
⽂化芸術・地域・⽂化施設をつなぐ

コーディネーターの現在地とこれから

レポート



本報告書は、2022年6⽉11⽇（⼟）に開催された、プレイアート・ラボ第５
回の開催レポートです。
現在、私たちの活動拠点である宮城県や仙台市では、新しい⽂化施設の建設
検討が進められています。ハード部分の整備が進められる⼀⽅で、ではどんな
場になるといいのだろうか。⽂化施設がよりよく活躍するためには、アーティ
ストや地域、⽂化施設をつなぐコーディネーターが重要なのではないだろうか。
そこで今回は、⽂化芸術分野でコーディネーター的な役割を担う⼈に、丁寧
にインタビューし膨⼤な量の情報を「75の⽷⼝」としてまとめた「令和3年度地
域と⽂化芸術をつなげるコーディネーター インタビューによる事例調査」を、
STスポット横浜理事⻑の⼩川智紀さんと読み解きました。

【スピーカー】
⼩川智紀（特定⾮営利活動法⼈ＳＴスポット横浜理事⻑）

「舞台芸術を中⼼としたアートと市⺠社会の新しい関係づくりを推進するとと
もに、アートの持つ⼒を現代社会に活かし、より豊かな市⺠社会を創出するこ
と」をミッションに掲げる、ＮＰＯ法⼈ＳＴスポット横浜。⼩劇場の運営をは
じめ、芸術家が学校へ出かけていく『横浜市芸術⽂化教育プラットフォーム』、
地域⽂化を担う⺠間団体をサポートする助成⾦事業『ヨコハマアートサイト』、
障害者と芸術家の活動のあり⽅を考える『神奈川県障がい者芸術⽂化活動⽀援
センター』を運営。個⼈としては中間⽀援組織として、アートＮＰＯの運営団
体などによるＮＰＯ法⼈アートＮＰＯリンク、コンテンポラリーダンス関係者
によるＮＰＯ法⼈ジャパン・コンテンポラリーダンス・ネットワーク、⼦ども
たちの活動を⽀えるＮＰＯ法⼈⼦どもと⽂化全国フォーラムに関わる。

【案内役】
及川多⾹⼦（PLAY ART！せんだい）

はじめに

1

https://www.jafra.or.jp/library/report/2021/index.html


p3-4.コーディネーターは、多様な価値観を多くの⼈に届ける問屋。

p4-5. より複雑に、より多⾯的に。あらゆる場所にコーディネーターは存在する。

＜＜コーディネーターを読みほぐす、75の⽷⼝＞＞

p6-9.「⽂化政策・⽂化⾏政・⽂化施設」に今、求めること。

p9-10.「劇場・創造、⽂化の場づくり」の⼒と役割。めざす姿。

p11-12. 社会課題における「アート・アーティストの役割」。

p12-14. アートと地域・社会課題をつなぐ

「コーディネーターに求められる姿勢」。

p15-16. 「コーディネーターの活躍に向けて」。

＜＜対談＞＞

p17-18. いいコーディネーターは、いい⽣活者。

p18-20. 誰もが崖っぷちで⽣きる今。

アートは静かに⽣活に溶け、勇気づけるものに。

p20-23. これからのコーディネーターの位置づけ。あるいは、私たちの闘い⽅。

p24. 注釈解説

⽬次

2



私は紹介にもある通り多くの肩書きで仕事をしていますが、どれもやっている
ことは「中間⽀援」。中間⽀援とは、市⺠活動のなかではよく知られた⾔葉で、
商業でいう問屋です。つまり、間に⼊り、いろんなところと付き合い、調整す
る係。産地直売も流⾏っていますが、届ける範囲に限界があります。そこに問
屋の調整が⼊ることで、多くの⼈に隅々まで⼈参や⼤根を届ける。そのアート
版をやっているようなものです。仙台では、「せんだい・みやぎＮＰＯセン
ター」などが、中間⽀援組織として知られていますね。

