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はじめに 

 

 

本評価委員会は、独立行政法人日本芸術文化振興会評議員会規則第 8

条の規定に基づき、振興会の業務の運営に関する評価を行うため設置さ

れたものである。 

このたび、理事長の諮問を受け、平成 20 事業年度の業務の実績に関

して、厳正かつ客観的な評価を行った。 

評価は、前年度に引き続き、振興会が実施した当該年度に係る自己点

検評価報告書をもとに、まず各委員が事前評価を行い、次に振興会から

の説明を聴取しながら、合議により 終的な評価を行った。 

本評価委員会は、評価結果について、原則として年度計画に定められ

た項目ごとに取りまとめ、評価報告書として提出するものである。 

評価においては、できる限り、振興会の業務運営をより良いものとす

るための意見を付したものであり、次年度以降の各事業の充実及び発展

に活用されることを期待する。 

 

 

評価実施の経緯 

 

第 1回評価委員会  平成 20年 10 月 30日 

第 2回評価委員会  平成 21年 4月 13日 

第 3回評価委員会  平成 21年 6月 12日 

第 4回評価委員会  平成 21年 6月 19日 
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１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目

標を達成するためとるべき措置 

 

(1) 文化芸術活動に対する援助 

 

芸術文化振興基金の助成事業は順調に行われており、様々な文化芸

術団体の活動企画の実現、ひいては日本の文化芸術の活性化に大いに

役立っている。「助成の効果」の調査結果から分かるとおり、質の高

い上演に向けての人材確保や、稽古を含む準備を丁寧に行うことがで

きるなど、活動環境の整備に役立っていることは高く評価できる。 

文化庁の助成事業と振興会の助成事業との統合・一元化の 21 年度

からの実現により、「創造活動」への助成と「普及活動」への助成の

それぞれの趣旨が明確になることを高く評価し、広範囲で助成が活用

されることを期待する。文化芸術の 高水準の引き上げを図り、日本

の文化芸術活動を世界に広く知らしめるための重点的支援とともに、

裾野の拡大を図る普及活動への支援もまた重要である。両者のバラン

スについて、さらに議論を深めてほしい。経済危機の影響により、文

化芸術活動に対する援助が多くの国で厳しい状況にある中で、わが国

でも真に不可欠な援助について、一層厳しい目で選択する必要に迫ら

れている。また助成事業の統合・一元化が、創造の現場にとって実際

にどのようなメリットを生じているか、検証する必要がある。振興会

の業務の増加については、適正な人員配置等の配慮が必要である。 

基金の管理運用については、助成総額が基金発足時の約半分になっ

ており、有効な運用の困難な時期ではあるが、対策を重ねて減収を食

い止める工夫と努力を期待する。利率変動など不可抗力によるリスク

を少なくする取組みが必要である。外部資金の確保については、遺贈

による寄付制度という新たな方策の実施を評価し、その周知を含め、

努力の継続を希望する。 

審査及び助成金交付業務の迅速化が図られたことを評価する。専門
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委員については適切な人選が行われており、委員による公演等調査の

充実に期待する。 

文化芸術活動支援の実績についての情報が、インターネットでの公

開などにより、一般の人々にも浸透してきている点は評価できる。

ホームページは大変見やすく、分かりやすい内容になっており、アク

セス件数が目標を上回っていることからも、掲載情報の充実がうかが

える。また広報誌やチラシなどの配布も効果的であった。より多くの

人々に文化芸術活動の必要性を認識してもらうためにも、地域文化振

興活動助成の窓口となる地方公共団体への周知も含め、一層の広報活

動の展開を期待したい。ただし、民俗芸能の継承団体など、インター

ネットによる情報収集を必ずしも得意としない団体もあるので、情報

伝達の方法には工夫が必要である。説明会は、現在東京と大阪だけの

開催であるが、他の地域での開催も効果があるのではないか。 

地域文化振興活動については、都道府県の担当部局を通しての申請

という方法であるが、申請の可能性を減少させないよう、地方公共団

体と十分に協議しつつ有効な助成を図ってほしい。 

また公演の主催者等として文化芸術の創造活動や普及活動に携

わっている人がいるが、芸術創造普及活動の分野については、現在の

制度では、公益法人等の場合を除き、実演家が加わっていないと助成

対象にならない。そうした立場の人でも応募できるようにならないか。

また赤字分への助成という考え方については、根本的な見直しを行い、

より効果的な助成システムの構築を検討するべきではないか。 

 

