音楽堂等の活性化に関する法律」及び「劇場、音楽堂等の事業の活性化

講師：

に関する指針」では劇場は鑑賞型事業の実施だけではなく、地域社会のための社

早川悟司（児童養護施設「子供の家」施設長）、

会的な役割や機能が求められています。

野田大順（ 児童養護施設「亀山学園」副施設長）、

2018年3月に閣議決定された「文化芸術推進基本計画（第一期）」の中では、
「文化芸術は、人々が文化芸術の場に参加する機会を通じて、多様な価値観を尊
重し、他者との相互理解が進むという社会包摂の機能を有している」と謳われてお

多田周平（株式会社サニーサイド代表取締役）
ロジックモデル作成グループワーク ファシリテーター：
落合千華（ケイスリー株式会社取締役）

り、今後、文化芸術の社会的価値を活用させることが求められています。
あーとま塾では、上記の国の文化政策の変化をふまえ、可児市文化創造センタ
ー alaの鑑賞者開発の取組みや、地域貢献及び社会包摂に関する考え方と具体

③2020年 2月1日（土）
・2日（日） テーマ「 マーケティング 」
講師：

例を題材に多くの方と意見交換し、これからの劇場の姿を模索する場を設けました。

衛紀生（可児市文化創造センター館長兼劇場総監督）

年3回、
「文化政策」
「社会包摂」
「マーケティング」のテーマに分け、各回1泊2

ロジックモデル作成グループワーク ファシリテーター：

日の合宿形式で、2017年から続く第三期目のアーツマーケティング・ゼミを開催し
ましたことを後述のとおり報告します。

主催：公益財団法人可児市文化芸術振興財団
助成：一般財団法人地域創造
文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・音楽堂等機能強化推進事業）
独立行政法人日本芸術文化振興会

落合千華（ケイスリー株式会社取締役）

内容：

レクチャー②は早川悟司氏による「社会的養護の実情と背景」のテーマで児童

①初回「文化政策」の回では、はじめに参加者それぞれの参加動機や課題をふま

養護施設「子供の家」の現状と、人と人の繋がりが希薄になっている社会において

えた自己紹介をおこなった後、衛紀生館長による「歴史の峠で、
『創造的福祉社会

子どもたちにこれから必要だと感じていることについてエピソードを交えてレクチ

(Wellbeing Society) 』
を考える。」という内容についてレクチャーをおこない、

ャーをした。

社会包摂志向のプログラムで発生した「変化」が、社会コスト・行政コストの抑制に

レクチャー③は野田大順氏による「児童福祉施設の子ども達の現状と、これから

つながり、中長期的には納税者・社会保障費の負担者の増加につながる政策エビ

必要な事」というテーマで丸亀市の児童養護施設の子どもたちの置かれた現状を

デンスになることついて話した。市民のwell-beingのための、人の尊厳と健康を

話した。

尊ぶ文化の公共的役割とは何かを問いかけた。
次に、笹路健氏による「文化経済戦略の価値創造について」 というテーマで、

レクチャー④は多田周平氏による「就労弱者が活躍する場所、サニーサイドの取
組みについて」というタイトルでサニーサイドの就労者の現状と、
「個性が共生し

文化経済戦略の中で、戦略的投資による「文化を起点とした価値連鎖」は、文化や

調和が発展を生む」という経営理念とその実践についてエピソードを交えて話した。

産業、観光等多様な分野に大きな波及効果を及ぼし、新たな経済的・社会的・公共

トーク・セッションでは上記４名による「誰も取り残さない豊かな社会を築くため

的価値を創出すると位置づけられているが、短期的な経済利益の追求だけではな

に、各機関ができること」児童養護施設や就労支援施設の取組みをふまえ、社会機

い、経済的価値の意義についてレクチャーをした。

関としての劇場が社会のために何をする必要があるのか、また何ができるかにつ

その次に、八木匡氏による「well-beingのための文化政策 ―幸福感と自己決

いて、衛館長の進行で進めた。

定の視点から―」というタイトルで、幸福感を決定する要因として、健康、人間関係

グループワーク①「社会包摂事業のロジックモデル作成」１日目のレクチャーや

に次いで自己決定（自分の人生を選択すること）が、所得や学歴よりも強い影響が

トーク・セッションの内容をふまえ、社会機関としての劇場が社会のために事業をお

あるという研究をふまえて、文化政策が人の幸福感に与える影響やポリフォニック

こなうことを想定し、その社会包摂事業のロジックモデルをグループワークで作成

共創の価値についてレクチャーをした。

し、プレゼンテーションをおこなった。

さらに、上記３名による鼎談「文化経済戦略の経済的価値の再定義、今後の文化

③「マーケティング」の回では、衛館長が2008年に執筆した「回復の時代のアー

政策の展望」では、レクチャー①〜③をふまえ議論をさらに進め、社会的共通資本

ツマーケティング」という1 4 7 , 0 0 0 字を超える論 文を事 前に読 んだ 上 で 、

としての劇場について展望した。

1/30-31に開催した世界劇場会議国際フォーラム2020 in 可児への参加を推奨

2日目は幸地正樹氏によるレクチャー④「社会的インパクト評価と、ロジックモデ

し、そこで話された内容をふまえてあーとま塾を開催しました。まず「社会包摂」の

ルの作成について」というテーマで、1日目の文化の経済的・社会的価値や、自己

回のレポート、及び劇場会議のふりかえりを行い、衛紀生館長によるレクチャー①

決定が及ぼす幸福感、そしてwell-beingのための文化政策についての話をふまえ、
社会インパクト評価とロジックモデルについてレクチャーをした。
その流れでグループワーク①「劇場に関するロジックモデル作成」に進み、5、6

「劇場のソーシャルマーケティング」というテーマで、マーケティングの定義や、
CSV（共有価値の創造）を説明し、市民と劇場が価値を共有して地域をブランディ
ングし、劇場が地域に必要な施設になるには何が必要かについてレクチャーをした。

人のグループになり、劇場がその目的を達成するためのロジックモデルを作成し、

レクチャー＆グループワーク①では「劇場のブランディングと、好循環の仕組みづ

プレゼンテーションをおこなった。

くり」というテーマで衛紀生館長の話の後、落合千華氏のファシリテートにより

②「社会包摂」の回では、事前に参加者が近隣の児童養護施設に見学に行った上

SWOT分析を用いて劇場（事業者）と協働者、受益者、共感者の関係について整

で、前回「文化政策」の回のふりかえりをおこなった。9/25に東京で開催された

理し、各ステークホルダーの関係性を把握するワークを行った。その後、一機関と

「文化芸術による社会包摂の在り方」公開研究会の報告も実施し、ただ単にチェッ

しての劇場が地域をブランディングできる好循環の仕組みに関するロジックモデ

クする査定ではなく、価値を引き出す評価の在り方について考え方を共有した。次

ルを作成した。

に衛紀生館長によるレクチャー①「社会包摂型劇場経営について」というテーマで

グループワーク②「仮想事業ロジックモデル作成」は引き続き落合千華氏がファシ

劇場は地域のコミュニティを創造・再生し、社会包摂の機能を有すため事業を展開

リテートし1日目のワークをふまえ、
「子どもの貧困」
「ひとり親」
「障がい者」
「引き

し、誰も取り残さない豊かな社会を築くために取り組んでおり、その理念と事例に

こもり」など痛みを抱える人への個別の事業を想定して、ロジックモデルを作成し、

ついて話をした。

少人数制でのプレゼンテーションをおこなった。

総括 衛 紀生

括

をも突き破るような劇場音楽堂等と文化芸術にとっての「真のパブリックシア

トに関するセミナーも、地方のエリアで開催される研修会も、押しなべて「人材育

ター」を参加諸氏には描いてほしいと思うのです。ある意味では私の役割を店じま

成」を掲げていましたが、軒並み「非正規率」が高くなっていました。
「人材育成」は

いして、次世代の劇場経営を担う人たちにバトンを渡す時機に来ているとの私の

「人への投資」を通して劇場・会館の未来を担保しようとする健全経営のための一

認識があるのです。

環でありながら、当時は「３年雇止め」の非正規職員が増えていくということは掲
今年度は１０月の「社会包摂」の回に児童養護施設の管理者お二人と引き籠っ

別支援の音楽ホールでは、
２００３年に３０％後半だった非正規率が、
２０１０年を過

ている人や障害を抱えている人たちの雇用を補助金なしに実現している若き起業

ぎると７０％を大きく超える職場環境になるという事態でした。それでも幹部職員

家をゲストスピーカーとしてお招きしました。その前回には、自分の住んでいる地

は自治体から現職派遣されて、館長クラスのエグゼクティブは退職派遣されて現

域にある児童養護施設を訪ねて、ヒヤリングをするという課題を出しました。

状に危機感を持たず、年々増える非正規職員を前にしても「自分事」とは捉えてお
らず、東京でのオリパラ開催が決まると実現の疑われる「壮大なプラン」を対外的

私は「社会へ向かう劇場経営」の種子は現場にしかない、と思い続けています。

に示して、決して足元の脆弱さには意識は向かっていませんでした。非正規職員へ

そこに立った時の様々な気付きから構想は立ち上がると思っています。その「気付

の出張費給付もつかない現状で「壮大なプラン」を語る人間に劇場音楽堂等の未

き」を惹起させるためにこそ、先行研究者の学績があり、彼らの「気付き」があると

来をデザインできるとは到底思えませんでした。

考えて、
９０年代からの「劇場構想」への道程を歩いてきました。ですから、その往
復運動の過程で「自分の真実」に行き当たることを、これから出会うであろう未知

そういう鬱々とした気持ちの中で、県立宮城大学・大学院に通い始めた頃に、前

の塾生たちには体験してほしいと願っています。

職の早稲田大学の学生やOB・OGたちからの提案で、四谷三丁目近くの新宿区の
施設を借りて、不定期に勉強会をはじめたのが「あーとま塾」の嚆矢でした。前述

したがって、来年度を「踊り場」として、教育・福祉・保健医療・多文化共生の現場

した人材育成の状況を「これでは次代を担うアーツマネジメント人材は途切れてし

にあたって、そこから多様な社会課題にぶつかり、熟慮しながら「自分の真実」への

まう」と危惧し、また「特別支援施設」の責任を果たす意味でも、アーラでの「あー

長い旅を始めてほしいと思います。現場からアップロードされた構想は何があって

とま塾」の再開を考え始めたのが２０１４年頃でした。アーラでは「館長ゼミ」を隔週

も決して挫けない強さがあります。新型コロナウィルスでの休演や公演中止問題

でやっており、外からの意欲あるホール職員にも開かれていましたが、もっと広い

で、野田秀樹さんの声明と平田オリザさんの発信した同意文がいささか炎上気味

地域から意欲のある人材を受け入れなければ、の思いは強くありました。出張費が

に取り上げられています。私は「公共性」は「自称」するものでもなければ「自認」

付かないのなら、旅費交通費を補助してでも、とようやく
「あーとま塾」を立ち上げ

するものでもなく、ましてや「先験的」に付与されているものとも思っていません。

たのでした。
２０１７年のことでした。

「公共性」は自らの活動と生き様の中で獲得するものと考えています。長い時間を
かけて社会的・国民的合意を形成することで、付与され、獲得するものです。だか

私がアーラの館長に就任したのを機に「社会包摂型劇場経営」を全面的に導入

らこそ、
「自分の真実」と「真のパブリックシアター」を、混迷する現場から立ち上げ

して、文化芸術と劇場音楽堂等の社会機関化に転位して紆余曲折しながらも、そ

る時は今だ、と心を固めているのです。
３年間の「あーとま塾」での多くの塾生とゲ

のノウハウと考え方を獲得してきた経緯をも参加者に引き継いでほしいと思って

ストスピーカーとの出会いの総括が、
「次のフェイズ」へという、私にとっても新し

の２０１７年からの３年間でした。そして３年間が終わり、
２０２０年度、アーラは大規

い旅を用意することになったのです。

模改修の年にあたります。この年を踊り場として、
「あーとま塾」は次のフェイズに
移行したいと私は考えています。さらに現在にとどまることなく未来に個々の想像
力と創造力をはばたかせて、混迷する世界に「新しい仕組み」を持った未来の劇場
を、未知の劇場を描いてほしい、と考えるようになりました。従来の常識に囚われな
い劇場を、というのが私のアーラを組み立てる信条でしたが、そのような私の意識
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前

所

グループ

属

笹路

健

遠藤 ちひろ

多摩市議会議員

A

元 内閣官房内閣参事官（文化経済戦略特別チーム）

2

改田

大朋

名古屋市演劇練習館

A

1993年、通産省（現経済産業省）入省。

3

坂下

香央里

名東文化小劇場・上社レクリエーションルーム

A

資源エネルギー庁、貿易局、製造産業局、通商政策局等を経て、2017年3月から

4

志村

有希子

学童スタッフ

A

内閣官房文化経済戦略特別チームにおいて「文化経済戦略」の立案を担当。

5

タムラ ミキ

ARCT（アルクト）

A

現在、経済産業省中小企業庁中小企業政策上席調整官。東大法学部卒、ハーバー

6

村尾

丸亀市役所

A

ド大学大学院修了。

7

石川 清隆

合同会社Foto-Musica代表

B

8

植田

祐子

東京芸術劇場 アーツアカデミー研修生

B

9

門脇

幸

青山学院大学

B

10

佐藤

友則

国立映画アーカイブ

B

11

長野

多恵

森の劇場プロジェクト

B

12

福田

裕之

パティオ池鯉鮒（知立市文化会館）

B

13

王丸

英男

株式会社JTB

C

14

笠松

智子

森の劇場プロジェクト

C

15

坂口

佳子

岐阜市生涯学習センター 文化振興係

C

16

徳永

和久

福岡県柳川市

C

17

野口

耕平

丸亀市役所

18

結城 ゆりえ

東京芸術劇場 アーツアカデミー研修生

C

19

伊藤

博美

人形劇団むすび座

D

20

髙橋

渓太郎

(公財)武蔵野文化事業団 施設管理課

D

21

中西 ゆかり

森の劇場プロジェクト

D

22

増田

龍一

公益財団法人ミモカ美術振興財団

D

23

松岡

大貴

東京芸術劇場 アーツアカデミー研修生

D

社会的インパクト・マネジメントなど、成果向上に向けた手法の研究・導入支援を行

24

山口

君子

可児市民 あーとま塾サポーター

D

うケイスリー株式会社を2016年に設立。

25

安藤

涼太

岐阜市文化センター 業務課

E

琉球大学非常勤講師、GSG（Global Social Impact Investment Steering

26

竹澤

ひさみ

フリーランス

E

Group）国内諮問委員会事務局、社会的インパクト評価イニシアチブ共同事務局。

27

冨永

真佑

スターシード

E

沖縄県那覇市出身。

28

中尾

栄治

SPAC

E

29

村田

美笑子 （公財）大垣市文化事業団

30

吉田

明子

31

浅井

健太

32

伊藤

和子

33

江藤

慎介

34

熊野

大輔

35

鈴木

亜希子

文学座

36

山本

佳奈

東京芸術劇場 アーツアカデミー研修生

剛志

産業文化部

大学院

文化課 市民会館建設準備室

総合政策学研究科

福岡支店

教育部生涯学習課
産業文化部

文化課 市民会館建設準備室

静岡県舞台芸術センター

C
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匡

同志社大学経済学部教授

文化経済学会<日本>会長

専門：公共経済学、スポーツ経済学、文化経済学、教育経済学
経済学博士、京都大学経済研究所助手、名古屋大学経済学部助教授を経た後、現
在同志社大学経済学部教授、文化経済学会<日本>会長（2018年〜）
主著：European Economic Review等海外学術雑誌等に論文を多数掲載。
『教
育と格差』、The Kyoto Manifesto for Global Economics: The Platform
of Community, Humanity, and Spirituality等の著書を執筆。

幸地

正樹

ケイスリー株式会社 代表取締役
大学卒業後、2007年にPwCコンサルティング合同会社へ入社。主に中央省庁や
地方自治体など官公庁に対する戦略策定支援、予算評価や調達・事業者評価支援
等の業務に10年従事。ソーシャル・インパクト・ボンド等の成果連動型委託契約や

E

ロジックモデル作成グループワーク ファシリテーター：

E

今尾

F

ケイスリー株式会社ディレクター

可児市民 あーとま塾サポーター

F

大学卒業後、日系・外資系金融機関に入社後、米国留学を経て、独立行政法人国際

株式会社地域計画建築研究所

F

協力機構（JICA）の官民連携事業に従事。主に、途上国におけるBOP／インクル

F

ーシブビジネス、課題解決型ビジネス（SDGsビジネス）支援、案件組成・管理を担

F

う。ケイスリーではインパクト投資等をテーマに、ビジネス・金融と社会課題解決を

F

繋ぐ事に取り組む。

事業課

事業係

人形劇団むすび座
（一財）こまき市民文化財団

（公財）大垣市文化事業団

事業課

事業係

江美子
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ると言われている。
「楽しさ」は、自己決定力を持つ個人が、それぞれの創造性を
最大限に発揮することによって獲得できるものであり、それはチームメンバーの幸

具体的な課題の重要な部分は組織的な問題であり、意思決定メカニズムに関する

福感を高めるものとなる。そして、チームメンバー同士は、友好的な競争状態の下

問題である場合が多いと感じている。特に、前例の無いことを行う場合に、前例が

で、共創することになる。
Scrum を成功させるためには、ロジックモデルにおける重要な要素である、

者の上司がその責任を負うことに抵抗を示す場合が多い。特に、上司の失敗回避

１）アウトカム優先順位の決定基準を透明化すること、
２）評価、
３）評価とアウトカ

選好が強い場合には、上司が失敗の責任を負わなくとも済むようなメカニズムを入

ムとの明確な関連付けを行う必要がある。

れる必要がある。

以上を総括すると、劇場のロジックモデルを実施するためには、意思決定のメカ

講評

現在、民間のみならず劇場のような公的機関において、将来に向けて環境変化

ニズムを変えていく必要があり、そのプロセスで最も決定的に重要な点は、失敗が

に対応できる組織作りと意思決定メカニズムを作り上げていく必要性は高まって

可能な組織構造と意思決定メカニズムの導入を進めることである。そして、小さな

いる。民間企業において、このようなシステムとして、アジャイルソフトウェア開発

試みを繰り返し、全体としての信頼性の高いプロジェクトを構築するプロセスに対

手法が注目を浴びている。この手法の多くは、反復 (イテレーション) と呼ばれる短

して、組織全体での理解を深めることが必要であると考える。

い期間単位を採用することで、リスクを最小化することを可能にしている。

最後に、社会的インパクト評価における目標設定に対する共通理解の形成をど

このアジャイルな開発手法は、プロジェクトの遂行手法としても適用可能な手法

のように進めることが必要であるかという問題を考える。組織にとって、
「組織の存

であると考えて良いであろう。劇場に関するロジックモデルを遂行する際に、初期

続」が目標設定になる場合がしばしばあり得る。このことは、意識的にこのような目

アウトカムと中間アウトカムという段階で、小さな失敗を繰り返すことによって、全

標を設定していなくとも、無意識の内に設定している場合が多いと考えられる。実

体としての失敗経験を蓄積し、最終的な失敗可能性を低め、意思決定のリスクを低

際に、ワークショップの中で、
「来場者数の増大」を目標設定にし、修正を求められ

めることが可能となる。ただし、この意思決定手法を採用する際に必要な共通認識

たケースもあった。このケースからも分かるように、目標設定に関する共通認識を

が、ウーターフォール型意思決定から分散型意思決定へのシフトを認めることであ

形成するためには、何らかの作業が必要となる。地域社会が抱える問題を肌で感じ

ろう。

ることが重要となり、そのための地域住民との対話が必要となると考えられる。ま

ウーターフォール型意思決定というのは、言葉通り滝のように上から意思決定が

た、対話を通じて浮き彫りになる地域社会が抱える問題の中から、本質的問題を探

下におりていくことである。具体的には、あるプロジェクトを進めるにあたって、全

る作業も必要となる。例えば、
「孤独」をもたらす社会構造が、諸問題の本質的問題

プロセスに関する完全に近い予見を必要とし、プロセスの最終段階に至るまでの

であると判断すれば、この社会構造を変えるために劇場ができることを模索する

意思決定を始めに決定する必要がある。
しかしながら、このような完全予見に近い

ことが必要となろう。

意思決定は、現実には予測不能な不確実性と情報の不足によって困難である場合
が多く、それによってプロジェクトは始まる前から遂行不能な状態に陥る場合が多
い。
Scrum と呼ばれる手法は、このようなウーターフォール型意思決定を想定し
ないで、分散化されたチームがそれぞれ試行錯誤を繰り返しながらチームに課さ
れた課題を短いタイムスパンで解決していく方法である。チーム形成の仕方によっ
ては、大きなプロジェクトを推進することも可能であると言われている。問題は、各
チームが全体の目標に対して共通の認識を持つために、チームを統括するチーム
マスターは、他のチームのチームマスターとの対話を繰り返し行うと共に、チーム
内での対話を繰り返す必要がある。
Scrum を上手く動かす上で重要な要素が「楽しく目的を達成する」ことであ

文化経済学会 日
<本 会
>長

無いが故に担当者の責任において意思決定を行う必要があるが、その場合に担当
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めに何が必要かをあぶり出していくためのシステムである。今回は体験版として、
仮の目標などを設定し、短時間ながら実際にやってみたのであるが、この背景設定

先ず自分の現在位置から確認しておきたい。

に自分の実際の扱っている事業を当てはめてやってみたところ、いっそ清々しいく

私は、学生の頃に演劇に触れ、実演を経験し、いつしか職業として舞台に関わる

らい全く思い通りにロジック作りが進まず、大変貴重な失敗体験をさせてもらった。

道を選び、やがて劇場で働くようになった。出発点が創作の側にあるので、舞台作

いや、単に事業自体に悪いところがあったとか、そういう単純な話でもない。この

品・創作そのものに肩入れした思考になりがちであるという自覚はある。つまり、制

「ロジックモデル」自体の進行のように、それは不可逆で不可侵な部分があるもの

作としては「この作品をもっと売りたい」
「この舞台に客を呼びたい」そういう一人

ではなく、目標それ自体を含めたあらゆる部分が常に変化を求められているという

称の欲求に基づいて行動することが基本だった。
しかし周知の通り、日本は既に経

ことだと思う。
「これはこういうものだから」
「こう決めてしまったから」という、得て

済的には斜陽の一途をたどる国となってしまっている。ただ「面白そうだから」くら

して無意識に固定化してしまっていたものをもあぶり出してくれるのが、この「ロジ

いでお金を出したり、劇場まで足を運んでくれたりするような、余力を持て余した

ックモデル」というやり方なのだと、私は認識した。それは本来意図された使用法

人々はどんどんいなくなっている。劇場に人を集め続けるには、もう一歩踏み込ん

では無いのかもしれないが、時に前提すらも変化させてしまうのが「ロジックモデ

だ理由が必要だ。さてではどうしたら良いのか？解決の道を探しているうちに、こ

ル」のやり方なのだから、これでいいのだと思う。

の「あーとま塾」へ行き着いた。
日本の劇場で働く者として、もちろん全くの無知ではなかったのだが、可児市文

一年間を通して3つのステップ（3回の講座）で構成される「あーとま塾」。その

化創造センターalaが衛館長のもとでどういった活動を行っているか、今回こうし

第一ステップは、私という情報を受け入れるシステム（器）のアップデートを行うた

て塾に参加するにあたって事前に館長のウェブエッセイを読み込むことで、より身

めのものだったように思う。残す2回でどんなプログラム（情報）が書き加えられ、

にしみて理解ができたように思う。加えて塾の最初には、これから共に学んでゆく

最終的に私はどんなアプリケーション（行動）を走らせるようになるのか。今から楽

塾生たちとの感覚を共有するためのレクチャーも、館長自ら行ってくれた。振り返っ

しみでしょうがない。

てみれば、既にこの時点で、私の視野・思考はかなりの変化を起こしていたのだろ
う。端的に言えば、
「使用前」の私は自らの扱う仕事（商品）の将来的生存可能性の
拡大と発展を求めていたのだが、
「使用後」の私は社会や個人のより良い将来的

さて。今回の講座を振り返るにあたり、総括として考えてみた言葉がある。レポ

変化のために仕事（商品）をどう扱うか、ということを専らに考えるようになれてい

ートの最後に〆として記載しようと考えていたのだが、結果的に蛇足でしかなくな

た。それはまさに、劇場が「芸術の殿堂」から「人間の家」へと変わっていくように、

ってしまった。しかしもったいないので、とりあえず以下に記載だけしておくので、

これまで「芸術の奉仕者」と考えていたこの舞台制作という自分の職業が、
「人間

ご笑覧ください。

の奉仕者」としてより広い意味を見出すことができるようになった。これが、今後基

--------------------------------------------------------------------

本になってくる、
「利他的に」
「三人称で考える」視野の獲得、高密度の情報量で進

要するに我々（私だけではなく、私の業界の人々だけでもなく、もっと広く）は今、

行される講座を成り立たせるために必要な感覚の共有だったのだろう。

視野の拡張を求められている。

新たな視野を獲得して望む学びの場というのは、さながら宝島に行き着いたよう

より先を、より外を見るように。

なものだ。塾日程の一日目には「文化経済戦略について」、更に「幸福感」の観点か

目の前に人を集めることだけを考えるのではなく、可視化できる数字だけを見るの

ら考えていく文化政策と、中々に高度な内容を短時間に圧縮して学んでいくのだ

ではなく、その先、その人々、その数字の向う側にある何かを見定める視野を持つ

が、多くの発見や気付きの連続だった。これに加えて〆として館長と講師二人で行

必要がある。

われた鼎談も多くの示唆に満ち溢れていたが、その詳細を書いていてはキリがな

何を問題としているのか？

い。それよりもここで書くべきは、今回、私にとってより大きな衝撃を与えてくれた、

何を欲しているのか？
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てみよう。

そもそも「ロジックモデル」は、到達したい目標（ビジョン）があり、そこへ至るた

中尾 栄治

座の中で自分の中に起こった変化を見つめ直し、それを言語化していくことを試み

翌二日目の「ロジックモデル作成」のことだろう。
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何をしたいのか？
人のその先（中）にある何か（問題や課題だけではない、もっと感覚的なものも含
め）をみつめ、それに手を伸ばして引き寄せることで、結果として人が集まる。
そういうことなのだ。
求める変化は、そうやって集めたものの中からしか起こらないだろう。
集めるために集めただけのものでは、望む未来へ至るための礎とはならない。
そして先ず、何よりも、望む未来を描いてみせることが、全ての始まりとなるべきだ。
そこから始めるべきなのではないか。
結論としては、とても当たり前のことだった。

2
0
1
9

﹂①文化政策

﹂①文化政策

静岡県舞台芸術センター

S
P
A
C

﹁あーとま塾

中尾栄治

﹁あーとま塾
2
0
1
9

ことはない。言葉で聞いてなんとなく想像はできるのだが、腑に落ちていない部分

今回のあーとま塾での話しと、これから述べる経験が結びつき、考えを改めるきっ

もある。次回のあーとま塾では、本物の芸術に触れる機会が少しでもあればありが

かけとなった。

たい。また、あーとま塾内では難しくても、紹介等していただければ非常に嬉しく思

私は今年の4月に文化課に異動してくるまで、福祉課で生活保護のケースワー

う。なお、多くの市民も私と同じような感覚であると思う。丸亀市で劇場ができた際

カーをしていた。ケースワーカーは、被保護者が経済的・社会的に自立することを

には、本物でありながら、初心者でも抵抗なく鑑賞できるようなものを提供してい

援助することが仕事である。
しかし、現実は事務処理に追われ、現金や医療・介護

ければと思う。

サービスなどを給付することが仕事となってしまっていた。おそらく、多くのケース
ワーカーがそのような状態に陥っていたのではないかと思う。

2日目の、ロジックモデル作成グループワークにて感じたことも報告する。

私がケースワーカーをしていた中で、一番印象に残っている出来事がある。年

一番感じたことは、各々の考え方がここまで違うのかということだ。それぞれの

齢は35歳くらいで、精神疾患を患い仕事をしておらず、単身生活を送っていた女

バックボーンが違うのだから当然のことではあるが、私が予想していた以上に違っ

性がいた。ある日、彼女の元夫から、
「彼女から今から死にますという電話があった

ており、正直驚いた。今後丸亀市で劇場を作るにあたって、市民、市議会議員、市

ので、様子を見に行ってくれないか？」との電話があった。
しぶしぶ彼女が住むアパ

役所職員、アーティストなど様々な考えを持つ方と話をしていくこととなる。そのよ

ートまで行ったが、カギは開いておらず、呼び鈴を鳴らしても反応はなかった。その

うな状況で、どうやって話をまとめていくか、そこが大変難しく、大きな課題である

ため、アパートの大家に連絡をし、鍵を借りて中に入ってみると、彼女は風呂場で

ことを再認識した。 また、今回のあーとま塾では、実際にロジックモデルを活用し

練炭を焚いて自殺していた。

て、どのように社会的インパクト評価を行うのかまではできなかった。次回のあーと

彼女は、生活保護を受給していたので最低限のお金は手にしていたが、死を選

ま塾では、実際の評価の仕方をもう少し具体的に話しが聞ければと思う。

んだ。おそらく、彼女は「幸福」ではなかったのだろう。今になって考えてみると、彼
女には居場所、人とのつながりがなかった。両親は離婚し、引き取られた母親との

最後に、今回初めてあーとま塾に参加し、全国の様々な立場の人たちと話しを

関係もうまくいっておらず、身近に友人もいなかったので、外出するのは買い物か

することができて本当に刺激になった。今後も交流を深め、情報交換し、互いに協

通院かしかなかったようだ。

力できるような関係にしていければと思う。 次回も楽しみにしています。

改めて、
「幸福」とは何なのか。私はお金があれば「幸福」だと思っていたが、そ
れは、家族や友達や職場という人・社会とのつながりがあるという前提があっての
発想だという結論に至った。つまり、人が「幸福」に生きるために本当に必要なもの
は、人とのつながりであり、居場所なのではないかと思う。つながり、居場所は水と
米、その他の物はタバコや酒のようなものだと考えると分かりやすいかもしれない。
では、文化芸術がどうすれば水と米たりえるのか。これまでの文化芸術は、タバ
コや酒のような嗜好品であったと思う。嗜好品なので、お金に余裕があり、好きな
人が利用する。
しかし、衛館長がおっしゃっていたように、文化芸術は社会的処方
箋であり、人々にとっての水や米を提供できるものである。人々を「幸福」にするた
めに、文化芸術をすべての人に届けることが必要であると感じた。
Welfare、Positive Welfare、Wellbeing。細かな言葉の違いはよく分からな
かったが、劇場に関わる人間として、全ての人々を「幸福」にしていくような利他的
な仕事をしていかなければならない。今後丸亀市で劇場を作るにあたって、その気
持ちを忘れずに業務にあたっていこうと思う。
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た。私はこれまで、お金がたくさんあれば誰でも幸せになれると思っていた。
しかし、
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連想させるところ（貧困や格差）があり、であれば彼が執り行ったような、インフラ

