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障害者文化芸術活動の
推進と展望
① 「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律と基本的な計画」�
および厚生労働省における障害者の芸術文化活動支援について

障害者による文化芸術活動に 
関わる法律について

●法律と基本計画について

2018年6月13日に、「障害者による文化芸術活動
推進に関する法律（平成30年法律第47号）」（以
下「障害者文化芸術推進法」とする）が成立しま
した。この法律は、文化芸術基本法と障害者基本
法の基本的な理念に則って、文化芸術活動を通じ
た障害者の個性と能力の発揮および社会参加の促
進を図ることを目的としています。法律における

「障害者」の定義については、障害者基本法で定
める身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を
含む）、その他の心身の機能障害がある者であっ
て、障害および社会的障壁により、継続的に日常
生活、または社会生活に相当な制限を受ける状態
にあるものとしています。

障害者文化芸術推進法は、「共生社会の実現を
目指す障害者の芸術文化振興議員連盟」による法
案が、国会を通って成立した議員立法です。その
法律の中に、国の責務として「障害者による文化

芸術活動の推進に関する施策を総合的に策定し実
施する」ことが記されています。また、所管は文
部科学省と厚生労働省で、文部科学大臣および厚
生労働大臣が「障害者による文化芸術活動の推進
に関する基本的な計画」（以下「基本計画」）を定
めること、関係行政機関による推進会議を設けて
協議すること、その際、有識者から意見聴取をす
ることなどが記されています。文化庁と厚生労働
省とで、2018年6月から2019年3月まで、約1年間
弱をかけて、基本計画を策定しました。法律や基
本計画の詳しい内容は、文化庁または厚生労働省
のホームページでご覧いただけます。

●障害者による文化芸術とは

文化芸術の領域については、美術や音楽、演
劇、舞踊などをイメージされる方が多いと思いま
すが、文化芸術基本法の中では、これらに加え
てアニメーションやコンピューターなどによるメ
ディア芸術や伝統芸能、生活文化、国民娯楽、文
化財、さらにはその保存技術といった広い範囲の
ことを文化芸術としています。

9/27（金）

講　師
厚生労働省 社会・援護局障害
保健福祉部企画課 自立支援振興室

障害者芸術文化活動支援専門官

大塚 千枝 氏
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障害者文化芸術推進法やその基本計画の策定
において、障害者の文化芸術活動を推進すること
は、まるで「障害者の文化芸術」という分類があ
るかのような印象を強め、他の文化芸術活動との
分断が生まれるのではないかとの懸念の声があり
ましたが、まずは「障害者による文化芸術活動が
もたらすもの」「障害者による文化芸術活動の課
題」について有識者を交えて考えました。その中
で、以下のような意見が集まりました。

●障害者による文化芸術活動がもたらすもの

・表現や創造の過程に魅力があるもの
・既存の文化芸術に対して新たな価値観を投げか

けるもの
・従来の方法や既存の芸術理解を揺さぶる多様な

在り方を示唆するもの
・見えづらかった障害者の個性と能力に気づかせる
・障害者を新たな価値提案をする主役として位置

づける
・障害の有無に関わらない対等な関係を築く機会

を提供する
・障害者のアイデンティティ形成、自己肯定感の

向上や、自己表現およびコミュニケーション能
力の拡大に大きな成果をもたらす

・障害者を取り巻く家族や支援者の考え方を前向
きにする

・障害者本人だけでなく、周りの人々の人生や生
活を幸福にする

・地域における多様な人々をつなぎ、共生社会の
実現に寄与する

●障害者による文化芸術活動の課題

・活動の際に生じる制限や障壁
・文化・福祉・教育など関連分野の縦割り
・障害者本人に十分な支援や情報が届かない
・障害者本人の意思が尊重されない
・全国的な実態把握や課題・改善策を明らかにす

るための基礎調査が不十分
これらの意見を踏まえ、基本計画の中で、障害

者の文化芸術活動を推進する意義を、次のように
位置づけました。

「現在、生じている文化芸術活動への参加や創
造における物理的・心理的障壁を取り除き、誰も
が多様な選択肢を持ち得る社会を構築するための
ものであり、文化芸術活動全般の推進や向上に貢
献し、我が国に新しい価値の提案をもたらすと同
時に、共生社会の実現に寄与するものである」