(2) 伝統芸能の公開及び現代舞台芸術の公演 

 

伝統芸能、現代舞台芸術ともに、充実した公演が多く、概ね目標入

場者数を上回る集客を記録したことを高く評価する。企画力の高さに

見合う、効果的な営業・広報活動の実現を目指して、改善・工夫を重

ねてほしい。また職員と出演者・外部関係者との意見交換を活発に行
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い、魅力ある作品の上演を可能にすることで、費用対効果を高めるこ

とを望む。なお、字幕表示の活用により、上演内容に対する観客の理

解の向上を図ったことを評価する。 

初めて実施された組踊鑑賞教室公演をはじめ、青少年等を対象とし

た公演は意義が深く、これまで以上の展開を希望するが、目標入場者

数に達しない公演が多かった。原因と今後のあり方について検討すべ

きである。また、全国各地の文化施設との協力体制の拡充が望まれる。

これまでは各地における鑑賞教室の実施にとどまっている感がある

が、各地の制作者等のレベルアップにつながるような共同制作等の事

業も必要である。 

伝統芸能の公開のうち、歌舞伎公演については、ほとんどの公演で

入場者数が目標を上回った。特に 10 月公演「大老」、11 月公演

「江戸宵闇妖鉤爪
えどのやみあやしのかぎづめ

」など、企画に新鮮味があり、通し狂言を柱に新作

初演や珍しい演目の復活上演を積極的に行う姿勢が高く評価できる。

さらに 1月公演の「象引」他の上演は、新春らしい華やいだ雰囲気が

あった。時にはこのような華やかさを重視する公演が、国立劇場の歌

舞伎でも必要ではないだろうか。 3 月花形歌舞伎公演

「新皿屋舗月雨暈
しんさらやしきつきのあまがさ

」は、大劇場での長期公演としては多少話題性に欠

けたところもあり、座組・演目とも小劇場での公演の方がよかったの

ではないか。時期、会場ともに検討を願いたい。 

また新作、復活等への取組みに加え、本格的な義太夫狂言や一般の

愛好家向けの演目も上演するなど、企画構成に配慮してほしい。 

出演者については、座組、座頭が固定化しているように思われる。

出演機会の少ない俳優も出演させる手立てを講じてほしい。また公演

が年度の後半に集中していることについても検討を望む。 

文楽公演では、中堅の実力者を積極的に起用するなど舞台が充実し

た。東京公演については、近年上演機会の少ない演目を積極的に取り

上げ、概して良好な集客を記録した。これらの企画・公演内容を高く

評価したい。 

また、いずれの公演でも、次代を担う技芸員が確実に育っているの
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を感じた。若い技芸員の育成を図る配役が考えられていることの成果

