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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 21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 21年 8月 6日 

第 2回評価委員会  平成 22年 4 月 13日 

第 3回評価委員会  平成 22年 6 月 11日 

第 4回評価委員会  平成 22年 6 月 18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 

日本芸術文化振興会が行う助成事業は、芸術文化の振興に資する事業として大変重

要であり、順調に進んでいることを大いに評価する。 

助成対象活動の募集説明会の成果が上がっていると評価できるが、東京と大阪での

説明会だけでは助成事業や仕組みの周知徹底は不十分である。全国各地の郷土芸能な

どを振興するためにも、説明会の開催地を拡大するなど広報活動に積極的に取り組ん

でほしい。基金と補助金の審査基準等について説明することも大切である。また、活

動の実態に即した、より柔軟に枠を広げた募集のあり方を検討することも必要である。 

地域の利便性を高めるため、都道府県に窓口を開設してもらっていることは評価で

きるが、窓口担当者の一層の意識の向上が大切である。 

事業の統合・一元化の効果に関し、芸術活動における頂点の一層のレベルアップと、

裾野を広げるための普及活動への助成というふたつの目的がそれぞれ鮮明になったこ

とについて評価する。今後、その効果をより明確にするため、会計面のみならず、芸

術活動を行う側から見たメリット・デメリットについてさらに検証しなければならな

い。 

経済状況が厳しい中、引き続き厳正な審査を行い、内容優先でより実りある援助を

図ることが重要である。応募件数の多い演劇の分野で、事務局が申請内容を分析した

資料を作成したことを評価する。作成方法・内容が専門委員の審査に予断を与えない

よう注意しつつ、他の分野でも作成できれば、有益であろう。 

また、予算の積算など会計面での指導を行ったり、継続的に助成を受けている団体

に対しては、活動が自立できるよう努力を促すための助言をしたりすることができる

ような体制の充実が必要である。  

芸術創造活動特別推進事業は、水準の高い舞台芸術の創造活動等を目指すものであ
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るが、芸術文化振興基金事業と明快に分けることは困難であり、重複応募は今後も可

能にするべきである。同時に、審査基準の一層の明確化等により、どちらかにしか合

致しない企画が重複応募とならないよう配慮する必要がある。 

近年、各地の美術館や資料館を含めた箱モノの急速な疲弊化が起きているが、地域

の芸術文化活動へ助成することが施設の人材の育成につながることを期待したい。 

調査活動に関し、専門委員による調査回数が増えたことについて評価するとともに、

調査活動が次年度以降の募集や交付にどのように役立ったか、検証が求められる。交

付された助成金が「トップレベルの芸術文化活動の水準向上」や「芸術の創造又は普

及活動」、「地域文化の振興」など目的に沿ってどのように使われ、また効果があった

のか、引き続き調査する必要がある。遠隔地の調査も必要であり、専門委員とは別に、

公演調査委員を設定するなどして、調査件数を増加することが望まれる。 

資金管理に関し、芸術文化振興基金の運用については、この困難な時期に計画を上

回る実績を上げ、平成22年度に向けて継続的に助成金予定額を増やせたことを評価す

る。 

基金への寄付の募集について努力する必要がある。遺贈による寄付制度の手続きや

募集方法について一層の広報の充実が必要である。また、寄付金の使用目的を芸術・

芸能の特定分野に限定することにより、応募しやすい人もいるのではないか。 

イベントの開催や広報誌・チラシ、ホームページなどの発信により、文化芸術活動

に対する援助の実態、内容などについて多角的に広報していることを評価する。振興

会の存在の認知や幅広い応募のためには、広報活動が何よりも重要であり、文化芸術

活動に対する国民の関心をさらに高めるものである。 

「芸術文化振興基金 20周年」という節目に、東京ではなく大阪で「－関西からの発

信―」というイベントを開催したことは有益だった。とかく、芸術文化の助成や発信

は、東京中心になりがちであるが、地方独自の価値観の継承や発展もサポートしてほ

しい。 

ホームページについては、目標を上回るアクセス数を記録したことを評価する。民
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間助成団体の情報や事例に関するデータベース、また、これまでの基金助成活動を公

開したことは申請者にとって非常に役に立つはずである。ホームページの表現方法に

ついては、もう少し親しみやすさを目指し工夫することが望まれる。 

広報事業の一環として、より成果があった助成公演を、年間でいくつか選考し、再

演の機会を与えることができないものか。 

 