しくは強く関心を持つ方々の集う研修への参加は、新鮮で強烈な体験でした。
２０

のことについて、交流会の席上、ala職員半田氏の紹介により、文化経済戦略の立

年ほど前、関東の専門劇場で働いていたころ、
「自分の仕事は、誰のためになって

案を担当された笹路健氏に直接質問させていただく機会を得、
「ネットワークの部

いるのか」ということが気になり始めました。
「この劇場は誰に必要とされているの

分にも、地域ごとに個性を発揮して欲しい」とお答えいただくことができました。こ

か（職員のために劇場を運営しているのではないか）」という「わからない」がスト

れは、
「共有できない地域ごとのネットワーク観があり、これを中央から押し付ける

レスとなって心身を蝕み始めました。芸術総監督を讃えるための「御前会議」で、

メリットがない」ということをおっしゃったのだと解釈しました。皆でより良い暮らし

個人的にまったく興味を持てない事業企画（劇場についてのほとんどのことがらは、

を目指そうとはせず、コミュニティ内で自分だけがちょっとマシな暮らしをしたい、

トップダウンで行われていました）に対して、何をやるか、と誰に何のために観ても

と考える（例えば山間部の）閉鎖された地域の人々に、地方出身者が適度に距離を

らうのか、を同時に考えてはいかがでしょうと具申したところ、いいものをやれば客

取り合うことで暮らしを高め合っている都市部の人々の価値観が通用しない、とい

は来るのだと面罵されました。結局私は退職して、劇場勤務以前にしていた、舞台

う私の「わからない」体験は、この笹路氏の言葉を理解するために生かされました。

芸術作品創造に携わる仕事に戻りました。その後結婚して子供ができ、離れた土

またロジックモデル作成グループワークでは、長期劇場勤務経験者である私の

地で独居老人となった父親のことなど家族の事情もあり、
１０年後、甲信越の某県

経験をベースとすることになりました。ロジックモデル作成経験のない私は、疑問

の文化事業団職員となり、ここでおぞましいものをいくつも見ました。一言で言え

はあるけど、その先をどうしていいかわからないと告白したところ、仲間から「その

ば、閉鎖的な地形が人の心を閉鎖的にすることを実感しました。自分のそれまでの

先は皆で考えるから、あなたは自分の気持ちを正直に言葉にして」と励まされまし

どんな経験や知識を動員しても、この土地の人間の心を動かすことができません

た。
「わからない」は、そのわからなさが具体的であれば共感し得るし思考のパーツ

でした。事業課長は、自主事業は貸館の空いたところを埋めるためにある、と明言

として活用される体験をしました。

する県職員OBで、彼の「劇場経営論」は、後任のお前に、と文字としてプリントア
ウトされたものを手渡されました。文中に、
「衛紀生は、カラオケも自己表現であり

3.「わからない」から得たもの

芸術だと言っている。だから劇場の空いた時期にカラオケ大会をやれば良い」とい

「わからない」は、それ自体が素材であり、自分の次の思考や行動の原動力とな

う趣旨のくだりがあり、おかげで私は当時会ったことのない衛館長を危うく憎悪す

り得るし、
「わからない」ままでもきちんと脳内に保管しておけば、別の「わからな

るところでした。今年の４月、
「わからない」と共に標高で６５０メートルほど降りた

い」を解くツールとして活用できることを知りました。劇場人として再スタートした

岐阜県大垣市の文化事業団職員となり今回の「あーとま塾２０１９」に参加し、衛館

ばかりの私ですが、この「わからない」を自分の主たる武器として、次なる課題に向

長からいただいた「その、
「わからない」が重要なのだ」という言葉は、
５０歳を目前

き合っていこうと思います。

にしてようやく劇場人として次のステップに進む原動力となる、強烈なインパクトと
なりました。

2.「わからない」の価値
「あーとま塾２０１９」初日にしてようやく脳が動き出したことで、研修前から腑に
落ちなかった「文化経済戦略」に対しての「わからない」が少し明瞭になり、その先
へ進むきっかけを得ることができました。資料を読んだ段階では、
「価値創出」
「循
環」
「海外展開」などの単語に対して、そのためのネットワーク、インフラはどうす
るのか、既存のネットワークを利用するのか、新たなネットワークを確立するのであ
れば、それ自体を戦略の１つとして掲げておかしくないのでは、と感じていました。
（今回の文化経済戦略は、個人的にアルベルト・フジモリ大統領就任時のペルーを
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意図されている日本の文化と、国民や市民が思い描く日本の文化とは隔たりがあ

象も含め感じたことを述べたいと思う。まず敷地に入って目を奪われたのは、劇場

るのではないだろうか。さらに、日本の人々は自国や地域の文化に対してどれほど

と駐車場の間に広がる芝生と、その中央に位置する池と野外用の小さな舞台であ

の知識と理解を持っているのか、さらにはどれほど愛着を持てているのか、甚だ疑

る。ここだけで、何か面白いことが行われそうな、期待感を抱かせる空間であった。

問である。伝統芸能一つをとってみても、一部のコアなファンは固定的に存在して

また、劇場の中も外も開放的であり、しかも劇場という「特別感」を含んだ開放感

いても、そこからの広がりは余りないように見受けられるからである。文化芸術に

ではなく、包括的な開放感が感じられる劇場であった。何故なら、放課後の中高生

対して身近に感じ、それらの愉しみ方を自然と身に付けられる環境が、都市・地方

がロビーの円卓スペースに集っていたり、芝生で寝転がっているサラリーマンがい

関係なく必要なのでは無いだろうか。様々な文化政策を掲げる前に、それらの土台

たり、子供たちは池で水遊びをしていたり…という光景を目の当たりにしたからで

となる素地をまず形成していくことも大切なのではないかと感じた。

ある。alaは、市内に映画館も何も無い中で芸術文化にまつわる全ての機能を集約

現在オリンピック・パラリンピックに向けて様々な文化芸術事業が東京都を中心

した建物として、設立されたと伺った。芸術の前に老若男女問わず市民が自由に行

に 展 開・予 定 され て い るとこ ろ で あ る 。もち ろ ん 、地 方 都 市 に お い て も

き交う場として存在しているのだと実感した。ここで私が思い出したのは、岡山県

Beyond2020と銘打って、新たな文化事業を公募も含め計画が進んでいる。
しか

のとある地方にある市民会館で目にした光景である。
２人の女子中学生が１階ロビ

しこれらの文化創造事業は、文化経済戦略にもあるように社会や経済に再投資さ

ーのテーブルのあるソファーでパンを食べながら勉強をしていたのだが、その時

れ、持続可能なものに発展していくことが重要である。オリパラは一つのきっかけ

筆者が感じたのは、一種の驚きとこのような利用の仕方もあって良いのだ、という

であり発展の為の一手段でなければならない。この為に国を挙げて多くの予算が

劇場に対する価値観の変化であった。衛館長から劇場における社会包摂の役割の

費やされているが、間違えてはならないのは、予算があるから一時的に行う、ので

講話を聴く度に、この時の光景を思い浮かべながら、この出来事が違和感では無く、

はなくこの予算を元手として、向こう10年継続可能な創造活動に対して投資を行

ごく自然な情景となることが必要であると強く感じているところである。

うという意識を持つことである。これらの事業や文化経済戦略に掲げられている

筆者が現在所属している東京芸術劇場は、都が管轄している劇場である為、地

事業を実現する拠点として、公共劇場の役割は大きいと考えられる。それらは東京

域住民が行き交う場としての機能だけを求める事は難しいかも知れない。
しかし、

や一部の劇場だけで実行されても意味が無い。全国に2000以上の公共劇場が存

現状においてアトリウムやロビーに設置されたフリースペースは比較的多くの人

在すると言われている中で、筆者の経験として、実際地方の劇場には都市部より

が利用しており、中には半日以上劇場のソファーで過ごしている方もおられたりす

良い劇場が存在していることが多いと感じられる。ただ、残念なことに積極的な活

る。思っていた以上に、周辺の人々（区民であるかどうかは、非常に多くの人々が

用はなされていない場合が多い。これらの劇場も含めて、市や県の広い範囲での

行き交う地域で有る為不明であるが）には、自由に過ごして良い場として認識され

劇場間の役割分担と連携が出来るように、ネットワーク作りと環境整備が今後さら

ているように見受けられる。そのことから、地方の劇場の方が「劇場」という場に対

に求められるのではないだろうか。これから劇場に関わろうとしている者として、微

して、地域住民から「特別感」を抱かれているのではないかと思い始めた。例えば

力ながらそれらの活動に寄与出来るようこれからさらに様々な学びを得たい。

チケットを持っていないと入れない、催し物に関係が無いと行けない、等々…。敷
居が高いと思われがちな劇場を、これだけ身近な空間として地域に溶け込んでい
るalaの取組は見習うべきところが多いと感じた。

【文化経済戦略について】
経済産業省中小企業庁 中小企業政策上席調整官の笹路氏より文化経済戦略
の意義や概要について話を伺った。筆者がまず初めに疑問を持ったのは、そもそも
国の示唆する「世界に誇るべき我が国の文化」とは何か、という事である。歌舞伎
や文楽などの古典芸能は勿論のこと、漫画やアニメ、神社仏閣などの建造物や舞
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今回初めて、可児市文化創造センターalaを訪れたということもあり、劇場の印
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無差別殺傷事犯の動機としては，
自己の境遇に対する不満から犯行に及ぶもの，

「死にたいなら一人で死ぬべき」
「死ぬのに人を巻き込むな」
「迷惑かけずに死ね」

特定の者に対する不満から無関係の第三者に対する犯行に及ぶもの，
自殺できな

これらの言葉が、テレビやSNSで飛び交ったことに対し
『次の凶行を生まないため

いことから死刑を意図したり，
自殺への踏ん切りをつけるために犯行に及ぶもの，
社

に、こういった言説をネット上で流布しないでほしい。こういった事件の背後には

会生活への行き詰まりから刑務所へ逃避しようと犯行に及ぶもの，
殺人に対する興

「社会に対する恨み」
「幸せそうな人々への怨恨」を募らせている人がいる場合が

味・欲求を満たすため犯行に及ぶものの五つの類型が認められた。これらの複数の

多いので、社会はあなたの命を軽視していないし、死んでほしいと思っている人間

類型の動機が併存している者もおり，
特に，
自己の境遇に対する不満によるもの，
特

などいない。辛いことがあれば、社会は手を差し伸べるし何かしらできることはあ

定の者に対する不満によるものでは，
これらの不満が直接に犯行に結び付くものと，

るというメッセージが必要』
と呼びかける投稿がされたが、この呼びかけに対して、

これらの不満に基づいて，
自殺や刑務所への逃避を考えるなど他の類型の動機が

賛同する人々がいた一方、ネット上では「遺族の気持ちを考えろ」と激しい批判と

派生するものが認められた。事例数としては，
自己の境遇に対する不満によるもの

反発があふれる事態となった。

が最も多く，
次いで特定の者に対する不満であった。

亡くなった方、その家族の方たちの心情を慮ると「次の凶行を生まないために

無差別殺傷事犯は全て単独犯であり，
共犯者はいない。無差別殺傷事犯者も何ら

…」と素直には思えない。
しかし、無差別殺傷事件を理解不能なものとして捉える

かの理由によって被害者を選定している者が多く，
特に，
女性，
子ども，
高齢者が弱者

のではなく、犯罪に駆り立てる社会背景を紐解くことで不可避な不条理を理解しよ

だからという理由で選定されている場合が多い。そのほか，
怨恨相手等の投影・代替

うとすることは極めて重要なことである。

として選定する場合もある。受刑歴を有する者では，
刑事施設出所後１年未満に無

人の心は極めて複雑で多面的である。このため、犯行が生まれる背景や犯人の
心情を完全に分析することは不可能であり、ステレオタイプ的に「無差別殺傷事件

差別殺傷事件に及んだ者が多く，
出所後の問題も存在していることがうかがえる。』
また、性格的特徴については、
『関係記録から，
その評価を見ると，
「素直，
真面目，

を起こす人＝孤独」
「引きこもり傾向にある＝社会への恨みを募らせている」などと

大人しい，
温厚」といった肯定的な評価を受けている者もいるが，
「無口，
臆病，
気が

直接的な捉え方は危険である。事実、氷河期世代のテロと呼ばれた2008年の「秋

小さい，
暗くて落ち込みやすい，
優柔不断，
ストレスに弱い，
さい疑心が強い，
孤独・内

葉原無別殺傷事件」では、当事者自身が書籍を出版し、社会学者たちによる犯行

心を打ち明けない，
人付き合いが苦手，
相手に面と向かって反発できない」等の消

に至る心情の分析や論考を否定している。

極的・内閉的で対人接触が苦手といった評価を受けている者が比較的多く見られ

さて、法務総合研究所が2013年に公表した「無差別殺傷事犯に関する研究」

る。また，
非行・犯罪歴のある者では，
「ため込んでいた不満を突然爆発させる，
キレ

では、無差別殺傷事件を「分かりにくい動機に基づき、それまでに殺意を抱くよう

やすい」などの評語や，
「粗野で情緒不安定，
抑制に乏しくて衝動的・攻撃的で粗暴

な対立・敵対関係が全くなかった被害者に対して、殺意を持って危害を加えた事

性が目立つ」というように一部の者ではセルフコントロールの悪さを示す評価も見

件」と定義し、無差別殺傷事犯の特徴として、次のように分析している。

られる。

『無差別殺傷事犯者の多くは男性であり，
その年齢層は一般的な殺人事犯者に比

さらに，
調査対象者が犯行前に抱えていた主観的な不満や閉塞感等は，
事件の

べて低い者が多い。犯行時において，
友人との交友関係，
異性関係，
家族関係等は

背景的な要因ともなり得ると考えられるものであるが，
代表的なものとしては次の

劣悪である者がほとんどである。また，
安定した職業を得ていた者は少なく，
低収入

ようなものが認められた。

にとどまる者が多い一方で，
居住状況でも不安定な者が相当の割合でいる。全般

・友人ができないことから誰からも相手にされないという対人的孤立感

的に，
社会的に孤立して困窮型の生活を送っていた者が多いと評価できる。

・誰にも必要とされていないという対人的疎外感

無差別殺傷事犯者には，
何らかの精神障害等，
特にパーソナリティ障害の診断を

・失職したことを契機とする将来への不安

受けた者が多いが，
犯行時に入通院して治療を受けていた者は少ない。前科を有

・生活に行き詰まり，
生きる気力を失い餓死しようという絶望感

する者は約半数であり，
その罪名としては粗暴犯が多い。また，
犯行前に問題行動

・ 生きていても仕方なく死にたいが，
死ぬのは怖いから刑務所に戻りたいという現

がある者がほとんどであるが，
その内容としては自殺企図が多く，
特に前科のない

実逃避的な願望
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﹂①文化政策

事件での犯人に対するコメントが物議をかもした。

を相談するなどの行為を行っていた者もいる。

増田 龍一

らが刃物を持った男に襲われ、2人の大切な命が理不尽に奪われた。そして、この

者で多く自殺企図歴が認められる。また，
犯行前に医師等に犯行に関する内的衝動

﹁あーとま塾

本研修数日前の5月28日朝方、川崎市多摩区の路上で登校中の児童や保護者

文化政策レポート④

公益財団法人ミモカ美術振興財団

﹂①文化政策

﹁一人で死ねばいい﹂という社会の孤独

増 田 龍一

﹁あーとま塾
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の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大

・守るもの，
失うもの，
居場所が何もないという孤独感や虚無感

の尊重を必要とする。』は、人が生まれながらに持つ権利という自然権思想を基に

・ 自分だけがみじめな思いをしてきたのに周りがぬくぬく生きているという被害感

し、国民一人ひとりが自分自身の幸福を追求できることができる幸福追求権を保

や怒り
・ 失職や交際相手との復縁がかなわず何事も自分の思惑どおりに行かないという
憤まん

証した日本国憲法第13条である。
「孤独」という個人の問題にされがちな問題に対し、社会問題として向き合う取
り組みを日本の文化行政も学ばなければならず、社会包摂を目的ではなく
「つなが

これらの不満や閉塞感等に共通して見られる特徴は，
生活に対する前向きの希

りの貧困」から脱却し、一人ひとりが自分自身の幸福を追求することができ、活力

望や意欲を失ってしまっていること，
さらに,ものの見方や考え方が極端な方向に偏

ある社会を実現するための総合政策としてまた、社会コスト・行政コストの軽減化

り，
視野の狭い思い込みにとらわれてしまっていることである。』
とまとめている。

を企図とした新しい時代の「所得再分配制度」の実証的エビデンスの構築と捉え

当該研究については、52人を調査対象者とした分析であり、法務総合研究所も
サンプルが限られているとして調査の限界を示している。それでも結果からは、
「働いて賃金を得る」
「人と共に生活する」
「安定した住居がある」
「基本的な生活
経験の欠損」が人の心にネガティブな影響を及ぼすと読み解くことは十分可能で
あり、さらに「人間関係の希薄さ」がある一定のパターンとして認められることは特
筆すべき事項である。
孤独とは、あくまでも主観的な感情のことであって、外部から観察可能な孤立と
は区別されている。
2007年度の国連児童基金（ユニセフ）イノチェンティ研究センターが公表した
子どもの幸福度に関する報告書で、孤独だと感じている子どもの割合が最も高か
ったのは日本である。
「自分は孤独だ」と感じる15歳の子どもの割合が29.8％で、
平均の7.4％を大きく上回っており、回答のあった24カ国中トップである。約３人に
１人が孤独を感じていることになる。また、英誌エコノミストなどが日米英3カ国で
実施した「孤独」に関する意識調査では、
「孤独は自己責任」と考える人が日本で
は44％を占めており、米英の23％を大幅に上回っていることが分かった。日本人
は家族や友人との会話の頻度が米英に比べて少ないことも明らかになっている。
孤独問題の本質は、それが「声にならない声」だということである。本人が孤独
を自覚できないケースもある。孤独が国家経済に影響を与えているとして、2018
年に孤独担当大臣のポストを置いたイギリスでは、様々な観点から孤独の問題を
「孤独を直接的に測る尺度（どのくらいの頻度で孤独を感じるか。）」と「間接的に
測る尺度（相談できる人や信頼できる人がいるか。）」が検討されており、これをも
とに介在研究を行い、具体的な政策課題を進めようとしている。孤独の指標化は、
自分が孤独であることを自覚することにもつながり、このようなアプローチは無差
別殺傷事件などの不条理な事件を減らすためにも極めて重要な取り組みであると
考える。

なければならない。
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・職場いじめを受けたと感じてのストレスや怒りのため込み

増田 龍一

﹂①文化政策

公益財団法人ミモカ美術振興財団

『すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民

﹁あーとま塾

龍一
・努力しても何も報われないという諦め

文化政策レポート④

増田

﹁あーとま塾
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いった文化芸術以外のすべての分野と連携できる力がある。この力を使って、文
化芸術分野への投資を社会全体として回収していくことが重要」と指摘していた。

考えていた。貧しい国だからこそ人々は日々金銭的貧しさに苦しみながら生きて

そして、他分野との連携を考えると、地方自治体の文化政策所管部署は教育委員

おり、貧しさは経済成長により解決できるものだと。それ以上深く考えたことは無

会ではなく、市長部局が望ましいとの見解であった。

かった。
今回、衛館長の講演を聞き、日本で「つながりの貧困」が存在していることを強
く感じた。また、この社会の歪みによって社会的に孤立した人間がどんどん増えて

現在、柳川市の文化政策所管は教育委員会となっている。今後、文化経済戦略
で目指している他分野との連携の実現を考えると、本市においても市長部局で文
化政策を担うことを早急に検討すべきだと感じた。

いること、そのような人間を救うのは、経済成長ではないということを学ぶことが
できた。
「つながりの貧困」について考えたことがなかった私にとって、これだけ経済成
長を遂げた日本に「貧困」が多く存在することは衝撃だった。また、経済成長すれ
ば社会問題は解決し、国民は幸福になると考えてきた私にとって、経済成長しても
この「貧困」は解決できないということも驚きだった。

２．
経済的な豊かさは幸福感に必ずしも結びつかない

＜印象に残った点＞

１．
老若男女が集う可児市文化創造センターala
あーとま塾の2日間で最も印象に残ったのは、あーとま塾のプログラム以外のと
ころだった。2日間の中で、午前中から薄暗くなる夕方までのalaを観察することが
できた。その中で遭遇したいくつかの光景がとても印象的だった。裸足になって芝
生を駆ける姉妹を木陰で見守る夫婦。学校帰りに友人と勉強を教え合う中高生。

「幸せとは何か？」。今回の八木先生の講演は、そんな問いに明確に回答してく

ベンチで井戸端会議を楽しむ中年女性たち。ズボンを捲くり上げて水辺で遊ぶ少

れた。前述したとおり、これまで私は「経済的に豊かな国＝国民が幸せに暮らす国」

年たち。私がこれらの光景を「印象的」と感じた理由は、私がイメージする公共ホ

と考えていた。つまり、経済的な豊かさが、幸福感に直結するものだと。

ールでは遭遇することがない光景だったからだ。

しかし、八木先生の講演は、幸福感を決定する要因として、大きく「健康」と「人

特に大きなイベントが開催されていないにもかかわらず、老若男女が集うala。

間関係」、次いで「自己決定度」が影響しているというものだった。講演を聞いてま

誰かに話しを聞いたわけではないが、その光景を見ただけでalaが、
「必要とされ

ず感じたことは、行政として幸福感を決定する要因に対して厚く支援することが、

ていること」、
「人と人とをつなぐ機能を持っていること」を直感的に理解できた。

最も効率的ではないかということである。

また、これは余談だが、1日目の交流会でFun Fan alaの山口代表から「今から

最近では健康維持への支援も多くなってきたが、これまでの行政施策を振り返

蛍を見に行くけど、一緒に行く？」とお誘い頂いた。酒の席ということもあり、最初

ると経済的な支援がメインであり、人間関係の構築などを支援する施策はほとん

は冗談かと思って聞いていたが、本気でお誘い頂いていることが判明。補足して

ど無かったと思う。
しかし、経済的な豊かさが幸福感に必ずしも結びつかないので

おくが、山口代表と私はその日が初対面である。蛍を見たことがない私にとって、

あれば、経済的な支援よりも「人間関係」や「健康」といったところへの支援を厚く

蛍を見ることに対する興味はもちろん、それ以上に初対面の私を招き入れてくれ

すべきではないかと感じた。

る山口代表に対する興味が湧いた。

３．
公共ホールが地域で担う役割は大きい
「つながりの貧困」などの社会の歪みを治療するには、文化芸術が持つ「社会包

交流会後、他のFun Fan alaのメンバーと共に、民家の光すら乏しい暗闇の田
園へ移動。そこで生まれて初めて見た蛍への感動以上に、その日まで何のつなが
りもなかったFun Fan alaのメンバーと同じ体験を共有できたことに対する感動

摂機能」を発揮することが重要となる。このため、これからの公共ホールは、様々

が大きかった。衛館長の「人と人との関係など、目に見えないものこそ価値がある」

な分野と協力していかなければならない。衛館長の「社会的弱者の『悲鳴』
を感じら

という言葉を少しだけ理解できた気がした。

れない人間は劇場に不要」という言葉を聞き、公共ホールが地域で担う役割は、私
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恥ずかしながら、これまで私は「経済的に豊かな国＝国民が幸せに暮らす国」と

笹路氏も講演の中でも「文化芸術には、観光やまちづくり、福祉、教育、産業等と

徳永 和久

１．
経済的に豊かな日本における「つながりの貧困」

が考えていたものよりはるかに大きいものだと痛感した。

﹁あーとま塾

＜ゼミに参加して気付いた点＞

文化政策レポート⑤

福岡県柳川市生涯学習課

﹂①文化政策

あーとま塾２０１９︵文化政策︶レポート

徳永 和久

﹁あーとま塾
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子ども達自身の環境が変わらないといけない。でなければ良かれと思ったことをや
っているだけ。自分が良いことをしているという自己陶酔をしているにすぎない」。
この言葉にわが身を省みた。当劇団は文化芸術振興費補助金や芸術文化振興基

しかし、一日目だけでも十二分に刺激的･衝撃的であった。意味の分からないカタ

金等の助成金を何度かいただいているので、その過程等で文化政策が支援型か

カナ･初めて見る単語･初めて聞く概念…。事前に通読しておくことと提示された

ら戦略的投資へ。また社会的波及効果･社会包摂等機能が求められるようになっ

資料に目を通していたのでそれが多少の拠り所とはなったが、そうでなかったら押

たことは理解しており、その変化に対応するため努力をしてきた。その結果、一定

し寄せてくる情報の波とこれまで経験したことの無い考え方の渦に翻弄され海中

の成果は出してきているとの自負はあったのだが、本当にそうなのだろうか。自己

深く沈んでいたであろう。

陶酔ではないのか。もう一度真摯に問い直してみたい。

衛館長の発言から
まず、前年度の振り返りで語られた衛館長の言葉、
「人間関係の貧困、自尊感情の

「文化経済戦略」と価値構造について
まず参加する前段階で、提示された「文化経済戦略、およびアクションプラン」

貧困は文化芸術で改善できる。社会機関としての劇場は人と人とのつながりを創

を読むだけで大きな学びとなった、そして今回、笹路氏のレクチャーを直接聞くこ

り、人の生きがいを生み出す機関。ゆくゆくは共生社会の実現の場である」。そし

とができ学びがさらに深まった。

てあーとま塾がなぜ文化政策・社会包摂・マーケティングの３つをテーマとしている

とはいえ、当日の最後にも質問させていただいたが、
「アクションプラン2018」

のかという説明に、学びの指針を得たように感じた。

に記されている重点戦略３―基本方針③「子供や高齢者、障がい者など、あらゆる

そして、
「ハリウッドの映画事業はエンタテイメント事業ではなく、映画事業と定義

人が文化芸術を積極的に鑑賞したり、文化芸術活動の主体となる環境等を整備す

したため衰退した。鉄道は〜」の言葉が心に残り、我が劇団に想いを馳せた。当劇

ることで、多様性に裏打ちされ、創造性に溢れた経済社会の実現を目指す」の子

団は人形劇団であるので当然人形劇公演がメイン事業と定義されるのであるが、

どもに対する主要施策が、
「文化芸術による
『創造力･想像力』豊かな子供の育成」

ワークショップや人形製作キット･蹴込み（人形劇の舞台）販売なども行っており、

であり、達成目標が「伝統分野や生活文化、国民娯楽等が継承されるとともに、子

特にワークショップは幼児・小学校・中学校・大学・保育士・アマチュア人形劇サーク

供の創造力・想像力を育む」では、あまりに抽象的で漠然としすぎているのではな

ル・一般向けなど多岐にわたり多数実施している。その他、地域のホールと協同し

いか。
しかも2018年度2019年度2020年度以降の年度ごとのプランには「伝統

たアートフェスティバルの企画運営、幼児教育に関しての講師など、子どもに関す

文化親子教室事業」以外のプランは何も提示されていない。

る様々な依頼を受けている。人形劇と限定せずもっと幅広く子どもの文化の専門

この点に関しては笹路氏も「子どもに関しては調査不足、情報不足」とおっしゃ

家としての事業展開を考えてみたらどうなのだろうか。

っていたが、日本の未来を担っていく子どもたちの存在が置き去りにされているよ

当劇団は幼稚園･保育園･小学校での公演が収入の約７割を占めるため（他の３割

うに感じる。

は公文協公演･自主公演･助成金等）、平成の大合併（1999年からの8年間で市町

しかしこれは、一方では幼い頃から文化芸術に触れることの重要性、その価値

村数が3,232から1,821に減少）による上演回数の減少や、少子化による鑑賞人

を、子どもの文化芸術に関わっている我々が社会に広く発信できていなかった結

数の減少などの影響は大きい。また俳優も含めた全劇団員（３８名）が給料制であ

果とも言える。当劇団が所属する日本児童・青少年演劇劇団協同組合（児演協）が

るため、収入が減少しても人件費は減少しない。現在までは自助努力で上演回数

2016年に行った「2015年度児童青少年演劇都道府県別観客数調査」
（回答率

も鑑賞人数も現状維持又は微減にとどめ、また助成金等も申請し劇団運営を続け

64.5％）によると、総観客数は251万人（ちなみに2007年度は467万人）。その

てきた。
しかしこの先どうなっていくのか。そんな現状の今、ふと頭をよぎった「人

うちの約７割が幼保・小・中・高の教育機関での公演であり、これらは閉ざされた空

形劇と限定せず、もっと幅広く子どもの文化の専門家としての事業展開を考えた

間での限られた観客を対象としており一般社会の目に触れにくい公演である。ま

らどうか」。この発想を追求していきたい。

た、近年児演協では世界各国から世界的評価の高い演出家・講師を招聘し、18ヶ

また、
「文化政策3.0は芸術的価値と共に社会的価値を重視する戦略的投資。だ

月以下の乳児を対象としたベイビーシアターの研究・ワークショップ・作品作りなど
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初めに
あーとま塾2019の一日目に参加した。二日目は参加できず非常に残念であった。