さて今⽇は、⼀般社団法⼈地域創造が⽂化庁の調査研究として⾏った調査につ
いてお話しします。調査の⽬的は、「地域と⽂化・芸術のつなぎ役であるコー
ディネーターの活動を具体的に紹介することで、”これから”求められる⼈材の
在り⽅について考察を⾏い、課題の整理や⽬指すべき将来像を検討すること」。
これ、かなり分厚い報告書です。分厚い報告書ってなかなか読まないんですよ
ね。作ったはいいがそこから活⽤していくとなると、難しい。ですから、今⽇
はせっかくなので皆さんで読み解いてみようと思います。
公式の報告会も7⽉26⽇〜27⽇に「地域創造フェスティバル２０２２」内であ
りますので、ご興味のある⽅はぜひそちらもお聞きくださいね。
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コーディネーターは、
多様な価値観を多くの⼈に届ける問屋。

https://www.jafra.or.jp/project/festival/01.html


報告書でまず記されているのは、なぜコーディネーターが必要か。それが５
つのポイントでおさえられています。

そもそも、⽂化芸術とは何か。アートとは何か。私は、⽂化芸術もアートも、
⼈々の価値観をもとに活動しているものだと思います。地域にとって、⼋百屋
やパン屋などがあるのはもちろん⼤事だけれど、多様な価値観を提供してくれ
るアーティストの存在も⽋かせない。だけど、直接⽣活に関わるものではない
ので理解されにくい⾯もあります。だからこそコーディネーターという存在が
より重要になってくるのです。
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より複雑に、より多⾯的に。
あらゆる場所にコーディネーターは存在する。

地域創造の報告書の冒頭に、次⾴のような図があります。
これまでから現在にかけて、コーディネーター像への変化は著しいものです。
地域課題は複雑化していて、絡み合っている。そして、いろんなところにコー
ディネーターも存在しています。

話は逸れますが、さいきん⽂化庁の「Innovate MUSEUM事業」の公募が出
ました。博物館法に関わる事業ですが、ここには、美術館や歴史博物館はもち
ろん、動物園なども含まれています。ここで⽂化庁が何を求めているか。「⾼
齢化」「⼦育て⽀援」「多世代の学び」「孤⽴・孤独対策」「地球温暖化」
「まちづくり」「観光振興」などなど。それを考える美術館や動物園を募集し
ていたんです。公募要項の最後には、「実施にあたっては、まちづくりや福祉、
国際交流、観光、産業、環境などの関連団体、関係者とつながっていること」
なんて書いてある。つまり、何らかのコーディネート機能を持っていることが
前提だと⾔われています。こんなの難しいですよね。美術館・博物館の⽔準も
今変わろうとしています。
⼤きな変化の中にあるからこそ、セクターとセクター、セクターと⼈、⼈と
⼈をつなぐ、コーディネーターについて考えないといけない、というのが⼤前
提です。

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bijutsukan_hakubutsukan/shien/innovate_museum/
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（図１：コーディネーター像の変遷。笑顔マークがコーディネーターを⽰す）

社会の現状が変わってしまっている以上、これまでのやり⽅ではうまくいく
はずがありません。たとえ新しい⽂化施設を作ったとしても、うまく機能しな
ければ意味はないのです。
6⽉4⽇に出た内閣府の「⾻太⽅針2022」では、⽂化施設に「コンセッション
⽅式」をどんどん採⽤していこうと⾔われています。コンセッション⽅式とは、
施設運営権を⺠間に売却するというもの。宮城県には、⽔道を⺠間事業にしよ
うという動きが少し前にありましたよね。あれがコンセッション⽅式です。⽂
化も⽔と同じ。お⾦の話だけでなく、その質や機能が必要です。私たちがその
声をあげていかないといけないのだと思います。

https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2022/decision0607.html
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コーディネーターを読みほぐす、75の⽷⼝。
「⽂化政策・⽂化⾏政・⽂化施設」に今、求めること。

報告書には、コーディネーターを読み解くためのポイントが全部で75個記載
され、「75の⽷⼝」としてまとめられています。まずは、⽂化政策・⽂化⾏
政・⽂化施設に対して。⽂化政策には発想の転換が求められています。