であろう。さらに、実力のある若手演者を抜擢する制作を期待してい

る。人間国宝クラスの技芸員については、配役上過重な負担のかから

ないよう配慮を希望する。 

国立文楽劇場では、劇場の雰囲気もゆったりして観客の熱心さも感

じられた。企画内容も人気演目を中心にしており、集客に努力してい

る様子がうかがえたが、東京に比べて厳しい集客状況が続いている。

観光と文楽鑑賞を組み合わせた企画の実施、様々なメディアを利用し

てのより積極的な宣伝広報など、東京の文楽ファンや初心者を呼び込

む努力をさらに続ける必要がある。特に海外からの観光客に向けて宣

伝するのも一法であろう。 

21年度において東京公演の日数を 1日増やし、大阪公演の日数を 1

日減らすことは、集客状況のバランスに応じた対応として評価できる。

今後も引き続き検討してほしい。豊松清十郎襲名披露公演は好企画で

あったが、文楽の本拠地である大阪で先行してほしかった。また上演

演目及び配役の早期決定・発表を望むとともに、文楽の将来の観客層

の拡充のためには、知名度の高い演目だけではなく、集客が困難と思

われるような演目にもあえて挑戦する意欲を期待する。 

舞踊公演「花柳舞踊研究会名作集」は国立劇場としては画期的な企

画であり、特定のテーマに特化した公演の継続を期待する。 

邦楽公演については、「琵琶の会」が目標を大きく上回る入場者数

を記録した。今後、鑑賞機会の少ない古曲等の振興にも尽力を期待す

る。「邦楽へのいざない Part2 打つ 叩く 吹く－囃子の世界－」では、

実演を交えた解説を行うことにより、邦楽を身近に感じさせ理解を深

めさせる工夫が効果的だった。 

雅楽、声明公演では、「管絃」公演における廃絶曲の復曲など、独

自性のある企画により高い入場率を記録した。公演数の増加を検討し

てはどうか。舞楽公演では、上演の前後に観客が舞台上の楽器を間近

によく見ることができた。上演内容に応じて観客に与える余韻の作り
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方の工夫を行うよう期待したい。 

民俗芸能公演では、3 月公演「舞い、踊る獅子たち」での神楽の上

演において、独特の笛の音色が十分に聞こえず、舞台演出における配

慮が必要と思われた。また 6 月公演「長崎 五島列島の芸能」と 3 月

公演の入場者数に大きな差があることについては、原因分析と今後の

改善に期待する。 

国立文楽劇場の「新進と花形による舞踊・邦楽鑑賞会」は、入場料

金の値下げにより入場率が上がったことを評価する。今後も公演内容

に応じた入場料金の設定に努めてほしい。 

大衆芸能公演については、定席公演で真打昇進や襲名披露公演を組

み入れ、また企画公演において「講談『西遊記』－講談と京劇のコラ

ボレーション－」といった企画性の高い公演を実施したことにより、

良好な集客を記録していることを評価する。現在の状況に甘んじるこ

となく、企画内容の充実、見直しなどを図ってもらいたい。国立文楽

劇場の浪曲公演は人気が高く、公演数を増やしてもよいのではないか。 

能楽公演については、能楽堂が開場 25 周年を迎え、また源氏物語

千年紀でもあったため、華やかな演目や話題性の高い演目が続いた。

公演はほとんどが 90 パーセントを上回る入場率で、企画内容を高く

評価したい。企画公演では「翁」や女性能楽師による「羽衣」など、

記念の年ならではの華やかな舞台が多く、狂言でも珍しい「唐相撲」

等を堪能できた。「蝋燭の灯りによる」公演は、光が美しく幻想的で

あり、新しい愛好家や海外からの観客を増やすためにも公演数の増加

を望む。3 月の特別企画公演において、国立劇場おきなわとの連携に

より「能と組踊」を上演したことは有意義だった。入場率も高く、ま

たこのような企画が実現することを期待したい。 

国立劇場おきなわが開場 5周年を迎えてその存在感が定着し、組踊

等沖縄伝統芸能公演が全体として目標入場者数を達成したことを評

価する。特に「ベトナム宮廷音楽と御座楽の競演」は興味深い公演で

成果があった。今後もアジア諸地域の芸能との交流公演に期待する。 
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現代舞台芸術の公演は、企画・舞台とも概ね優れていた。 

