
新着情報（2018/1/5現在）

以下のプログラムの詳細情報が更新されました。黄色い部分が新着の情報です。

1月17日（水）
13:00～15:00
グループA

レクチュア・デモンストレーション
舞踊公演企画制作－素踊とコンテンポラリーダンス－

　世界的日本画家の千住博のいう “日本画は人類画” という主
張は、人類グローバルリズムの岩絵の貝に、ローカリズムの日本
の風土が生んだ樹木や動物によって生まれた日本独自の和紙とに
かわで描かれた日本画を意味します。千年も輝き続けている日本
画に対し、ヨーロッパ油絵は数百年の命という指摘です。
　日本身体表現史は諸外国から学び、日本独自の招魂、鎮魂、送
魂の芸能とをハイブリットすることによって日本雅楽、能楽、近
世には鎖国政策の中で、庶民が立ち上がり人形浄瑠璃、歌舞伎、
全国各地域には多様な芸能を創造しました。古代から二千年の繋
がりを見せて、世界無形遺産として輝いています。近代グローバ
リズムの文化芸能の比ではないです。それは、人類グローバリズ
ムの生死一体の身体観に加えて、古代から神と自然、あるいは人
と人、人と社会との対応から生まれた日本独自の空っぽの “から
だ” と日常生活の “み” の身体表現が今も生き続けているから
です。

【講師】
小野晋司　（公財）横浜市芸術文化振興財団
チーフプロデューサー、横浜赤レンガ倉庫1号館 館長

花柳大日翠　日本舞踊家

山下残　振付家

【コーディネーター】
平野英俊　舞踊評論家

1月17日（水）
13:00～15:00
グループA

広場としての劇場
－ロビー、ホワイエ等の共用空間を活用する－

　文化施設は、芸術創造・鑑賞等の公演活動、またそれらを通し
た交流を目的としていますが、近年は文化・芸術にあまり関心の
ない人にとっても、利用価値のある公共施設であるという認識が
広まってきました。そこで、ロビー及びホワイエ等の共用空間を
第二の活動場所として各種イベントや市民の居場所、コミュニ
ティ形成の場として開放・活用している実態について調査を行い
ました。その報告と活用事例の紹介を行います。
　一日を通じ世代を超えて人々が集まる場、文化活動以外でも利
用できる場、特に目的がなくても気軽に利用してもらうことで、
日常的に文化施設に親しんでもらうことは、公共施設にとってと
ても大事なことでしょう。広いスペースをより有効に活用し、地
域に開かれた「広場」となることで、地域住民から頼りにされる
場所作りの可能性を考えます。

【講師】
蔭山陽太　ロームシアター京都
支配人兼エグゼクティブディレクター

千葉真弓　北上市文化交流センターさくらホール
企画事業課

【コーディネーター】
本杉省三　日本大学理工学部 特任教授



1月17日（水）
15:30～17:30
グループB

創る劇場への進化
－その政策と創造のマネジメントを学ぶ－

　SPACでは二代に渡る芸術総監督が世界の到達点を示す創造の実
績を示しました。鈴木忠志氏が２０１２年オリンピックイヤーの
エジンバラ演劇祭に招かれ、「エレクトラ」で並み居る世界の文
化大臣らの目を釘付けにしたように、昨年の宮城氏の「アンティ
ゴネ」も仏教や能の手法で新たなギリシャ劇を仕立てあげ、かつ
てない喝采を浴びました。日本演劇が世界の演劇を席巻する動向
は、ゼロ年代以降を特徴づけるものと言えるでしょう。それは西
欧文化の限界を超える可能性を持つ日本文化・演劇への期待の表
れのようにも思えます。鳥の劇場は従来の自治法上の公の施設と
は異なり、開設１２年を迎えた今、名実ともに創造する公共劇場
の先頭走者となりました。自由度の高いオルターナティブスペー
スが創意溢れるNPOによって新たな公共劇場に進化したのです。両
監督の創造政策・マネジメントに耳を傾けていただきたいと思い
ます。