A4「ネットワーク化するガバナンス」とは、⾏政・財団・芸術家の関係性に
ついての⾔葉です。その関係性はよく、「⾏政＞財団＞芸術家」というヒエラ
ルキー型で捉えられていました。だけど、これではもう対応できないことがた
くさんある。それぞれの専⾨に近いところで、みんなで話し合って決めちゃう
という⽅が、結果的に全体の公的価値の最⼤化につながるのではないか。「地
域のことは地域に」「現場のことは現場に」「専⾨のことは専⾨家に」と考え
たほうがいい時代になっているのではないか。それをネットワーク化と⾔って
います。
『⾃治体⽂化⾏政レッスン55』という美学出版から出ている本を読むと、⽂
化⾏政の⽅が何を考えているのかがよくわかります。コーディネーターや⽂化
施設を運営する⽅、NPOの⽅も、勉強してみると参考になるかと思います。

https://shop.bigaku-shuppan.jp/items/58801423
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A5「⽂化的コモンズ」とは、「地域の共同体の誰もが⾃由に参加できる⼊会
地のような⽂化的営み」です。以前の地域創造の報告書に詳細に報告がありま
す。
地域の中のいろんなアクターが繋がっていけば、⽂化的コモンズが⼩さくと
もできていくのではないか。これをもとに広がっていこうという考え⽅です。
といっても、その間はコーディネーターがつなげていくわけですけどね。上図
には⼈がいないですが、それだけの⼈が必要だということです。

実は正直に⾔いますと私は、⽂化的コモンズに対して、ちょっと意⾒もある
のです。⽂化的コモンズは⼀体何のために作っているのか。⽬的が不明瞭なの
ですね。何でもいいから繋がろうとするのもいいかもしれないけれど、どこに
向かうかわからないまま、ただ繋がっていっても苦しいだけかもしれません。

https://www.jafra.or.jp/fs/2/4/6/3/8/_/27_1.pdf
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ここでは、「属⼈」という⾔葉が出てきました。「属⼈化」とは、特定の担
当者しか状況を把握していないということです。属⼈化の反対は「標準化」
「マニュアル化」。⾏政は、これまで属⼈化を嫌ってきました。だからコー
ディネーターについても、誰でもできる仕事にする⽅向もあるのかもしれない。
だけど、特定の誰かがやることで⾯⽩くなることを、もう少し許容しないとい
けないのではないかとも思います。ある芸術家、あるプログラムオフィサー、
あるいは、地域のことに詳しいおじさん。この⼈じゃないといけなかった。そ
ういうことはあると思うのですよね。それを⽂化政策にどう位置づけるか。
コーディネーターという仕事も属⼈性を伴っていくと思います。それを踏まえ
て⽂化政策を打たないといけないのではないか、という提⾔です。
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A12「新たなベクトル」ということは、前のベクトルがあったということで
す。以前は、劇場についての定義が曖昧な時代、創造型劇場というクリエイ
ションができる余⽩のある劇場を劇場と呼ぶべきだ、とした動きがありました。
それに伴って劇場・⾳楽堂法ができた。だけど今、これでは説明できない場所
がたくさんありますよね。だから新しいベクトルが必要なのだと。おそらくは、
PLAY ART！せんだいも⽬指す社会的包摂などの考え⽅が新たなベクトルにな
るのではないか、と考えた上で書かれていると思います。