オペラに関しては、安定して高い入場率を記録したことを評価した

い。「軍人たち」の日本初演、「ニーベルングの指環」の再演は高い水

準を保っており、企画・内容ともに高く評価したい。特に欧米でも上

演機会の少ない「軍人たち」が目標を上回る入場者数を記録したこと

は評価できる。これは海外で高い評価を得た演出家による舞台を上演

したもので、今後はこういう企画をさらに増やしていってほしい。ま

た制作段階からのコープロダクション（共同制作）も世界的な傾向で

あり、新国立劇場も積極的にこの分野に進出する必要があるだろう。 

新制作の公演では、「トゥーランドット」「ドン・ジョヴァンニ」と

もに、歌手、指揮者、演出とバランスのとれた舞台となったが、「魔

弾の射手」は、上演される機会の少ない演目だけに、期待したほどの

斬新さに欠けたことが惜しまれる。一方「椿姫」「リゴレット」「蝶々

夫人」とスタンダードな演目の再演が続いたが、確実に集客を期待で

きる演目でもあり、初心者獲得のためにも毎年レパートリー公演とし

て再演することも検討してほしい。 

「ニーベルングの指環」と「魔弾の射手」では、実力ある若手指揮

者としてダン・エッティンガーを起用したことを評価する。一方では

小劇場での実験的な公演がしばらく途絶えているが、ぜひ再開してほ

しい。 

バレエ公演では新制作の演目と再演演目とをバランスよく上演し、

特に次期芸術監督のデヴィッド・ビントレーによる「アラジン」の世

界初演は、バレエの観客層の拡大に資して意義があった。また 3 回目

の再演となる「ラ・バヤデール」は、成熟度を増して新国立劇場のよ

いレパートリーとなった。「ライモンダ」は収支・入場者数が目標に

達しておらず、今後一層効果的な広報・営業活動等の検討を望む。ま

た「中学生のためのバレエ公演」実施を評価する。多感な世代に向け

て、バレエを入り口に様々な舞台芸術へと関心を広めてもらえるよう

な工夫を期待する。 
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現代舞踊公演では、共同制作により新国立劇場の他に長野・富山で

も公演を行った「空気のダンス」をはじめ、日本の現代舞踊界を概観

する「DANCE EXHIBITION 2008」、木佐貫邦子・平山素子・森山開次

といった現在の現代舞踊界を代表する舞踊家の作品など、幅広く総合

的なプログラムを実施し、順調に成果を挙げた。 

演劇公演については、作品によって入場率にばらつきがあった。名

作の発掘作業は新国立劇場の生命であり、木下順二「オットーと呼ば

れる日本人」、コルネイユ「イリュージョン・コミック」という珍し

い演目の上演には意義があった。ただし三島由紀夫「近代能楽集」の

成果には疑問が残った。演出家同士の意識のすり合わせや、演出家と

俳優とのコミュニケーションへの配慮が必要だったのではないか。 

若手劇作家と中堅演出家の組み合わせによる「シリーズ・同時代」

の上演は、企画が先行している感が否めない。創作の現場と劇場側と

の意思疎通を活発に行い、芸術監督が力を発揮しやすい方向で豊かな

創造環境を作り出せるよう、劇場側の制作体制を見直す必要があるの

ではないか。「焼肉ドラゴン」は、多くの演劇賞を受賞するなど、高

い成果を挙げた。物語の舞台となった関西での再演を望む。現代戯曲

研究会の研究成果は新国立劇場のレパートリーにも反映されており、

今後一層の成果を挙げて、実際の舞台公演に生かされることを期待す

る。若い研究者、批評家を集め、ブレーンとしてのドラマトゥルグ（学

芸部）を設置することを要望する。 

 

(3) 劇場施設の使用効率の向上等 

 

（快適な観劇環境の形成） 

国立劇場の売店の品揃えが充実し、CD 等が買えるようになり利便

性が増した。国立文楽劇場のボランティア「文楽応援団」については、

実現可能な意見・提案等があれば前向きに検討して観劇環境の改善に

役立ててほしい。海外のオペラハウスでは、シニアのオペラ愛好家た
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ちが会場案内や会場整理などをボランティアで行っている例があり、