﹁あーとま塾

文化政策に参加して
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からその成果を、変化を起さないといけない。子ども達に何かしたら子ども達が、

吉田 明子
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＜ゼミに参加して気付いた点＞

文化政策レポート⑥

﹂①文化政策

人形劇団むすび座

あーとま塾

吉田 明子

﹁あーとま塾
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いかなければならない。そしてそれらの活動が文化政策に影響を与え、子ども達の
豊かな鑑賞機会の創出、子ども達が文化芸術活動の主体となる環境の整備につな
がり、最終的に子ども達を、子ども達を取り巻く環境を変化させ、子ども達の幸福
に向かうのではないか。我々のより一層の奮起が必要である。
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﹂①文化政策

成果をきちんと数値化し検証し、社会的・経済的な価値があるのだと広く発信して

﹁あーとま塾

ている。我々はそれらの活動も含め、alaでの県立東濃高校の取組のように、その

吉田 明子

﹂①文化政策

人形劇団むすび座

を積極的に行い成果を上げている。インクルーシブアートに関しても学びを始め

文化政策レポート⑥

吉田 明子
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ーが演じ、アカデミー賞を始め、その年の助演男優賞を総なめにした。今回はその

務には慣れてきたと思えてきたが、こうした研修に参加し、先生方や、他の参加者

ジョーカーにスポットを当て、ある男がジョーカーになるまでが描かれている。なぜ

の方の話を聞くと皆さんの意識の持ち方や、自身の見識の狭さに焦りを覚える。

その『ジョーカー』であーとま塾の衞館長の言葉を思い出したかというと、まさしく

昨年参加した際も、ロジックモデルの作成は大苦戦し、未だに後悔している部分

この映画で描かれるジョーカー誕生の理由が「社会における存在の飢餓」だから

が大きいのだが（「ゲームをやってばかりで外で遊ばない子ども」を題材にしてロ

だ。後にジョーカーとなる主人公のアーサーは病気を抱える母と二人暮らしで、コ

ジックモデルに取り組んだがゲームとの距離感の置き方や認識の違いで運び方が

メディアンを目指しながら雇われの大道芸人のような仕事をしているが、とあるミ

わからなくなった）、今回も、早々に行き詰まってしまった。私たちの班は公益財団

スで仕事はクビになり、定期的に受けていたカウンセリングも市の予算削減で打

法人静岡県舞台芸術センター（=SPAC）の方がいたため、SPACをモデルにロジ

ち切られ、友人と呼べるような人もいない。街は清掃員たちのストライキによりゴミ

ックモデルを作成することにしたのだが、実際にSPACの方から劇場が抱える問

で溢れ、貧富の差は拡大するばかりのゴッサムシティでアーサーはとある事件を

題点について聞いても、それをどう社会的活動につなげていいかわからず、時間

起こしてしまい…、という内容である。

だけが過ぎていってしまったが、八木先生からのアドバイスもあり、地方自治体が

もちろん、今までに「社会における存在の飢餓」を描いてきた映画は数多くある

抱える「人口流出を防ぐ」という課題にSPACとしてどう向き合うか？を軸にどうに

が、昨今、興行収入的にも隆盛を極めるアメコミ映画で取り上げられたのは非常に

かロジックモデルを作りあげた。

価値のあることだと思う。事実『ジョーカー』は、なかなか賞レースの対象になりに

「子供が住みたい街にする」というのがロジックモデルの目的だったが、その中
で最終アウトカムの一つに「誇りを持てる街」に設定していた。が、どうしても作成

くいアメコミ映画にあって、ヴェネツィア国際映画祭で最高賞の金獅子賞を獲得し、
アカデミー賞へのノミネートも確実と言われている。

中に拭えなかった違和感が海外でも公演を行う専属の劇団があるのならば、事業

もちろん、国や文化、年代も違えばそもそも
『ジョーカー』はフィクションなのだ

計画など考えなくとも、もうそれだけで十分誇りなのでは？ということだ。
しっかり

が、遠い世界の夢物語と切り捨てることもできない。こういった人々の存在をどう

とした独自性のあり、海外からも評価されるSPACでも存在だけでは誇りが持てな

癒していけるのか、考えていきたい。

いと言うのなら、他の地方公共ホールはどうすればいいんだという思いもあった。
が、しかし後になって振り返ってみるとこういった違和感が生まれる根本には、自
分の中に今回のあーとま塾の冒頭でも批判的に言及されていた良い公演をすれ
ばそれで良い的な考えがあったことが大きい。ただただ良い演劇を作るというの
はロジックモデルで言えばインプットに過ぎず、それをどう結びつけていくのかが
重要で、SPACの方もそこに苦悩されているはずなのに、その違和感に固執して
しまったのは浅はかだった。次回以降生かしていきたい。
このレポートは恥ずかしいことに提出期限を大きく過ぎてしまっているため、ど
うせならば今だからこそかけることを書いておきたい。今回のあーとま塾は衞館長
によるレクチャーは数日前に起きた登戸の通り魔事件の話の流れから、国民意識
調査で景気対策や社会保障のことが1位になっている事に危機感を覚えたり、社
会からの悲鳴だと受け取らなければならないという話があった。先日公開された映
画『ジョーカー』で鑑賞中にどうしてもこの事を考えざるを得ない映画だったため
書いておきたい。
『ジョーカー』は所謂アメコミ映画だ。バットマンの宿敵として今まで様々な俳優
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﹂①文化政策

私は大学卒業後、そのまま岐阜市文化センターで勤め始め3年目となり、日常業

﹁あーとま塾
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が演じてきており、中でも2008年に公開された『ダークナイト』ではヒース・レジャ

安藤 涼太
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あーとま塾には昨年度のstep②「社会包摂」以来２度目の参加となる。

文化政策レポート⑦

﹂①文化政策

岐阜市文化センター

あーとま塾
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の1回目。
包摂の在り方を提唱し、可児市において様々な取り組みを行っている。その取り組

劇作家・演出家の平田オリザ著、
『新しい広場をつくる

市民芸術概論綱要』

（2013岩波書店）の中で、社会における芸術の役割について、⑴芸術そのものの

みは特に地方自治体や新たな文化施設の在り方を模索する行政職員に注目され、

役割、⑵コミュニティの維持や、再生のための役割、⑶教育、観光、医療、福祉など、

今も視察や講演依頼が絶えないという。今回の講座も多数の自治体職員や劇場・

目に見える形で直接的に「役に立つ」役割、この三つに分類している。

NPO職員が参加していた。

日常的な音楽体験やルワンダ内戦を背景に、人々の心を癒す役割≒平田の考える

1回目のテーマは「文化政策」。同志社大学経済学部八木匡氏、経済産業省笹路

芸術そのものの役割 （p.1-5）、震災時被災した集落において、住民の心に寄り

健氏によるレクチャーがあり、その後ケイスリー株式会社による社会的インパクト

添う地域文化の重要性から コミュニティの維持や、再生のための役割 (p.16)、そ

評価に関する紹介と使用方の手ほどきがあった。八木氏は独自の統計による幸福

して第三章・四章を通していくつもの事例を挙げて 役に立つ芸術 を紹介してい

感についての講義。人々の幸福感は経済的豊かさではなく 自己決定 が大事にな

る。

るとのこと。笹路氏からは平成29年度に発表された「文化経済戦略」及び30年度

前半4章においても、平田が 役に立つ芸術 の理念・実例の紹介にページを割い

「文化経済戦略アクションプラン2018」についての解説。ケイスリー株式会社が

ていることが分かる。そしてこれこそが本書において平田が最も訴えたいことで

普及している社会的インパクト評価とはこれまで成果や結果を提示しにくかった

あると筆者は考える。すなわち、社会において文化・芸術をどう位置付けていくか、

取り組みや、事業を独自のロジックモデルを作成することにより評価できるように

という点である。

取り組むというもの。文化や芸術、劇場の取り組む社会包摂事業を評価する際に

これはひいては劇場の存在意義や助成金の在り方に直結するものであり、劇場法

親和性があると見込んでいるようだ。

成立に尽力した筆者の矜持も感じられる。

これまで舞台芸術、あるいは劇場は確かに、自らがやっていることの意義を説くと

同様に劇場のありかたを模索する可児市・アーラの衛紀生館長と比べると、アーラ

いう部分に力を注いでこなかった。特に議会や行政に対し、説得力のあるアプロ

においては地域における劇場の役割・あり方を見直し、社会包摂拠点としての劇

ーチが出来ていたのか、顧みることが必要になるだろう。

場を模索し続け、それは劇場の機能とは、あるいは 劇場とは何か という問いを
投げかける。平田はより芸術や文化といったものの直接的な役割にある程度の信

筆者等の研修を東京芸術劇場と共に企画・運営するアーツカウンシル東京では

頼を示し、その芸能や作品に意義を見出している点は異なる部分であろう。これは

⑴2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けたプログラムの展開、⑵フェス

平田が自ら実演家であることも関係しているのだろうか。

ティバルの開催と文化創造拠点の形成、⑶助成による芸術文化の魅力と発信力の

神のための教会か、人々のための教会か。答えはもう出ている。
しかし、神のいな

向上、⑷未来を見据えた人材育成とネットワークの構築、を中心に事業展開を行っ

い教会は、教会である必要はあるのだろうか。

ている。全体として東京都における文化芸術振興、ひいては文化・芸術面から東京
都の都市ブランド力向上に寄与する事も重視している。

東京都のオリンピックを控えた文化政策 東京文化ビジョン は、現在の都にお

東京の文化芸術振興において、アーツカウンシル東京は2020東京五輪招致と密

ける文化政策がいかに2020東京五輪に立脚しているかがよくわかる内容である。

接に関わってきたことは設立の背景からも明らかであり、五輪憲章が求める文化

文化ビジョンで挙げられた文化戦略８つの内、7は2020年を超えた取り組み＝レ

とスポーツの融合、あるいは招致直近の2012ロンドン五輪の文化振興策を参考

ガシー、
１つは2020年に向けた取り組みと分けられている。
しかし2020年以降

に東京という都市が文化的にも成熟、あるいは振興の意思があることを示すため

の事業については何が継続可能なのか、予算の確保も含め、担当部局も分からな

現在も様々な事業に取り組んでいる。

いというのが本音であると思う。

その五輪を次年度に控え、2020年度以降のアーツカウンシルは様々な事業の再

実際五輪招致活動以来の、開催に向けた文化プログラムに伴う予算、あるいは五

検討、組織としての新たな課題への取り組みを求められることは想像に難くない。

輪関連基金から得られる予算は丸々無くなる訳であり、新たな予算の確保あるい

組織再編は避けられず、むしろアーツカウンシル東京そのものの存続すら確定的

は事業の見直しが迫られるのは必須である。
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﹂①文化政策

塾長を務める可児市文化創造センターの衛紀生館長は、劇場における独自の社会

﹁あーとま塾

ではないはずだ。

松岡 大貴

﹁文化政策﹂受講を通して想起された東京のこと
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可児市文化創造センターが主催し、年間（計3回）に渡り開催されるレクチャー

文化政策レポート⑧

研修生

﹂①文化政策

東京芸術劇場

あーとま塾

松岡 大貴
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これらは全て関係部局・施設・団体全体として文化戦略にビジョンなかった事に起
因するではないか。本来文化・芸術がコミュニティにおいて、その共同体に属する
人々においてどのような存在であるべき考え、その価値あるいは役割を示すため
に進められるべき施策であるはずだ、文化などというものは。そこに急に五輪とい
う、政治的・経済的・大衆的な大目的が設置されたことにより、ひとまず文化におけ
る都市ブランドの向上に寄与するという題目も出来、文化・芸術側もバブルだと言
わんばかりにそこに乗ってしまってはいなかったか。大きく省察すべきところがあ
るはずだ。
2021年以降の 東京 おける文化政策・文化戦略のあり方は、まずそこから始めな
ければならいのだろう。それは自治体も、所管団体も、そして劇場も。
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﹂①文化政策

っている。

﹁あーとま塾

も、所管団体も、そして担当部局も、誰も何も分からないということだけが皆分か

松岡 大貴

研修生

﹂①文化政策

東京芸術劇場

アーツカウンシル東京においても同様のことだが、2021年以降のことは、劇場

文化政策レポート⑧
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み出せない一歩があった。私は現在、
「公立文化施設と市民参加型舞台芸術」の

生の講義内で幸福感を感じる要因に、自己決定し練習を行うことで快感を得て、

研究を行なっている。当初あーとま塾に参加したのは、①自身の論文執筆のため

利他性を持って共創することは、やり遂げた時の達成感がより一層幸福感に繋が

の糸口を求めてという至って個人的な思い、②ある劇場で言われた「この事業は

ると知った。市民参加型舞台芸術を行うには、参加者全ての存在が大切だ。そして

ここでつくることが目的だから、理解してもらわなくてもお客さんが少なくても良

そこには劇場が必要だ。どれも人と人とが直接接触し、舞台芸術と劇場がその間

修士２年

いんです」
（あるコンテンポラリーダンス作品の観劇をした際、あまりにも集客が

に介在する。この研究を進め、成果を市民から行政の方々へ届けるのが使命では

ないことに関して、質問をしたことに対する職員の方の答え）という言葉への疑問、

ないかという結論に現段階で至った。また、自身の幸福感の源が自己決定と舞台

③そしてこの2年ほど公立文化施設職員募集面接で指定管理者企業より言われ

出演のために行ってきた、達成感の積み重ねの上に成り立っていたこともはっきり

た「ここは貸館で十分なので、特に自館で制作することは積極的にしなくてよいで

し、自身を見つめ直すきっかけにもなった。この出来事は46歳になった私に大きな

す。」この３つがきっかけとなった。

出来事となった。
社会機関としての劇場とは、職員や行政、研究者だけの問題ではなく、今後いか

初日。集合予定より２時間ほど早くに可児市文化創造センターに到着し、あちこ

に市民と共に考える時間を共有できるのかにあるのではないだろうか。まだまだ答

ちをウロウロ。ここでは日常であるだろう風景が私には新鮮で、探し求めていたも

えがでている訳ではないが、今回の2日間の講座をきっかけにより公立文化施設

のがここにあったと感じたのは、2日間の講座が終了した後だった。午前、午後、夕

への興味が増し、劇場がただの箱ではないなく「宝箱」になり、ワクワクとドキドキ

方とここに集う人たちが老若男女入れ替わり、思い思いの過ごし方でこの場所と

と、日常と非日常を誰しもが共有できる空間づくりの役に立ちたい、その為に出来

時間を共有する。読書、ランチ、試験勉強、キャッチボールなど、劇場で演者と観客

る事を日々考え、発信していこうと決めた。当初受講するきっかけとなった理由の

が空間を作り出しているのと近い状態が、ここには存在していた。家でもない仕事

３つのうち、
１つは突破口が見つかった。自身の小さな変化かもしれないが気づい

先や学校でもない、第3の場所として地域で機能しているのを見たとき、衛館長の

た人間が始め動き出し、周りを巻き込んでいけるよう、今後も「市民参加型舞台芸

言葉がずっしりと重く再び響いた。
「現在の社会では社会的相続が機能していな

術と公立文化施設」にこだわっていきたい。

い」
「存在の飢餓」
「社会機関としての劇場」の３つだ。社会的相続が家族だけで
なく地域でもフォローすることができる、あなたが必要だと存在を認めてあげられ
る場所として、公立文化施設の劇場がその役割を十分に果たしうることを感じ、そ
の一方で、職員ではない立場でどのように関わっていけるのかを考えるようになっ
た。衛館長のもと、あーとま塾に関わった人たちが「言葉を揃え」て理解をし、各地
で志を持って活動している一員になりたいとも感じた。
今回の講座において、特に刺激になったのが八木匡先生の「Well-beingのた
めの文化政策」文化政策が人の幸福感に与える影響についてのレクチャーだ。先
に述べたように市民参加型舞台芸術（市民ミュージカルに特化）を行うことが地域
にとって、公立文化施設にとって良い影響を与えるという仮説のもと、自身の研究
を進めている。過去に市民参加型舞台芸術に振付スタッフとして関わった時に体
感したものをなんとか明文化したいからだ。従来こうした事業は各地で多数行わ
れてきたが、一部の市民の自己満足にしかなっていない、観客は身内だけという、
ネガティブな評価が多いのも事実だ。私自身も経験するまではそう思っていた一
人だった。
しかし、実際にオーディションから稽古、公演本番へと時間を積み重ねる
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﹂①文化政策

していた。
しかし、それらを証明するすべが無く途方に暮れていたのだが、八木先

﹁あーとま塾

多くの方から話を聞き、興味はあったものの、都内からの距離を理由になかなか踏

幸

総合文化政策学研究科

中で、参加者の気持ちに大小の変化がおこり、その変化は当事者の周りにも波及

門脇

青山大学大学院

「可児市にはすごい劇場がある！そこの館長さんが凄いよ！」大学に入学した当初

文化政策レポート⑨
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社会機関としての劇場

門脇
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た子供よりも、高い幸福感をもっている。支援型の子育ての特徴は、子供の自立を

認知心理学者であり幼児教育の分野に詳しい佐伯胖氏は、著書の中でマイケル・
トマセロ（元米国エモリー大学心理学教授）を中心としたグループの研究をとりあ
げ、次のように述べている。

-

促すことにある。』(西村・八木(2016)：DP16-J-048「子育てのあり方と倫理観、
幸福感、所得形成̶日本における実証研究」の抜粋スライド資料より)

『「関係づくりとしての学習」

第１回﹁文化政策﹂レポート

代表

「自ら失敗して、そこから立ち直る経験が大事。失敗経験を積むと失敗を恐れな

学習が文化的営みに組み込まれるー文化的学習が確立するーということが、学

くなる。」というお話も伺った。それを聞いた時に、では「失敗しないように」
「正し

習者がそれぞれ何かの知識や技能を「身につける」ことではなく、他者との関係を

いことをしなさい」と言われ続けて、身動きが取れなくなってしまっている人は、幸

つくり出し、その関係を広げていく営みになるということである。このことは、学習

福感が低いのではないだろうかと考えた。自分では選べない「周りの大人」からず

するとは自分が「かしこく」なることではなく、人々と「かしこい」活動が共同で営

っとこのような感覚を植え付けられ、幸福感を奪われてきてしまった人もいるので

めるようになることを意味している（略）』
（佐伯胖『「学ぶ」ということの意味』

はないだろうか、とも考えてしまった。
「では、公共の劇場・ホールはどのようなこと

岩波書店

2017年

pp..94-95）
（傍線筆者）

ができるのか？」という考えも同時に頭に浮かんだ。
このことと、自分の関心分野である「学習」、
「活動を通した学びあい」とがリン
クし、頭が両方を行き来しながら興味深くゼミに参加していた。

1.アーラの事業を考えてみる
アーラが行なっている「まち元気プロジェクト」の基本に「社会の中での孤立を
防ぐ」という軸があることを、一昨年からのあーとま塾を通じて知った。
同プロジェクトでは数多くの表現芸術をベースにした参加型活動（以下、これら

このように、学習を「学習者ひとりの頭の中で行われること」として捉えず、
「他
者との協働や、文化に埋め込まれたもののなかに「学び」がある」と考えることが
できる。
先にあげたアーラでのワークショップ・プログラムを例にとると、衛館長が言う
「社会的相続」が十分に行われていない子供に対して、
「安心・安全な場」で仲間
やファシリテーターとともに活動することで、生きる上で必要な力をだんだんと身
につけてもらう「過程」そのものが文化的な学習だと捉えることができるだろう。

の活動を「ワークショップ」と呼ぶ）を実施し、それぞれの目的と文脈（コンテクス
ト）に応じたプログラムを実施している。
これらのプログラムには目的の階層性（レイヤー）があり、それが「やらされる
感」のないプログラムに仕上がっていると感じる。
「活動」レベルのレイヤーは、演

3.公共ホールが「学びの場」をデザインすることの意味
このような場をデザインすることは、経済学者である宇沢弘文氏が言う「教育」
に近い場をつくることに近い。宇沢氏は著書の中でこう述べている。

劇や身体表現、音楽などをベースにしたプログラムと言えるが、何を得てもらうの

『子どもたちが成人して、それぞれ一人の社会的人間として、充実した、幸福な

かという「目的」のレイヤーでは、
「ある高校での中退者を減らす」、
「子供のいる

人生をおくることができるような人格的諸条件を身につけるのが、教育の果たす

お母さんの仲間づくりの場を作り、孤立させないようにする」、或いは「高齢者が

べきもう一つの役割である。そのために、教育は、個別的な家庭、或いは地域的な

いきいきと交流し、仲間を作れる」であったりすると見受ける。

いしは階級的にせまく限定された場ではなく、できるだけひろく、多様な社会的、

こうした活動は参加者の「学習の場」として見て取れる。学習というと正解のあ

経済的、文化的背景をもった数多くの子どもたちが一緒に学び、遊ぶことができる

ることを「覚え」たり、計算が「できる」ようになったりすることのように聞こえるが、

ような場でおこなわれることが望ましいわけである。』
（『社会的共通資本』宇沢弘

「唯一の正解のないこと」や、
「解がたくさんある」ようなこと、例えば、人と人との
関係のようなものについて「より良くなっていく」ことや、
「こうありたいと願う自分
になっていく」ことも、ある意味での学習と考えることができるだろう。

文、岩波新書、2000年）
（傍線筆者）
「様々な他者とともに楽しみながら、たとえ失敗しても大丈夫という感覚を持っ
て挑戦できる」ワークショップの場は、
「自ら失敗して、そこから立ち直る経験が重
要。失敗経験を積むと失敗を恐れなくなる。」と述べた八木氏の言葉と重なってく
る。もちろん子どもだけでなく、大人もまた、自分とは異なる他者と「ともに」
（ある
いは、異なる他者「から」）学びあうことができる。
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『支援型の子育てを受けた子供が、将来において、他のタイプの子育てを受け

2.「文化的学習」

石川 清隆

る研究がとても興味深いものだった。

﹁あーとま塾

今回のゼミで文化経済学会会長の八木氏がお話ししてくれた「幸福感」に関す
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いう関係は必ずしも作れない。

-

4.文化経済戦略への思い

代表

さて、ここまで芸術活動を通した（ベースにした）学びについて書いてきたが、
文化経済戦略はこうした活動をどのように扱っているだろうか。
『文化経済活動を通じた社会包摂・多文化共生社会の実現』
この項目の中に、
「人と人の間のつながりをつくること」や「学びの場をつくるこ
と」に関して言及している部分は見つけられなかった。
この項目に対して「芸術活動を通じて交流すること、学び合うことから、参加者
の自己効力感や他者への貢献感を高めることを通じて、お互いの強みを活かしあ
い、弱みを打ち消しあう、互恵的な緩いコミュニティが生まれるデザインをする。こ
れによって社会包摂・多文化共生社会を徐々に実現し、生きづらいと感じる人を減
らしていく」ことができると信じている。
そして、このやり方はすでにアーラが社会的インパクト評価で示したように、公
的支出の削減のような「外部不経済の抑止」にも繋がっていることもプログラムを
継続実施する上で、重要な観点である。
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きな相違点である。複数の人が同時にその場にいてもお互いに学びあっていると

﹁あーとま塾

係がベースになる。
「鑑賞」や「技術習得」は個人ベースで行われることが多く、大

石川 清隆
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こうした活動を通じて得た「学ぶ仲間」は、コミュニティとして相互的、互恵的関
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昨年５月から衛館長が毎月丸亀にお越しになり「車座集会」を開催し、地域の

果たして現実の国民生活は如何か？よくある行政の計画文書には「少子高齢化、

に114か所、924人の方々と直接お会いし、そのほとんどに衛館長も同行されて

高度情報化の進展などにより、著しく社会情勢が変化した現在」などという形骸化

いる。私たちはおそらく、全国で最も衛館長の薫陶を受けている自治体職員だと言

したフレーズが散見される。
しかし、この言葉から、市井の困難に直面する人々、生

える。

きづらさを抱え、頼るものもなく孤立する人々の生々しい現実の姿を想起すること

あーとま塾に参加するのは３年連続となる。自治体の職員研修は、広くできるだ
けたくさんの職員にその機会を提供するというのが定説である。私が所属する産

は難しい。データから読み取る国民生活の実態はあくまでも机上の「想定の範囲」
の「傾向」に過ぎず、現実的な「豊かさ」の格差は広がるばかりだ。

業文化部では当然「参加する」という選択肢しかないのであるが、人事部門の担当

このことは、前述の「車座集会」で身をもって体感している。最近は、困難に直面

課では、
「村尾はもう十分勉強したのだから、行かなくても良いのでは？」という言

する当事者から、更に様々な課題や解決の糸口が見えない重い荷物をドサッと目

葉にならない空気は感じるところではある。
しかし、このあーとま塾は、丸亀市の

の前に置かれた、そのような状況である。文化芸術や劇場ができること、関われそ

「みんなの劇場」の基本理念に沿った経営を実現するために必要な「哲学」を学ぶ

うな切り口は様々に想像できる。衛館長がおっしゃる「つながり」や「安心できる他

ものであり、小手先のスキルを身に着けるというものではない。広く浅い一般的な

者」を当事者自身が見つけること、それに向けて一歩踏み出すためのきっかけとし

研修と同等に扱わないでいただきたいというのが本音である。また、今回の経済産

て、文化芸術は大いに活用できるだろう。

業省の笹路健さん、同志社大学の八木匡さんのように、国内では最先端の取り組

しかし、現実的にはそれだけで社会全体の課題が解決できるほど単純でない。

みをされている方が招聘されており、こうした機会を通じて情報交換しておくこと

既存の仕組みや制度が疲弊し、制度自体がしがらみになっている状態のケースも

は、将来的な丸亀市の劇場経営にも不可欠なプロセスであることを認識すべきで

ある。当事者が自立できる、依存先が選択できる状態を作り出すためには、制度

ある。

横断的に関わる仕組みや課題解決の担い手を増やすことなど、課題は山積する。

今回のテーマは「文化政策」であった。例年、あーとま塾は、指定管理者となる
文化芸術振興関連の財団からの参加割合が高い。文化芸術に直接関わる財団の
意識変革が必要であるとのことではある。
しかし、憲法に謳われる国や国民のある

とにかく現状の「枠」を外す考え方、つまりアートな指向（思考）が求められるので
ある。
文化芸術愛好者から「新しい市民会館」に期待する声が上がっている。新しい発

べき姿や文化芸術基本法の示す将来像を目指すのであれば、そもそも発注者であ

表の場、活動の場、あるいは自分が優先されたいためのありがたいアドバイスであ

る自治体の本質的な理解を広め深めないと、根本的な変革にはつながらない。
した

る。それを否定するつもりはないが、文化芸術や劇場の社会的な地位を向上させ、

がって、自治体職員は、あーとま塾が課題提起する「文化政策」
「社会包摂」
「マー

意義を主張し、閉塞感のある社会にイノベーションを起こさなければ、将来生き延

ケティング」の３つの要素は、劇場経営の重要な軸として理解を深めなければなら

びる手段が担保されないという危機感を持って、静観していただきたい。

ないと考える。
また、劇場に携わる我々は、現在の文化政策の流れを理解することはもちろん
のこと、憲法に規定する国民の権利について、改めて理解を深めなければならな
い。なぜなら、文化芸術が持つ「多様な価値を受容する」という特質は、憲法第十
一条の「基本的人権の尊重」、同第十二条の「自由及び権利の保持義務と公共福
祉性」、同第十三条「個人の尊重と公共の福祉」、同第十四条「平等原則」に通じる
からである。憲法解釈の是非を問うものではなく、目的となる国民の豊かな生活を
実現するために必要な政策を議論しなければならない。
このことは「文化芸術が好き、嫌い」という選択的要素ではなく、明確な権利とし
て強調されてもよいという解釈もできよう。言い換えれば、文化芸術の特質を活用

私としては、
「みんなの劇場」という言葉に大きな可能性を感じてくれている
方々、地域や社会をしっかりと見据え、
「聲なきを聴き、形なきを観る」活動されて
いる方々とともに「学び」の場を設け、ともに成長したいと考えている。
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動的に関わることで課題解決の触媒となるような機能を模索している。
６月末まで