(2) 伝統芸能の公開及び現代舞台芸術の公演 

多くの劇場を所有する振興会の 大の事業は、伝統芸能の公開及び現代舞台芸術の

公演である。各劇場でこれまで多年にわたり上演を繰り返し、特色ある内容、脚光を

浴びる話題を作り、多くの観客に受け入れられてきていることは大いに評価する。 

各劇場共通の課題は集客であり、よい企画でも入場率が低くあるいは採算性が悪い

ようでは、望ましい公開、公演の姿とは言えない。舞台からの熱気を削がないために

も、入場率を高める方策をさらに検討してほしい。 

インターネットの活用やマスコミも含めた宣伝活動については、努力の経緯はうか

がえるが、出演者・演出家など舞台関係者やボランティアの協力も得て積極的に取り

組むべき道があるのではないか。 

（伝統芸能の公開） 

伝統芸能の公開については、質の高いサービスの提供とともに、未来の観客を育て

る努力を長年にわたり続けている姿勢を高く評価する。 

平成 21年度も、国立演芸場 30周年、国立文楽劇場 25周年という節目を活かし、す

ぐれた公演を計画し、入場者数が伸びたことは特筆に価する。歌舞伎、文楽をはじめ

とした各分野とも、概ね目標を越える入場者数を達成したことを高く評価する。今後

とも一層、早期に演目、出演者を決め、発表するよう努力してほしい。 

歌舞伎公演に関し、「通し狂言」「新作」また、珍しい演目の復活など、国立劇場な

らではの上演を行い、伝統芸能としての歌舞伎の保存・向上を目指している点につい

て評価する。一方、人気の若手に焦点を当てた、話題性を考慮した企画を取り入れる
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ことも、時には必要ではないか。 

各公演については、企画の意図が鮮明で特色が出ていた。舞台の成果については俳

優の力もあって差が出たのはやむを得ない。10月の乱歩歌舞伎の第二弾「京乱噂鉤爪」

は創作といっていい作品だったが、テンポもよく娯楽作として面白く仕上がっていた。

このような新作の試みを国立劇場で行うことは意義深く、適切な周期で継続した取組

みがあってもよい。11 月の「傾城反魂香」は、坂田藤十郎、市川團十郎という東西を

代表する俳優の共演が話題を呼び、舞台の水準も高かった。今後は義太夫狂言の通し

上演をしてほしい。12 月の新歌舞伎特集は台詞術に長けた中村吉右衛門の実力が生か

された。初春の「旭輝黄金鯱」は珍しい狂言の復活、歌舞伎界にとってのレパートリー

の拡充という意義に加え、大衆向きの娯楽作としての工夫が見られ、スペクタクルに

富んだ舞台に仕上がっていた。装置のすばらしさ、技術も評価する。3月の「金門五山

桐」は 34年ぶりの再演で台本、演出を改訂した舞台だったが、主要な役にもう一人役

者がほしく、台本に無理があったのではないか。鑑賞教室については、7月は俳優陣を

もう少し充実させることはできなかったか。 

入場者数については、ほぼ目標を達成できたことを評価する。しかし、10 月の乱歩

歌舞伎は初演後すぐに「好評につき続編」の上演を決めておきながら、2年目の入りが

下落したのはなぜか、今後の改善のためにも分析の必要がある。 

三年間の歌舞伎座の建替え期間に関し、東京での歌舞伎公演は明らかに少なくなっ

ている。松竹との提携の難しさもあるだろうが、国立劇場で歌舞伎が見られるチャン

スととらえ、どのような歌舞伎を上演すればよいのか、従来以上に企画に工夫を凝ら

してほしい。あるいは短期間で、あるいは小さな座組みで、ものによっては実験的な

公演や、これまでとは異なった座組みなどが実現できるよう様々な試みを行い、上演

回数を増やしてほしい。また、新派公演の復活も検討してほしい。そのことが国立劇

場のイメージアップにつながる。 

文楽公演に関し、文楽劇場については開場 25周年を迎え、早期スケジュール決定の

効果があった。大型の企画が並んで例年より一段と活気が出、華やかな演目、見応え
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のある舞台が続いて、「義経千本桜」「壺坂観音霊験記」「心中天網島」など、いずれも