会場の雰囲気をやわらげるなど成果を挙げている。振興会でもこのよ

うな試みを採り入れることで、劇場を親しみやすいものにし、固定客

の増大につながるきっかけになるのではないか。 

演芸場は 30 周年を機に華やかな装飾が行われて明るくなり、今後

ともこの雰囲気が継続するよう希望する。 

新国立劇場のオペラ劇場に関しては、ロビーのレイアウトやインテ

リア、また軽食やバーコーナーの充実により、欧米のオペラハウスの

ような華やかな雰囲気になっている。この雰囲気をより有効に活用し、

またオペラ劇場そのものの存在をアピールするためにも、施設利用

（貸し劇場）を含めて利用者の増加に積極的に取り組んでほしい。 

各公演のプログラムの内容については、全般的にコンパクトで内容

も密度が高いことを感じた。ただし「ニーベルングの指環」について

は、再演ということもあるが、初めて見る観客には演出意図が分かり

づらい面もあり、できればプログラムに演出のコンセプトの記述がほ

しかった。 

施設見学やバックステージ・ツアーは、一定の人気を得ており、観

客の裾野を広げるために有効な手段の一つである。日数をできるかぎ

り増やす努力をするなど、継続と新しい展開に期待する。オペラ公演

などの前に行う「プレ・トーク」や新制作公演についての「オペラ・

トーク」などはさらに充実させてほしい。 

 

（広報・営業活動の充実） 

国立劇場のチケットのインターネット販売が順調に行われ、購入者

に定着しつつあることを評価する。改善点等を検討の上、利便性が向

上するよう期待する。ホームページでは制作発表の様子等、詳細な公

演情報を知ることができ便利であり、一層の充実に期待する。 

 

（劇場施設の使用効率の向上） 
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国立劇場大劇場、演芸場、能楽堂、文楽劇場が、それぞれ 80 パー

セントを超える使用効率を達成していることは評価できる。ホーム

ページでの情報提供やアンケート調査を重ねたことなどが成果につ

ながったと思える。貸し劇場による公演であっても、劇場側のノウハ

ウや知恵の提供を惜しみなく行い、国立劇場ならではの良さを随所に

感じさせる公演になることを望みたい。劇場によってはさらに幅広い

内容の公演を受け入れてもよいのではないか。 

新国立劇場オペラ劇場については、観客の視点に立って劇場のあり

方を根本的に見直し、新たな発想のもとに、常に何かが上演され、観

客その他の利用者が出入りしているような活気ある劇場を目指すべ

きである。そのためには、使用効率の向上への努力が必要であり、利

用可能日数を増やすとともに、オペラ劇場を貸与していること自体を

もっと積極的にアピールする必要がある。また使用手続き等について

は、利用者にとってより分かりやすく便利な方法を採ることにより、

利用日数の増加を図ってほしい。 

 

(4) 伝統芸能の伝承者の養成及び現代舞台芸術の実演家等その他の関係

者の研修 

 

伝統芸能の伝承者の養成事業は、将来を見据えて も重要な課題の

一つであるが、人材育成には時間がかかり、地道な取組みが必要であ

る。各劇場での養成研修は着実な成果を挙げており、関係者の努力を

高く評価する。また、竹本と文楽の分野を中心に、研修生募集の方法

に工夫が凝らされて多数の応募者があったことも評価したい。 

さらに積極的な研修生の募集を希望するが、特に全国の中学・高校

や、類似した伝統芸能が継承されている地域に対する働きかけの方法

を模索してほしい。また、学校教育の中で伝統芸能を効果的に紹介す

るという点で、小中学校への出前教室の実施を高く評価したい。地域

の伝承者との協力体制を作れば、事業の一層の発展が期待できる。子
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供たちの体験教室や体験型ワークショップなど前向きな取組みは、将