許容されるはずである。

村尾 剛志

「声なきを聴き、形なきを観る」が如く、ニーズを掘り起こし、文化芸術や劇場が能

し、あらゆる国民の権利を担保する政策を展開しなければいけないという考え方も

﹁あーとま塾
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マーケティングスケジュール

ゼミ風景

ゼミ風景
スケジュール

﹁あーとま塾

﹁あーとま塾

プレゼン

﹂②社会包摂

レクチャー

グループワーク

交流会

﹂②社会包摂

2
0
1
9
2
0
1
9

大朋

名古屋市演劇練習館

A

東京都清瀬市 児童養護施設「子供の家」施設長。

2

梶原

香乃

俳優

A

3

坂下

香央里

名東文化小劇場・上社レクリエーションルーム

A

バブル期の飲食店勤務の後、大学で福祉を学び直し、都内２カ所の児童養護施設

4

志村

有希子

学童スタッフ

A

5

タムラ ミキ

ARCT（アルクト）

A

6

塚本

翠

秋田市役所 企画財政部 企画調整課 新文化施設整備担当

A

7

村尾

剛志

丸亀市役所

A

8

石川 清隆

合同会社Foto-Musica代表

B

9

植田

東京芸術劇場 アーツアカデミー研修生

B

野田

グループ

文化課 市民会館建設準備室

を経て現職。日本福祉大学大学院卒、社会福祉士。
共著『子どもの未来をあきらめない

施設で育った子どもの自立支援』明石書店、

他。

大順

公益財団法人ミモカ美術振興財団

B

香川県丸亀市 児童養護施設「亀山学園」副施設長。

門脇

幸

青山学院大学

B

12

佐藤

友則

国立映画アーカイブ

B

香川大学を卒業後、大阪で半年ほどフリーター生活した後に父が経営する児童心

13

長野

多恵

森の劇場プロジェクト

B

14

福田

裕之

パティオ池鯉鮒（知立市文化会館）

B

15

王丸

英男

株式会社JTB

C

16

笠松

智子

森の劇場プロジェクト

C

17

栗林

知絵子

NPO法人 豊島子どもWAKUWAKUネットワーク理事長

C

多田

18

坂口

佳子

岐阜市生涯学習センター 文化振興係

C

香川県丸亀市

19

野口

耕平

丸亀市役所

C

地元の大学卒業後、ビルメンテナンス会社に就職。その後、同業を営む兄の会社に

20

松田

啓子

日本芸術文化振興会 地域文化助成課員

C

21

葭本

未織

劇作・演出家

C

入社、専務取締役。経営に関する価値観が合わず、
２０１１年に独立創業。
「個性が

22

荒川 裕子

NPO法人

23

伊藤

博美

人形劇団むすび座

D

24

藤田

真治

福岡市東区生涯学習推進課

D

25

増田

龍一

公益財団法人ミモカ美術振興財団

D

26

森

節子

可児地区更生保護女性の会

D

27

山口

君子

可児市民 あーとま塾サポーター

D

落合

28

安藤

涼太

岐阜市文化センター 業務課

E

ケイスリー株式会社ディレクター

29

竹澤

ひさみ

フリーランス

E

ケイスリー株式会社COO兼取締役。

30

中尾

栄治

SPAC

E

31

村田

美笑子 （公財）大垣市文化事業団

慶應義塾大学大学院工学修士修了後、外資メーカーR&D、経営コンサルタントを

32

森松

千恵

森の劇場プロジェクト

E

33

吉田

明子

人形劇団むすび座

E

34

浅井

健太

35

江藤

慎介

36

熊野

大輔

37

徳永

和久

福岡県柳川市

38

古山

暁子

可児地区更生保護女性の会

F

39

山本

佳奈

東京芸術劇場 アーツアカデミー研修生

F

大学院

総合政策学研究科

福岡支店

産業文化部

文化課 市民会館建設準備室

福井・芸術文化フォーラム

静岡県舞台芸術センター
事業課

事業係

（一財）こまき市民文化財団

E

F

株式会社地域計画建築研究所
（公財）大垣市文化事業団

D

事業課

F
事業係

教育部生涯学習課

F
F

理治療施設へ就職。高知県の児童養護施設や現在勤めている児童養護施設を行
き来しながら現在に至る。

周平
株式会社サニーサイド代表取締役。

共生し調和が発展を生む」の理念のもと、多様性のある事業、雇用、成果をもって
社会に役立つ会社を目指している。

ロジックモデル作成グループワーク ファシリテーター：

千華

経て、2015年より慶應義塾大学SFC研究所に上席所員。2016年よりケイスリー
株式会社に参画。社会的成果の可視化およびそのマネジメントを専門に取り組む。

2
0
1
9

﹂②社会包摂

宇川 亜澄
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﹁あーとま塾
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②﹁社会包摂﹂ゲストプロフィール
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悟司

前

改田

産業文化部

属

早川

名
1

祐子

所
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野田 大順

が止まってしまって、保護者が保護を願い出るケースの割合が高いです。後者はネ

亀山学園に来られたのが1年ほど前だったと思います。芸術に興味が薄かった私は

グレクトといわれ、家庭環境だけでなく、保護者と子どもとのつながりにも課題があ

市民会館の役割も、衛館長のこともわからないまま、亀山学園が行っている社会貢

ります。私は児童福祉施設で勤めて15年ほどになります。たくさんの子どもたちを

献の話や、市民ホールの機能として、以前研修で行かせてもらったカナダのバンク

社会に送り出してきましたが、ネグレクトほど人の人生に悪影響なことは無いと思

ーバーの社会的養護が必要な若者たちを支える取組を提案させていただきました。

っています。産後、もしくは胎児期からの母親とのコミュニケーションは他者との関

バンクーバーのブロードウェイ若者支援センターでは、ショッピングモールのよ

りのベースになります。泣けば母乳やミルクをもらえる。泣けばオムツを替えてもら

うな建物の中に健康、教育、自立支援、雇用など様々な支援団体がテナントの様に

える。なお泣けば一生懸命にあやしてもらえる。そういった関りの繰り返しが子ども

入っており、困った若者がふらりと立ち寄れば、良い意味でたらい回しにされ、自立

の自尊心を高めます。逆に泣いても何の手当てもしてもらえない赤ちゃんは、泣か

へと支援される。また、一人の若者のために全ての支援機関が集まってケース会を

なくなるそうです。そんな環境で育った子どもが、この世は生きるに値すると思い、

行うという、日本では聞いたことのない程連携の取れた手厚いケア手法が確立し

他者との関りを築いていけるでしょうか？
初対面の人とのコミュニケーションは勇気がいります。コミュニケーションで失敗

ます。意見を聞きに来た人が自分たちより多く喋っているということだけが頭の中

すれば赤面するほど恥ずかしい思いをしたり、怒られたりします。コミュニケーショ

をめぐって、何を話してくれたかはほとんど覚えていません。
しかし、その話の中

ンが上手に取れると連帯感や達成感を感じたりします。コミュニケーションは保護

に「社会的包摂」というワードが何回も出てきたのを覚えています。不勉強な私は

者からの関りを元に、主体的な他者との関りの中で成功や失敗を通して築きあげ

そのワードの意味すら分からなかったので、衛館長が帰られた後、意味を検索しま

ていくものだと思います。

した。

関りには必ず媒体が必要です。子どもならかくれんぼや鬼ごっこといった遊び、
大人では趣味や仕事もそうかと思います。子どもの遊びの良いところは、反則やズ

除や摩擦、孤独や孤立から援護し、社会の一員として取り込み、支え合う考え方の

ルができることです。いつまでたっても「バリア」のタイミングは理解できないので

こと。社会的排除の反対の概念である。」

すが・
・
・。何が良いかというと、必ず喧嘩になって、謝って仲直りしてという子ども同

なるほど。この意味からすると、とらえ方次第では、児童養護施設の子どもたち

士で解決する一連の流れがあるからです。テレビゲームにはそんな機能はありま

は社会的に弱い立場でありながら、親から分離され生まれ育った場所から遠く離れ

せん。プログラミングされたテレビゲームでは決まったこと以外はできません。
しか

た施設に子どもだけで入所させられているので、社会的排除にあたるかもしれま

し、テレビゲーム相手に恥ずかしさを感じることや、テレビゲームから怒られること

せん。一方で、亀山学園という集団は元気な子どもと若い職員で構成されており、

は無いので、ネグレクト環境で育った、対人に自信のない子どもがテレビゲームの

高齢化や分譲地によってコミュニティーが衰退する地域にあっては、一定の役割を

世界に没頭してしまうのは分かる気がします。人とのつながりを欲していたり、コミ

担っています。入所してしまうとある意味社会的強者になるのかもしれない。所属

ュニケーションが大切ということは分かっているけれど、直面する勇気や自信が無

によって弱者にも強者にもなれるものかもしれません。

いから逃げてしまっている。人と向き合うことが辛い、劣等感を感じてしまうという

社会的弱者とは・
・
・とインターネットで調べれば具体的な例は色々挙がってきま

人にこそ媒体が必要です。言葉で気持ちや考えを伝えることは結構難しいことで

すが、私の考える社会的弱者とはコミュニケーションがとれるかどうかだと思いま

す。そんな子どもたちには、非言語でコミュニケーションを図ることのできる芸術は

す。コミュニケーションを取ることが上手であれば助けてもらうことができたり、社

適当だと思います。何か分からないけど一緒にやっていたら楽しくなってきた。そ

会参加したり、何かに所属することができます。助けてもらっているから社会的弱

れこそが心の回復の始まりです。

者とは思いません。亀山学園にいる幼児さんは手助けが必要なことが多いですが、

みなさんがこれからも作っていくロジックモデルでは、ネグレクト環境にある子ど

かわいい幼児さんに関わることで癒されていることは事実です。亀山学園から幼

もたちの居場所を追加してもらえると、とても嬉しいです。媒体は子どもの人数分

児さんや小学生がいなくなってしまうと殺伐としてくる気がします。全員思春期、反

だけあっていいと思います。劇場、企業、施設、業種が違えばそれだけ提案できる

抗期・
・
・。そう思うと存在自体が発信するものもあるのではないでしょうか？

ことがあります。後はそれをつなぐ役割です。丸亀市はそれを市民会館が担ってく

亀山学園には、色々な経緯で子どもが入所してきます。身体的虐待や心理的虐
待が発覚して児童相談所の判断で施設入所に至るケースと、家賃滞納や電気水道

れると思っています！皆さんありがとうございました。また良い報告をし合える機会
があればいいですね。
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「社会的包摂とは、社会的に弱い立場にある人々をも含め市民ひとりひとり、排

﹁あーとま塾

ていました。この話を聞かれた衛館長は私の3倍ほど話をしてくれたのを覚えてい

児童養護施設﹁亀山学園﹂副施設長

児童養護施設﹁亀山学園﹂副施設長

子どもの未来と社会的包摂に思うこと

ゲスト講評
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丸亀市民会館建設準備室の村尾室長が衛館長を伴って会館建設の車座集会で

養護施設である子供の家や亀山学園では、施設が地域に積極的に開く仕組みを作

を改修し、市民の文化創造活動の拠点としてリニューアルオープン予定の秋田市

ることで、施設の子どもたちと地域住民が一緒に活動する機会を創出している。サ

文化創造交流館（仮称）と、秋田県と共同で整備を進めている、大・中ホールや各

ニーサイドでは、障がい者向けの仕事をほかと区別するのではなく、ひとつの仕事

諸室を有する県・市連携文化施設（仮称）の２つの文化施設の開館に向けた準備に

を細分化することによりみんなで共有し、結果的に多様な事業展開が実現してい

取り組んでいるところであり、alaを始めとする公共文化施設の運営について参考

る。劇場は、質の高い芸術作品だけを一方的に提供する場ではなく、文化芸術活動

とさせていただくため、今回初めてあーとま塾に参加した。
「劇場に関わる人のた

を通じた体験を共有する拠点となることによって、地域をつなぎ、課題を解決する

めのアーツマーケティング・ゼミ」のタイトルから、劇場の運営や芸術文化分野に関

役割を果たしていくことが求められている。

する内容が主になるものと想像していたので、意外に思いつつ、福祉分野と劇場
がはたしてどうつながるのか、楽しみな気持ちもあった。

２日目のグループワークでは、自治体や劇場関係者、アーティスト系の方それぞ
れの立場からの意見を共有できた時間が、非常に有意義だった。様々なアイデア
が出た結果、行政・劇場・アーティストが連携しなければなしえない事業もあり、互

とっての居場所を作るという考え方が、福祉施設やサニーサイドのような企業、そ

いのノウハウを共有することで、あらゆる事業の実現が可能になるとの結論に至っ

してalaのような社会包摂型劇場の運営に通じるということだ。たしかに劇場とい

た。衛館長は「理想」と「できること」は違う、というお話をされたが、あらゆる分野

う空間は、来館の対象を限定する場ではない。それにもかかわらず、どこか敷居が

間で連携し、それぞれの強みを分かち合えれば、
「できること」の幅もずっと広がる

高く、閉鎖的な印象があるのは、
「劇場はそういう場所」という決めつけがあるから

のではないだろうかと、期待感が高まった。

かもしれない。あーとま塾に参加し、またalaという劇場を実際目にしたことで、そ

体験の共有、他分野とのノウハウの共有など、自分の中では「共有」がキーワー

の印象は払拭されたが、今思えば福祉施設と劇場の役割を全く別物と捉えていた

ドとなった今回のあーとま塾だが、行政における共有の課題も同時に明らかとなっ

のも、劇場に対するイメージありきの決めつけであった。

た。
１つは、同じ自治体の中ですら他部署同士の連携が十分に図られていない点で
ある。公共文化施設が複数の分野にまたがる地域課題に対し機能しうるのであれ

的弱者とみなす周囲の環境によってうまれる」という多田氏や衛館長のお話を聞

ば、行政も横の連携を深めることが一層求められると感じた。たとえば、
「鑑賞機会

き、私はそのことに気付かされた。障がいやニート、児童養護施設等に対する偏見

の拡大」を目標に掲げたとして、目や耳の不自由な方に届けることを含むとすれば、

が生まれる要因のひとつとして、事件などのネガティブな面だけが報道されがちな

福祉の視点が不可欠となり、公演回数の増加やより広い会場での開催を推進する

一方で、良い面はあまりメディアで取り上げられず、情報を得る機会が少ないとい

だけでは目標達成には不十分となる。
もう１点は、
１日目の評価に関する報告でもあったように、行政と現場の間で評

（2017年度9.6％）、制度の周知不足が背景にあるという新聞記事を目にしたが、

価に関する違いが共有できていないことである。特に悩ましいのは、数値では表せ

そもそも制度を知る機会がなく、助けを必要としている人に届かないうえに、
「知ら

ない文化事業の成果を何で判断するかという問題だ。本市における市民の文化芸

ない」ことがまた周囲からの偏見を生み出すという悪循環となっているように感じる。

術活動に対する助成金事業を例に取れば、その事業が「広く市民に公開されるか

いわゆるワンオペ育児の問題や、公共交通機関内でのベビーカーの扱いが物議

どうか」が判断基準のひとつとなっているが、その判断材料は、申請書に書かれた

を醸したりするのも、子どもの世話は実親のみで担うのが当たり前といった固定観

参加者（来場者）見込み数しかないのが現状である。そういう時に社会的インパク

念が根底にあるのではないか。こうした子育て問題の解消には、レクチャーでもお

ト評価を活用できていたらと、もどかしい気持ちではあるものの、行政の「検査」

話があったように、
「地域が子どもを育てる」という選択肢が生まれ、世の中に浸透

（計画通り実施されたか）と、成果を確認するための「評価」は異なるという現実を

していくことが必要と考える。地域ぐるみで子育てをシェアできる環境が整えば、

改めて突きつけられ、行政・現場間の意思統一の難しさを実感した。いずれもすぐ

先のような固定観念に縛られず、親の負担を軽減し、
「孤育て」からの脱却につな

に解決できる課題ではないが、こういう視点があるんだという気づきを得られただ

がるのではないかと感じた。

けでも、自分の中で大きな一歩であると思っている。今後は課題と向き合いながら、

子育てに限らず、地域住民がつながりをもつことで解消される社会問題はたくさ
んあるだろう。では、地域のつながりをつくるためにはどんな手段が有効だろうか。

様々な立場にある人同士がお互いのノウハウや体験を共有し、地域をつなげられ
るような公共文化施設のあり方を模索していきたい。
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決めつけや偏見は視野を狭め、不寛容な社会を作る。
「障がいは、その人を社会

﹁あーとま塾

﹂②社会包摂

２﹁社会包摂﹂レポート

１日目のレクチャーで分かったのは、あらゆる多様性を受け入れ、すべての人に

うことが挙げられる。最近だと、秋田県における里親委託率が全国で最も低く

翠

企画調整課

があるのか？」という単純な疑問である。秋田市では、昔の県立美術館だった建物

塚本

秋田市企画財政部

各講師のレクチャーやalaの取組みから得たヒントは、
「体験の共有」である。児童

社会包摂レポート①

翠

あーとま塾２０１９
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あーとま塾の参加にあたり、最初に感じたのは、
「劇場と福祉施設にどんな関係

となり、文化芸術分野において社会包摂や共生社会に関するプロジェクトやワーク

公共劇場で、芸術を媒介として多様な人々が常に集い、表現活動を通して共創す

ショップ等を目にする機会が増えてきた。とりわけ来年開催される東京オリンピッ

る環境があったのなら、また子どもの頃から多様な人々と触れ合える機会があった

ク・パラリンピックの関連文化事業として、障害者アート
（本書ではアートを美術の

のなら、前述のような無知や無関心は生じないのではないだろうか。そもそも固定

みでなくパフォーミング・アーツも含めた芸術全般の意味として用いることとする）

概念として、マジョリティとマイノリティが存在するから、包摂的社会の実現への道

活動への注目度は目覚ましいものがある。これらの事業によって、障害者の芸術活

が遠くなってしまっているのではないか。
現在筆者は、障害者と健常者が共に舞台芸術表現を目指す、インクルーシブダ

がる機会を得ることは、決して悪いことではない。さらに企業とのコラボレーション

ンスのワークショップ事業に携わっている。今年度から新たに始まり、6月から20

により、美術分野を中心にアーティストとして活躍の場を広げている障害者が現れ

名程が集まり来年2月の発表会に向けて作品創りを行っているが、ここでは徐々に

始めているのも事実である。
しかし、パラリンピックにしても障害者アートにしても、

ではあるが確実に、障害の有無に関わらず互いに尊重し合える小さな包摂的社会

実際にメディア等に取り上げられ、社会から注目を浴びているのは「頑張ってい

が生まれ始めている。また、このような障害者が芸術を通して表現し、社会との繋

る」障害者であり、障害者の中でもほんの一握りの人たちだけである。そこでは、

がりをサポートする活動を実施している民間団体や福祉施設も多く存在している。

多くの障害者が直面している社会的な課題や問題が語られることはほぼ無いだろ

しかしながら、10年以上長い期間活動を続けている団体も存在する一方で、事業

うし、人々は障害を乗り越えてひたむきに努力する姿を見て、一時的に感動してい

やプロジェクトの多くが、前述した懸念の通り、オリンピック・パラリンピックに端を

るに過ぎない。これでは、
「障害者も頑張れば出来る」
「障害者でもこんな素晴らし

発したものなのである。明確に2020年度までと区切られたプロジェクトが進行し
ていく中、その先の展開について真剣に検討する必要がある。特にオリパラを機に
活動を始めた福祉団体等は、確実に助成金が減らされ、公的なアーティスト派遣が

錯覚を人々に与えかねない。この東京オリンピック・パラリンピックによって意図的

途切れる可能性が高い。2020年のお祭りを集大成とするだけで本当に良いのだ

に盛り上げられた障害者アートが、本来果たすべき社会包摂という目的を達成され

ろうか。それでは、本質的な障害者と社会との繋がりを得たことにはならないし、折

ぬまま、ただのブームで終わってしまうのではないか、という危機感を筆者は感じ

角得られた表現の場・居場所を結果的に奪うことになってしまう。これらの活動が

ている。

一時的なものにならない為にも、各団体が自立に向けたノウハウの蓄積と、自主事

今回のあーとま塾では、児童養護施設についての現状や、子ども達を取り巻く社
会情勢について話を聞くことが出来た。筆者は以前高齢者福祉施設を運営する社

業として確立（財源含め）出来る策を今から講じなければならない。そこには、公共
としての劇場が果たすべき役割は大きいはずである。

会福祉法人に勤めていた為、高齢者福祉の現状や、現場と法制度との矛盾などを

包摂的社会を実現する為には、社会的課題が数多く存在し、一福祉団体、一公

実感することが多分にあったが、児童福祉や児童虐待に関しては完全に無知であ

共劇場だけでは背負いきれない。従って、社会や人々、マイノリティとマジョリティ

り、身近なものとして捉える機会が無かった。このゼミを受講して改めて、社会的課

を繋ぐ媒介として文化芸術を活用し、表現の場を広げる為には、福祉と公共劇場

題として真剣に社会包摂に取組むのであれば、障害者・高齢者・児童・母子家庭・貧

（芸術）が協力する事は不可欠であると考える。勿論そこには行政も積極的に関わ

困・外国人・性的マイノリティ等々…様々な事柄に対して、無知・無関心であっては

れるアプロ―チが必要だろう。東京オリンピック・パラリンピックの成功のみが目標

ならないと感じた。そしてさらに思い抱いたのは、人々がそれらの課題に向き合う

となるのではなく、三者が継続的な協力体制を築き、芽吹いた障害者アーツ活動

場やきっかけを創出し、いわゆるマジョリティとマイノリティとの境界を失くす一つ

の火を絶やさぬ努力が成されることを望む。そして公共劇場と芸術文化に関わる

の手段として芸術を活用することで、公共としての劇場の存在価値と可能性が見

者として、微力ながら自身が出来ることを絶えず模索していきたい。

出せるのではないか、という点である。そもそもそれらの課題や問題は、それらを
抱える人々自身のみに存在するのではなく、寧ろ社会の側に存在するのである。現
在見受けられるマジョリティとマイノリティとの境界線も、社会が生み出したもので
あり、非常に曖昧で時代の流れや世論に影響されやすいものであると言える。無
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い作品が創れる」といった短絡的な思考が蔓延し、障害者という冠がなされたまま
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2012年に劇場法が施行され、劇場における社会包摂の役割が重視されること

この「存在を癒す」という言葉の中にあるように思われます。

の現状や国･名古屋市の今後の推進計画等を説明をしていただきました。また、お

＜２日目＞

話を伺ったのが自立支援担当の職員の方でしたので、施設退所後の子どもたちが

前回仕事のため１日しか参加できなかった私は、今回が初めてのロジックモデル

社会でどう生きていくか、アフターケア支援･自立支援についても詳しくお聞きしま

作成となり、どうしたら良いのだろうと緊張していました。
しかし落合氏がおっしゃ

した。

った「特定の誰かのために、劇場が何ができるか、それ以外の関係組織・関係者が

その中で、子どもたちのために多額の税金が使われていること、進学･就職に関

何ができるかを本気で考える」
「『成功のイメージ』
と
『ワクワク』
をつなぐ」という

しても官･民様々な経済的支援があり、それらを利用することにより貧困家庭の子

言葉でイメージが膨らみました。そしてグループ全員が主体的･積極的に意見を出

どもとの経済的な逆転現象が生じる場合もあるというお話が印象的でした。

し合いながら作業がどんどん進んでいき、とても楽しく刺激的な時間となりました。

あーとま塾でも早川氏が繰り返し予防の大切さを話されていましたが、まず親や

私達のグループでは「子どもがかわいいと思えない親、子育てに疲れている親、
余裕のない家庭」等を対象とし、ゴールは「親に余裕が生まれ子どもがかわいいと

ける。それが子どもたちの幸せにつながり、結果的には国家財源の支出を減らす事

思える。子育てが楽しくなる」としました。
しかし単に公演やイベント、ワ−クショッ

にもつながる。施設訪問でこの事を感じました。

プなどを企画するだけでは、私達が届けたいと考えている対象の方々に参加して
もらうのは難しい。どうすれば良いだろう。それを考えていく過程で保育士･市の子

衛館長が紹介して下さった「我々は芸術奉仕者ではなく、人間の奉仕者である」。
この言葉に非常に感銘を受けました。私は人形劇団の制作者として、
「子どものた

ども課･児童相談所等様々なステークホルダーが浮かび上がり、
「子育てをシェア
する」
「体験を届ける」という言葉も登場しました。様々な立ち位置･職業の人々が
考え合ったからこそ生まれたロジックモデルだと思います。

めに」
「観客のために」よりよい作品を創るための努力をしてきましたが、それは独
言葉を常に心に留めて活動していきます。

＜補足＞
児相で一時保護されている子どもは突然それまでの生活から引き離され、学校

子供の家の早川氏は「子どもを保護するためには保護者を支援しなければなら

にも行けず友達にも会えない非日常的な生活を送っています。当劇団はこれまで

ない。家庭から引き離される子を減らすべき。予防が大切。施設に来る子の６割は

何度か児相での公演と人形作りワークショップを行っています。子どもたちは最初

虐待を受けているが、そのほとんどは母子家庭で貧困。その背景は社会が母子家

は非常に消極的で、ワークショップの際も職員や劇団員に些細なこともひとつひと

庭や貧しい子どもをネグレクトしている」と述べられました。

つ聞き、確認しながら作っています。そんな子どもたちが人形劇の面白さや創造の

また、衛館長より以下の事例が紹介されました。
「認知症患者への向精神薬過剰

楽しさを体験し、笑顔が溢れ生き生きと劇的に変わっていく姿は非常に感動的で

投与対策としての「演劇情動療法」の開発。演劇情動療法により歓喜情動指数が

す。これらは子どもと文化のNPO団体が公的な助成金を得て公演を仲介し実現し

100から180に上昇する。認知症患者１人／年、3,200円の減薬・介護費用の抑制

たものです。

となる。2025年は675,000人の認知症患者と予測され、およそ２１６億円の医療
費抑制に働く」。
孤立し孤独で追い詰められている親や家庭を放置せず、また様々な理由で子ど

また、文化庁の子ども総合育成事業の中で、特別支援学校で何度も公演してい
ますが、障がいを持ち劇場に足を運ぶのが難しい子どもたち。そんな子どもたちの
生活空間である学校の体育館に舞台を届けることができ非常に喜ばれています。

もを愛することができない親を演劇的手法で癒すことにより、虐待･ネグレクトを防

こういった公的支援がさらに広がっていくことを願っていますし、そのために各方

止し入所児童の減少に繋げられないだろうか。それはどうしたら達成できるのでし

面に働きかけていきたいです。

ょうか。
その答えは衛館長がおっしゃった「僕たちは文化芸術というものすごい武器を持
っている。お金を出す事はできないが、それ以上に存在を癒す武器をもっている」。
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りよがりではなかったか。これからも「芸術奉仕者ではなく、人間の奉仕者」。この
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＜１日目＞

吉田 明子

あーとま塾2019 step2に参加する前に名古屋市内の養護施設を見学し、施設

社会包摂レポート③

人形劇団むすび座

あーとま塾２０１９

吉田 明子

﹁あーとま塾
2
0
1
9

S
t
e
p

＜初めに＞

吉田 明子

この「存在を癒す」という言葉の中にあるように思われます。

あーとま塾2019 step2に参加する前に名古屋市内の養護施設を見学し、施設
の現状や国･名古屋市の今後の推進計画等を説明をしていただきました。また、お

＜２日目＞

話を伺ったのが自立支援担当の職員の方でしたので、施設退所後の子どもたちが

前回仕事のため１日しか参加できなかった私は、今回が初めてのロジックモデル

社会でどう生きていくか、アフターケア支援･自立支援についても詳しくお聞きしま

作成となり、どうしたら良いのだろうと緊張していました。
しかし落合氏がおっしゃ

した。

った「特定の誰かのために、劇場が何ができるか、それ以外の関係組織・関係者が

その中で、子どもたちのために多額の税金が使われていること、進学･就職に関

何ができるかを本気で考える」
「『成功のイメージ』
と
『ワクワク』
をつなぐ」という

しても官･民様々な経済的支援があり、それらを利用することにより貧困家庭の子

言葉でイメージが膨らみました。そしてグループ全員が主体的･積極的に意見を出

どもとの経済的な逆転現象が生じる場合もあるというお話が印象的でした。

し合いながら作業がどんどん進んでいき、とても楽しく刺激的な時間となりました。

あーとま塾でも早川氏が繰り返し予防の大切さを話されていましたが、まず親や

私達のグループでは「子どもがかわいいと思えない親、子育てに疲れている親、
余裕のない家庭」等を対象とし、ゴールは「親に余裕が生まれ子どもがかわいいと

ける。それが子どもたちの幸せにつながり、結果的には国家財源の支出を減らす事

思える。子育てが楽しくなる」としました。
しかし単に公演やイベント、ワ−クショッ

にもつながる。施設訪問でこの事を感じました。

プなどを企画するだけでは、私達が届けたいと考えている対象の方々に参加して
もらうのは難しい。どうすれば良いだろう。それを考えていく過程で保育士･市の子

衛館長が紹介して下さった「我々は芸術奉仕者ではなく、人間の奉仕者である」。
この言葉に非常に感銘を受けました。私は人形劇団の制作者として、
「子どものた

ども課･児童相談所等様々なステークホルダーが浮かび上がり、
「子育てをシェア
する」
「体験を届ける」という言葉も登場しました。様々な立ち位置･職業の人々が
考え合ったからこそ生まれたロジックモデルだと思います。