【講師】
宮城聰　SPAC－静岡県舞台芸術センター 芸術総監督

中島諒人　鳥の劇場 芸術監督

【コーディネーター】
鈴木滉二郎　（株）公共経営・社会戦略研究所
特任研究員

1月17日（水）
15:30～17:30
グループB

舞台技術体験実習

　劇場・音楽堂等のフロントスタッフとして、企画、制作、営
業、広報等の仕事に携わる職員のなかには、ともすれば舞台およ
び舞台裏に一度も足を踏み入れたことがない人もいます。確かに
舞台上や舞台裏に相当の知識や経験がないまま安易に出入りする
ことは非常に危険を伴うものです。ただし劇場の仕事は表と裏が
文字通り表裏一体となって成立するものですから、両方の技術に
習熟することは不可能であるにしても、お互いに理解を深めるこ
とはとても重要です。
　そこで例えば、平台と箱馬で簡単な舞台の設営を試み、ロープ
の結び方、ケーブルの巻き方、幕の畳み方等の基礎的な技術につ
いて、「劇場・音楽堂等人材養成講座テキスト」第５章等をテキ
ストに、舞台の簡単な仕事を実際に体験実習することでアートマ
ネジメント研修の一助と致します。劇場・音楽堂等のフロントス
タッフにとって必ずや貴重な体験となることでしょう。

【講師】
山形裕久　（公社）全国公立文化施設協会
コーディネーター

滝善光　舞台美術家

【講師・コーディネーター】
小川幹雄　（公社）全国公立文化施設協会 アドバイザー



1月17日（水）
15:30～17:30
グループB

劇場・ホールの雇用環境と今後の課題を考える
－指定管理と働き方改革の間で－

　指定管理者として施設使命を効果的に達成するため、持続的な
組織に向けた雇用環境の整備を検討します。
　指定管理者制度下における雇用環境は、設置自治体との関係性
やその指定管理料に左右される部分も大きく、必ずしも指定管理
者側だけで決められないのが現状です。一方で、長時間労働等に
対する労働法規の厳守や政府の進める同一労働同一賃金等の「働
き方改革」への対応など、現場が抱える課題への対応が急務と
なっています。
　4月に迫った労働契約法改正による無期転換への対応に関する調
査報告、アメリカ・シアトル近郊の地域劇場での滞在研修から日
本とは異なる劇場の施設管理や事業実施への取り組みの報告、地
方都市で組織改革と無期転換に先立って有期職員の正職員化を図
り新規採用への応募者の大幅増につなげた事例報告、そして講師
と会場との質疑等も交えて、今後の課題解決のヒントを探りま
す。

【講師】
大澤寅雄　（株）ニッセイ基礎研究所
芸術文化プロジェクト室 主任研究員
米本一成　（公財）かすがい市民文化財団
チーフマネジャー
綿江彰禅　　（一社）芸術と創造 代表理事

※内藤耕氏のご登壇は都合によりなくなりました。

【コーディネーター】
岸正人　（公財）としま未来文化財団
（仮称）豊島区新ホール劇場開設準備室 課長

1月17日（水）
15:30～17:30
グループB

差別解消法のその後を検証する
－劇場・音楽堂等の合理的配慮と建設的対話とは－

　2020年のオリンピック・パラリンピック開催に向けて、多くの
障害を持つ市民の芸術文化の鑑賞や表現する機会が増加していま
すが、2017年日本財団の調査報告『障がい者の舞台表現・鑑賞に
関する実態調査報告』では、障がいのある表現者や鑑賞者と公的
施設管理者の認識の違いが明確になりました。
　障害者差別解消法では、差別を解消するための措置として「差
別的取り扱いの禁止」と「合理的配慮の不提供の禁止」は公立文
化施設の法的義務となっています。差別的取り扱い、合理的配慮
不提供の最近の事例と対応策などを伺い、２つの劇場・ホールの
具体的な取り組みや施設運営の考え方など先進事例を伺います。
多様なお客様を迎える劇場・ホールのインクルーシブな運営を考
える機会としたい。