以上が、⽂化政策・⽂化⾏政・⽂化施設に対しての提⾔です。

コーディネーターを読みほぐす、75の⽷⼝。
劇場・創造、⽂化の場づくりの⼒と役割。めざす姿。

次は「劇場・創造・⽂化の場づくり」へ向けて書かれた提⾔です。ここでは、
「空間がもつ⼒が⼤事だ、共有地としての場所が⼤事だ」と話があります。こ
れは⺠間劇場の回答です。⺠間劇場のほうがずっと上⼿くやっている場合もあ
るんですよね。公⽴⽂化施設であるせんだいメディアテークは、すばらしい施
設だと思います。⼀⽅で、gallery&atelier TURNAROUND(*1)がなくなったら
どうしますか。映画館でいえば、TOHOシネマズもMOVIXも⼤事。だけど、
フォーラム仙台(*2)がなくなっていいんですか？ それぞれ、役割が違います
よね。⺠間劇場のなかでも、空間が持つ⼒を活かし、共有地になっている場所
はたくさんある。そこに、コーディネーターの役割もまだまだあると思います。
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「別の⼒が蓄電される場」というものを、コーディネーターは作るべきもの
だよねという話もあります。「別の⼒が蓄電される」とは別の⾔い⽅をすれば、
緩いということ。ルーズであることが必要だということです。それから「居場
所のない⼈の居場所」「無⽬的で居られる場」。今の世の中は、⽬的を持ち過
ぎているのかもしませんね。
宮城県⽯巻市にあるアトリエ・コパン(*3)のとある資料に、「⽬的を持って

作るのも⼤事だけど、画材や素材で遊んでいるうちにこんなものができちゃっ
たという⽣まれ⽅も⼤事だ」とはっきり書かれていました。ただ遊びから⽣ま
れるものもあり、さあ何をつくる？だけから始まって⽣まれるものだけではあ
まりよくないのではないか。そういう問題提起があったのです。⽬的がなくと
も何かが⽣まれることは、あるんですよね。コーディネーターは、それを信じ
て動かないといけないなと思います。
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コーディネーターを読みほぐす、75の⽷⼝。
社会課題における「アート・アーティストの役割」

次に「アート・アーティストの役割」についてです。
C12「課題解決の呪縛」もあるのではないかという提⾔があります。とある

課題に対してアートで解決していきますという流れがありますが、実際、課題
なんてアートでは解決できないのですよね。役割が違います。アートの得意分
野は、課題を解決することではなく、課題を発⾒することなのです。
僕が学校へ⾏くと、「学習発表会がうまくいかないので、なんとかしてくだ
さい」という先⽣がいます。けれど、それは先⽣の役割なのです。アートはそ
の前段として、演劇やアートに興味がない⼦供たちに、「表現はこんなに⾯⽩
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いんだよ」「実はこんなに簡単なんだよ」「⼈間って⾯⽩いでしょう」と、そ
ういうことを伝えることはできるかもしれない。つまり、課題解決ではなく、
その前の価値をつくっていくこと。⾃分や⼈間の可能性を感じてもらうことが、
アートにとっては重要だろうと思っています。

コーディネーターを読みほぐす、75の⽷⼝。
アートと地域・社会課題をつなぐ
「コーディネーターに求められる姿勢」
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報告書には「コーディネーターに求められる姿勢」も記されています。
先ほども「ゆるい」マネジメントの話(D11)がありました。⾏政は⽬的のない
場づくりは得意ではないからこそ、アートの現場でできることがあります。⾃
由な「かかわりしろ」を作ること。関わる余地がある場を積極的につくってい
くのが⼤事です。そのためには「雑談」、「相談してもいい側をあげること」
「広聴」が必要。みんなで結論が出ないかもしれないけど、話し合ってみよう。
これもコーディネーター的な考え⽅かもしれません。