めに」
「観客のために」よりよい作品を創るための努力をしてきましたが、それは独
言葉を常に心に留めて活動していきます。

＜補足＞
児相で一時保護されている子どもは突然それまでの生活から引き離され、学校

子供の家の早川氏は「子どもを保護するためには保護者を支援しなければなら

にも行けず友達にも会えない非日常的な生活を送っています。当劇団はこれまで

ない。家庭から引き離される子を減らすべき。予防が大切。施設に来る子の６割は

何度か児相での公演と人形作りワークショップを行っています。子どもたちは最初

虐待を受けているが、そのほとんどは母子家庭で貧困。その背景は社会が母子家

は非常に消極的で、ワークショップの際も職員や劇団員に些細なこともひとつひと

庭や貧しい子どもをネグレクトしている」と述べられました。

つ聞き、確認しながら作っています。そんな子どもたちが人形劇の面白さや創造の

また、衛館長より以下の事例が紹介されました。
「認知症患者への向精神薬過剰

楽しさを体験し、笑顔が溢れ生き生きと劇的に変わっていく姿は非常に感動的で

投与対策としての「演劇情動療法」の開発。演劇情動療法により歓喜情動指数が

す。これらは子どもと文化のNPO団体が公的な助成金を得て公演を仲介し実現し

100から180に上昇する。認知症患者１人／年、3,200円の減薬・介護費用の抑制

たものです。

となる。2025年は675,000人の認知症患者と予測され、およそ２１６億円の医療
費抑制に働く」。
孤立し孤独で追い詰められている親や家庭を放置せず、また様々な理由で子ど

また、文化庁の子ども総合育成事業の中で、特別支援学校で何度も公演してい
ますが、障がいを持ち劇場に足を運ぶのが難しい子どもたち。そんな子どもたちの
生活空間である学校の体育館に舞台を届けることができ非常に喜ばれています。

もを愛することができない親を演劇的手法で癒すことにより、虐待･ネグレクトを防

こういった公的支援がさらに広がっていくことを願っていますし、そのために各方

止し入所児童の減少に繋げられないだろうか。それはどうしたら達成できるのでし

面に働きかけていきたいです。

ょうか。
その答えは衛館長がおっしゃった「僕たちは文化芸術というものすごい武器を持
っている。お金を出す事はできないが、それ以上に存在を癒す武器をもっている」。
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＜初めに＞

在の癒やし」ということばを聞いた。

（どう作っていくか）
という考え方を説明するようにしている。

舞台作品などを鑑賞する人の側から見ると、鑑賞した作品それぞれから何らか

-

のメッセージを受け取り、それが各々の癒やしや励ましとなっている。劇場側の立
場から考えると、
「芸術性を高める」ことや、
「質の高い」舞台を鑑賞すること、
「芸

代表

術家」を育てるための事業などはこちらの「心の癒やし」のロジックで動いている。

3.1意義・目的を説明するために
上に書いた「なぜ」
「誰に」に関しては、今回のあーとま塾と、昨年までのあーと
ま塾の「社会包摂」の回で多くのことを学んだ。

それに対して「存在の癒やし」は、芸術の体験活動などを通じて、他者とのつな

今回のあーとま塾での話を思い出してみる。衛館長とゲストスピーカーとのトー

がりを創り出し、ここにいてもいいのだという「居場所感」を持ってもらうことなど

ク・セッションで、ゲストの早川氏（児童養護施設「子供の家」施設長）が「現在の減

を指していると理解した。劇場側から見ると、例えば「孤立」、経済的な分断による

点法の社会を変える。無理に頑張らせて母親を壊さない」と述べ、多田氏（株式会

相対的貧困の増大（子どもの貧困も含む）などの社会的な問題に対して解決の方

社サニーサイド代表取締役社長）は「社会がAI化し、エラーが許されなくなり、
「普

向を目指す、いわば社会的処方箋としてのロジックで動いている。

通」からはじかれる人が増えたのではないか」と述べていた。確かに減点法という

最近、ワークショップや、社会包摂的なプログラムを行おうとしているいくつか

のは、何か唯一の「正解」があり、その正解から「間違えたり」、その解を導くのが

の劇場（コンサートホールも含む）でスタッフの方々とお話をする機会があるが、こ

「遅かったり」することで減点される。
しかしほんとうは人間と人間との間に起こる

のあたりの社会的処方箋のような前提は、やはりまだあまり理解されていないと感

ことは、
「最適解」はあっても唯一の「正解」は存在しない。本当にはないはずの

じている。

「正解」の理論で減点法を押し付けられるから人は苦しくなってしまう。社会包摂と

2.ワークショップを複数の角度から見る

コミュニティの中で協働や対話を行い、自分たちの最適解を生成していくことなの

は、自分の考える正解を押し付けてそれに当てはまらない人を排除するのではなく、
だろうと思う。

ー育成プログラム(以下、WSD)という２つの場で、同時に学びのサイクルを繰り返

劇場が社会課題に向き合うプロジェクトを行なっていく根拠の一例として次の文

せることは非常に役に立っていると実感している。なぜならば、劇場の方々と話す

章が役立つ。 劇場、音楽堂は（中略）人々の創造性を育み、人々が共に生きる絆を

ときに、
「なぜ公共劇場がワークショッププログラムを行うか」を説明しやすくなっ

形成するための地域の文化拠点である。
（中略）劇場、音楽堂は教育機関・福祉機

たからだ。

関・医療機関等の関係団体と連携しつつ、様々な社会的課題を解決する場として、

ちなみに、この２つの場では、同様のキーワードがしばしば顔を覗かせる。
「経済
格差」
「社会の分断」
「不寛容な社会」
「孤立」
「ペリー就学前プロジェクト」
「非認

その役割を果たすことが求められている。（文化芸術推進基本計画[平成３０年３
月６日閣議決定]「目標１」より）

知能力」
「コミュニティ
（居場所）」…このことから、僕にとってこの２つの場は、同じ

これに書かれたとおり、劇場は障害者だけでなく、孤立や相対的貧困、あるいは

事柄を別の面から掘り下げて見せてくれる、大切な場となっている。自分でさらに

生きづらさという対人関係などの社会的課題を解決する場をデザインしていく必

何かを学ぼうと思った時、アーラでは経済学的な言葉や考えを得ることができ、

要がある。アーラでいえば「まち元気プロジェクト」などの事業がそれに該当してい

WSDでは認知心理学の知見などを活かした学習環境デザイン（教育工学の一分

るだろう。

野）
という領域から広げていくことができる。

「ワークショップ？なぜ劇場がしなければいけないんですか？」と問われた時には
上記のようなことを伝え、
「なぜ」公共劇場が、
「誰に」向けて事業を行うかのヒント

3.２通りの説明（目的/ 方法）
さて、公共劇場が「1.なぜ」
「2.誰に」ワークショップ（など）を行うのかという意
義・目的に関しては、アーラで学んでいる「social inclusion (社会包摂)」に代表
される考え方をベースに意義や目的を説明することを試みる。

になりませんか？と、お話しするようにしている。
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手段・方法に関しては、
「学びの場としてのワークショップ」を、どうデザインするか

石川 清隆

今年度第2回目のあーとま塾の冒頭、衛館長のお話の中で、
「心の癒やし」と「存

そして、
「3.何（どのようなワークショップ）を」
「4.どうやって」届けるのかという

社会包摂レポート④
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1.心の癒やし/存在の癒し

-

WSD（そして僕自身）は、ワークショップは「学びの場」として捉えている。劇場

こうしたコミュニティづくりには「唯一の正解」がなく、文化的なものが埋め込ま

の方々に説明するときには、ワークショップの参加者は、活動（及び省察活動）を通

れた芸術活動が、とても適している。アーラでは、こうした埋め込まれたものを引き

して「学んでいる」のだと最初に説明する。ただし、その活動で得られるものの多く

出して、市民に提供するという「人への投資」を社会（教育）機関として行なってい

は「知識を覚えること」に向けられたものではなく、他者と共同的な活動を行い、そ

る。こうした手法を他の公共劇場も
（その地域性に応じてカスタマイズして）使わな

のプロセスから学ぶのだと付け加える。
（必要であればそれを「社会構成主義の学

いのは非常にもったいないことだと感じている。

石川 清隆

合同会社

るのだ！」などとは思わずに参加しているだろうけれども。

社会包摂レポート④

石川 清隆
F
o
t
o
M
u
s
i
c
a

3.2手段・方法を説明するために

代表

習観に基づく学び」であるとも説明する。）
「ワークショップに参加する」とは、
トライアンドエラーを繰り返したり、一人ひと
り異なる他者と一緒に活動したりすることで、だんだんどうやればよいかが「わか
ってくる」という体験、すなわち「学び」だ。そこで行われるのは、誰かが決めた「正
解」を「覚える」という、学校で多く得られる学びとは違う学習のタイプの学びだが、
社会のなかで生きるために必要な「合意形成」や、
「他者理解」について、チャレン
つまり、 ワークショップは、
「コミュニティ形成（仲間づくり）のための他者理解と合
意形成のエクササイズ」（p.18、ワークショップと学び 第１巻、苅宿俊文ほか、東
京大学出版会、2012）の場であるのだと伝える。
すると、プロジェクトの目的・ゴールなどに対して、手法としてのワークショップの
組み立て方が見えてくる。どのような学びを得て欲しいのかで、それを得意とする
（この「言葉を合わせる」作業で、アーティストと劇場スタッフとの間で和文和訳を
するのがコーディネーターの大きな仕事だと、僕は考えている。）

4.ワークショップを実施するだけでは終わらない
（コミュニティ生成）
話を再びアーラの事業に戻す。アーラのワークショップに見られる、大きな特徴
は、
（全てのワークショッププログラムではないにしても）継続的に行ったり、終了
後にも参加者が集まったりできる「コミュニティ」を作っていることだと考えている。
もう少し付け加えるならば「学習コミュニティ」を作っていることだ。
参加者が周りの他者を競争すべき「敵」だと見るのではなく、協働できる「仲間」
だと見ることができることは非常に大事だ。そしてその仲間に「貢献しよう」と考え、
互恵的な関係を作り、お互いの特長を見つけ合い、伸ばし合い、自分から仲間への
貢献をし、それに対して感謝されることで貢献感を得る。こうしたことは「唯一の正
解」があることではないので、授業スタイルでは得られない。こうした「自分たちが
より良くなっていこう」とする学習のコミュニティを、ゆるやかに、時間をかけて作っ
ているように見える。もちろん参加者たちは「学習のコミュニティをつくりにきてい
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ジしながら「こうやっていけばいいのか」という感覚を身につけてもらうことにある。

見学した施設は清潔でありながら、居住空間程度の生活感はあり、明るい印象
を受けた。伺ったのは、平日の日中だったため、子供たちはほとんど学校に行って
おり、あまり見かけなかったが、未就学児の子供たちが遊ぶ様子を少し見かけた。

対象は「子育てに行き詰っている幼児の親」とした。好きで虐待をしている親なん
ていないだろう。児童養護施設に行く前にそういった親子の助けになれたらという
意見になったからだ。
そこで、劇場も育児をシェアすることができないか考えた。シェア方法を具体的

どの子も一見では他と変わらない可愛らしい子供たち。だが、その子供たちの境遇

に考えると今まで多くの劇場が親子のためにやっていたファミリー公演だけでは全

を思うと、胸が締め付けられる思いだった。

く足らないことが浮き彫りになった。なぜなら、ファミリー公演に足を運ぶ親子はお

見学の後は施設長さんから児童養護施設の現状などをお聞きすることができた。

そらくまだ生活や育児に余裕があるだろう。事実、ファミリー公演に訪れる親子は

特に気になっていた退所後の進路は進学も夢ではないという言葉を聞き、進学が

母親と子だけではなく、父親や祖父母などと一緒に来場している印象がある。私た

すべてではないが、安心した。

ちは「子育てに行き詰っている幼児の親」を対象にしているので、それでは見当違

だが、依然と世間の偏見は根強いようである。例えば、家庭養護をするための施
設（一軒家など）を購入しようとすると、地域住民の偏見による反対が起き、なかな

いになってしまう。色々と取り組みをグループ内で提案をしたが、企画立案の際に
当事者の親子や保育士などの専門家などの意見を反映させる必要性を感じた。

段ボランティアで施設に訪れるような方も含まれている、というので、難しさを感じ

最後に、今回の見学や「あーとま塾」への参加を受けて、想像よりは良い方向に

る。ただ、この点に関して施設長さんは「我々も自立して発信するということをして

向かっている、と思った。なぜなら、児童養護施設で勤めていた母の話を何度か聞

こなかった面もあるので、これからはあんなこともこんなこともできるんだよ、と発

いたことがあったからだ。母は30年ほど前に保育士として住み込みで児童養護施

信していきたい」と力強くお話しされていた。

設に勤めていた。勤め先は小規模で一軒家に5〜6人ほどの子供と保育士などが
一緒に暮らしていた。子供たちの親はほぼ健在だが様々な事情で入所していた。
お正月にも帰省できない子供もおり、子供と一緒に母の実家に帰省したこともあっ

い。それに施設の子供たちには文化に触れる機会の少なさを危惧している」とお

たらしい。子供たちは施設の生活に満足しておらず、早く出たがっていた。退所し

話しされ、私自身も劇場がこの分野に関わる意義を再確認した。

たいがゆえに、中卒で社会人になり、結果、仕事が合わずすぐに退職してしまう子
供たちを何人も見てきたようだ。

いざ、あーとま塾初日。講師の方々のレクチャーを受けることとなった。

母は人のために働きたいと思って志望したようだが、現実はなかなか難しく数年

各施設の現状や取り組み等を知るのは非常に興味深かった。現状はやはりなかな

で辞めたそうだ。その当時一緒に過ごした子供たちのその先は知らないのだとい

か厳しいところがあるが、施設の子供たちの笑顔の写真から施設長さんや職員の

う。当時の話をよくよく聞くとよい話も聞くことはできるが、ネガティブな話が多い

皆さんの日頃からの献身的なケアを実感した。

印象があった。

特に、印象的だったのは、
「施設はただ子供を預けるだけじゃなく、あんなことも
こんなこともできる、ということを伝えていかなければならない。年間多くの子供が
中絶によって亡くなっている。子供が育てられないという理由で中絶するくらいな
ら施設に預けてほしい。そういったことができることをもっと知ってほしい」という
言葉だ。その言葉は見学に伺った施設の施設長さんの言葉にも通ずる。
その力強い言葉に対して私たち劇場は何ができるのか？模索していかねば、と
気が引き締まった。
そして、あーとま塾2日目。社会包摂事業のロジックモデル作成に取り掛かった。

そのため、私自身にも少なからず偏見があったかもしれない。今回の参加で私の
中の偏見を多少減らすことができたのも個人的な収穫の一つであった。
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か施設が決まらないという実態があるようだった。
しかも、その反対する側には普

また、文化施設についてお伺いすると「今まで文化施設に期待するということを
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となった。そのため、事前に近隣の児童養護施設を見学させていただいた。

グループの中で対象者を自由に挙げると子供や親というワードが多かったため、
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今回は社会包摂というテーマの中でも、児童養護施設に焦点を当てて学ぶこと

ことがある。福祉施設として名称は知ってはいたが、打合せで伺うまではどこにあ
るのかも知らなかった。打合せにて施設で生活している方達の置かれている状況

現在、宮城県では2,000席規模のホールを宮城県と仙台市がそれぞれで仙台

や様子などを担当の職員から聞き、これまで伺ったことのある学校や児童館、保育

市内に整備を検討しており、それに対して議論が行われている。先月、音楽や建築

園では知り得なかったことを知ることができた。そこで配慮すべき点の確認をした

の専門家などが円卓で意見交換する、文化芸術版

仙台ラウンドテーブル第一回

際に印象に残った話がある。母子支援施設での話だが、そこに入居している方は

「宮城の大規模ホール（舞台芸術施設）を考える」、第二回「（県美問題を手掛かり

夫からのDVを受けており、子どもも「男性は怖い存在」との認識になっている。ア

に）文化芸術によるまちづくりを考える」が行われた。私はどちらも仕事で参加でき

ウトリーチを実施するアーティストの中には男性もいたので、
「チームには男性も

なかったが、登壇者の一人に話を聞くと、大規模ホールの地域における役割やソフ

いるのですが、いない構成の方がいいですか？」と尋ねると、
「いいえ。優しい男性

ト重視ではなく、時代遅れとも思われるハードありきの意見の方も少なからずいて、

もいるということを知って欲しいので、ぜひ来て欲しい」と答えられた。それまでは

今後議論を続けていく必要があるとのことだった。

アウトリーチを実施するアーティストが男性か女性かはあまり意識していなかった

改めて今回社会包摂をテーマとしたレクチャーを受けた後に上記問題を考える

が、それ以後対象によってはチームの構成アーティストの性別の状況も考えるよう

と、時代に即していないどころか逆行していると感じる。地域にとってあるべきホ

になった。

ールとはどういったホールなのか、この地域に生活している人たちにとって必要と
される文化施設とはどんな機能を有しているのか、ラウンドテーブルのみならず市

より、実施の記録写真は対象が後ろ姿や遠目からの状況など個人が特定されない

内で芸術に関わる人々が議論していく場が必要だと感じている。実際このホール

ような様子を記録することが多いが、毎回写ること自体NGな方はいないか確認し

建設に対して議論が盛り上がったのは、突然県美術館が改修ではなくホールへの

ている。それは同じく母子支援施設での話で、東日本大震災後、多くのメディアが

統合と予定されたためであり、それまでは市内の演劇やダンス関係者から懸念が

被災地の様子を撮影し放映していた時に、夫から逃げて母子支援施設に入居して

表明されることはなかった。そのこと自体に危機感を覚える部分もある。アウトリー

いる子どもがその画面に映っていた。その放映により居場所を特定されてしまった

チを行なっている以上、アートによる社会包摂について考えざるを得ない場が多く

ことがあるとの話だった。

ある。
しかし日々の活動に追われてしまい、疲弊し、見過ごしてしまっているものが

そのような経験があったため、児童養護施設もあまりオープンではない印象が
あったため、野田さんの話された亀山学園の地域に開かれて繋がりを持っている

多くあるのではないか。私たちの活動はとても狭い世界だけで完結していないか
と感じるようになった。

様子を伺い、そういった施設のあり方もあるのかと驚き、学びになった。施設だけ

2020年は東日本大震災から10年目を迎え、また東京オリンピック・パラリンピッ

で完結するのではなく、地域社会とつながり、文化の下支えやセーフティネットとし

クが開催される。その次の年からは文化予算や復興予算は減り、これまでとは全く

て機能していることが素晴らしいと感じた。

違う状況になると予測される。その状況を踏まえて、10年後20年後のこの地域、
社会がどうあるべきかを見据え、そのために私たちが何をすべきかを考え、実行し

多田さんのサニーサイドの話もとても参考となった。人口の現状と将来予測とい
う誰もが納得できる理論と、それにより予測できる社会に対応するための対策、そ
して具体的にどう仕事を行っていくかなど、これまで気づかなかった視点からの話
だった。
今後事業を行っていく上で、多田さんにより新たに得られた視点で考えていくこと
が必要だと感じた。私たちの団体も事業を遂行していく上で、どうしてもやれる・で
きる人だけに業務が集中し、その人が別件で動けなくなると事業が止まってしまう
などうまく運営できていない状況を鑑みても、サニーサイドの１つの仕事をできる
だけ細分化し、働く人のできることに合わせた人員配置を可能にしているなどの環

ていきたい。
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境作りは早速取り入れてみたいと考えている。
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数年前に音楽のアウトリーチ実施のため、母子生活支援施設と乳児院に伺った

「社会包摂」の回にオブザーバー参加した。
「あーとま塾」は、自分にとってインプットの場であり、自分の考えがぶれそうにな
った時、原点に戻れる場所でもある。
「社会包摂」というワードが公立文化施設でも

の人、精神疾患や知的障害のある方、承認欲望が強い人がいる。居場所（人とつな
がることができる）がない人々が実に多いことを実感しているから、プロジェクトを
通して居場所をつくりたいという思いも強かった。案の定、
「出たがりの人」だけで
はない、多様な人々が自然に集まった。
昨年度の「あーとま塾」、湯浅誠さんの講義の中で、世の中のマイノリティは実は

と「それどころではない」
「うちは日常に人がこなくてもいい」と一蹴される現実は

マジョリティであるとういこと、若くて健康な男性が世の中の「普通」であれば、そ

まだまだある。 福井の作法 に従うならば、経済に結び付けることが理解の近道で、

のような人は少数。何かしらの困難を抱えている人が大半で、
「普通」の定義を変

短期でも文化芸術で街が賑わう事例をつくり、それを見せ、文化芸術の有効性を

えることが必要だとおっしゃったことを今でも鮮明に覚えている。
「普通」に合わせ

証明しないとその先の「社会包摂」という考えには至らないと言われた。その人は、

るしんどさを抱えている人々に、文化芸術を通しての居場所作りの必要性を感じ

私のことを心配してくれ、いろんなことを考えた上での発言であった。このような

ている。よくある「まちなかサロン」のような、お茶のみ場ではなく、人々が能動的

現状において、自分の確固たる意志をもって企画立案していくには、たまに心折れ

に動く場としての「居場所」は、文化芸術が最適・得意とするもの。
したがって、
「ダ

ることもあるが「あーとま塾」に戻り、原点回帰することで、再びやっていこうとい

ンスプロジェクト」に来られた方は、自分の居場所として選択してくれたのだと思う。

う気持ちになる。言うならば「あーとま塾」自体が「社会包摂の場」になっているの

歌のワークショップに来られている女性がいる。彼女は、私がよく行くカフェの店主
から、このプロジェクトを知って申込みをしてくれた。店主から、普段は一切自分の

摂」を語りきれない、伝えるのが下手くそなのである。下手くそが故に、いろいろと

ことを語ることのない人だが、ワークショップが行われた後は必ずカフェに立ち寄

考えた結果、今年度は自主制作に取り組むことを決めた。今、あらゆる市民（いわ

り、ワークショップの報告をしてくれるそうだ。自分のことを話さない彼女だが「ワ

ゆる障害のある人もない人も）
といっしょにダンス作品創りを行っている。作品創り

ークショップが楽しい」
「あと1回で終わるのが寂しい」と言っていたそうだ。普段

目的の一つは、創作を通して人と人とがつながること。ダンス以外の表現活動も取

の彼女からは想像できない話ぶりに店主はとてもびっくりしていた。文化芸術に触

り入れ、直接的にも間接的にも作品創作に関わる「みんなでつくるダンスプロジェ

れることでの「変化」が起きたことは間違いない。この「変化」は「成長」とも言える。

クト」という名称で行っている。

その「成長」が人々の内面の「成長」であって、人が変わる（成長）ことは街が変わ

自分がこの企画を立ち上げた動機は、
「あーとま塾」を通して、アーラの事業や、

る（成長）ことを、発信していかなければならない。未来を変えるストーリーは、私た

アーラで働く職員のモチベーションの高さを知ったことだ。アーラが「劇場の殿

ちが文化芸術をもって描いていける。未来は自分たちの手でつくっていく。そう信

堂」ではなく
「人間の家」というスタンスにおいて「社会包摂型劇場経営」を日本の

じて、明日もがんばろう。

公立文化施設の中で、先頭を走って行っていることを肌で感じた。2%の芸術の愛
好者ではなく98%の人々に心を寄せる。その98％の中には、経済的・身体的・心理
的に困難を抱える方々がいる。困難さを生み出している社会にはどのような課題
があるかを知り、自分の街の状況を知る。誰もが「well-being」を実感できる社会
の実現には、文化芸術が果たす役割があるのだ。劇場が街に、人に文化芸術で仕
掛け、人と人とのつながりをつくることを知っている私たちだからこそ、できること
はいくつもある。昨年度の「あーとま塾」で衛館長は「橋をかける」と例えた。お客
さんが来るのを待っているのではなく、自分たちが出ていく。文化芸術でつながり
をつくる、居場所をつくることだ。劇場で行われる様々な事業に、自ら足を運べな
い人たちに目を向けないと、
「well-being」のための文化政策には到底追いつけ
ないはずだ。
「ダンスプロジェクト」の話に戻すと、参加者の属性はバラバラ。中には、失業中
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かもしれない。このように、周囲に共感されにくいということは、私自身が「社会包

﹁あーとま塾

聞こえてくるようになったが、地元の文化施設関係者とこの話題について話をする
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「あーとま塾」には2017・2018年度と2年間参加させていただいた。今年度は

社会包摂レポート⑦
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社会包摂レポート⑧

普通って何だろう？ということを最近よく考えるようになった。良い大学を出て、

児童養護施設に入所している子どもたちは、虐待やネグレクト等、様々な問題を

良い会社に就職する。障害をもっていない。LGBTではない。結婚している。生活

抱えている。しかし、当然であるが、児童養護施設に入所していない子ども達も

保護を受けていない。両親がいる。などなど…。

様々な問題を抱えている。また、障がい者施設に入所している人たちや、高齢者施

私がこれまで思っていた普通は、もはや普通では無くなっている。多田社長のお

野口 耕平

丸亀市役所文化課

あーとま塾２０１９

野口 耕平

設に入所している人たちも問題を抱えている。会社で働いているサラリーマンや、

話の中にもあったように、人口比率を見るだけでも、これまで普通だと思っていた、

子育てしているお母さん等も問題を抱えている。何が言いたいかというと、私達劇

いわゆる若くて健康な人は普通ではなくなっていることが分かる。

場に関わる人間こそ、できるだけ多くの人の声を聴き、問題に目を向け、解決に向
けて行動していく必要があるということだ。劇場は万能ではない。
しかし、枠を持た

私が子どもの頃は、とにかく周りから浮かないようにしていた。周りから浮くと、
仲間外れにされ、いじめられ、排除される。物事の本質を考えることなく、周りに合

ない私達だからこそできることがたくさんある。声なき声を聴くという意識を忘れ
ずに、今後も劇場に関わっていきたい。

わせ、周りが正しいということに流されて生きてきた。ただ、子どもの頃は、特にそ
こに生きづらさを感じたことはなかった。周りにいたのは、自分と似た考えの友達し
かいなかったからだ。
しかし、その後大学に進学し、アルバイト等で社会と接するようになってから本
当に驚いた。自分の価値観や常識が通じない人が一定数いたからだ。自分の普通
が、相手の普通でないことに衝撃を受けたことを覚えている。また、そういった人
達に対して、自分はどういう対応をすれば良いのか困ったことを覚えている。
その後就職し、様々な人と接し、多様な考え方に接していく中で、自分の普通が

文化・芸術がこの部分にアプローチできる部分は大きいと思う。私は文化・芸術
＝多様性だと今は考えている。多様な価値観が認められる文化・芸術に触れること
で、多様性は身についていくはずだ。
ただし、特に子どもの頃から文化・芸術に触れる必要性が高いと思う。私自身、多
様性を身につけられているかと聞かれると、自信をもっては答えられない。子ども
の頃からの沁みついた考え方が抜け切れていないからだ。そのため、特に教育の
分野において、文化・芸術が必要とされていると思う。

【劇場に関わる人に求められること】
早川さん、野田さんのお話を聞き、児童養護施設で働く人たちには、本当に頭が
上がらないなと思った。自分の子ではないが、自分の子以上に愛情を注いで接して
おり、なかなかできることではない。話しを聞く中で、以前生活保護のケースワー
カーをしていたころに、施設に入った方がこの子は幸せだろうなと思ったことがあ
ったことを思い出した。
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絶対ではないことを少しずつ理解してきた。
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【多様性について】

社会包摂レポート⑨

かつて、日本各地で口伝されていた「わらべうた」

Ohanaの家は、払い下げを受けた雇用促進住宅を改装した2棟のうち、1棟に入っ

遠野のそれは、
「『んこ』がたり」という語りかけではじまる

ている。

視線が合うようになった赤子に『んこ〜』
と独特の声色で繰り返し語りかけると、赤
子は次第に
『んこ〜』
と返すようになる

昭和を感じさせるこの集合住宅には、子どもを中心とした「社会的養護」や「司法

志村 有希子

学童スタッフ

から福祉」を重点課題として、県委託の自立援助事業や障がい者就労支援事業、
そうしてわらべうたで育ったこどもはいずれ親となり、祖母となった母親が、赤子を

保護観察所委託の自立準備ホームなど、さまざまな機能が集約されており、

わらべうたであやすのを見て、その意味を学ぶ
乳児から高齢者まで、多様な人々が共同生活を行っている。たくさんのリスクを負
わらべうたには意味があり、この世界で人としてくらす術がちりばめられている。
『んこがたり』
というインプットが、赤子と笑みを交わすアクティビティにつながり、

っていることは、容易に想像できる。
しかし、現場の空気は、想像をあっけなく裏切
り、軽やかで明るい。

安心や信頼というアウトプットが得られる。
これは、子育てにおけるロジックモデルといえるのではないだろうか

事務所では、みなが屈託なく笑いあい、誰が支援される側で誰が支援する側なの
か、まったくわからない。想像ではあるが、おそらく生活の中で「支援する/される」

遠野でわらべうたの伝承活動をされている安部ヤエさんのご著書に

ということを意識することはあまりないのではないだろうか。

「『わらべうた』で教えていることは、
らくに、楽しく生きられる知恵なのです。」

所属するひとりひとりが、お互いを思いやって共に暮らし、自分にできることを協

という言葉がある。

力しあう。短い滞在時間だったが、そんな姿がかいま見えた。そしてこれは、今回の
あーとま塾で登壇されたお三方の携わっておられる施設にも共通するように感じら
れた

み、
「ウェルビーイング」を教える。これはまさに、社会的相続だといえるだろう。

「家族」のかたちが多様化する現代その点においては、もはや何をして家族である
と定義するのか難しい。

わたしは、核家族で育った第1世代である。

シングルの家庭やこどものいない家庭にはじまり、フィンランドにおいて「レインボ

母が遠路はるばる産後の手伝いにきてくれたおかげで、母の歌うわらべうたを見

ーファミリー」として社会に根付いて来ているLGBTの家庭や養子縁組による血

聞きすることができたことを幸運に思う。

縁のない家庭、そして社会的相続が機能しない「機能不全家庭」も増えている。
家族のかたちについて、ここでこれ以上の追及は控えるが、先にあげた『ひとりひ

しつけだけでなく、勉強だけでなく、

とりが、お互いを思いやって共に暮らし、自分にできることを協力しあう』
という点

人として生きていく、よすがとなるもの。

は、家族のかたちや在り方を問わず、これからの『家族とは何か？』
という問いの答
えにつながると感じる。

長男にとって自立への節目となる受験を控え、わたし自身が親から受け取ったもの
そして、親として伝えようとしているものに改めて思いをはせた。

そして、自分たちの所属する社会の中に『ひとりひとりが、お互いを思いやって共
に暮らし、自分にできることを協力しあう』
ようなつながりや場をつくることが、あー

話をあーとま塾へと戻す。

とまに参加するわたしたちに求められる課題である
恵まれたメンバー、環境でこうして学び、思考できる幸運に感謝し、少しでも実践

10月のあーとま塾に先だって、塾長より出された宿題に背中を押されるかたちで

につなげたい、と願う講座であった。

わたしは、以前からいきたいと思っていた、羽島市のOHANAの家を見学に訪れた。

企画、運営に携わる職員のみなさんと可児のみなさんに感謝をこめて
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たかいたかいをして赤ん坊をあやすとき、いたずらした子を叱るとき、泣いた子を
なぐさめるとき。赤ん坊を取り巻く人々が、わらべうたで赤ん坊と通じあい、絆を育