目標を上回る集客ができたこと、また関係者の尽力を評価する。引き続き、演目・配

役の早期決定、宣伝を行い、団体の集客や外国人観光客の劇場への誘致など、努力を

続けてほしい。夏休み文楽特別公演の第三部「サマーレイトショー」は、幅広い観客

に文楽を普及する効果が期待できる企画であり、継続を望む。なお、11 月に久々の天

覧文楽が実現し、集客効果があった。 

東京の文楽公演については依然として好調で、文楽人気を維持したことを評価する。

出演者の配置も今年度はよく考えられており、今後とも引き続き、若手の力のある技

芸員を抜擢し、適材適所を進めてほしい。 

文楽は、三業それぞれ中心世代が若返る一方、ベテランの高齢化もあり、今後企画

面での課題となろう。 

特筆すべき公演として、「テンペスト」を文楽化した新作の「天変斯止嵐后晴」は、

新鮮さもあり、優れた成果を上げた。ただ、舞台全体の完成度については、古典には

及ばないという印象も与えた。音楽の視点から言えば面白く、浄瑠璃作品の伝統を継

承する点で聞きごたえのある作品だった。特に、義太夫三味線の魅力を冒頭で引き出

したことや、若手三味線の起用が活気を与えた点は高く評価する。「寿式三番叟」につ

いては、正面に演奏家を並べていたが、音響的には、床に並ぶ方が音質はよかったの

ではないか。 

なお、集客に関し、京都の桜や紅葉、あるいは大阪の天神祭などの時期に、文楽劇

場の交通・宿泊プランによる集客増を図ることはできないか。 

短期公演に関しては、邦楽、舞踊公演なども工夫がこらされ、伝統芸能の専門家集

団としての振興会の手腕が発揮された。 

舞踊公演について、9月大劇場の「東都八景四季賑」は好企画であり、プレ・イベン

ト「親子でふれあう日本舞踊」の実施も評価する。10 月文楽劇場の「東西名流舞踊鑑

賞会」は、制作意図や内容、入場者数の目標達成は評価する。ただ、名手が好演目を

演じても満員にならなかったので、宣伝・集客にはさらに工夫が望まれる。 
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2 月小劇場の雅楽公演「神楽歌」は丁寧に、貴重な内容を提示しており、その企画内

容とともに、国立劇場が担う重要な役割をよく果たしていたことを高く評価する。 

9月大劇場の声明公演「東大寺修二会の声明」は圧巻であった。通常、特に女性は全

く立ち入ることのできない法会の公開が行われ、貴重な機会の実現に対して企画者、

関係者に感謝する。国立劇場だからこそ実現した歴史に残る公演だった。 

10 月小劇場の琉球芸能公演及び国立劇場おきなわの企画公演について、重要無形文

化財「琉球舞踊」指定記念公演として「琉球舞踊特選会」が時宜を得て上演されたこ

とを評価する。普段は見られない誠に貴重な企画であり、字幕表示も 適であった。 

大衆芸能公演に関し、演芸場は開場 30 周年、文楽劇場は 25 周年を迎えた中で、概

ね高水準の入場率を記録し、落語を軸とした演芸のブームを実感させた。演芸場につ

いては「親子で楽しむ演芸会」が満席になったこと、会場の飾り付けの工夫などを評

価する。文楽劇場については、文化庁主催「上方芸術祭寄席」が出演者・出し物とも

盛りだくさんであったことから、再び実現することを望む。 

能楽公演に関しては、毎回、高水準の入場率を維持していることを評価すると同時

に、国立能楽堂の盛況が他の能楽堂に波及しないことを残念に思う。引き続き、外国

人観光客に日本文化を見てもらうための宣伝活動、また次世代の観客を育てるための

努力を続けてほしい。また、月によって出演者の人気、実力に大きな開きがあるので、

今後の課題とすることを希望する。特筆すべき公演として、能と狂言の融合を目指し

た意欲的な新作「野馬台の詩」は、能の新たなあり方の誕生を予感させ、成果を上げ

たことを評価する。東京以外でも再演されることを期待する。また、能と他ジャンル

の併演企画が継続していることを評価する。 

組踊等沖縄伝統芸能に関して、新作組踊公演の実施を評価し、本館や文楽劇場での

公演が増えることを希望する。公演日程や企画の工夫を進めてほしい。国立劇場おき

なわは、地域の観劇風土の問題もあり、入場者の確保に苦労していることを理解する

とともに、組踊公演の平均入場者数に改善が見られることからも営業面で努力してい

ることを評価する。沖縄県民の国立劇場おきなわに寄せる親近感、期待感を高める方
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策を進め、各年齢層が幅広く劇場に足を運び、いつも自分たちの伝統芸能が見られる