来の伝承者の育成にとって資するところが大きいので、さらに積極的

に取り組んでほしい。 

研修のプログラムについては、現場で指導する講師と綿密な協議を

行い、内容の検討・見直しを継続的に実施してほしい。専攻について

の希望、生活上の問題等について相談する回数を増やし、研修生の「心

のケア」に努めたことは評価できる。このようなきめ細かい対応は、

特に若い世代には重要である。また研修生の活躍の場の確保について

は配慮がなされており成果を挙げている。 

研修修了後を含め、研修制度における生活の保障は急務であり、才

能ある人材を育成するための奨学制度等の充実を検討してほしい。 

伝統芸能と現代舞台芸術の研修生の相互交流のため実施された五

館合同特別講義は、意義のある取組みとして評価でき、今後も講師に

は幅広い視野からの人選を望む。 

現代舞台芸術の実演家等の研修について、オペラ研修生による「カ

ルメル会修道女の対話」は水準の高い公演であり、研修の成果を十分

に示した。バレエ研修において、15～16 歳の者を対象とした予科生

の募集を実施したことは、優秀な人材を得るための新しい試みとして

評価できる。演劇研修は定員 15名に対し 20 倍近い応募者があり、俳

優養成の場としてはすでに定着した感がある。修了生は、オーディ

ション等で公演への出演機会を得て成果を挙げているが、持続的に活

動を行うことのできる受皿の必要性を含め、将来への長期的な展望を

示すべきであろう。また、オペラ及び演劇の演出家の養成のため、海

外研修等も含めた育成の方策の検討が必要と思われる。 

 

(5) 伝統芸能及び現代舞台芸術に関する調査研究の実施並びに資料の収

集及び活用 

 

伝統芸能については、上演資料集や「近代歌舞伎年表」の作成及び
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古文献の調査などが着々と行われていることを高く評価したい。また、

上演記録・所蔵資料のデータベース化やインターネットを通しての公

開等も着実に充実してきているが、より広範囲な公開を希望する。 

文楽公演の DVD 化の実現を評価するとともに、続編に期待する。

引き続き劇場の上演記録映像の DVD 化と一般への安価な販売を可能

にしてほしい。教育現場での利用も視野に入れ、劇場における鑑賞の

臨場感を体験できるような充実した映像資料の製作・公開を望む。 

「系統別歌舞伎戯曲解題」の刊行を評価し、続刊に期待する。また

現在刊行準備中の「義太夫年表・昭和篇」の刊行に期待する。引き続

き価値のある古文献の復刊等を実施してほしい。 

「日本の伝統芸能講座 舞踊・演劇」の刊行及び執筆内容の専門性

は評価できる。ただし、劇場で実際に様々な公演を実施している利点

を生かし、書籍の記述と関連する公演情報を掲載するなどの工夫がほ

しい。今後劇場の出版物として、より深く公演を楽しみ理解できるよ

うな書籍の出版を望む。 

伝統芸能情報館をはじめ、各劇場で行われている展示は、観劇の幕

間に見ることができ、内容も興味深い。特に能楽堂では開場 25 周年

ということもあり、充実した企画展が行われた。インドネシア、タイ

における「歌舞伎錦絵展覧会・歌舞伎舞踊レクチャーデモンストレー

ション」の開催は意義があった。伝統芸能の海外での紹介は定例的に

行うことを検討してもらいたい。また美術館などでは目玉作品一点で

連日多くの観客が訪れることがあるが、そのような人目を集める展開

も可能性を探ってはどうか。 

伝統芸能に関する理解の促進と普及を目的とする講座は不可欠で

あり、一般の人々に関心をもってもらうためにも、積極的に実施して

ほしい。特に国立劇場おきなわでの「能と組踊」に関する特別講座の

実施は評価したい。教育現場での指導者に対する「教員免許状更新講

習」は、多数の応募者を得て好評であり、今後の伝統芸能の普及に直

結する活動として大きな意義があると評価できる。 
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現代舞台芸術について、「日本洋舞史年表Ⅵ」の刊行及び既刊分の

ウェブサイトでの公開が行われ、バレエ公演の記録映像を使用した

DVDの販売が予定されていることには意義がある。著作権等の問題を

解消した上で、公開できる公演記録映像を増やし、一般の愛好家が利

用しやすい状況を考えてほしい。公演記録資料の貸出はほとんど認め

られない状況であるが、現代舞台芸術の普及等の観点からも、柔軟な

対応を希望する。また新国立劇場は国際的な情報センターとしての期

待が高いので、収集した資料を刊行物等で研究成果として発表するこ

とが必要である。 

 

２ 組織機構の在り方の検討、事業評価の実施等、業務運営の効率化に

関する目標を達成するためにとるべき措置 

 