﹁あーとま塾
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子育てにおけるロジックモデルと家族について

志村 有希子
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遡ること1年ほど前、可児で開催されたわらべうたの講座に参加した

も勉強になりました。

選択肢を増やすことができるので、とても良い活動だと感じました。
1つ印象的だった話が、
「普通に友達を家に呼べることができる」というお話で
す。施設の子どもが友達を家に呼べないということを、考えたこともありませんで

（1）1日目
今回のテーマは「地域包摂」といったことで、地域密着型の仕事をしている私に

名東文化小劇場

とってはなじみのあるテーマだろうと考えていました。
しかし、まったく馴染みのな
かった世界の話であり、よく考えさせられるテーマであったという印象があります。

した。そういったことができるのは、
「本当の家」のように感じられてとてもいいと
思います。また、一般家庭の子どもがそういったところに来られることもなかなかな
いので良い経験になると感じます。
私が以上の話に注目して考えるのは、施設の在り方についてです。私は養護施

今回、養護施設の話が多く出ました。昔養護施設に関するドラマを見ていたので少

設を「もともとあった家庭に代わりに子供をサポートしていくところ」だと思ってい

し知識はあるほうだと思っていましたが、実際には知らなかったことがとても多い

ました。
しかし、それだけではなくもっと必要なことに手を出すことができているの

ように感じました。また、養護施設以外にも、障害、ひきこもりなど、いわゆる社会的

が現状で、
「今ある親子関係のサポート」
「社会に向けたアピール」
「本当の家によ

ハンデのようなものを背負ってしまった方がどのように生きていくかということに

り近い家」という存在になりえるものなのだと感じました。
②現代の状況について

聞いていてとても入り込むことができたように思います。どういった点に注目した

今回特に心に残ったのは「ひとり親家庭では、暮らすためには仕事をせねばなら

か、養護施設については「施設の在り方について」
「現代の状況について」サニー

ず、仕事をするから世話ができず子どもを養護施設に預ける」というお話です。ど

サイドについては「サニーサイドについて」という3つの観点からお話しします。

んな状況であれ、子どもを産む選択をした人の中には、虐待するために産む人や、
離れるために産む人はいないと思うので、とても悲しいことだと感じます。残念な
がら、現代はそういう状況を生んでしまう環境なのだと感じました。

私の考える「養護施設」は、施設の子どものために何かを行うというような、すべ

最初に出てきていた、
「昔は仲が悪い隣家でも、マッチを借りに行ったりしてい

て施設内で完結するものというイメージでした。今回とても良いと感じたのは、外

た。家庭内でも地域でも助け合いがしっかり意識としてあった。今は地域はもちろ

部への働きかけの活動があることです。

ん、アレクサのようなものがあるため家族間の会話が減っている。」というお話がと

料理やスポーツ教室など、施設には入っていないひとり親家庭の親子向けイベ

ても印象的でした。アレクサのような、機械が何かやってくれるサービスというもの

ントがあることがとても素敵だと思いました。どこに助けを求めていいかわからな

は増えたように感じますが、私はそれらを、すごいなと感心するだけで、そういった

い方も多いと思います。親子向けのイベントは増えつつありますが、ひとり親家庭

視点で考えたことはありませんでした。そう考えると、
「スマートフォンのせいで家

向けのイベントというのは、私はあまり見かけたことがありませんし、あっても親と

族間の会話が減った」とよく言われていますが、間違いではないのだろうと感じま

子がともに出向くイベントが多く、仕事に忙しいひとり親にとってふさわしいものだ

す。
「スマートフォンがあれば相手にしなくても済むから、ネグレクト家庭の子どもは

とは言えないと考えます。その点、長時間の預かりなど、親と子がよい意味で離れ

スマートフォンが買い与えられている家庭が多い」というお話で、聞いてとても気

られるイベントというのは、親にとっても子にとっても、とても大切な時間であると

持ちが切なくなりました。実際、母がSNSを活用しなければいけない仕事を始めて、

感じました。離れている分会話のきっかけになったり、料理イベントでは、子どもが

母がスマートフィンを見る時間が増えたとき、子どもだった私はさみしく感じました

料理に興味を持つきっかけになり家庭で親を助けることができたり、親子の関係を

し、それをカバーするようにスマートフォンを触るようになりました。もちろんそれ

サポートすることができているように感じました。このように、今後、子どもだけで

が会話のきっかけになることもありましたが、せっかく以前よりも快適で便利な世

はなく親の支援も必要であると感じます。

の中になったのに、そんな理由で活用されてしまうのは残念だと感じます。

また、養護施設に入っている子どもたちが、市長に直接募金する活動について

次に注目したところは、施設に入った子どもたちのその後についてです。入所し

ですが、あちらも社会とのつながりを作ることや社会へのアピールができてとても

ているときも大変なことはたくさんあると思いますが、退所してからがもっと大変

2
0
1
9

﹂②社会包摂

①施設の在り方について
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関心を持っていたので、サニーサイドに関するお話の中にも、大変興味深いことが
多くありました。どの講座も、講師の方の想いが熱く、心から伝わるような講義で、

坂下 香央里

「地域包摂」では両日参加でき、また交流会にも参加させていただいたので、とて

良いと感じました。親にとっても、その存在を知るだけで、助けが必要になった時の

社会包摂レポート⑩

名古屋市文化振興事業団
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前回の「文化政策」では二日目は出席できず、一日目のみの参加でした。今回の

きていくうえで注目されてしまう要素になってしまうかと思います。確かに、一般的

でまだ自分のものとして落とし込めていないのだと感じました。反対に、自分の立

な生活をしてきた人と同じ生活をしていくのはもしかしたら難しいかもしれません。

場や経験を理解し、それを活かして物事が考えられるようになれば一歩先の考え

それが理由で社会的自立が難しくなってしまう方もいるかもしれませんが、私は、

方ができ、もっと改善された案が出るようになるのだと感じました。また、他の班の

本人が望んだわけではないであろう状況のせいでそういったことになるのは本当

発表を聞いていても、伝わりやすい話し方や効果的な資料の作り方などが大変勉

につらいと思います。本当に社会とのつながりが必要なのはこういう人たちなのに、

強になりました。そして、自分がすごくいいなと思った発表でも、他の人から見たら

名東文化小劇場

社会がそれを許してくれないのだと感じました。以上のことから私が考える現代の

「理想論であり具体的でない」
「矛盾点がある」というようなことが多々あり、素敵

状況というものは、つながりが昔よりも希薄で、ハンデを負った人々が生きにくい

な考え方だからよいものというわけではなく、いかに実現しやすい、現実的な考え

世の中であると感じました。

かということが求められているのだと考えました。私は今回のグループワークで自

坂下 香央里

名古屋市文化振興事業団

か月で２年目の職員となり、様々な経験を今までしてきましたが、こなしてきただけ

社会包摂レポート⑩

坂下 香央里
なのだろうと思います。どうしても、過去に施設に入っていたという事実は今後生

分に足りないものがわかりました。
「多角的な見方」と「経験」です。今後この２点を
③サニーサイドの考え方について

意識し、考え方と行動力を身に着けていきたいと思います。

私の周りには、障害を持っていて他の人ができることができない人や、定職に就
方々が、一般の人と同じように働いている会社という点で興味を持ちました。
「障

（3）交流会
参加するまではとても緊張していて不安だったのですが、結論から言うと参加し
て本当によかったと思います。普段であったら関わることができない方々のお話が

同じように働いていくということが印象的でした。
「この人はこれが得意だからこ

聞けてとても勉強になりました。美術館の職員の方や劇を作る方、映画関係の方な

の仕事を皆と同じようにやってもらおう」というような考え方は、個を伸ばし、自信

ど、今まで知らんかった世界のことが知ることができ自分の世界が広がったように

を与えてくれるとても素敵な考え方だと感じました。元ひきこもりの方や元精神病

感じます。自分はこういった会は苦手だと思い込んでいましたが、今後は積極的に

患者の方が、今では責任者となっている様子を拝見したときに感じたことがありま

参加してみたいと感じました。企画していただきありがとうございました。

す。私の周りの引きこもりの人や障害のある人は、未来をあきらめている人ばかり
で、本人がそれを望んだわけではないと思うのでとても悲しく思っていました。
し

以上でございます。今回は全体的に自分がかかわることがなかった世界を知る

かし、そういった人が実際に明るい未来を歩んでいることがうれしく思います。前

ことができ、自分の視野や世界が広がり、成長につながった会であったと感じまし

述で、社会的ハンデを負っている人について記述しましたが、講師の方の「弱者を

た。前回に引き続き、改めて参加してよかったと思います。ありがとうございました。

作るのは自分たち自身」という言葉を聞いて感銘を受けました。私がこの仕事をは
じめた頃、社会的ハンデを持つ方々にも楽しんでもらえるような事業や働きかけが
したいと漠然と考えていましたが、このようなことが私はしたかったのだと感じまし
た。ハンデがあった人がほかの人と同じように生活し人生を楽しむことができると
いうことがいかに明るく素晴らしいことなのかと感じました。私はこれから、弱者を
作らない世の中ができていけばいいと改めて感じました。
（2）2日目
自分よりもはるかに経験豊富な年上の方々とグループを組んで何かを行うとい
うのは人生で初めてだったのでとても緊張しました。皆さまが自分の立場（市役所
職員など）に立って物事を考えているのにまだ自分はできていなかったことがあり、
私はまだ自分の立場や経験を活かしきれていないのだと改めて感じました。あと数
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害がある人用」のように、誰々用と仕事を分けるのではなく、できること探しをして、

﹁あーとま塾
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くことができず引きこもりになってしまった人が何人かいます。なので、そういった

文化政策レポート

●相手を理解して臨む

センターが課せられている「生涯学習によるまちづくり人材養成講座」の参考にな

例えば、福祉施設で育った子どもたちを対象にするなら、子どもたちのことを自

るかと参加させていただきました。おかげさまで、昨年のあーとま塾の講師、湯浅

分達よりよく知る専門家や団体を相談役や仲間にして、勝手な思い込みで相手と

誠氏と竹田享氏に今年度の講師をお願いすることができました。私は4月に講座

応対していないか確認しながら企画する。そうすることで参加しやすく相手の信頼

企画の担当ではなくなったため、湯浅誠氏の講座だけ参加できました。
『子ども食

を得やすい状況を作れるのではないかと思います。

11

坂口 佳子

岐阜市生涯学習センター 文化振興係

堂の現状と課題〜誰も取りこぼさない社会〜』
と題した講座は、子ども食堂をはじ
め学習支援の活動等で子どもに関わるボランティアをしている方等から、定員

●一方的に与える
（指導する）だけでなく本人が心地よく参加できるようにする

100名を超す応募がありました。平易な言葉で身近な例を挙げてお話しいただき、

福祉施設で育った子どもたちのための企画であっても、子どもたちを単なるお

「こんな大人がいるということを子どもが知ることが大事」という話もされました。

客様にしないで、役割を持たせるなど、
「あなたはこの場に必要だ」ということを感

私の印象に残ったのは、講座後に廊下ですれ違った女性が「先生はいるだけでも

じさせる工夫をする。
「施しを受けている」と思わせてはいけません。役割を実行す

いいと言っていたじゃない」と一緒に受講した連れの女性に話しかけていたことで

ることで、子どもたちが自信を持つようになるとよいでしょう。

す。推察するに、学習支援などのボランティア仲間と講座に参加し、自分たちの活
動の意義を再確認した言葉だったのでしょう。学習支援のボランティアだからとい
って子どもたちに教えることが得意でなくてもいい、その場にいろいろな大人がい

●単発ではなく継続できる企画にする
続けることで、子どもたちのことをもっと知ることができるし、成長する姿を見る

ることが子どもたちの成長に役立つのであれば、自分も自信を持って活動できる、

ことができるかもしれません。それは企画した私たちにとっても励みになります。あ

私はそんなふうに受け取りました。

るいは失敗と感じることもできます。その場合は何故かと考えることで次回の企画
につながるでしょう。単発の企画では効果、結果を正確に把握しにくいし、社会を

状を改善したいと取り組む人のこと、その取り組みに実際に関わることでしか見え

変える活動には繋がりにくいような気がします。それに、失敗しない人というのは

てこない問題をニュースで聞くだけだった時と違う見方で捉えるようになりました。

成功するまで継続できる人だと聞いたことがあります。続けることが達成する目的

おそらく、多くの人はそこに何か問題があることは分かるが自分の身近ではないか

に近づくともいえるでしょう。

らと関心を持てないでいるのだと思います。
私は今年度から岐阜市民文化祭の担当係に異動しました。このうち、劇場を使用
する芸術祭は第32回、文芸祭は第55回、一番古くから続く美術展に至っては第
72回と自分の年齢以上の歴史があります。美術展は当初、専門に進むための登竜
門として認識されていたようですが、今や生涯学習の発表の場としてとらえられて
います。
今、公立劇場の役割も変容していく過渡期のよう。その中で劇場職員自身がこ
れからの劇場の方向性を提案して、より良い社会の構築や劇場の有効利用に生か
す方向に、直接かかわる公務員（施設管理や財政担当者）に理解してもらうための
ロジックモデルの活用だと理解できました。参加当初は、資金不足で補助金を受け
るための社会包摂かと思っていましたが、これからの文化事業創設の方向性とし
て大切なものだと思うようになりました。
今年度は、事業と重なり２回目、
３回目の講座では２日目に参加できないため残
念でしたが、あーとま塾に参加して、私は社会包摂に生かせる事業企画をする際に、
次のことを頭に置いて企画したいと思うようになりました。

職務で行う場合は、異動など自分の思いもよらない事態になることも予想できる
し、早く実績を上げなければ周りに協力者がつくれず継続できないということにも
なるかもしれません。そういう点で私の場合は難しいかもしれませんが。
このような研修に参加し、市民の立場からも、これからの公共施設としてホール
の役割を考える機会となりました。
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あーとま塾に参加することで、今まで知らなかった立場の人たちのこと、その窮

﹁あーとま塾

あーとま塾に参加して思ったこと

坂口 佳子

﹁あーとま塾
2
0
1
9

私は、昨年から、あーとま塾に参加させていただいています。昨年は、生涯学習

文化政策レポート

今回の「あーとま塾」参加に先立って、職場の近隣の児童養護施設を見学してま
いりました。職場と同じ市内には該当施設が存在せず、必要に応じて市が依頼して

供の家」の早川悟司氏が「子ども食堂を引き受けることで地域にアピールし、児童
養護施設を子育て支援のセンターとして位置付けたい。」とおっしゃっていて、よう
やくぼんやりとイメージできました。

いるという、隣の市の施設に電話で申し込んだところ、
「きちんとご理解いただく
ために」と90分超の時間を用意してくださいました。
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熊野 大輔

︵公財︶大垣市文化事業団

あーとま塾２０１９

熊野 大輔

これまで公立文化施設との連携について考えたことはないとのことでしたが、

「なるべく子どもたちの少ない時間帯に」とのことで、平日の午後に職員二人で

施設の子どもたちに「本物の文化が必要だ」ともおっしゃっていました。私は見学

お邪魔し、施設長みずから個室や複数人部屋、食堂から浴室まで案内してください

前に上司から、
「子どもの文化芸術体験は、質よりも定期性が重要である」と、ある

ました。共用スペースでくつろぐ未就学の男子2人が「仮面ライダー」を見たり床に

児童養護施設の理事長がおっしゃっていたという話を聞かされていたので、少し意

転がったりしている様子を見て、説明できない負の感情が沸き上がってきました。

外でした。いずれにせよ文化庁が「文化芸術による子供育成総合事業」で言うとこ

今でも、この感情については説明できません。小学2年生男子の父親である私自身

ろの、
「子供たちに質の高い文化芸術を鑑賞・体験する機会を確保するとともに、

への「問い」も含まれていたのではないか、と1ヶ月以上たった今では思います。

芸術家による計画的・継続的なワークショップ等を実施することにより、、、」の実現
が限定的な展開であることが分かります。公立文化施設の職員としては、こうして
個々の（子どもの養育に関わる職業人の）意見をお聞きして事業企画へフィードバ

れてしまうそうで、行政による支援の難しさを感じました。入所者が減ることは、社

ックしていく必要性を感じました。職場では、その難しさを知るゆえに、アウトリー

会として喜ぶべきことと思いますが、予算が減って職員数を減らすことになると、

チ活動を行っておりませんが、今後必要に迫られる可能性を考えて、慎重に、衛館

運営が困難になります。公平・中立を旨とする立場上、評価基準となる何らかの数

長からのアドバイス（「楽器を手にしたとたん特権的な錯覚をする実演家がいるが、

値を設定しなければならないのであれば、より行政に「受け入れてもらいやすい」

出前演奏をやらせるな」
「演奏の場がコミュニケートの場になることをアウトカムと

パラメーターの開発に期待するところです。

せよ」）をふまえ、実演家に任せきりにならないコーディネート技術の獲得に向けて

研修会2日目のロジックモデル発表の際、サニーサイドの多田周平氏が「本気で楽

準備をしていきたいと思いました。

しそうにアイデアを語る姿は信じられる」という趣旨のことをおっしゃったように、
切実さをアピールするだけでないやり方があるのかも知れません。

私は東京でフリーの舞台音響家として活動していたころ、
「子ども虐待防止・オ
レンジリボン運動」関連のイベントに何度か関わっていたのですが、児童虐待や児

この施設では、集団生活によって、起床時間やアメニティを子どもたちの自治で

童養護施設の実態をまるで理解していなかったことを知りました。施設見学を終え

決めるようにするなど、
「家庭では得られない力」の重要性を認識しつつも、厚生

て、職場への帰路、
「いきのびる魔法」
「ぼくんち」など、いじめや貧困をテーマに

労働省による「児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護の推進」によって、地

した作品も描いている漫画家の西原理恵子氏が、浅野いにお氏の、多くの悩みと

域での家庭的養護（地域の既存の住宅を購入または賃借してのグループホーム）

問題を抱えた少年プンプンの物語「おやすみプンプン」に寄せた、
「プンプン、大人

に向けて具体的に準備しているとのことですが、これまでの形態と異なり、地域自

って楽しいよ」という短い言葉を思い出しました。

治会への参加など、職員のこれまでに取得したものと異なるスキルが求められるた
め、
「うちの職員はみな不安を感じている」とのことでした。厚労省の方針そのもの
についての見解はいただけませんでした（ストレートに質問できませんでした）が、
「人材育成のためにも本体施設は必要」との見解をいただきました。また施設その
ものの自立について、
「児童養護施設は、児童を養護するだけの施設じゃないよ。
こんなことやあんなこともできるんだよ」と、施設の有用性を地域にアピールして
いく必要性を強く感じていらっしゃいました。このときの私は、それが具体的にどう
いう状態なのか想像できなかったのですが、研修会初日のトークセッションで、
「子
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年間入所者が定員の９０パーセントを下回ると、翌年の定員数（→予算）が減らさ

﹁あーとま塾
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「児童養護施設の見学の振り返りとともに」

文化政策レポート

山の児童相談所建設を巡って一部の地域住民が反対したことが記憶に残っている。

普通の人々に開かれるべき場である。それは、内容面だけでなく運営面において

児童相談所の存在が高級住宅地としての地域の価値を下げてしまうというのが主

もである。市民映画祭TAMA CINEMA FORUMを運営するTAMA映画フォーラ

な反対意見であった。弱い他者と強い自分とを切断し弱者を排除する傾向は、地

ム実行委員会（以下TCF）は、映画祭前後の期間だけでなく、年間を通じて活動し

域社会を脆弱なものにしてしまう。社会は低級／高級という大雑把な尺度で簡単

ており、映画を通じた市民の交流の場を作り出している。参加者はみなある程度映

に測れるものではない。地域社会は、多様な人間が存在しその関係によって成立し

画に関心があるとはいえ、映画の好みや知識量は異なり、年間数百本鑑賞するか

ているものである。他者を受け入れ関係を取り持つ寛容さは、より多くの人の能力

なりの映画好きの人もいれば、さほど映画鑑賞はせず地域交流の場を期待して参

を社会へと引き出し価値を創造していく。弱者を支援しその人が社会に居場所を

加する人もいる。ゆえに単純に映画を通じて参加者全員でコミュニケーションが膨

見つけられるようにすることは、個人の課題ではなく社会全体の課題である。
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佐藤 友則

国立映画アーカイブ

らむというわけではない（むしろ映画を通じて関係が分断されるようなことも珍しく
ない）。
しかしそれでも各々がこの場に参加する魅力を感じているのは、各々がで
きる範囲で労働力を提供し互いに認め合うことができるからである。映画祭の仕
事は多岐に渡る。プログラムの選定、作品交渉、宣伝、協賛依頼など。映画祭を成
立させるには、規模が多くなるにつれ、より多くの参加者によって仕事を分担する
ことが不可欠となる。
今回のレクチャーで、株式会社サニーサイドの多田周平社長の話で、
「1つの仕
事をできるだけ細分化して分類してい」るというのが大変興味深かった。
「細分化
することで、働く人の《出来ること》に合わせた人員配置を可能にしてい」るという
こと。つまり個々人の個性や能力が発揮できる単位にまで作業内容を細かくする
ひきこもりであったり発達障害があったりなどソーシャルスキルに問題を抱えてい
た人でも、仕事の細分化によって経済活動に参与することができる。
この一人ひとりの能力を活かして調和を生むことが利益に繋がり発展を生むと
いう事例は、先述のTCFにおいても期待できるのではないか。ついみな一丸となっ
て同じ作業や苦労を共にすることこそが団結力を生んで効果的と考えてしまいが
ちだが、多様な人材の力を活かすにはそのような一元的な関係ではなく多元的な
関係を考えなくてはならないだろう。一元的な関係というのは、それに参加できる
かできないかという内／外の二元論に陥ってしまい、
「排除」を生み出してしまう。
確かに一元的な関係における一体感の魅力的であるが、多様な人間が集まりそれ
ぞれの個性を活かしより発展的な関係性を目指すなら、その魅力は一旦留保しなく
てはならない。できないことを無理強いせずに（それはボランティアとしては当た
り前のことではあるが安易な集団的意識はしばしばそれを忘れてしまう）、できる
仕事を細分化して生み出し、それぞれの能力や時間に合わせて実践すれば、より
高い利益を得られるだろう。
それぞれが自らの個性を発揮し心地よい居場所を見つけられるコミュニティは、
参加者個々人にとっても有益であるし、コミュニティ全体としても発展的で有益で
ある。いま社会に求められていることは、何よりも「寛容さ」であろう。去年の南青
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ことで、効率的な分業を生み出し全体として高い成果を得ているということである。

﹁あーとま塾
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市民映画祭の活動を振り返って考えたこと・２

佐藤 友則
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市民が集って自主的に運営する市民映画祭は、一部の映画愛好家だけでなく、

文化政策レポート

「彼を知り己を知れば百戦殆うからず」とは、言わずとしれた孫子の言葉である

た）。ある班が、今回の塾内容を踏まえた上で考えた「劇場でやること」が「雑煮バ

が、なるほどala流は順番が逆だった。前回の塾では、私は先ず己を知ることが出

イキング・炊き出し」だった。私はあえて「それをわざわざ劇場でやる必要があるの

来た。果たして今回の塾では、
「彼」を知ることができたのである。

か？」と問うたが、すぐさま衛館長が「違う。それもやって良いんだ。」と応えてくれ
た（一部記憶が曖昧ですが）。館長が繰り返し説く
「芸術の殿堂から、人間の家へ」

先ず衛館長による振り返りとレクチャー。
「社会包摂」
「Well-Being」というキー

それはつまりこういうことなのだという、確認がきれいに出来た。劇場がもはや単

ワードの意味を再確認しながら、更に話は広がっていく。国策として業界内に広め

なる芝居小屋ではなく、社会包摂機能を持った公共資本であるのなら、その社会が

られていく社会包摂的な事業は、
しかし眼前の対症療法的なものが蔓延し、現状で

目指すビジョンに向かっていれば、やることは何も演劇やダンスや音楽である必要

は本来あるべき理念を欠いているものが多いように見受けられる。
「社会包摂は手

はないのだ。これまでの常識を壊すような考え方のようにも聞こえるが、
しかしこれ

段であり、どういう社会で在りたいかというビジョン、グランドデザイン無しにはあ

は考えてみれば当たり前のようにも思える。

14

中尾 栄治

静岡県舞台芸術センター

り得ない」と言われたところで私もハッとする。私が考える「社会」には、一体誰が
居るのだろうか？
「障害者文化芸術推進法」が出てくるまで、私は障害者のことを

冒頭部分に少し訂正を入れなければならない。今回、私はこれから対すべき相手

どれだけ考えたことがあっただろうか？自身子どもを持つ身になるまで、子どもの

が様々な立場と個性を持った人間たちであることを知ったに過ぎない。彼らの存在

事をどう考えていただろうか？
「社会包摂」を行う上で、私たちは先ず、つなぐべき

を認識したに過ぎない。まだ彼らの全てを知ってはいないし、まともに相対しても

相手を可視化し、よく知らなければならない。形作るべき「社会」の中には誰が居る

いない。全てはこれから。まずは、彼らとどういう風にいられる社会が良いのか、イ

のか、ちゃんと見なければならない。言葉にしてみれば、何とも当たり前のことが、

メージを広げてみよう。そのためにできることは、演劇や芸術でなくともかまわない

しかし見落とされがちなことであることに気づく。

のだろう。でも、やっぱりそれが演劇であったら良いなと思う心は、消えていない。

そもそも、今回の話題の中心として設定されていた児童養護施設。そこで生活
単純に「可哀想なこどもたち」と、どこか割り切った偏見の目で見ていたのではな
いだろうか？彼らが、そしてその親が、自分が繋がるべき社会の一員として、見えて
いたのだろうか？早川氏、野田氏が語る現状についての内容は、まさしく目からウ
ロコと涙が一緒に落ちてくるような内容だったが、続く多田氏が示した内容もまた、
中々に衝撃的だった。
「障害」とはなんだろうか？
「健常」或いは「普通」とは。いわ
ゆる「マイノリティ」が人口の過半数を占める世の中にあって、我々の「基準」とは
どうなっていくのか？
「障害者」
「（社会的）弱者」とレッテルを貼って排除していて
は、もはや経済・社会は成り立たない。彼らを含めて上手く共生していかなければ
未来はないのだ。多田氏の語るそれは、ビジネスとして仕事をする（させる）にあた
ってのものであってが、劇場にあってはどうだろうか？
「障害者文化芸術推進法」が
できるまで、我々はどういう人が劇場に来ることを想定していただろうか？無意識
に排除を行なってはいなかっただろうか？件の方が出来てからでさえ、ちゃんと未
来の共生ビジョンを持って対応して行けているだろうか？我々の相手は、実に多様
性に満ちている。それが見えているか？
今回も最後にロジックモデルを用いたグループワークがあったが、自分にとって
は、素晴らしく良い締めになったと思う
（前回は課題山積モヤモヤ状態で終わっ
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する児童の現状を含めて、私は今まで何も知らなかったに等しいことを痛感した。
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スケジュール