場というイメージを作り上げてほしい。 

組踊自体も沖縄で知名度を高めることが必要である。研修生等も活用し、広報活動

と割り切って、廉価な学校公演をもっと県内で活発に行いたい。また、国立劇場おき

なわの小ホールで、若手公演や沖縄芝居の公演を行えば、県民の劇場認知につながる

のではないか。沖縄で育つ児童・生徒は必ず 1 回は組踊鑑賞の機会を体験させる必要

があるので、出前授業を工夫するのもよい。 

マイカーが普及しているとは言え、アクセスの難点もあるのではないだろうか。観

光客を対象にした宣伝活動や、劇場専用バス、団体受け入れの工夫など、入場者・利

用者の拡大が急務である。交通・宿泊プランや本土から沖縄への修学旅行生を対象に

した鑑賞会を積極的に進めたい。旅行代理店との連携とともに、教育委員会等への営

業活動も必要である。 

青少年対象公演、連携協力等に関し、各分野の鑑賞教室を開催していることは評価

するが、青少年を対象とした地方公演はまだまだ少なく、開催回数や実施地域を拡充

することが望ましい。 

アンケートに関して、舞踊では回収率が 33.9％と低く、また、全般に実施回数が少

ない。アンケートは観客による演者への批評や激励でもあり、特に若手公演ではアン

ケートを積極的に実施するべきではないか。 

（現代舞台芸術の公演） 

現代舞台芸術については、オペラ、バレエ、現代舞踊とも企画性のある水準の高い

舞台が揃い、演劇についても「ヘンリー六世」三部作上演が各種の演劇賞を受賞する

など話題性とともに好企画だった。 

オペラ公演では、上演機会の少ない優れた作品、スタンダードな作品、日本の新作

オペラの3つの基本柱をバランスよく上演する姿勢を貫いており、この点は評価する。

特に平成 21年度は、若杉前監督の企画がよく、充実した舞台が続いた。 

「ニーベルングの指環」の再演、共同制作の「ヴォツェック」、イギリス・ロイヤル
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オペラ制作の「ムツェンスク郡のマクベス夫人」が大変質の高い公演だった。ただ、

「ニーベルングの指環」シリーズは再演なのでやむを得ないが、演出があまりに先鋭

過ぎてとまどう観客も多かったので、プログラム等で演出の意図についての説明がほ

しかった。新制作した「オテロ」は演出・歌手ともに水準が高かった。「トスカ」「魔

笛」のようなスタンダードなレパートリーの再演では、歌手の水準をもう少し高めて

ほしい。日本人作曲家による演目「修禅寺物語」は坂田藤十郎の演出という話題性も

あり、集客につながった。 

今後は、「日本ならではの優れたプロダクション」の制作を一層心がけ、海外にも新

国立劇場の存在をさらに示す必要がある。優れた指揮者と演出家、そしてスター歌手

の起用という 3 つの要素がバランスよくとれた舞台を目指してほしい。特に優れた指

揮者の起用を望みたい。今まで以上に欧米からの情報を積極的に収集して、公演に反

映させてほしい。 

オペラの公演に関しては、収支率の計画がきわめて低いものが多く、平成21年度は、

オペラだけで約 6億 5,800 万円の赤字となり、平成 20年度（△約 5億 800 万円）と比

べて約 1 億 5,000 万円、率にして 29％以上も赤字が増加した。この赤字は民間からの

寄付によって補われている。芸術的な価値が高いオペラ公演を行うことが重要なこと

は言うまでもないが、民間からの寄付のみに頼ることには限界があり、収支改善の努

力がさらに必要である。 

バレエ公演は、「白鳥の湖」「コッペリア」「ドン・キホーテ」「くるみ割り人形」と

スタンダードなレパートリーに加え、今年度はボリス・エイフマンの「アンナ・カレー

ニナ」が上演されたことを評価する。いずれも目標入場者数を達成していないので、

原因を探り改善し、その上で、このような新しい試みをこれからも続けてほしい。牧

阿佐美の「椿姫」が日露共同事業として上演できたのも日本のバレエの成長を示すも

ので評価する。 

現代舞踊公演では、「勅使川原三郎 鏡と音楽」が大変興味深く、演出も面白いもの

だったが、集客にはつながらなかった。しかし、斬新な舞台への挑戦は是非続けてほ
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しい。金森穣や平山素子作品など、ダンスプラネットの企画もすばらしかった。 

演劇では、「ヘンリー六世」三部作が話題になり、この年の も秀れた演劇であると

の評価を得た。三部作とも目標を上回る入場者数を記録し、一挙上演したことも高く

評価する。収支率は辛うじて 60％を超えた程度だが、何と言っても新国立劇場でしか

できない企画である。シェイクスピアの若書きであり、粗っぽい展開も多いだけに、

役者の力が大きな役割を果した。記憶に残る美術があり、長時間の舞台を統一する演

出の手腕が冴え、印象に刻まれる好演がなされたことは間違いない。民間劇場では上

演しがたい、古典劇の上演にこれからも挑戦してほしい。「夏の夜の夢」の再演が、

55.3％（目標 73.5％）の入場率しかなかったが、再演の弛みもあり、新国立劇場とし

ては不十分な舞台となった。外国人演出家を採用する場合、実力のある日本人演出家

を演出補又は共同演出者として参加させ、一定の権限を与えることも一つの選択肢で

ある。「シュート・ザ・クロウ」は、必要 小限の音響で、会話を重視した演出がすば

らしかった。作品は味わい深い小品で、シリーズ・同時代の中に置くと他作品とよい

組み合わせである。「タトゥー」は、ドイツ演劇の現在の先鋭さを垣間見せる好選択で

あった。日本の演劇的土壌を豊饒にするためにも、少々の危険はあっても、若手演出

家の起用を積極的に行ってほしい。また、演出については、特色をプログラムに掲載

することで、理解が深まるのではないか。 

子どもを対象としたオペラ劇場、バレエ劇場も将来の観客育成や舞台人発掘の入り

口として振興会でしかできない事業と評価する。 

新国立劇場と地方との密な連携についても、今後より一層進めてほしい。「夏の夜の

夢」の富山公演の試みは評価する。他作品でも地方公演の実施を期待したい。留意す

べきは、 (1)地方公演を意識した舞台美術（サイズなど）、(2)公演日程に合わせられ

る主役級の俳優の配役、(3)長期公演にそなえての代役(understudy)制度の整備であろ

う。 

新国立劇場での演劇のアンケート回収率が低いのは、実施方法に問題があるからで

はないか。回収率を上げる工夫に期待する。 
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(3) 快適な観劇環境の形成、広報営業活動の充実、劇場施設の使用効率の向上等 