【講師】
尾上浩二　認定NPO法人ディーピーアイ日本会議 副議長

駒井由理子　神奈川県民ホール 施設運営課

松岡智子　東京芸術劇場　事業企画課事業調整係

【コーディネーター】
間瀬勝一　（公社）全国公立文化施設協会 アドバイザー



1月18日（木）
10:00～12:00
グループC

劇場・ホールの自主制作公演の紹介
－2019年度の連携と全国展開に向けて－

　全国の劇場・ホールの状況は多様で、積極的に自主事業を実施
している施設もあれば、貸館として鑑賞機会提供中心の施設もあ
ります。劇場等で自主事業として企画制作された優れた公演等を
他地域でも展開することにより、その事業をより推し進めるとと
もに、施設間の連携を促進し、地域に関わらず多様な作品の鑑賞
機会を提供することを目的としてこのプログラムを企画しまし
た。文化庁の劇場・音楽堂等活性化事業の「ネットワーク構築支
援事業（助成）」等も活用し、他施設が制作する公演等事業につ
いて制作に加わったり、ツアー公演として受け入れたりすること
により、優れた公演等を全国の施設に展開します。
　子供向けや親子向け公演等、地域で受け入れやすい事業等を中
心に自主事業担当者より企画意図、内容、時期、予算等について
プレゼンテーションを行い、質問等も受けてマッチングの可能性
を探り、2019年度事業での実施を目指します。

【コーディネーター】
岸正人　（公財）としま未来文化財団
（仮称）豊島区新ホール劇場開設準備室 課長

1月18日（木）
10:00～12:00
グループC

平成29年度文化庁委託事業
「劇場・音楽堂等スタッフ交流研修事業
（海外交流研修）」報告

　劇場・音楽堂等の活性化に関する法律（通称劇場法）には、劇
場・音楽堂等の専門的人材の養成・確保に努めることが明記され
ています。そうした意識のもとで始まった本研修事業研修生によ
る報告会を行います。今年度は、ベルリンをはじめとしたドイツ
の6都市、13施設を5名で訪れました。連邦国家であるドイツの教
育や文化は、地方自治体の決定事項ですので、各州・市はそれぞ
れの文化政策のもとに独自性を展開しているのが特徴です。芸術
集団を組織化しているオペラハウスもあれば、小規模ながら意欲
的な取組みを行っている劇場まで幅広く存在しています。研修に
先立つ事前及び事後の学習、訪問先組織各分野の責任者・専門ス
タッフ等との意見交換並びに施設見学等を通して、学んだこと・
考えたことなどについて報告致します。参加者5名の輪は小さなも
のですが、本研修で得た国際的交流と日本各地・各館との交流を
広め深める機会にできればと思います。

【報告】
小野修平　（公財）しまね文化振興財団 島根県民会館
施設利用課 施設管理・舞台振興グループ 主任

小金井伸一　KAAT神奈川芸術劇場 舞台技術課 機構

法月智美　（公財）静岡県文化財団 事業課
企画制作グループ チーフスタッフ

森岡めぐみ　いずみホール 企画部 次長

吉川友子　奈良市 市民活動部 文化振興課 主査

【コーディネーター】
本杉省三　日本大学理工学部 特任教授



1月18日（木）
10:00～12:00
グループC

劇場・音楽堂等のトラブル・事故事例と
法律の基礎知識

　1980年代をピークに新設された劇場･音楽堂が施設設備の老朽化
や来場者の高齢化に伴う事故やトラブルが多発している。また、
２016年に施行された障害者差別解消法をはじめ、著作権法、消防
法、労働安全衛生法など、劇場・音楽堂の管理運営には関連する
法律に起因するトラブルや問題が生じることもある。財源の不足
により施設の改修や機器の更新、バリアフリー対応などが進まな
い施設が多い現状で、こうしたトラブルや事故事例を具体的に示
し、劇場音楽堂の設置者、管理者が果たすべき責任の所在と対応
方法を学ぶことで、トラブルの未然防止に役立てたい。併せて、
根拠となる法律の基礎知識を得ることと、不足の事態への備えと
しての保険の活用について学ぶ。