情報システムの活用や事務手続きの簡素化により業務の効率化に

努めている。また、「随意契約見直し計画」の着実な実施や、外部委

託・複数年契約化の推進とともに、光熱水量及び廃棄物の削減、ペー

パレス化により、省エネルギーとリサイクルの推進に積極的に取り組

んでいると評価できる。ただし一部の部局でのコピー枚数の増加につ

いては、原因を調査分析し、適切な対策を講じるべきである。劇場等

の管理・運営業務について、公演内容やその他観客に提供するサービ

スの質の低下等により劇場運営に支障をきたすことから、民間競争入

札（市場化テスト）を実施することは適切でないとする検討結果を得

たことを評価する。引き続き、施設・設備の維持管理、劇場案内・清

掃・警備など、劇場等の管理・運営業務について、随意契約の適正化

を推進する等、効率化を図ることが必要である。 

文化庁の助成事業と振興会の助成事業との統合・一元化等に対応す

るための組織機構の改革実施と合理化を評価し、より効率的な組織運

営に期待する。組織のスリム化は重要な課題であるが、劇場における

事業の推進には相当の人員が必要であるので、人員配置について配慮
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が必要である。高齢者の採用は人材活用とコスト削減につながる取組

みとして評価できるが、若手職員の育成にも配慮を希望する。 

自己点検評価を実施するとともに、評議員会、評価委員会、公演専

門委員会、事業委員会、芸術文化振興基金運営委員会において外部の

専門家等からの意見聴取を行い、事業内容への反映に努めていること

は評価できる。 

 

３ 収支、剰余金、積立金、外部資金の獲得状況等、財務に関する事項 

 

総じて健全な財務内容であると評価できる。公演の入場料収入の増

収、公演経費の節減、及び一般競争入札の推進による施設整備工事経

費等の節減が図られたことを評価するが、公演水準の低下や、利用

者・観客へのサービス低下につながらないよう配慮を望む。 

芸術文化振興基金の管理運用については、世界的な経済状況の落ち

込みによる影響を 小限に抑える努力をしたことを評価したい。また

剰余金が生じたことは高く評価できる。剰余金の活用方法を工夫して

欲しい。 

総人件費改革の方針に基づき、人件費の削減が順調に達成されてい

ることを評価する。受託事業及び共催事業の実施による外部資金の確

保の推進など、収益をあげるための努力が見られるが、寄付金の獲得

については、積極的な外部への働きかけを期待する。引き続き適切な

財務内容の実現を望む。 

 

４ 国立劇場おきなわ・新国立劇場の運営委託に関する事項 

 

国立劇場おきなわについては、公演回数の増加を望む。また研修生

による公演を東京の国立劇場で年に 1 回行うなど、情報を全国レベル

で発信し、沖縄の伝統芸能の積極的な広報を図ってほしい。養成研修

の実施においては、沖縄県立芸術大学との連携の検討を望む。大学で
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の伝統芸能教育活動と、学外での公演は高く評価されており、劇場の

研修生との交流・連携も重要な課題ではないだろうか。 

職員の人事交流で、振興会から国立劇場おきなわへ職員を派遣する

だけでなく、国立劇場おきなわからの職員の受け入れが予定されてい

ることを評価する。国立劇場おきなわは県からの出向職員が多いが、

劇場で時間をかけて育てた人材の蓄積が、ひいては県全体の財産とな

ることも意義がある。また舞台技術、プログラム作成、広報業務等を

担当するスタッフが十分ではないが、沖縄の伝統芸能の継承と活性化

のため、熟練したスタッフの派遣、地域のスタッフの育成業務の推進、

東京あるいは大阪の劇場への研修派遣制度等により、スタッフの充

実・レベルアップを切に望む。 

新国立劇場については、その管理運営に関して、新国立劇場運営財

団の独立性は尊重すべきだが、振興会としての考え方や意向がもっと

反映されていいのではないか。 

新国立劇場のオペラ公演については、公演の準備段階での効率化を

図る必要がある。また新国立劇場は、世界各地からの情報を集積して

発信する機関としての機能を充実させることが重要である。 

芸術監督・演劇部門「交替」問題に関して様々な論議があったのは

事実である。新国立劇場における芸術監督のあり方については、国立

の劇場としての確固としたビジョンを確立すべく、広く議論を尽くす

中において、その人事や予算等に関する権限や責任も含めて、今後

しっかりと検討すべきである。 
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独立行政法人日本芸術文化振興会評議員会規則 