（快適な観劇環境の形成） 

演芸場の環境整備、本館・演芸場の監視カメラの導入を評価する。また、オペラの

プレ・トークをはじめ各劇場の公演説明会、ワークショップ、バックステージツアー、

施設見学は定着してきており、内容・方法に工夫を加え充実を図りたい。「国立劇場さ

くらまつり」も、劇場の広報活動として効果を上げている。 

半蔵門駅(東京)と、日本橋駅(大阪)に上りエスカレーターを取り付けることはでき

ないか、所管と話しあってほしい。 

国立劇場で、サービス向上のため、係員が玄関やロビーに立ち、来場者の質問を受

け、コミュニケーションに努めていることは評価する。ボランティアの活用について

も積極的な検討を期待する。 

国立劇場大劇場のロビーについては、休み時間にくつろぐことができるような空間

となるよう、もう少し工夫できないか。現在、食堂、売店は販売員の接客態度も良好

でよく運営されていると思うが、エレベーター増設後の新しい雰囲気に期待する。 

新国立劇場では、椅子やテーブルなどがかなり増え、またスイーツ・コーナーやワ

インなど飲み物、関連グッズなどの販売コーナーも充実して、雰囲気はかなり改善さ

れた。 

国立劇場及び新国立劇場の託児サービス（キッズルーム）の実施は高く評価する。

もっとこのサービスを知ってもらい、育児中の人たちも観劇できるよう周知してほし

い。 

閲覧者拡大を図るための携帯電話サイトの公開を迅速に実施してほしい。インター

ネットによるチケット販売についても好評を受け利用されているようだが、1日 2日の

短期公演の空席検索は楽にできるが、歌舞伎など長期公演の場合、どの日にどのクラ

スに空席があるのかひと目で検索ができるよう改善してほしい。 

（広報・営業活動の充実） 
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振興会ホームページの内容充実は、評価する。「オテロ」「魔笛」「トスカ」で特設ホー

ムページを開設したことも好ましい。インターネットによる情報発信も定期的に行わ

れており、桜まつり情報など、公演以外の情報も入手しやすい。 

（劇場施設の使用効率の向上） 

劇場施設の使用効率については、特に新国立劇場に問題がある。オペラ劇場の貸与

実績はわずか 2日であるが、自主公演の開催日は年間 90日であり、年間を通じて 4分

の3は公演が行われていないこととなる。リハーサルの効率化や方法の見直しなどで、

年間 50 日以上の貸与の目標をできる限り早く達成できるよう努力してほしい。また、

小劇場の貸与日数が目標の 135 日を大幅に下まわり 97日であるのは、似た規模の公共

ホール、民間劇場と比べても効率が悪いのではないか。 

貸与日数が伸びない理由が、技術スタッフの不足のため主催公演の使用日程が圧縮

できないことなら、外注による劇場スタッフの補充、あるいは国立劇場と緊密に連携

して相互乗り入れを可能にすることが考えられないか。スタッフをこれ以上増やさな

いとの条件下で貸与日数を増加させる方策を考えるべきである。舞台稽古日数の縮減

も進める必要がある。 

新国立劇場は、長期計画を大事にしているようであるが、空間の有効利用、振興会

全体での人材活用なども含め、柔軟な考えに立って国民の施設を幅広く利用できるよ

う、努力を積み重ねてほしい。 

主催公演と貸劇場公演を合せて劇場施設の使用効率を高めることにより、観客と劇

場との接触の機会が増加することは、様々な公演情報を知らせる絶好の広報チャンス

につながることとなる。 

国立劇場おきなわは、沖縄県立郷土劇場が閉館したこの機会に、アクセスの不便さ

を補いながら、是非貸劇場の日数を増やしてほしい。 

 

(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） 
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伝統芸能の伝承者養成は、振興会の業務の重要な柱である。長年の研修制度をきめ