【講師】
望月賢司　望月賢司法律事務所 弁護士

山田優　（株）芸術の保険協会 代表取締役

山本広志　富山県民会館 館長

【コーディネーター】
渡辺昌明　（公財）立川市地域文化振興財団 事務局長

1月18日（木）
13:00～15:00
グループD

地域の伝統文化を活かして

　日本各地でオリンピック・パラリンピック関連の文化プログラ
ムをと言われる今日、皆さまの地域では何かスタートしましたで
しょうか？2012年の当研修のファイナルプログラム「地域伝統芸
能を復興の力に！」では、東日本大震災で果たした地域伝統芸能
の力に気づいた私たちでしたが、今文化プログラムに関連して
も、地域づくりや観光にも地域の伝統芸能・伝統文化に注目が集
まっているようです。そこで、このプログラムでは特に地域の伝
統芸能・伝統文化を大切にした様々な事業に取り組んでいる公立
文化施設をお招きしました。専用劇場での定時公演のみならず、
国内外への出張公演にも積極的な兵庫県南あわじ市の「淡路人形
浄瑠璃館」、そして演劇性・エンターテイメント性に富んだ「石
見神楽」をはじめとして次々に地域の伝統芸能を事業に取り組ん
でいる島根県芸術文化センター「グラントワ」、二つの施設の取
組みが皆さまの課題解決のヒントになれば幸いです。

【講師】
正井良徳　（公財）淡路人形協会 理事長

木原義博　島根県芸術文化センター「グラントワ」
いわみ芸術劇場 総務広報課 課長

【コーディネーター】
田村孝子　（公社）全国公立文化施設協会 副会長



1月18日（木）
13:00～15:00
グループD

インクルーシブシアターを目指すには！
－事業企画から障害者サポートを考える－

　「障害者差別解消法」が施行されてから障がい者参加の事業企
画に取り組む劇場・音楽堂等が増加しています。鑑賞者として、
また出演者としての参加も事例があります。広報宣伝の伝達方法
は？公演当日の観客対応は？緊急時の危機管理の対応は？健常者
相手の事業企画では気づかない案件が山積みです。どこに相談す
れば良いのかも手探り状態？でしょう。
　文化庁の新規事業「共生社会実現のための芸術文化振興事業」
について、障害者の芸術活動推進や共生社会に向けた芸術活動の
取り組みなどの考え方を伺います。
　地域の劇場で事業企画や運営するスタッフに必要なスキルなど
を先進事例から学びます。
　事業企画の現場からは、運営の事例、情報保証、字幕上演など
の現況と課題をお聞きし、地域文化施設に多様なお客様をお迎え
し、地域文化の拠点となることを目指します。

【講師】
大江耕太郎　文化庁文化部芸術文化課文化活動振興室室長

鈴木京子　国際障害者交流センター ビッグ・アイ
事業プロデューサー

廣川麻子　NPO法人シアターアクセシビリティネットワーク
（TA-net)  理事長

和氣正典 品川区立総合区民会館きゅりあん館長

和田剛　障害者スポーツ文化センター 横浜ラポール
管理・文化事業課 文化担当

【コーディネーター】
間瀬勝一　（公社）全国公立文化施設協会 アドバイザー

1月18日（木）
13:00～15:00
グループD

劇場・音楽堂等における人材養成を考える

　劇場・音楽堂は、舞台と客席を持つ建物の場を提供するだけで
なく、専門的人材が配置された機関である必要がありますが、質
の高い舞台芸術公演の創造そのための専門的人材の育成には、な
かなか難しい点があります。一口に公立文化施設といっても、各
地の劇場・音楽堂には様々な違いがあります。勿論地域の特性・
施設の特性の違いに加えて、直営・指定管理による管理の形態や
職員の身分の違いがあります。さらに劇場には職分、仕事内容の
違いがあることなどから、どのようにして人材を養成していくの
か、なかなか定まった方法が見いだせず、結局各館の事情に任せ
ているのが実情です。また図書館司書や学芸員などのような、必
要なある一定の基礎知識レベルが標準化されていないために、系
統だって学ぶことも明確ではありません。
　ここでは様々な立場の3人からこれからの人材養成についてお伺
いするとともに、コーディネーターも交えて簡単なシンポジウム
を行います。

【講師】
髙宮知数　東日本国際大学 地域振興戦略研究所 客員教授

松本久美　エリアマネジメント専門家

天羽麻里子　前 小金井市民交流センター 館長

【コーディネーター】
鈴木輝一　（公社）全国公立文化施設協会 アドバイザー