私が関わる現場には、障がい者とアートの現場があります。そこでは「医学モ
デル」から「社会モデル」に世の中が変わっているとよく⾔われるのです。
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障がいがあるのは個⼈の問題で、だから病院でリバビリをして治してくださ
い。福祉・保健の領域の話なのですね。「障がいがあるのにがんばったね」。
そう⾔われるのが「医学モデル」でした。しかし今は、障がいは社会の問題に
なる。たとえば、⾞椅⼦の⼈がいたら段差があるのが問題なので、スロープを
つけたらいい。社会の環境改善をするべきだろうというのが「社会モデル」で
す。
そして私が今思うのは、社会モデルの先があるのではないか、ということで
す。名前をつけられていないですが、「当事者研究」「⾃助グループ」あたり
に世の中の先があると信じているのです。医学モデルから社会モデルに変遷は
しましたが、どちらも「障がいがなくなればいいよね」という前提に⽴ってい
ます。だけど現在の障がいとアートの現場には、「障がいがあるけれど、いろ
いろあるけれど、まあぼちぼちやっていきましょう。とりあえず今⽇は⽣きて
いきましょう」という姿勢があります。薬物をやってしまって、もうどうしよ
うもないんだけど、とりあえず今⽇はいきましょう。北海道の『べてるの家』
(*4)は、精神障害の⼈たちが「治りませんように」と⾔っているんですよね。
精神障害がもし治ってしまったら、⾃分が⾃分でなくなってしまう。でも今⾃
分は満ち⾜りているから、なんとか今⽇みたいな⽣活が明⽇も明後⽇も続けば
いいなという姿勢です。そういう姿勢と、コーディネーター的な話はつながっ
ていくような気がしています。
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最後に、コーディネーターの活躍に向けて、この報告書ではどんなことが書
かれているのか。
コーディネーターには「通訳者」としての役割が求められます。プロの通訳
とは私はお会いしたことがありませんが、彼らはGoogle翻訳のように単純に訳
すのではなくて、⽂脈を読むのですよね。福祉業界でいう「アウトリーチ」を、
学校で「学習活動」と⾔い、児童科では「遊び」と⾔う。そのように単純に変
換せずに、⽂脈の中で⾔葉を選んでいく。その⼒が、コーディネーターに求め
られると思っています。

コーディネーターを読みほぐす、75の⽷⼝。
「コーディネーターの活躍に向けて」



16

ここには「広い意味での市⺠活動」や「⾃治能⼒」という⾔葉が出てきてい
ます。⾃治能⼒とは何か。⽇本NPOセンターの「信頼されるNPOの７つの条
件」というのがあるのですが、私は最近、7番⽬をみなさんが忘れているのでは
ないかと思うのですよね。「新しい仕組みや社会的な価値を⽣み出すメッセー
ジを発信していること」です。たとえば、⾏政の仕事を受けていると⾏政の悪
⼝が⾔いにくくなったり、特定の企業の仕事をしていると特定のビールしか飲
めなくなったりしてしまう。そもそも何かを必要だと感じたから、発信したい
から、私たちは団体を作って活動しているのですよね。だからこそ、⾃分の⾜
でしっかりと⽴ちながら、メッセージを訴えていかねばいけないなと私は思っ
ています。
僕なりの読み⽅で僕なりの７５の⽷⼝、紹介しました。

https://www.jnpoc.ne.jp/?page_id=9878
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及川：⼩川さん、貴重なお話をありがとうございました。コーディネーターは
あまりに、複合的で、複層的で、多⾯的なもの。「コーディネーター」という
⾔葉が⽰すものは明確化されていないのではないのでしょうね。社会の変遷の
なかや、どのような⽂脈の中で⾔われるかによって、アメーバのように形を変
えていくものなのだろうと感じました。だからこそ理解しにくい部分もあり、
ジレンマですね。

冒頭にあったコーディネーター変遷の図を⾒ますと、社会課題が多様化・複
雑化していることに伴って、コーディネーターという役割の⼈々の数が増えな
いと、問題解決しないのではないかと思いました。今回は参加者として参加い
ただいている、えずこホール(*5)館⻑の⽔⼾雅彦さんにもお話をぜひお伺いし
てみたいです。

⽔⼾：ありがとうございます。地域創造の報告書にもありますが、今後はます
ますコーディネーターが必要になってくるということはもう明⽩です。⼩川さ
んの話にもありましたが、コーディネーターの仕事に境界もなくなってきてい
る。さらに⾔えば、いわゆる公⽴⽂化施設で働く⼈は、みんなコーディネー
ターになるべきだと私は思っています。これは組織論の話でもあり、ヒエラル
キー型の組織はますますうまく回っていかなくなっていく。最近よく⽿にする
ようになった『ティール組織』(*6)など、そういう形になっていかないと⽣き
残っていけない。⾃分は演劇担当だから、演劇をやっていればいいということ
ではない。それでは進まない。分野を横断し⼈とつながっていくことで、⾯⽩
いものが⽣まれることを、想定しておいた⽅がいい。演劇には、⾳楽が⼊った
ほうがいい、美術が⼊ったほうがいい、障害者、LGBT、マイノリティの⼈たち
が⼊ったほうが⾯⽩い。共⽣社会とは何か、ということを、⾝体で感じてほし
いと考えています。