細かに徐々に広げ、現行の古典芸能の世界になくてはならない人材育成システムを構

築してきた。特に歌舞伎・文楽では、現在第一線で活躍している技芸者を輩出するま

でに貢献、機能していること、優れた講師陣により厳しく充実した研修が行われてい

ることを評価する。若者にとって魅力的な環境を整備し、伝統芸能への関心を高める

よう一層の努力が必要である。 

研修生の募集、選考等に関して、平成 22年度募集対象の歌舞伎俳優・長唄・太神楽

の合同見学説明会の実施や、能楽の体験教室を北海道で実施したことは、幅広く人材

を確保しようという熱意の表れで評価する。ただし、募集の広報活動にはまだ工夫の

余地があるように思われるので引き続き研究してほしい。各分野の実際の研修の様子

を DVD 等にして、学校や関係団体に無料で貸し出すシステムも有効ではないか。研修

生の能力や将来性をどのように判別するのが有効か、検証を続けていってほしい。 

文楽研修生に対し、新たに劇場宿舎が安価に提供されたことは大きな改善点であり

評価する。他のジャンルでも検討を願いたい。修了生については、文化庁あるいは企

業とも連携して、奨学金制度などを設けて修行に専念できる環境が整備されるよう希

望する。組踊研修生については、特に研修期間中の経済環境の整備の検討を期待する

とともに、研修修了後は、定期的に公演に出演できないだろうか。研修修了者や中途

で辞退した者に対し、実態調査や意見聴取を行うことは今後の研修環境の整備の参考

になると思われる。 

（現代舞台芸術の実演家等の研修） 

現代舞台芸術の実演家等の研修について、社団法人日本芸能実演家団体協議会と協

力して現役俳優のリフレッシュ研修を行っていることや、文化庁新進芸術家海外留学

制度に合格する優秀な人材を育てていることは、研修制度そのものの評価を高めるこ

とで大いなる成果と言える。現代舞台芸術の研修生は、入所時は希望者が多く選抜が

厳しい一方、修了後は発表の場の確保が問題である。実演家以外の制作者や指導者に

対しても、研修生が活躍の機会を得られるように協力を要請する必要がある。 



 

13 

 

オペラ研修に関して、着実に研修を実施した成果として、修了生が本公演の舞台に

立つ例は増えてきており、一層の充実を望みたい。 

演劇研修に関して、現役の舞台俳優のための短期集中トレーニング「現役の俳優の

ためのリフレッシュコース」、「戯曲を読むシリーズ」を行ったことは、プロへのアウ

トリーチ活動として評価する。演劇研修所がプロではなく、専らアマチュアを対象に

している体制について今後検討する必要がある。 

（その他広報活動、伝統芸能分野と現代舞台芸術分野の相互交流等） 

広報活動の充実と文化普及活動への参画に関して、研修生による地方公演、啓蒙活

動は、研修生の体験学習と一般観客への普及に資することで、これからも大いに続け

てほしい。国立劇場おきなわにおいて、学校の芸術鑑賞会等に研修修了生を活用する

企画は、研修修了生と高校生との年齢が近いこともあり、よい結果を招くと推測され

る。バレエや演劇の研修生が、研修中でも他の施設のコンサート等に積極的に参加で

きるよう配慮する必要がある。 

伝統芸能分野と現代舞台芸術分野の相互交流に関して、双方の分野の研修生が参加

する合同特別講義は、市川團十郎という魅力的な講師を招き、終了後の意見交換も含

め有意義である。将来、日本の舞台芸術にかかわる一員の教養としてふさわしい企画

で来年度以降も実施してほしい。 

国立劇場と新国立劇場において、地方の公演制作者・舞台技術者等を積極的に受け

入れる研修制度を開発できないだろうか。 

 

(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 

（伝統芸能に関する調査研究の実施並びに資料の収集及び活用） 

振興会の重要な事業の一つである調査研究と資料収集・活用は、歌舞伎・文楽・沖

縄伝統芸能などの分野で着実に進められていることを高く評価する。今後とも国立の

機関としての存在を示すためにも日本文化の情報発信の核としての活動を期待する。

資料の研究や刊行に加えて、近年はデータベース化やデジタルコンテンツの作成など
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業務が多様化しているが、引き続き充実した資料の作成を期待する。 