ゼミ風景
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世界劇場会議ふりかえり

プレゼン

グループワーク

グループワーク

紀生

1

安藤

涼太

岐阜市文化センター 業務課

A

可児市文化創造センター館長兼劇場総監督

2

改田

大朋

名古屋市演劇練習館

A

早稲田大学中退後、虫プロダクション企画演出課に勤務。ほぼ同時に演劇批評家

3

志村

有希子

学童スタッフ

A

として雑誌「新劇」等に連載を始める。93年に地域演劇の振興と演劇環境の整備

4

タムラ ミキ

ARCT（アルクト）

A

を目的に舞台芸術環境フォーラムを設立。早稲田大学文学部講師。県立宮城大学

5

塚本

翠

秋田市役所 企画財政部 企画調整課 新文化施設整備担当

A

事業構想学部・大学院事業構想学研究科客員教授を経て現職。現在、芸術文化振

6

山内

加代子

可児市民 あーとま塾サポーター

A

興基金運営委員会委員 等。平成28年度 芸術選奨文部科学大臣賞受賞（芸術振

7

石川 清隆

合同会社Foto-Musica代表

B

興部門）

8

門脇

幸

青山学院大学

B

9

佐藤

友則

国立映画アーカイブ

B

10

鈴木

亜希子

文学座

B

11

結城 ゆりえ

東京芸術劇場 アーツアカデミー研修生

B

12

浅井

健太

13

伊藤

和子

可児市民 あーとま塾サポーター

C

14

坂口

佳子

岐阜市生涯学習センター 文化振興係

C

15

永坂

正和

豊田市民文化会館

C

16

野口

耕平

丸亀市役所

17

葭本

未織

劇作・演出家

C

18

伊藤

博美

人形劇団むすび座

D

19

江藤

慎介

株式会社地域計画建築研究所

D

20

酒井

一途

演出家

D

21

原田

君子

可児市民 あーとま塾サポーター

D

22

福田

裕之

パティオ池鯉鮒（知立市文化会館）

D

23

柴田 博和

福岡市東区生涯学習推進課

E

24

竹澤

ひさみ

フリーランス

E

25

中尾

栄治

SPAC

26

村田

美笑子 （公財）大垣市文化事業団

27

山田

裕子

俳優

E

28

吉田

明子

人形劇団むすび座

E

29

王丸

英男

株式会社JTB

F

30

大澤

拓真

31

熊野

大輔

32

坂下

香央里

名東文化小劇場・上社レクリエーションルーム

F

33

関根

愛

俳優

F

大学院

属

衛

前

総合政策学研究科

C

（一財）こまき市民文化財団

産業文化部

文化課 市民会館建設準備室

事業係

E

F

名古屋市立大学芸術工学部
事業課

千華

事業係

F

﹁あーとま塾

福岡支店

（公財）大垣市文化事業団

落合

E

静岡県舞台芸術センター
事業課

C

ロジックモデル作成グループワーク ファシリテーター：

③﹁マーケティング﹂講師プロフィール

参加者名簿
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所

グループ

名

S
t
e
p

は、
「社会包摂を掲げて、本当に覚悟をもって劇場運営をしていけるか？」というこ
とだった。
岐阜県の可児市文化創造センター（以下、ala）で行われている「劇場に関わる

そこで思ったのは「覚悟をもつ」ことの素朴な難しさだ。劇場の関係者は、そもそ

人のためのアーツマーケティング・ゼミ」に参加した。ゼミのタイトルには「劇場の再

も「社会包摂」あるいは「地域への福祉」に関心があるのだろうか。社会や地域に

定義」と掲げられてあり、まさしくその言葉通り、
「劇場を再定義する」ことがこれ

対して公共施設として劇場の果たすべき役割について考えているひとが、劇場に

からの時代の公共劇場には求められていると考えさせられる場だった。従来の「劇

どれだけいるだろう。これは現在劇場で働いている人びとを批判したくて言うので

場」という言葉の認識では、地域の公共施設として建てられたはずのその場所の

はない。ただ仕事として劇場に関わることを選択する過程で、そのような意識をも

公共的価値が発揮されないままに、ただ運営維持費ばかりが予算を圧迫していく。

って劇場に関わってくるひと自体が稀ではないかと思う。
「劇場」とは興行をする

全国の2200館を超える公共劇場・ホールが長年にわたってそうした状況にある。

場所であり、劇場での事業は「どこからコンテンツを引っ張ってくるか」という発想

酒井 一途

企画調整課

で行われるものだと、長年にわたって思われ続けてきた。だから当然のことそうし
「劇場を再定義する」ことが求められている。全国を巡回する歌手のコンサート
や演劇の興行を事業として行うだけでなく、地域に根づいて市民から求められる

た方面に関心をもつ人びとが人材として集ってくることになる。劇場運営の現状は
なるべくしてなっている。

場所にするために。公共施設としての価値を生み出すために。まずなによりしなけ
ればならないことは、ヴィジョンを持つことではないか。ヴィジョンを持つひとが

一方で地域への貢献や社会福祉、社会課題の解決を志している人びとにとって、

「劇場の運営」に携わることではないか。おそらくいまの劇場の運営に欠けている

「劇場」という場所は仕事場としての選択肢にほとんどないといっていいだろう。

のは「劇場が社会や地域にとってどのような存在でありたいか」という運営者側の

「劇場で社会や地域に結びつく活動をする」という発想がこれまでほとんど人びと

思いだ。事業を手掛けるうえでなによりはじめに考えなければならないはずのこと

に植えつけられてこなかった。そのことが大きな問題である。劇場という言葉にま

が考えられていない。いくら頭をかかえて年間の予算を回そうとしても「施設を運

とわりついているイメージによって、本来運営側として呼び込みたい関心層をも多

営していくためには何をしなければならないか」という前提のもとで事業を考えて

く取りこぼしてしまっている。いかに公共劇場が「社会包摂」を掲げようとも、その

いるかぎり突破口は開けない。なぜなら施設を運営維持していくためになされるこ

コンセプトに魅力を感じるひとが運営組織にスタッフとして集まってこないことに

とは、社会や地域にとってのニーズに応える事業からはほど遠いから。事業の組み

は、新しい運営体制を築き上げていくことは望めない。

立て方や方針からして変化させないと、劇場はいつまでも「地域から遠い公共施
設」という矛盾した存在のまま、公共的役割を果たすことができない。

だからこそ「劇場を再定義する」ことが求められると思った。どのように定義し直
すかはそれぞれの劇場が独自性をもって、それこそヴィジョンを持ってその言語化
をすればいいだろう。そしてそのヴィジョンを新たな経営方針として運営していく

ることを劇場のコンセプトに掲げている。2007年4月から ala の館長に就任して

にあたって、適した人材を見出しアプローチするための、新たな採用と育成の基準

大規模な改革を行ってきた衛紀生氏が、10年超にわたって地域と結びつきながら

を設けることだ。
「劇場」という言葉の定義や認知の仕方を社会的に変えていくた

作り上げてきたヴィジョンがこの言葉に集約している。衛館長は、地域の市民と劇

めには、まずは運営者側の組織体制が変わっていかなければならない。そうした視

場の双方向の価値を生むコミュニケーションを重視して、リレーションシップ・マー

点をもって、劇場の「経営」に取り組んでいかなければいけない。

ケティングを中心とした経営手法を用いながら、劇場の経営および運営体制を大
幅に見直してきた。改革のヴィジョンの中心にあるのは「社会包摂」という言葉だ。

＊ ＊ ＊
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たとえば ala は「市民の『生きる意欲』の生まれる場所」として「人間の家」であ
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マーケティング に参加して
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あーとま塾で衛館長が参加者に向かって投げかけた問いかけで印象的だったの

マーケティングレポート①

秋田市企画財政部

可児市文化創造センター あーとま塾

酒 井 一途
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＊ ＊ ＊

側に携わっているメンバーが多いように見受けられた。ワークではグループメンバ

企画調整課

ーのうちの一人が実際に所属している施設を対象としてSWOT分析を行い、地域
や市民など劇場を訪れる人びととのリレーションシップ・マーケティングをメインの
目的として、ロジックモデルを組み立てることをした。

酒井 一途

秋田市企画財政部

かれてワークを行った。全国の公共施設や劇場、役所をはじめ、演劇や施設の運営

マーケティングレポート①

酒 井 一途
あーとま塾の2日間のプログラムでは、30名超の参加者が6つのグループに分

集ったメンバーのおそらくだれもが経営には明るくなく、類似した業界のバックボ
ーンをもつ者同士であるから、成果物に抜きん出たものは生まれづらかったと感じ
る。リレーションシップ・マーケティングの対象とした人物像や、ソリューションのた
めのアイデアも似通ったものが多い印象を受けた。とはいえ、実際に現実化しそう
なプランがいくつか立ち上がったので意義のある時間だったことは間違いない。公
共施設に所属して事業運営に携わっている参加者にとっては、
事業の新しい切り口を得るうえで参考になるところが大きかっただろう。またこれ
までに行われてきたあーとま塾の影響から、香川県丸亀市などの行政機関が実際
に動き始めたケースも起こっていると聞く。変化が起こり始めるための場になって
いることは確かだ。
既存の多くの公共劇場が変わっていくには、僅かな予算をひねり出して年間のプ
ログラムに「社会包摂」の企画を一つや二つ入れこむだけでは、社会や地域に対し
て「劇場を再定義する」ほどのアピールにはなりえないとも思う。それこそ ala の
ように「経営」の視点でもって、劇場の舵を切り直すような大胆な改革が必要だ。そ
のためには、あーとま塾への参加対象者を大幅に変えてみるのも手かもしれない。
「劇場経営」という一般には聞き慣れない領域に、他分野からの人材を引っ張って
くるための場として、衛館長の知見や熱意は響くように思う。そしてそうした人材と
行政や公共施設の関係者がトップダウンで結びつけば、話の進むのが早いのでは
ないか。

たらいるかもしれない。日本国内の劇場の運営には、事実経営的な観点はほとんど
まったく取り入れられてきていないのだから。予算は限られていようとも、すでにモ
ノとして劇場が建っていることを有効に活用して、経営的な手腕を振るう存在が求
められている。
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なかには「劇場」という施設をブルーオーシャンと感じるような人びとが、もしかし

ありがたいことに３年間「あーとま塾」に参加させてもらうことができた。初年度

われるだろう。そこから手を変え品を変え、ならぬ、例を変え、こうなったらいいよね
を変えながら話していくプロセスが始まるだろうと思う。
会計の実務については各団体で扱いが異なるだろうが、
「この寄付はこちらの

もちろんあるが、並行して「そのことを自分がどう使えるか」と考えられるようにな

プロジェクトのみに使用します」という枠を作れれば、説明と説得は随分しやすい

ってきた。

だろう。
「都度都度の寄付のお願いに歩く」のに労力を使うのが「Selling(セリング

例えば、
「マーケティング」という言葉を使うと、劇場関係者の中ではだいたい抵
グって聞くと、営利組織の市場調査とか、効率よくお金を稼げる手法みたいに聞こ
えますけど、非営利の組織でもマーケティングの考え方は使われているんです。例

「Marketing(マーケティング)」の考え方だろう。

3.アウトプットの仕方について

えばエイズを減らすために活動する非営利団体が、どうやって自分たちのプログラ

今回、2日目の発表会の形について少し方法を変更してみてはどうでしょうかと

ムの対象想定である人にアプローチする方法を考えたり、あるいは周囲に活動の

提案した。いくつかの理由があったのだが、結果としては僕も含め、まずまず多くの

ことを知ってもらって寄付などの支援を受けるというような、環境を整える仕組み

参加者が面白がれたと思う。認知心理学者の佐伯胖がいうように「面白くなければ

を作ることだったり。さらに、社会的に良いことに協力しよう、という風に考えて企

つまらない」ので、
「面白がれる」環境を準備することは大事だと思う。

業や団体が寄付を考えてくれる下地を作ることもマーケティングに当たるんですよ

「面白がる」というのは、単に「楽しい」
「楽しまされている」こととは異なり、自ら

ね。このエイズのプログラムは、病気を減らすことなどの社会的な活動で営利目的

考えを持って探究していくことが必要だ。
「どうしたらうまく伝わるだろう、こうして

ではありませんが、マーケティングという考えをうまく使っているなと思うんです。

みようか？」と考えることや、他者の発表を聞いて、それに対して（小さなことでも）

これは『非営利組織のマーケティング戦略』
という、フィリップ・コトラーさんが書い

質問したり、
（ちょっとした）感想を述べたりすること、あるいはそれを踏まえてさら

た本の中で紹介されていることです・
・」というような。

に説明を補足するなどが、小さなグループになったことで、少しハードルが低くでき

これで通じる人もいれば、通じない人もいる。
しかし、すぐには通じない人がいて
も、
「マーケティングっていうのは、どうやら自分が思っていたものと違うこともあ
るのかもしれない」と思ってもらえればしめたものだ。

たのではないかと思う。
ここまで考えた時に、ロジックモデルという「成果物の共有」以外にも、各回のテ
ーマ（文化政策、社会包摂、マーケティング）について、講義を聞いた後などに、受

前提条件が違うとなかなか言葉は揃わない。言葉は、厳密に言えばぴったり一致

講生同士の話ができる時間を取ることも大事ではないかと感じた。
（個人的にはロ

することはないだろうが、余計な摩擦を生じさせないためにも、少々遠回りになる

ジックモデルの作成もさることながら、各回のテーマについて受講生同士でもう少

かもしれないが、その人の使う言葉の前提条件は聞いておくのもいいと思う。
「な

し話をしてみたいと感じた。）

んでこちらの言っていることがわからないのか？」と考えるのではなく、
「あれ、この

と言うのも、個人個人の知識分野や経験のちがいなどで、理解度に差は出る。

話が通じないのは前提条件がお互いにちがっているか、何をよしとするかがちがっ

（ある人は、Aということならすぐわかるが、Bということについては初めて聞いた、

ているのかな」と思えれば前に進むことができる。

というようなことであって、個々の能力の優劣などの話ではない。）そこで、一人一
人受け取ったことを共有して対話するというような、講義で聞いたことの整理、あ

2.会計を分ける、というアイディア
今回のあーとま塾の話の中で、
「あ、これは！」とピンときた話が、
「公演と社会包
摂的なプログラムで会計を分ける」という方法だ。これはたしかに比較的実施しや
すく、早期に実現可能性だと感じた。
「社会的なことのためにだったら株主を説得して寄付金を支払えるが、コンサー
てくれている企業の声に対応するためだ、という内容だったと記憶している。事業

いての理解が進むのではないかと考えたからだ。

4.感謝
この「あーとま塾」開催にあたっていろいろな分野から講師を見つけ、呼んでく
ださるのは、時に広く、時に深く学ぶきっかけになり、ありがたく思います。
尽力いただいている衛塾長、アーラのみなさま、あーとま塾サポーターの市民の

の種類を分けることによって、そのような寄付を受けられる可能性は高まるだろう。

方々、講師のみなさま、開催を支えてくださる地域創造のみなさま、そして、ともに

これはいまこのような状況で困っている劇場、オーケストラなどの実演団体などに

半歩でも前に進もうとする学びの仲間に感謝します。今年度もありがとうございま

も、すぐ話をすることができそうだ。最初は「うちではそんなことをできない」と言

した。
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ト・公演のために寄付するというのでは株主を説得できない。」という、寄付を考え

るいは知識の深掘りなどをするための時間をデザインすることで、よりテーマにつ

﹁あーとま塾

第３回﹁マーケティング﹂レポート

代表

抗感のある眼で見られる。そんなときにはこのような話をしてみる。
「マーケティン

) 」の 考え方 なら、
「 相 手 が 寄 付をしや す い 環 境 づくり」に 労 力を 使うの が

石川 清隆

-

には「新しいことを聞いて知る」ことが多かったが、
２年目以降は新たに知ることも

マーケティングレポート②
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1.「知る」ことと「使える」こと

せずに活動しているアーティストや実演者が、障がいのある人や高齢者、貧困家庭

劇場会議では、社会的弱者に対する既存の価値観をいかに変えられるかという視

とのつながりを積極的に求めるだろうか。単なる「ほどこし」や「一過性のイベン

点を核とし、そのための手段として文化芸術が有効に働くことを、様々な事例から

ト」に終わらない形で、両者が無理なく関係を築けるプログラムは実施可能なのだ

学んだ。自治体の場合、障がいや貧困、認知症といった地域が抱える課題に対し、

ろうか。

翠

企画調整課

日間の間に様々な気づきがあった。

塚本

秋田市企画財政部

基本的にはそれぞれ異なる窓口が対応するが、これら諸課題すべてにアプローチ

一案として、日頃文化活動を行う施設利用者と、地域のデイケアサービスや障が

できる文化芸術の強みを生かすことにより、alaのように劇場を中心とした複合的

い者施設などの外部施設とのマッチングを試みる。施設利用者のうち、劇場の外で

なネットワークを築くことができる。さらに、社会機関としての劇場は、事業を劇場

アウトリーチ活動に協力できる（絵画、音楽、茶道、華道などを体験したり、一緒に

内だけで完結させずに、地域に目を向けることで、結果的に市民との価値創造、劇

作品を作ったりする）団体を登録制とし、外部施設のニーズに合う団体を劇場から

場のブランディングにつながるという好循環が生まれている。単に劇場内で鑑賞

の紹介で派遣する。登録の特典を設けたり
（施設の優先予約、利用料金の減免な

の場を設けるだけの事業や一過性のイベントなど、双方のコミュニケーションを意

ど）、年に数回登録団体同士の報告会を開催し、団体間交流の場を設けたりする。

図していない現場では、 B with C の関係性を築くのは難しい。文化芸術の利点

団体側は、新たな客層の獲得や、地域に貢献する活動を行っているという外向け

を生かし、多様性を認め合う社会の構築につなげる方法を考えていかなければな

のＰＲにつながるかもしれない。こうした活動の積み重ねによって、文化芸術のもつ

らない。

社会包摂機能を意識する者がアーティストの中に増えることも期待できるだろう。
このように考えていくと、劇場に必要とされるのは、地域課題を把握し、ニーズに

文化芸術が社会にとって良いものというのは、おそらく多くの人が認識している

応じた橋渡しができる人材と、事業に共感してくれる文化団体や外部施設の協力

ところだと思う。文化芸術基本法では、文化芸術は「人々の心のつながりや相互に

だということが明らかになってくる。協力を得るには、外に向けて、事業の意義を納

理解し尊重し合う土壌を提供し、多様性を受け入れることができる心豊かな社会を

得できるように発信すること。そのためには、地域課題や劇場でできることを見極

形成するもの」と定義されている。
しかしながら、文化芸術の社会的価値を認識し

めるのはもちろん、他者と共有できる事業の評価が重要であるということを、今回

たうえで、社会をより良くするために文化芸術活動に携わっているアーティストや

のあーとま塾で学んだ。

実演者は、それほど多くないのが現状ではないだろうか。
これまで私が行政職員として関わってきた文化事業の主な内容は、市民による

最後に、あーとま塾にはStep2から参加させていただいたが、全国各地から集ま

自主的な活動の支援や、活動発表の機会や情報を提供することであった。事業を

る方々から現場の声を聴くことができる貴重な場であるとともに、これほど多様な

利用する市民は、アクションを自ら起こせる（イベントに足を運べる、助成金に申込

所属の人が劇場に関わり、文化芸術事業に尽力されているということを知る機会

みできるなど）人たちがほとんどである。日頃から文化芸術活動に関われるくらい

となった。グループワークを通じ、それぞれの立場に応じて着眼点が異なることを

健康面でも経済的にも余裕のある人のみを支援の対象としていては、文化芸術に

改めて実感したので、これからも様々な現場の声、市民の声に耳を傾けながら、共

関わりのない人や自発的に参加できない人、孤立した人たちには届かず、いつま

に地域の価値を創っていくのだという意識を忘れずにいたいと思う。

でも「多様性を受け入れることができる心豊かな社会」の形成には至らない。これ
からは、人口減少・高齢化が進み、コミュニティが失われつつある地方においてこそ、
生きづらさを抱えた人たちの立場に立ち、文化芸術がすべての人に行き渡る仕組
みを考える必要がある。
劇場会議やあーとま塾で提示された事例を見てから、求められているのはアー
ティストたちの意識を変えることではなく、アーティストと社会的弱者を結ぶ橋渡し
担うことができる。問題は、両者をどのようにつなぐか。これはあーとま塾で仮想事
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的な存在なのではないかと考えた。その役割は、すべての人に開かれた「劇場」で
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業のロジックモデルを考えた際にも悩みどころであった。普段「社会包摂」を意図

マーケティングレポート③

翠

あーとま塾２０１９

塚本
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「世界劇場会議国際フォーラム」と「あーとま塾」続けて参加させていただき、
４

参加した（Step②には担当業務の都合上参加が叶わなかった）。前回参加時は自

日といった時間を使ってオープンクエスチョン型の話し合いができる機会が持てて
いないことにも気づかされた。
今回のあーとま塾に参加して1ヵ月と経たない現在であるが、新型コロナウイル

方々によるレクチャー、グループワークについていくのが必死であった。今回改め

スの流行拡大で劇場を取り巻く状況は一変しつつある。今回は公演を行うことで

て伺ったあーとま塾では、より自分自身の考え方や日頃の行動を省みつつテーマ

更なる感染のリスクが高まるという意味で、自粛の空気が先行した東日本大震災

を深めることができ、全3回への参加こそ叶わなかったものの、通年を通して複数

の発生時とはまた様相が異なる。人々が不安定な気持ちに駆られているときに場

回行われるこのプログラムの効能を感じた。

を開くことができない歯痒さを感じるばかりだが、またある程度安心して劇場へと

今回のレクチャーの中で、まず衛館長の「アーティストである前に、人間としてど

足を運ぶことができるようになったときに万全の形で来場者を迎えられるよう、こ

うなのか、を考えなければならない」
「共感の関係を築く」といった言葉がとても心

のあーとま塾において学んだことも大いに振り返りつつ準備を積み重ねていかな

に残った。この言葉はアーティストに限らず、いかなる職業人にも問われるものだ

ければと思う。

結城 ゆりえ

分自身が「公共」の場に初めて身を置いてから間もなく、衛館長や参加されている

マーケティングレポート④

東京芸術劇場アーツアカデミー研修生

あーとま塾２０１９

結城 ゆりえ

ろう。私は新卒時、民間企業における高齢者向けの新規サービス企画の担当部署
にいたのだが、マーケティングは外部のコンサルティング会社へと完全に委託して
おり、
「高齢者」の顔が見えていないまま上がってきたデータを元にしてサービス
企画が進行している様に非常にショックを受けたことがある。今なお苦い記憶が残
っているが、今回レクチャーを伺う中で「自社にこんな技術があるから、なんとかし
て利用したい」という発想が先行していた故に起きたことであると明確に理解す
ることができた。
レクチャーでもあった通り、そうした思考による企画は表面上容易
く感じられるが、結局人には届かない。昨今市場ではビッグデータでの分析が活用
されることも増えて久しく、舞台芸術業界はまだアナログな傾向が強いものの、今
後大いに変化していくと考えられる。
「データさえ見れば分かる」という発想に偏ら
ず、人の顔を見る、話を生で聞く、ということが持つ掛け替えのない意味を忘れて
はならないと思いを新たにした。今回挙がっていたCSV=Creating

Shared

Valueも、そうした「お互いを知り合うこと」からの出発となるだろう。
グループワークでは、どのグループの発表を聞いても5月の開催時よりも一層具
体性が増し、実際に動き出せそうな企画となっていたように感じる。これも年間を
通して参加者の方々が現場で「実際に」何ができるか、という視点で考えを深めて
いたからこそだろう。自身は東京芸術劇場の研修においては主に海外公演の招聘
に携わっており、社会包摂という発想と縁遠くなりがちなセクションであるのだが、
昨秋の東京芸術祭では手話を使った公演の関連企画として、聴覚に障がいを持つ
方も同時字幕や手話通訳で話を聞くことができるように構成したレクチャーの運営
に携わり、
「サポートの手が届かない部分」、
「サポートをしようとする余り、誤解を
されてしまったこと」など、机上の想定では分からなかったことを数多く気づくこと
ができたように思う。あーとま塾においては、社会課題の解決といったテーマによ
また実業務の打合せは決定すべき事項を詰めていく形式が多く、こうして半日、1
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り濃密に取り組んでいる方々と机を同じくすることができ非常に勇気づけられる。
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2019年5月のStep①「文化政策」に引き続き、今回2回目としてあーとま塾に

対応をするのに無力感を感じる。

ル作成が大まかな日程だったことに対して、1日半ロジックモデル作成に割り当て
しながら考えたことについて記したい。
私たちの班では、名古屋市演劇練習館アクテノンを基に「引きこもりがち（孤独

年始早々コロナ、予定通りであれば夏にはオリンピックと激動の1年になってい
ます。では、そこで、あるいはその先の社会に劇場はどうアプローチしていけるの
か、今後も考えていきたいと思います。

安藤 涼太

られたため、まずは私たちの班で作成したロジックモデルについての感想や、作成

マーケティングレポート⑤

岐阜市文化センター

あーとま塾２０１９

安藤 涼太

今回のあーとま塾は第1回・第2回が2日間の日程で1日講義・1日ロジックモデ

な）高齢者」に対して出来ることはないか？と課題を設定し、ロジックモデルの作成
に取り掛かった。アクテノンは練習館という名の通り、いわゆる劇場はない。演劇以
外でも音楽やヨガ教室など多様な使用が可能なこと、常連の劇団などと良好な関
係があり、アクテノンが開催するワークショップなどにも協力してもらえることを強
みと捉え、当初はいわゆる演劇療法や伝統文化の継承というお題目で地域の子ど
も達との交流などを検討していたが、
「対象の人たちがこの事業に参加するイメー
ジが沸かない」という指摘を受け、再考していく中で、最初に行う事業を、アクテノ
ンを演劇などの文化事業を行う場ではなく、
「人々が集まる場所」として捉え直し、
保健所等と提携し、健康診断を行ったり、その後は商店街のバスツアーを行うなど
生活と密着した事業から始めていくという結論に至った。
劇場の再定義、とはあーとま塾のサブタイトルであるが、これは私たちのような
職員はもちろんとして、それをどう市民と共有していくかなのかと感じた。今回の
講義の冒頭でCSV（共有価値の創造）の話があったが、私たちが劇場を「生きる場
所」と再定義し、事業を行うとして、それを劇場に対してぼんやりと「演劇や音楽を
やっている・やるための場所」というイメージを持つ方たちと共有し、そのイメージ
を更新するのはまた違う高いハードルがあるように思う。一般的には演劇や音楽に
重点を置かない人も多い（もちろんそれが悪いわけではない）。だからこそ今回も
保健所と連携し、健康診断を行ったりと、まず「来てもらう」ことに重点を置き、
「こ
ういったこともできる施設なんだ」と思ってもらえれば、劇場が必ずしも一部好事
家だけでなく、社会にとって必要な施設になっていくのでは、と思う。
あーとま塾のときは、これらのことはあくまで机上の話であったが、ここ数日は
痛感してならない。というのも、新型コロナウイルスの影響だ。今回のあーとま塾
のときにも既に武漢市の事は報道されており、日本国内でも感染者が出始めた頃
だったと記憶しているが、現状は言うに及ばない。岐阜市文化センターでも様々な
イベントが中止・延期になっている。こういった緊急事態の際に、まず「不要」だとさ
れてしまうのが文化なのだろう。事実まず政府から、イベントの自粛要請が出たと
きはどこかしょうがないというムードがあったように思う。次に全国の小・中学校、
結してるからだろう。こういった時に何が出来るのか、ただただ貸館のキャンセル
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高校への休校要請が出たときに多くの批判の声が上がったのは、やはり生活に直
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美麗な自社ビルでなくとも、来訪をうながすデザインというのは存在します。また、

れていた「世界劇場会議」を拝見しに行きました。拝見、というのは、たたき上げの

場の持つ力、というものは、オカルトな意味ではなく、地誌を学ぶ事で、ある程度ま

舞台技術者だった私には、
「会議」そのものが未知の世界だったため、質問の仕方

で把握することができるのではないでしょうか。

もわからず、遠目にその様子を窺うことしかできなかったのです。私は数年前に

今回のグループワークで、私のいたグループは、参加者の一人がスタッフとして

KAAT神奈川芸術劇場での研修で「劇場人」という言葉を覚えましたが、当時の劇

運営している、実在するカフェを対象にブランディングと事業計画についてロジッ

場人はおおむね、お世辞にも知性ある集団とは言い難く、配られた冊子に書かれた

クモデル演習を行いました。この「話を聞いているだけで、行きたくなってくる」カ

文章は、中学生の読解力で足りる程度の言葉遣いで書かれていました。そうしない

フェとスタッフの魅力が、おのずと事業計画に物語性を付加してくれていることに

と私を含めて読める人がほとんど居なかったのではないでしょうか。
トークセッショ

私は気付きました。他のメンバーとそのことについて話す機会がありませんでした

ンの内容は、たしか舞台技術者の労災や補償についてだったと思います。当時オ

が、同じく気付いていたように感じました。

ープンして間もない専門劇場の職員が、
「自営業の舞台技術者は好き好んでその

この一年、来年度以降の事業内容を考えてばかりでしたが、これからは、場と、そこ

道を選んだのだから、補償がないことを受け入れるべきだ」という趣旨の発言をし、

で働く人の魅力を「デザイン」、
「物語」として活かせるような、劇場ブランディング

紛糾していました。他には三重県の某町立ホール職員が、自主事業の町民劇団公

について真剣に向き合っていこうと思います。

演について「全部自分たちだけでやった」と誇らしげに語っていらしたのを覚えて
います。私はまさにその町民劇団公演に、演出家とともに東京から音楽スタッフと

熊野 大輔

マーケティング

3.劇場人を続けることについて

して参加していたので、居なかったことにされちゃったなあ、と不思議な感覚になっ

取材で「本物の文化が必要」というご意見をいただいたことを前回のレポートに

たものです。さらに記憶違いでなければ、衛館長が「演劇評論家」の肩書で、公共

書き、衛館長から人生で初めて「虫唾が走る」という感想をいただきました。使って

劇場の目指す役割について穏やかな調子で書いていらして、
「優しい人なのだろ

いい場はあると思うのですが、
「本物」という言葉を軽々しく使ってはいけない場

うな」と私は思っていました。20年後のことは想像していませんでした。

があるということを学習しました。そして自分が「世界はどうであろうと自分のやり

今回、可児で、当時と同一の名称であることが信じられないほど様変わりした「世

たいことをやる人」に対して、それが芸術家であれ学者であれ敬意を払わずにいら

界劇場会議」を、結局遠目に窺うことしかできませんでしたが、世界の状況はより

れないことを再確認しました。嫌いな人や内容であっても、です。私にできない事

深刻で、周囲数キロを見ているだけでは劇場経営が成り立たないということが改

だからでしょう。

めて分かる内容でした。個人的には「ビジネスという観点を持つことでポジティブ

私が作り手として長年関わっており、alaでの上演記録もある某劇団は、今後変

になれる」という
（メモを取り忘れましたがおそらくセーラ女史の）コメントが印象

わっていく可能性は大いにありますが、少なくとも現在までは社会包摂と直接関係

的でした。劇場の社会包摂事業はあくまで事業であり、あまたの課題からもっとも

のない思想で成り立っています。養成期間中にはもちろん「失敗体験させないよう

インパクトのある対象を選ぶという考え方は腑に落ちました。

に」などという配慮はありません。最近も関西で話題になっていますが、劇団内に
は大小さまざまなパワハラがあります。にもかかわらず彼らの創作の力が公共劇場

2.劇場のブランディングにおけるデザインと物語の役割について

の社会包摂事業に必要であり、ある種の成果を上げているという事実をふまえ、公

以前、東京おもちゃ美術館館長の多田千尋さんが、
「事業計画で大切にしている

共劇場自体が「社会包摂事業を担う創作者」を育成することも可能なのか、その課

のは、物語です。」
「雨が降ったくらいで客足の遠のかない、魅力的なデザインが

題と真剣に向き合う地方公共劇場が、たとえば岐阜県大垣市にあっても良いので

（『場』
には）必要です。」とおっしゃっていました。また、現在の職場で私が制作を担

はないか、と考えるようになりました。その、遥か先かもしれない実現のために私は

当した、小説家

中村航さんを講師に迎えての小説講座（郷土を素材とした短編

小説を書きあげるという内容）で、中村さんは「魅力的な場所と人を用意できたら、
までは思いませんが、劇場の事業は「来てくれれば内容の良さが分かる」という訳
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物語は勝手に動き始めます。」という趣旨のことをおっしゃいました。それが全てと