及川：なるほど。社会課題を⾃分ごとのように感じるって、なかなか難しいこ
とですよね。つまり、いろいろな⽴場の⼈たちが⼀緒になって話さないと社会
課題を共有できない。それがそもそもの問題なのではないかと私は思っていま
す。繋げることで⽂化芸術が始まるのだと思うのですが、コーディネーターは、

いいコーディネーターは、いい⽣活者。
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どういうふうに繋げていくべきタネを⾒出していくといいのでしょうか。

⼩川：私はもともと、⼦どもと演劇の取り組みをする仕事から始めました。社
会課題を解決したくて仕事を始めたわけではなかった。ただやはり⼦どもと関
わっていると、いろんな⼦たちがいるのですよね。例えば、リストカットして
しまう⼦どももいれば、中学⽣なのに20歳年上の彼⽒がいる⼦がいたり。訳の
わからない⼦たちがいっぱいいるのです。それはそうと演劇を⼀緒につくろう
よ、と。私はそういうところからスタートしているのです。

学校での仕事があるときは、できるだけ学校まで歩くようにします。道すが
ら、市営住宅がわあっと並んでいたり、産廃置き場がたくさんあることを知っ
たりする。こういう景⾊を⾒ながら⼦どもたちは歩いているのだろうと想像す
る。歩いていると地域のことが具体的に⾒えてきます。そこから、地域の助成
⾦の仕事がやりたいなと思ったり。特別⽀援学校で⽣徒の卒業に遭遇したとき、
気になって進路を聞くと「いやあ、働くのは難しいからね。おうちだね」と⾔
われたりする。じゃあ、この⼦はどうなるのだろう？ そこから、障がいのあ
る⼈の居場所について考え出したり。
私が課題を⾒出すのは、現場でよくよく話を聞いてみたときですかね。課題
だと思っていたことが実は課題ではなく、別の場に課題を⾒出したりすること
がよくあります。

及川：とてもよくわかります。街を歩いてみることで、あるいは地域での⽣活
の中で、気づくことはたくさんありますよね。つまり、いい⽣活者であること
が、コーディネーターには必要なのでしょうね。

誰もが崖っぷちで⽣きる今。
アートは静かに⽣活に溶け、勇気づけるものに。

参加者B：先ほど、創造型劇場のお話がありましたが、⼩川さんの考えとして
「⽇常型劇場」というものもありますよね。それについて詳しくお聞きしたい
です。
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⼩川：先ほども⾔ったように「⾃由なクリエイションが⽣まれる創造型劇場こ
そが、劇場である」という考えのもとで進んできた⽂化政策があります。しか
し⼀⽅で、そうではない、地域の⽣活のなかで地味に静かに頑張っている「⽇
常型劇場」があるのではないかと気づいたのですよね。これは建物の類型の話
ではなく、姿勢の話です。
劇場とはこれまで、「⾮⽇常」を作る場でした。⽇常に飽きた⼈が、劇場へ

⾮⽇常を⾒にいき⽣きる糧を得る。そういう考え⽅は今もあるだろうと思いま
す。しかし、私たちの現在は、毎⽇が⾮⽇常みたいなものになってしまった。
⼀億総中流と⾔われた時代は去り、「⼀歩間違えば暮らして⾏けるか微妙だな
…。」と思う瞬間が⽇常のなかにありますよね。私も、今ひどい病気にかかっ
たら破綻するのではないかと思う。⽇々崖っぷちに⽴っている感覚があります。
そういう毎⽇に寄り添うような劇場、それが「⽇常型劇場」です。⽇常と⾮⽇
常が並⽴している⽇々には「⽇常型劇場」が必要なのではないでしょうか。