伝統芸能の調査、研究に関しては、国立劇場の仕事は質の面で多くの大学の研究室

の実績を上回っている。今後もこの水準を維持してほしい。貴重な古文献の復刻事業

は評価でき、また各種出版物や解説書は読み物として、あるいは公演ガイドとして有

益であり、資料という面でも価値があり評価できるものが多い。一次資料を整理し校

閲して編纂する作業は極めて貴重だが、多くの刊行物が一般の書店で見受けられず、

購入もできない場合が多い。書店や出版取次業者、大手のネット書店などと提携して、

広く購入できるようにすべきであろう。 

資料収集に関して、資料サービス課の発足と資料類のデジタル化を評価し、また図

書閲覧室の一部日曜開室と時間延長を評価する。 

文化デジタルライブラリーにより、インターネットで一般の人もより詳しい資料を

利用できるようになったことを評価する。文化デジタルライブラリーの整備は、今後

ますます国民の期待が膨らむので拡充が必要である。広報を徹底して、より多くの人

が活用できるよう引き続き努力することが望まれる。 

公演記録を活用して文楽 DVD と演芸場 CD が刊行されたことは成果であり、是非シ

リーズ化してほしい。映像や音声資料の利用については、権利関係のこともあろうが、

宝の持ちぐされにならないよう、公演記録映像の活用を促進してほしい。少なくとも

伝統芸能情報館内での視聴がよりスムーズに利用できるように、検索方法の簡便化と

資料の DVD 化、CD 化などで利便性を高めてほしい。また、伝統芸能入門など学校教育

向けの DVD 等デジタル資料の作成・刊行はできないだろうか。 

公演映像資料を作成して、特に声明、雅楽、民俗芸能公演などを海外にも発信して

ほしい。また、上演中の公演との連動を図るなど、企画性の高い公演記録鑑賞会を実

施したい。 

展示に関して、各館の展示室の展示内容は十分努力が認められ、内容も充実感があっ

た。情報館・能楽堂及び文楽劇場展示室での収集資料を活用した試みは振興会ならで

はの底力である。今後ともさまざまな工夫をこらした展示を進めてほしい。また、ア
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ンケートについては、年齢等も集計し、今後の企画・広報の参考としてはどうか。 

（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） 

現代舞台芸術に関して、新国立劇場は情報発信機関としての機能が弱く、今後一層

の調査・研究の実績を示してほしい。資料収集や研究について人員が不足する場合は、

早稲田大学演劇博物館など外部の研究機関との連携も検討してよいのではないか。ま

た、現代戯曲研究会は有意義な組織である。 

公演の映像や資料をより閲覧しやすくなるよう一層の努力を期待する。「オペラがで

きるまで」などの映像記録や新国立劇場施設の映像資料等を、学校教育用に限定して

積極的な貸し出しを望む。バレエの DVD が刊行されたことは成果であり、今後も古典

名作を中心にラインアップの充実を目指してほしい。 

新国立劇場オペラ劇場のロビーでの展示は、売店等他の施設もあって見にくいので

工夫が必要である。新国立劇場情報センターで、「ヘンリー六世」三部作上演の期間中

に、シェイクスピア作品の主催公演の記録映像を一挙上映した企画は有意義であった。

シアタートークや資料を活用した講座も、専門性の高い劇場ならではの人材を活用し

て進めてほしい。 

 

２ 業務運営の効率化に関する目標を達成するための措置 

 

(1)業務運営の効率化 

情報システムの活用や手続きの簡素化、館内 PHS の導入で連絡が迅速化されたこと

を評価する。 

随意契約を見直し、一般競争入札の導入が推進されたことを評価する。経費削減の

ためにも引き続き業務委託を進める必要がある。情報処理等の専門性の高い技術職は、

外部委託の導入を進め事務の効率化を図る必要がある。 

省エネルギー・リサイクルの推進効果が出たことを評価する。「地球温暖化対策中長

期計画」等に基づく二酸化炭素の削減目標に関しては、当然達成に努めるものとする
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が、来場者の快適環境の維持には十分な配慮が必要である。 

今回行われた事務運営の効率化のための組織改革に関して、調査養成部の再編によ

り、結果として調査記録部門が手薄とならないよう、引き続き質の高い業務の実施に

努力してほしい。職員の意識改革や専門性の確保のため、研修の充実を図るとともに

適切な人事異動を行う必要がある。また、給与水準は適切であると認められる。さら

に、制作・演出手当の支給状況を確認し、合理的な理由があると認めたことは適切で

ある。 

振興会に関する情報の開示については、一般の人々が利用しやすく、分かりやすい

情報を速やかに提供できるよう、引き続き努力してほしい。 

 

 (2)事業評価の実施 

今年度の事業評価に当たり、自己点検評価報告書やその公演個別表など、詳細で丁

寧な書面となって、適正な検証がなされていることを高く評価する。計画、実施、そ

して結果検証と煩瑣な業務ながら、振興会の独立行政法人としての存在価値を浮き彫

りにしている貴重な資料となっている。 

「政府の行政刷新会議での事業仕分け」で予算削減の一面があったことは、よりよ

い業務推進には障害になったことと思うが、その上でも質の維持、向上に期待する。

常に効率化を求められながらそれぞれの役割に邁進している職員の熱意を前向きに生

かせるよう組織一体となって努力してほしい。 

芸術文化が国の宝であり、誇りであること、国民にとってはすぐれた芸術文化に触

れることが生きる喜びとなり、明日への糧ともなることを、振興会の事業を推進する

ことにより実証することを期待する。 

 

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 

 



 

17 

 