劇場人を続けていこう
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埼玉県の専門劇場に在籍していた2000年前後に数回、私は、名古屋で開催さ

にはいかず、来てくれなければ話にならない、ということは理解できます。新築の

マーケティングレポート⑥

︵公財︶大垣市文化事業団

﹁あーとま塾２０１９﹂
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1.「世界劇場会議」の思い出

使用料、企業や個人からの寄付金と公的な費用負担（税金）によって支えられるこ
ととなる。今後ますます少子高齢化が進み、税収が減っていくという実情がある中

野口 耕平
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担うという公益を実現しなければならない。そして、そこで行われる事業は入場料・

マーケティングレポート⑦

施設は準公共財であり、鑑賞者の楽しみ等の私益のみならず、地域の課題解決を

あーとま塾

丸亀市文化課市民会館建設準備室

令和元年度

野口 耕平

私が関わっている丸亀市で建設予定の劇場は、公立文化施設である。公立文化

で、私たちは公益を実現していく必要がある。
ここで、重要になってくるのが、共感マーケティングである。今回のあーとま塾の
中でも何度も言われていた「共感」を如何にして得るかが鍵になってくる。
丸亀市では毎月車座集会を実施し、これまでに約160回、1100人あまりの市
民の方々と新しい劇場について対話を重ねてきた。そこでは、席数やハード面の
話しだけではなく、市民や地域の課題をヒアリングし、劇場として何ができるのか
を考えてきた。また、市民からの紹介で更に別の市民と繋がっていくなど、新しい
劇場を媒介に市民と市民、市民と行政のつながりが拡がっていっている。私は、こ
の活動こそが正に共感マーケティングであると考えている。この共感の連鎖を更
に拡げていけるよう今後も対話を重ねていく。
また、主体的に劇場に関わる市民を増やすことも重要である。劇場建設を他人事
ではなく、どうやって関わろうかと考えていただけるような仕組みを作りたい。より
多くの市民が主体的に関わることで、関係資産が育っていく。更には、劇場を通し
て地域の課題に向き合えるようになることで、丸亀市民のwell-beingは増してい
くだろう。
「ロジックモデル作成について」
今回のロジックモデル作成ワークショップでは、劇場のロジックモデルと具体的
な事業のロジックモデルを作成した。大から小へ、そのつながりを意識しながらロ
ジックモデルを作成する経験は、現場でも生かせる貴重な経験となった。
今回のワークの中で、特に事業についてのロジックモデルでは、具体的な誰か
をイメージすることが重要であったが、私たちのグループではそこが曖昧になって

て誰にも届かないということにもなりかねない。マーケティングの世界においても
重要なセグメンテーションとターゲティング、更にはペルソナ設定を行い、事業を
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考えていかなければならない。

様な社会課題にアプローチする必要があるが、広く対象を捉えてしまうと、かえっ
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しまい、ロジックモデル全体がもやもやしたものとなってしまった。私たちは多種多

Step1は仕事で参加できなかったので、
２回目となるロジックモデルの作成でし

時代のアーツマーケティング」を読みました。気づきや学ぶところが非常に多く充

た。初回は非常に緊張しましたが、
２回目はリラックスして臨むことができました。

実した内容で、感銘を受けました。

落合千華氏のアドバイスをふまえ、多様な属性の方々と、一つの目標に向かい様々

衛館長がレクチャーでもおっしゃっていた「集客から創客へ」。集客するのをやめ。
経営の方針を変える。

な意見を出し合い建設的に話合うことができました。また全員が意欲的、積極的に
論議に関わり、非常に得難く充実した経験をすることができました。

吉田 明子
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＜ロジックモデル作成に関して＞

マーケティングレポート⑧

人形劇団むすび座

あーとま塾

吉田 明子

あーとま塾step3マーケティング に参加する前に、衛館長が書かれた「回復の
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演出家や演奏家がガチャンと音がするくらい考え方を変えるのが良い。本当は
アーティストだった人がチェンジするのが良い。経営の前面に立つと敏感に受け取

あーとま塾のゼミに参加し得ることができたこれらの経験をこのまま眠らせる

れる。アーティストがアーティストである事をやめて、もっと大きな地図を描くこと

ことなく、ぜひ現場に還元していきたいと考えています。どうもありがとうござい

になったら素晴らしい。

ました。

チケットを買うときにお客様がどう思うか、認識の困難性、ブランディング、選択
したことを保証する。お客様は「良いものを見せますよ」という誓約を買っている。
その誓約を有形化するために我々は何をするか。
人間に対する理解がない経営者は経営者ではない。数字に合わないものをどうマ
ネージメントするのか。
以上のお話は今後の劇団の方向性や経営方針を考えていく上で大きな指針と
なりました。
また、当劇団がそこまで深く意識せずに、自主公演の際お客様に喜んでもらうた
めにと行っていたことに意味を見出すことができました。
それは、
「経験という価値」であり、
「劇場での経験によって誘発されるあらゆる
種類の『できごと』や、それらに誘発される感性的なインパクトのすべてが舞台芸
術産業の顧客にとっての『経験価値』
となる。この『経価値』は『思い出』
という記憶
の刷り込みとなり、その『記憶』が心や感性や他者との人間関係や地域社会へのロ
イヤルティを形成するように働く。私たちが従事するのは、心が揺さぶられるような
『体験』
と、そこから生まれるかけがえのない『記憶』
を購入していただく産業なの
ではないか」という部分です。
当劇団は、幼児向け作品の公演をする際、ロビーに幼児があそべる人形を用意
したり、劇団員が輪投げや魚釣りゲームなどを手作りし、開演前や終演後などに遊
べるようにしています。初めての場所に慣れず「場所見知り」をする子どもたちが
会場に慣れ、楽しい雰囲気を作り出すために、また単純に子どもたちに楽しんでも
らうために行っていたことですが、これらの経験がかけがえのない思い出という記
憶となり、
「興行ではなく経験を提供」していたのだと気づくことができました。

﹁あーとま塾

に参加して
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＜マーケティングに関して＞

の発表であった。これまで劇場における「社会包摂」という言葉がいまひとつ腑に

量の情報を授受することが可能になった。各々が楽に文字媒体、映像、音楽に触れ

落ちてなかったのだが、彼の発表を聞いてそのイメージが掴めた気がする。

て、知識を得たり楽しんだりすることができるようになった。離れた人とも容易に繋

パラオーケストラが優れているのは、障碍のある演奏家の公演を既成の形式に

がることができるようになった。だがそれ故にそれぞれが住む地域の人々と交流す

当てはめていないところである。一般的にクラシックの公演と言えば、正装した演

る機会は、求めない限り希薄になる一方である。そこで劇場の役割は重要性を持

奏家たちが楽器を持ち整然と並ぶ舞台とそれを観る客席の観客たちという非常に

つ。無論、近所に気の合う人がいなくて遠くの人と繋がりたいということはそれで

格式ばった空間が思い浮かぶ。そのような型の公演に障害のある演奏家が参加し

構わない。
しかし大抵自分の身近にいる人のことをよく知らないことが多い。劇場

ても、マジョリティの水準に合わせた保守的な敷居の高い空間にマイノリティの人

がコミュニケーションの場として機能すれば、地域の人々が可視化され、それぞれ

が加わるという、いわば強者基準の空間に弱者が取り込まれる構図が生じてしまう。

気の合う仲間を見つけて交流が生み出されやすくなる。
（やや繰り返しになるが、

例えば強者の基準に合わせて弱者が努力する姿を見て観客が感動したり弱者を

地域の人同士の交流の場があり、そこに遠くの人が参加して更なる交流が生まれ

褒め称えたりすることは、高みの見物であり、弱者と強者の関係に変化を起こさな

ることはよいことである。ただあくまで居住地域の近い人同士の方が関係の構築

い無益なものである。一人一人が十分に力を発揮し対等な関係を築き、弱者／強

はしやすい。）私自身の具体例を述べれば、私の所属するTAMA映画フォーラム実

者という力関係を無化するには、パフォーマンスを行う場の枠組みそのものの解

行委員会（映画祭TAMA CINEMA FORUMを主催する団体、以下TCFと略す）

体と再構築が必要なのである。

は、およそ30年に渡って存続しており、これまで多くの人たちがその活動に携わっ

発表にあった舞台と客席という形式ではなく複数ある演奏家たちの場を自由に

てきた。TCFで上映をしたこともある
『ジョギング渡り鳥』
（2015年、鈴木卓爾監

行き来して鑑賞する形式は、観客と演奏者のパースペクティブを変化させる面白

督）には次のようなセリフがある。
「渡り鳥は家族でしょうか。偶々の集まりでしょう

い試みである。観客と演奏者の関係がフラットになり、パフォーマンスの見え方が

か。家に帰るのでしょうか。家を出ていくのでしょうか。」。TCFは創立の頃から続け

変わる。弱者と強者の関係を作らない新たな芸術の基準を作り出すことは、とても

ているメンバーもいるが、短ければ数カ月、長ければ10年以上、それぞれのある

重要なことである。芸術＝ art の語源はラテン語で ars であり、それはいわゆ

期間参加するメンバーで構成されている。大きな意味で束の間の、その時々の偶

る芸術に限らず医学の意味も含まれる。すなわちアートとは、生きるための技芸を

然に集まった人たちによって形成されるコミュニティである。その活動が発信して

意味する。人と人とが新たな関係を築き共生的な場を生み出すことは、真の意味

きた映画祭の内容はさておき、コミュニティの継続自体は誇れるものといっていい

でアートである。ファインアートだけがアートなのではない。また「本物の芸術を観

だろう。学生であれば映画業界に関心があったり、就職活動の自己ＰＲに生かすた

客に届ける」などというような権威的な認識は一旦捨て去らねばならない。

めだったり、社会人やシニア世代であれば趣味の合う友人と出会いたかったり、地

劇場に求められるのは権威的な芸術ではなく、広い意味での生きるための技芸

域活動に関心があったり、様々な動機で多くの人が集まってきた。引きこもりがち

である。人々が集い、言葉を交わし、あるいは歌い、踊り、描くなど様々な行為を共

な人が変わろうとして参加することもあった。認識の共有に困難はありつつも多様

にし喜びを味わう。そうした人々の営為とコミュニケーションの積み重ねによる共

な人たちが関わることで、多様な人間関係と共に多様なプログラムが生まれてき

生的な社会の創造こそがアートである。もちろん研鑽を摘んだプロフェッショナル

た。人々はコミュニケーションをし、コミュニケーションは人を形成する。
年をとってもそうだが若いうちに様々な人と交流することは、人生の選択肢を得

の生を鼓舞し、生きる活力となるであろう。それはそれとして重要な価値を持つ。

たり生き方を学んだりする上で重要である。劇場は、固定的なモノの見方を変化さ

だがそれは常に限られた人にしか伝わらないものである。劇場が社会において有

せ可能性を広げるコミュニケーションの場としての役割を担っている。博物館・美術

用なものと見做されるには、いや言い直そう、真に有用なものとなるには、特定の

館のあり方について美術史家のダンカン・キャメロンが述べたミュージアムの区分、
「テンプル」と「フォーラム」に重ねて言えば、既に評価の定まった至宝を拝みに行

するのではなく、決して常日頃芸術に親しんでるわけではない人ともあるいは芸術

く
「テンプル」ではなく未知なるものに出会いそこから議論が始まる場である「フォ

から遠い人すらも巻き込んで関係を築くことが重要である。劇場は、単に顧客の趣

ーラム」としての機能が劇場にとって重要である。権威的な制度や形式が維持され

味的な好奇心を満たすばかりの場ではなく、地域の人々の普段の生活を豊かにさ

る場ではなく、常にフラットなコミュニケーションが生まれて新たな価値の発見が期

せる場にならなくてはならない。それには何よりも人々が集いコミュニケーションを

待される場こそが劇場である。

生み出す場にならなくてはならないということである。
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限られた人たちと関係を築くだけでは不十分である。芸術愛好家ばかりを相手に

﹁あーとま塾

による美しいアートを否定することはない。それがもたらす崇高な経験は、見る者

佐藤 友則

現代社会においてごく一般的なことを述べるが、
Ｉ
Ｔ技術の進歩により人々は大

マーケティングレポート⑨

国立映画アーカイブ

社会包摂というアート

佐藤 友則
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今回世界劇場会議に参加して最も印象に残ったのがジョナサン・ハーパーさん

イギリスでの先進的な取り組みには終始感心させられた。特に、継続させるため

グループワークの話に戻る。対象者は「中高生の若者」。中でも学校に行きたく

のビジネス的思考・取り組みは日本の劇場関係者やアーティストたちにまだまだ足

ても行くことができない中高生を対象とした。今はSNSの普及により以前よりは視

りない意識であると思った。何をするにも資金は必要である。資金確保の話を聞き、

野が広がりやすいとは思うが、自身を振り返ると、高校生までは学校と自宅の往復

短期的な助成金に頼りがちな日本で継続した事業を行うための活路を見出すこと

になりがちで、外の世界を知る機会が限られていたように思う。そのため、市民参

ができた気がした。

加型プログラムを通じて、彼らに異文化・世代間交流をしてもらい、多様な考え・人・

ただ、日本以上に音楽が身近で金管楽器に人気があるイギリスとは土壌が違う

生き方があることを知ってもらいたいと思った。そして、その拠点の一つが公共ホ

ため、これをそのまま生かすのは難しいと思う。マインドやテクニックなどはどうに

ールになればいいと考えた。公共ホールは病院や教育機関で提供しているような

か活かせないか？と考えたひと時であった。

直接的な支援も、全市民に平等にサービスを提供することも難しく、個人的にそこ

演劇情動療法による認知症入院患者の治療の報告は、私の祖母が認知症という

には尽力しすぎなくてもいいのでは、と考えている。ただ、ホールならではの強み

こともあって親近感を持って受け止めることができた。医師からの医学的な観点か

を生かして、市民に求められたときに手を差し伸べられる存在でありたいし、ふと

らのアプローチ・結果には非常に説得力があり、また、演劇が貢献できることが単

した時に思い出してもらえるように日頃からの多様なアプローチは心掛けていく必

純に嬉しかった。

要を感じた。

初めての参加ということで慣れない部分もあったが、世界劇場会議に参加する

村田 美笑子

﹂

そのことを胸に公共ホールの一職員としてこれからも邁進していきたい。

だけで様々な先進的な取り組みを知ることができたのが収穫であった。
最後に、普段出会えないような全国の様々な立場の皆さんと一つのテーマに沿
あーとま塾では、グループワークを中心に行った。

って熱く議論を交わしたのはかけがえのない時間になりました。ありがとうござい

2日かけて実際の公共ホールを拠点に痛みを抱えている対象を元に公共ホール

ました。

としてどういったアプローチができるかをチームで模索していった。今回のグルー
プワークで対象者は「中高生の若者」と仮に定めた。対象者へのアプローチ方法を
考える中で、必然的に自身の中高生時代を思い出していた。
私は現在勤めている大垣市の出身ではない。出身地は東海地域のそれなりの地
方都市ではあったが、私の中には地元の公共ホールとの思い出はほぼなく、高校
生の頃に学校行事を開催していた場所という程度の認識だ。その学校行事がなか
ったら存在すら知らなかったかもしれない。そのくらい市民にとって存在感の薄い
場所だったのではないだろうか。公共ホールに何かを期待する発想すらなかった。
公共ホールに勤務をしている今でこそ、地元の公共ホールのことはホームページ
などで時々事業を確認しているが、なかなか実態は見えてこない。それでも、私に
とっての地元はそこしかない。いつか地元のホールに関われたら…という気持ち
はわずかに持ち続けている。こういった地元に対する愛着のようなものが生まれた
のは、地元を離れて公共ホールに勤め始めた7年ほど前からだった。出身ではない
都市の公共ホールで市民のために懸命に働く度に、その地域の市民が羨ましいと
感じていた。だが、最近は羨ましさだけでなく、その羨望心を原動力に市民に向け
や「館長ゼミ」などで可児市文化創造センターの取り組みに直接関わるようになり、
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たプログラムを前以上に多面的に考えるようになった。今回の「あーとま塾2019」

﹁あーとま塾

﹂③マーケティング

マーケティングレポート

﹁あーとま塾
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意識が変化してきたからである。

マーケティングレポート⑩

︵公財︶大垣市文化事業団

劇場に関わる人のためのアーツマーケティング・ゼミ﹁ あーとま塾

村田 美笑子
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あーとま塾への参加に先立ち、
「世界劇場会議国際フォーラム」に参加した。

俳優

文化政策レポート

愛

育をなんとかしたい」というお話には非常に共感を持った。社会包摂を考えるとき

アートでもある。この道筋がすでにコミュニケーション・アートであり、プロセス・ア

「子ども」は圧倒的な選択肢のなさ
（狭さ）
という点で最大の弱者ではないか？とい

ートであるのだ。そして、その先に実際に生きるひとたちの現実を変える機会を

うことが私の中でいつも引っかかっている。特に経済的に余裕のない親を持つ子

「共に」創り出していくことができる。

供の選択肢のなさは顕著である。私は最近「貧困」という視点から社会をみている

ロジックモデル作成のグループワークでは私の関わるこのスペースをモデル例

ことが多く、
「選択肢のなさ＝貧困」という図式がずっと頭の中にある。また貧困と

として取り上げていただいたのだが、以前より念頭にあった「子ども食堂」を本格

教育のずさんさという土台によって、そのうえには頑丈な家が立たない―――子ど

的にベース活動に捉えていこうと思い至った。子ども、と銘打ってはいるが仮の名

もの未来は社会によって潰されていることを身に染みて実感している。

称で、これは子どもだったときがあるすべての人（昼間の空に星をみていたかもし

多くの大人に、昼間の空に星はみえない。子ども時代に目にみえるものしか存在

れない人）の集う場所でもあるコミュニティセンターとしての食堂だ。だれでも来る

しないという教育をさんざんされてきているからである。昼間の空に光る星をみつ

ことができ、ヒエラルキーなどは一切なく、又属性や個性がちがったままそれぞれ

けてしまうことのないよう
（又みえている子どもにはそれは偽物であると信じ込ま

が連帯を強いられるのではなくただ共にあることを楽しんでいくことのできる場だ。

せるよう）、その機会を無慈悲な社会に、無自覚な周りの大人達に強制的に奪われ

この「コミュニティ食堂」で生まれていく繋がりを大事に育て、発展させていくこと

てきた。その代わり競争社会、新自由主義、資本主義社会意識を植付けられる。そ

で彼らの習慣や現実の行動を変えるアートを共に創っていく計画である。

11

愛

ングとはまさにコミュニケーションであり、そしてコミュニケーション自体がすでに

関根

﹁昼間の空に星をみる﹂

関根

まずワークショップ開始時に衛館長のお話にあった「就学前教育、均一能力教

の渦中でうまく生きていくための「立派な」大人になるよう教育された結果、そうな
った者もいれば落ちぶれた者もいる。現代の子どもたちはどうか。彼らもまた昼の

またコミュニティ食堂では、特に子どもたちが自らの生きる社会に関心を持ち、こ

空にも光るはずの星をみない。昼間の星を知らない大人達に教育され、または見捨

れからの社会を創っていくのは自分たちであるという当事者意識が芽生えるよう、

てられ、無数に光るはずの選択肢は彼らにない。

さまざまな社会問題の「みえる化」をアートを通し進んで行っていきたいと考えて

私は、昼間の空に光る星とは選択肢のことだと思っている。子どもたちには何よ

いる。今の社会は汚い物にはふたをして存在しなかったことにし、マスメディアの

りも選択肢が必要だ。均一性教育は選択肢のなさを体現している。自分が身を投じ

忖度による情報操作で市民の知る権利も危うい。ただでさえ生きていくための正

てきた芸術活動やこれから学んでいくことを活かした事業を通して「子ども自らが

しい情報へのアクセスの極端に制限されている子どもたちなど（性教育や政治教

選択できる未来」を創造していきたい。

育、批判的視点を培う教育等がおろそかで自立心を育てない）、今社会で何が起こ
っていて、何が問題なのか全く何も知らされないで生きているのではないか。それ
ぞれ違った一人ひとりの人間のまま、そのダイバーシティを認め合い、社会参画者

があると考えていた。私は今、自らが昨年末より関わっているLGBTQを始めとす

となっていくことを促されない子どもだちの現実ははっきり言って不幸である。現

る性的マイノリティ
（ここではQUEER=クィアと総称する）メンバーの運営による

実を知ること、他人事でなく当事者意識をしっかり持つことは問題解決の第一歩で

カフェ＆スペースを、地元やそこに暮らす人々やコミュニティの問題解決の場とし

ある。近くの企業組合「あうん」
（90年代に路上生活者達が生きていくために始め

て存在させていきたいと思っている。クィアだけではなく貧困層、移民、高齢者や

た自助組織）の発足時からのメンバー中村さんは「当事者運動」の大切さを話され

低所得者の多い下町なので、社会が周縁化しているそういったすべての人達と彼

ていた。子どもたちは傍観者ではなく私たち社会の参画者、協同創造（製作）者な

らの直面している問題を包括していく。

のだ。また子ども食堂以外にもご近所のNPO法人や組合とのソーシャルインクル
ージョンを見据えた連携イベントなどの案が生まれてきている。

では生まれたばかりのスペースで具体的に何をしていけばよいのか？
「マーケテ
私は社会にでるまえに芸能の世界へ入り、以後十年間俳優しかやってこなかっ

をはじめとし、教育・福祉・医療機関や地元企業、商店街、協同していけそうなNPO

た。芝居は元来人々のためのものであったはずなのに、実際は特権化されたもので、

法人などに積極的に働きかけ、コラボレーション、アウトリーチを提案し実行してい

アーティストの掌中の外へ出ることはなかった。又自らが現実社会のいち被搾取者

くことにあるということを今回改めて強く認識した。そこで私は考えた。マーケティ

でもありながら、そのことに無自覚、無認識のまま「こんなもんか」と生きてきた。
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ィングは種まきである」と衛さんが言っていた。アートマーケティングの課題は行政

﹁あーとま塾
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そのために地域ベースで社会機関としての芸術の場を模索、創造していく必要

愛

文化政策レポート

関根
俳優

井の中の蛙である。空の高さにばかり見飽きていて、地の広がりに思いをすら馳せ
圧と自由を描くある傑作英国喜劇（シャーロット・ジョーンズ作「エアスイミング」と

愛

言う）の日本初演をプロデュース・出演したことで、その深い道すがら「社会のいち

11

関根

なかった。そんな私が2018年に理由の分からないまま猛烈に惹かれた女性の抑

構成員として存在する自分自身」の認識が生まれた。そして三十歳になって初めて、
劇場の外の生の社会へ飛び出そうとしている。こわいが、アーティストがマーケタ
ー、マネジメントを行う有意義さがあると信じている。
私が好きなアーティストのひとり、弱冠３５歳でエイズのため亡くなったダムタイ
プの古橋悌二は「マネジメントは創作の一部である」と確かに言う。作品のいちピ
ースとして動くだけ、又作品を生みだすだけのアーティストでいることに甘んじる
ことなく、社会と本気で向き合い、現実を変えるために具体的・実際的に働きかけ
ていく力のある人間であるために、行動していきたいと思う。選択肢を増やすこと
は社会の、選択肢の存在に気づかせることは教育の使命だと思う。私はその二つ
のあいだを越境的に行き来するようなアートを通して、そのどちらもをおこなって
いきたいと考えている。昼間の空に、星は光っている。

﹂③マーケティング

﹁あーとま塾
2
0
1
9

﹂③マーケティング

﹁あーとま塾
2
0
1
9

とま塾の一区切りとなります。まずは、参加していただいた講師や、参加者、あーと

て開催し、様々な交流が生まれ、創発的な学びの場が形成された反面、参加者の

ま塾サポーター、関係者の皆様に感謝申し上げます。

動機や課題意識に幅ができ、継続参加者と初参加者との知見の差や、所属や経験

参加者数をふりかえると、2016年度にキックオフで開催した際は17名、第一期

の違いに由来する視点の違いなどにより、参加度合いに層が生まれたことです。こ

2017年度は計3回開催しのべ94名、第二期2018年度は計3回開催しのべ106

のような課題は、来年度からの新たな区切りで始まるあーとま塾への持ち越しとな

名、第三期2019年度は計3回開催しのべ108名参加し、合わせるとのべ325名

りました。

の参加者になりました。東北から九州までの広範囲から参加者が集まり、所属も劇

2020年度は、前半はアーラが改修工事となりあーとま塾もしばしお休みとなり、

場職員、自治体職員、議員、演出家、俳優、制作者、大学教授、NPO職員、民間企

10月から体制をリニューアルして再開する見込みです。年間2回程度の開催にな

業会社員、大学生、市民と多岐にわたり、社会における劇場が置かれた現状に疑問

りますが「文化政策」
「社会包摂」
「マーケティング」の3テーマは引き続き継続さ

を持ってこれからの社会にあるべき劇場像を創ろうとする人たちが集まり、共に学

せ、さらに議論を進める予定です。将来的には、劇場が「ハコモノ」ではなく「社会

びながら関係性を構築し、劇場に関わる人の強弱様々なつながりの束による広い

機関」になるために、常に顧客目線でその事業定義をし続け、既存の事業や考え方

ネットワーク
（＝あーとま塾コミュニティ）が形成されたように感じます。

を陳腐化しつつ新しい価値を創り続けることに未来はあると考えています。2020

この三期は衛館長の意向で一貫して「文化政策」
「社会包摂」
「マーケティング」

年3月現在、格差社会化など常態化する社会課題だけでなく、新型コロナウイルス

の3テーマを設定し、それぞれのテーマに沿ったプログラムとゲストをお呼びして

感染症による社会への影響や、東京オリンピック延期や中止の可能性、景気後退

ゼミを開催し、議論を深めてきました。文化庁が「文化芸術推進基本計画（第一期）

の予兆など未来が不透明な部分がありますが、あーとま塾は、未来を創っていく志

の策定について（中間報告）」に関する意見募集をした際は、あーとま塾の参加者

を互いに鍛錬する場であり、10年後20年後に劇場を通して社会を変える活動を

が意見を提出するなど、その時の文化政策の状況にあわせて臨機応変にプログラ

する人を育てるインキュベーターでもあると思います。参加者が社会の一構成員と

ム構成をしました。

して、福祉・教育・医療・多文化共生機関など他分野と連携し、劇場を通して社会を

受講型のゼミの開催だけではなく、アーラ施設見学、東農高校の演劇ワーク

変え人々のwell-beingの実現に貢献していく、あーとま塾はそういう未来に向け

ショップ見学、児童養護施設見学、アーライルミネーション点灯式見学、ロジックモ

て協働して取り組めることができるかけがえのない場所であってほしいと願ってい

デル作成グループワークなど体験型のプログラムも織り交ぜ、ゼミのあとは参加者

ます。

にレポートを課して考えを整理することを促すことで、頭と体で講師・参加者が交
流し、双方向で学びあう場を意識してつくろうと取り組みました。また、各回1泊2
日の合宿形式なので、夜の交流会も毎回話が尽きず、夜遅くまで参加者や講師や
アーラ職員が入り混じって、その日に講師が話した内容や、自分が現場で抱える課
題などを互いに話し込んでいました。
三期連続して担当者として取り組んで思うことは、このような前例のないプログ
ラムを毎回衛館長と相談しながら、常に文化政策の最新の情報にアンテナを張り、
時に参加者の意見を聞きながら進めることはとても刺激的で創造的な取り組みで
した。また、参加者の研修のみならず、あーとま塾という事業を担当すること自体
が、自分自身の研修プログラムだったのではないかと思ってしまうほど、様々な知
見を得ることができ、長期的な視点で劇場を取り巻く環境を見ることができ、また
様々な関係者と共に価値を創る楽しみを実感できるようになりました。これは当初
考えていなかった個人的な成果でもあります。
もちろん、多くの事業がそうであるように、成果だけでなく課題も一方でありま
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す。衛館長の方針で「来るもの拒まず」のスタンスで希望する人はすべて受け入れ

おわりに 半田 将仁
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あーとま塾の三期をふりかえって

おわりに

半田 将仁

今期で2017年から2019年まで三期続いた「劇場の再定義」を副題にしたあー
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