及川：PLAY ART！せんだいの理事を務めてくださっている千⽥祥⼦さんは、
「公益財団法⼈ ⾳楽の⼒による復興センター」(*7)でコーディネーターをされ
ています。そこで震災後、復興公営住宅などでサロン活動を続けていました。
震災前は当たり前の⽇常だと思っていた「⾳楽を聴く」という⾏為が、震災と
いう⾮⽇常によって崩れてしまった。そのとき⾳楽は、⾮⽇常を⽇常に戻して
くれるものだったのだと思います。⽂化芸術の⼒は、そういう側⾯もあります
よね。

実はいまコロナ禍で⽌まってしまったサロン活動が再開に苦労しているとい
う話もあります。それは少し震災後の状況に似ているような気もしますね。え
ずこホールでは、震災後いち早く演劇公演をされていましたね。

⽔⼾：そうですね。震災後すぐの4⽉に⾏いました。ほとんどの⼈に反対されま
したが、でも、やれることはやったほうがいいのでは？と思い、開催しました。
主宰の永井さんもすごくびっくりしていましたね。でも、できればやりたいと
お話をすると「とにかく⼀回いきます！」と来てくださいました。そのまま被
災地をご案内して、ではやりましょうと。我々ができる最⼤のことは、我々の
仕事は演劇を育てること。じゃあ演劇をいい形で⾒てもらうことをやりましょ
うと。そのときは、無料公演にして開催しました。

http://www.ezuko.com/archives/event2011/2011_01.html
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及川：その公演に私はいけなかったのですが、そういう劇場があるというだけ
で、すごく元気になったことを覚えています。

参加者C：私はその公演を観させていただきました。演じる⽅の、私たちを応援
してくださる気持ちがすごく伝わって、すごく感動しました。

⽔⼾：そうですよね。⾃粛することは簡単なのだけれど、そうではない形で次
に繋げていくことが⼤事なのだろうと思います。

及川：地域やアーティストを繋いでいくコーディネーターを、これからどう位
置付けていくかが重要になるとお話がありましたが、具体的にはどのように位
置付けていける可能性があるでしょうか？

⼩川：そうですね。闘い⽅としては３ほど挙げられるかなと思います。

（１）
ひとつは法的に位置づける⽅法。たとえば、⽇本国憲法第25条には「⽣存権」
の記述があります。

これからのコーディネーターの位置づけ。
あるいは、私たちの闘い⽅。
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憲法の中で「⽂化」という⾔葉が出てくるのはここしかありません。「芸
術」は出てきません。これをもとに権利を主張していく⽅法が１つだと思いま
す。
春⾵舎が刊⾏した『⽂化的に⽣きる権利』という本。ここには⽇本国憲法と
⽂化の権利について詳しく書いてあります。機会があったらぜひお読みいただ
けたらと思います。

⽇本国憲法に書いてあるのはここまでですが、もっと広く「⽂化的権利」を
主張したのが、世界⼈権宣⾔第27条です。

これをもとに世界的に「⽂化的権利」が広がっています。これがコーディ
ネーターの堅い存⽴基盤になるかどうか、というところですね。

それから「こども基本法」の制定も重要でしょう。⽇本は、「こどもの基本
条約」を批准しているのですが、国内法の整備が進んでいなかった。そこで
やっと条約の内容に沿った法律ができるのです。コーディネーターと深く関係
があるのは、⼦どもの権利条約の第31条です。

http://www.shumpu.com/portfolio/812/
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ここには「芸術」としっかり書いてありますから。こどもの⽂化権を保障す
るために、法律のほうから攻めていく。そこを⾜場にしてコーディネーターを
動かしていくという動き⽅はありなのではないかと思います。

（２）
ふたつめは、「ウェルビーイング」を軸に闘う⽅法です。⽂化庁が毎年出し
ている「⽂化に対する世論調査」のなかに「ウェルビーイングと⽂化芸術活動
の関連」について論じた報告書があります。