収支に関し、公演事業等については、それぞれ周年記念公演を行った演芸場、文楽

劇場が増収となり、全体として安定した運営を行ったことを高く評価する。特殊な演

出等意欲的な公演を行ったことなどに伴い、公演費及び舞台管理費等は支出増となっ

たが、劇場入場料収入は、目標を上回る入場者があり、増収となった。施設使用料に

ついて、減収となった劇場もあるが、国立劇場全体としては、公演事業において利益

を上げたことを評価する。 

質の高い公演の実現のためには、舞台設備費を確保するとともに、制作者や舞台関

係者の適正な人員配置が損なわれないよう、人件費や公演費の削減には注意を要する。

公演ごとの収支については、常にきめ細かな検証を行う必要がある。 

なお、新国立劇場の公演事業については、民間からの寄付金による補てんの額が増

大した。優れたハードウエアとしての施設利用、受託事業及び共催事業等の増収を図

り、公演事業全体としての安定に努めることが望ましい。 

芸術文化振興基金の運用に関し、経済状況の困難な時代に運用収入が増加したこと、

同時に助成事業にかかる経費節減も実行できたことを評価する。併せて、基金全体の

拡充に向けて幅広く寄付を集めること、また、個人会員による市民メセナ活動を広く

掘り起こす可能性を検討し、新しいシステムを作ることも一考に値するのではないか。  

外部資金の導入に関し、「日独青少年指導者セミナー」や「文化庁芸術祭」のほか、

能楽や歌舞伎の地方公演は普及のための対外活動として有意義であり、しかも外部資

金の導入により実施されたことを評価する。 

総人件費改革の方針に基づき、人件費削減を進めていることを評価する。ただ、振

興会の業態や専門性にかんがみれば、振興会の職員自らが企画し実施すべき業務が大

部分であり、かつ根幹であることから、人員の抑制には限度がある。振興会の発展を

阻害しないよう、将来を展望し、計画的な新規採用を維持しつつ、退職した貴重な経

験者の確保や有効な外部委託などにより、年齢構成の均衡の取れた人材を有効に使い

たい。 
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４ 国立劇場おきなわ・新国立劇場の運営委託、人事、施設・設備に関する計画等、

業務運営に関する事項 

 

(1)国立劇場おきなわ・新国立劇場の運営委託 

新国立劇場と国立劇場おきなわの運営委託については、引き続き経費削減や効率化、

透明性の確保を期待する。 

（国立劇場おきなわ） 

国立劇場おきなわ運営財団との人事交流については、国立劇場おきなわの業務運営

に中・長期的に資するものとして評価する。ただし、人事交流だけではなく、財団の

職員の大部分が沖縄県からの出向職員で構成されている状態を放置せず、舞台技術並

びに沖縄芸能について専門的な技能や知識をもった人材を育成していくことが長期的

には望ましい。現状では国立劇場おきなわの職員数が少なすぎるので、せめて研究職

員 1名でも増員を期待する。 

また、国立劇場おきなわには歴史的背景を考え特別な予算措置が必要であろう。 

（新国立劇場） 

新国立劇場運営財団への運営委託については、オペラ劇場貸与日数の問題などもあ

り、振興会との間の意思疎通を一層円滑に行う必要がある。振興会と財団との間で人

事交流を盛んに行うことなどにより、相互理解を図る必要がある。 

新国立劇場は、「財団の自主性を尊重しながら」ということを基本に運営されている

が、長期計画に組み込まれて柔軟な取組みができない点など大胆に検討をし直す機会

ではないだろうか。 

新国立劇場の運営について根本的な再検討を望みたい。オペラ劇場の稼働率は依然

として低いが、二期会や藤原歌劇団など民間オペラ団体との連携を図り、主催公演と

貸劇場公演をあわせて稼働率を高める必要がある。また、すぐれたオペラを作ること

が重要であることは言うまでもないが、日本人歌手の出演の機会を増やすことなどに

ついて、なお努力する必要がある。 
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 (2)人事、施設・設備に関する計画 

文楽劇場技術室の世代交代がスムーズに行えるよう適切な方策を配慮する必要があ

る。国立劇場おきなわ運営財団との人事交流において、財団からの職員受入れが実現

したことや、職員の外部研修の導入による専門的知識の習得を評価する。 

補正予算により予定していた施設・設備の整備事業について、文部科学大臣からの

交付辞退の要請に応ずることで実施できなくなったものが多く生じたのは問題である。

常に劇場の安全快適な芸術環境の保持のためにも緊急な対策を講じてほしい。 
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独立行政法人日本芸術文化振興会評価委員会名簿 

 

 

委 員 長   森 西 真 弓 

（大阪樟蔭女子大学教授、雑誌『上方芸能』編集代表） 

委員長代理   水 落   潔（演劇評論家） 

委   員   石戸谷 結 子（音楽評論家） 

委   員   太 田 耕 人（京都教育大学教授） 

委   員   葛 西 聖 司（ＮＨＫアナウンサー） 

委   員   田 中 通 孝（武蔵野音楽大学教授） 

委   員   茂手木 潔 子（有明教育芸術短期大学教授） 
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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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独立行政法人日本芸術文化振興会評価委員会要項 

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３

０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。 