 

平成１５年１０月３１日 

改正 平成２１年  ３月２７日 

評議員会決定 

 

第１章 審議事項  

第１条 評議員会は独立行政法人日本芸術文化振興会法第１２条の規定に基づき理事長の諮問に

応じ、独立行政法人日本芸術文化振興会（以下「振興会」という。）の業務の運営に関する重要

事項を審議する。 

２ 前項の審議事項には、振興会の業務の運営に関する評価を含むものとする。 

 

第２章 議事  

第２条 評議員会に議長を置き、評議員の互選で定める。 

第３条 議長は、会議の議事を整理する。 

第４条 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名した評議員が議長の職務を代理する。 

第５条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ会議を開き、議決することができない。 

第６条 評議員会の議事は、出席評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

第７条 評議員会に出席することのできない評議員は、書面をもって票決をなし、又は他の評議

員に票決を委任することができる。この場合は、出席とみなす。 

 

第３章 評価委員会 

第８条 第１条第２項に定める評価を行うため、評議員会に評価委員会を置く。 

２ 評価委員会の人数及び任期等は理事長が定める。 

 

第４章 規則の改正 

第９条 この規則を改正等しようとするときは、評議員会において評議員の３分の２以上の同意

を得なければならない。 

第１０条 評議員会の事務は、総務企画部総務課において処理する。 

 

附 則 

この規則は、平成１５年１０月３１日から施行する。 

附 則（平成21年 3月27日評議員会決定） 

この規則は、平成２１年３月２７日から施行し、平成２１年４月１日から適用する。
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平成１５年１０月３１日 

改正 平成１６年 ４月 １日 

改正 平成１７年 ３月１６日 

改正 平成２０年 ６月１９日 

改正 平成２１年 ４月 １日 

独立行政法人日本芸術文化振興会理事長裁定 

第１条 評議員会に置かれる評価委員会（以下「評価委員会」という。）は、独立行政法人日本芸術文化

振興会（以下「振興会」という。）の業務の運営に関する評価を行い、その結果を評議員会に報告する。 

第２条 評価委員会は、９人以内の評価委員（以下「委員」という。）で組織する。 

第３条 評価委員は、振興会の業務の運営に関する評価に必要な学識経験を有する者のうちから、理

事長が任命する。 

第４条 評価委員の任期は、１年とし、７月１日に委嘱することを常例とする。ただし、欠員の補充

による委員の任期は、現任者の残任期間とする。 

第５条 評価委員会に委員長を置き、委員の互選で定める。 

第６条 委員長は、会議の議事を整理する。 

第７条 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した評価委員が委員長の職務を代理する。 

第８条 評価委員会は、評価委員の過半数の出席がなければ会議を開き、議決することができない。 

第９条 評価委員会の議事は、出席評価委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決すると

ころによる。 

第１０条 評価委員会に出席することのできない委員は、書面をもって票決をなし、又は他の委員に

票決を委任することができる。この場合は、出席とみなす。 

第１１条 評価委員会の事務は、総務企画部計画課において処理する。 

附 則 

１ この要項は、平成１５年１０月３１日から施行する。 

２ この要項の施行後 初に任命された評価委員の任期は、第４条の規定に係わらず、平成１７年９

月３０日までとする。 

附 則 

この要項は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要項は、平成１７年３月３１日から施行する。 

附 則 

１ この要項は、平成２０年７月１日から施行する。 

２ この要項による改正後 初に再任される委員の任期は、第４条の規定にかかわらず、平成２１年

６月３０日までとする。 

附 則 

この要項は、平成２１年４月１日から施行する。 