そもそもウェルビーイングは、どうにかして⼈々の幸福を数字にできないか
と考えたものなのです。つまり、数字や統計でコーディネーターの⾜場をつ
くっていく⽅法があります。
評価や統計に興味のある⽅はぜひ読んでいただきたい報告書です。

https://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/tokeichosa/pdf/93714701_02.pdf
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（３）
最後は、私が個⼈的に気に⼊っている「タプタプ論」をご紹介します。アー
ツカウンシル東京の「FIFLD RECORDING vol.03」という論考のなかで、⼋巻
寿⽂さんが⽂化芸術をどのように考えるかを記したものが「タプタプ論」です。

⾯⽩いのは、表層に⾒えているものの下にタプタプした地下⽔のように、⾒
えない⽂化芸術がたくさん眠っているという論なのです。地下⽔の例で⼋巻さ
んがよくおっしゃるのは、カラオケやよさこい、コスプレなど。アートと⾔っ
ていいのか、曖昧な俗っぽいものが地下⽔にあり、そこから何かを引き上げて
くるのがコーディネーターなのではないか、という捉え⽅です。もちろん、
アートの⾼みを⽬指すのも必要ですし、⽂化の裾野を広げるコーディネーター
も必要ですが、拾ってきたものをちょいと広げてみてしまう。そういうコー
ディネーターの役割もあるだろうと思います。ぜひ⼋巻さんの資料も読んでみ
てくださいね。

法律も数字も論考も、使えるものは全て使うのがいいと思います。これは、
ある種の社会運動ですよね。みんなでこういう⽅向を推し進めていこうという。
使えるものを使い、広げられるだけ広げていくしかないと思っていますし、ま
ずそういう場所を作っていくことが必要なのだと思うのです。今回PLAY 
ART！せんだいのみなさんにお誘いいただき、改めて振り返る機会になりまし
た。このラボをぜひ続けていただければと思います。

https://tarl.jp/library/output/2019/field-recording-vol-03/


(*1) gallery&atelier TURNAROUND
社会との関わりや教育等を多くの⼈々に広めていくことを⽬的とした仙台市⻘葉区⼤⼿町にあ
るギャラリースペース。地域の作家を中⼼に⼒のある作品をセレクトし展⽰。カフェ ハングア
ラウンドも併設している。過去には「仙台藝術舎／creek」も運営し、次世代のアーティストや
アートに携わる⼈材育成にも⼒を⼊れている。
http://turn-around.jp/

(*2) フォーラム仙台
アート系作品が⾃主上映以外ではほとんど上映されていなかった東北の⼤都市・仙台に、1999
年12⽉誕⽣。映画監督や俳優のトークイベントなども積極的に⾏い、映画好きが集う「私の部
屋」的な落ち着いた雰囲気のアートハウス。
https://forum-movie.net/sendai

(*3) アトリエ・コパン
宮城県⽯巻市にある⼦供向け造形教室。⽯巻で30年以上の歴史を持ち、宮城県出⾝でアートに
関わる⽅の中にはコパン出⾝という⽅が多数。

(*4) べてるの家
1984年に設⽴された北海道浦河町にある精神障害等をかかえた当事者の地域活動拠点。そこで
暮らす当事者達にとっては、⽣活共同体、働く場としての共同体、ケアの共同体という３つの
性格を有し、100名以上のメンバーが地域で暮らす。
https://urakawa-bethel.sakura.ne.jp/db/

(*5) えずこホール
宮城県仙南にある、確かな芸術と⽂化の“創造の瞬間”を共有するための空間。演劇や公演を幅広
く展開している。
http://www.ezuko.com/index.html

(*6) ティール組織
個⼈が⾃由に意思決定をすることで成⻑する組織のこと。
http://www.eijipress.co.jp/book/book.php?epcode=2226

(*7) 公益財団法⼈⾳楽の⼒による復興センター
東⽇本⼤震災から2週間後に仙台フィルハーモニー管弦楽団と市⺠有志によって⽣まれた復興セ
ンター。⾳楽による復興を⽬指し活動を続ける。
http://ongaku-fukko-tohoku.jp/

注釈
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