施策に関する進捗と今後の展望

●施策の基本となる3つの視点

具体的な施策を進めていくために、私たちは障
害者文化芸術推進法の定める3つの基本理念をも
とに「3つの視点」を基本方針としました。

1つめの視点は「障害者による文化芸術活動の
幅広い促進」です。障害の種別や特性の違いにか
かわらず、いかなる障害者でも、自宅、学校、福
祉施設、文化施設、民間の教室など、地域のさま
ざまな場で、幼少期から生涯にわたり、多様な文
化芸術活動に全国津々浦々で参加できることが重
要であるとしています。そしてより多くの障害の
ある方が多様な文化活動に参加できるよう、芸術
家をめざす人から、日常の楽しみとして行う人ま
で幅広いニーズや多様な特性に応じた環境整備が
必要です。ひいては、障害のある方の文化芸術活
動を幅広く推進することが、すべての国民の文化
芸術活動の推進につながるとしています。

2つめの視点は「障害者による芸術上価値が高
い作品などの創造に対する支援の強化」です。こ
れは、法律の基本理念に記載されている「専門
的な教育に基づかず、本来有する創造性が発揮
された文化芸術の作品が高い評価を受けており、
その中心となっているものが障害者による作品で
あることを踏まえ」た視点です。一方で、文化芸
術には多様な価値があり、時代とともに変化する
価値もあれば、時を超えて変わらないものもあり
ます。芸術的価値とは、常に1つである、あるい
は絶対的に1つしかない、というものではありま
せん。また、スポーツのように高得点や速い記録
を出せば勝つような価値のものではなく、個人に
よって価値観が大きく違うため、さまざまな角度
から論じられることがあります。基本計画におい
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ては、「芸術上価値が高い」という表現により、
ある特定の価値や評価軸を前提としてしまわない
ように気をつける必要があるとしています。

3つめの視点は「地域における、障害者の作品な
どの発表、交流の促進による、心豊かに暮らすこ
とのできる住みよい地域社会の実現」です。障害
者による文化芸術活動は、障害者本人だけではな
く、地域の学校や福祉施設、文化施設、行政など
さまざまな主体と関わりながら連携体制を整備する
ことが重要です。このような連携がお互いを尊重し
合う豊かな地域社会の基盤となり、また、国民一人
一人が地域社会の一員として関わっていく役割を
担っていることを認識することにもつながります。

これら3つの視点を基に、資料①にある「施策
の方向性」を決めたうえで、各省庁で具体的な施
策を展開しています。

●厚生労働省における障害者の芸術文化
活動に関する取組について

厚生労働省では、次の3つの事業を実施しなが
ら、さきほどご説明した基本計画に基づいた方向
の施策に計画的に取り組んでいこうとしています。
・障害者芸術文化活動普及支援事業（令和元年度

予算額 231,500千円）

・全国障害者芸術・文化祭（令和元年度予算額 
70,500千円）

・障害者芸術・文化祭のサテライト開催事業（令
和元年度予算額 地域生活支援促進事業・54億
円の内数）
これらの事業を実施しながら、さきほどご説明

した基本計画に基づいた方向の施策に計画的に取
り組んでいこうとしています。

●全国障害者芸術・文化祭と 
サテライト開催事業

全国障害者芸術・文化祭は、平成13年度から厚
生労働省と開催都道府県の主催で行っている事業
です。目的を「全ての障害者の芸術及び文化活動
への参加を通じて、障害者の生活を豊かにすると
ともに、国民の障害への理解と認識を深め、障害
者の自立と社会参加者の促進に寄与する」として
おり、平成29年度からは、文化庁主催で行われて
いる国民文化祭と一体的に開催しており、同じ期
間に同じ開催地で障害者芸術・文化祭と国民文化
祭を行う形になってから3年めを迎えています。

そして、この全国障害者芸術・文化祭のサテラ
イト開催事業として、2020東京オリンピック・パ
ラリンピック競技大会に向けた文化プログラムの

資料①

鑑賞の機会
の拡大

創造の機会
の拡大

作品等の発
表の機会の
確保

芸術上価値
が高い作品
等の評価等

権利保護の
推進

芸術上価値
が高い作品
等の販売等
に係る支援

文化芸術活
動を通じた
交流の促進

相談体制の
整備等

人材の育成等

情報の収集等

関係者の連携
協力

基本的施策
→施策の方向性
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充実を図る事業も行っています。オリンピック憲
章では、オリンピック・パラリンピック競技大会
は、スポーツの祭典であると同時に文化の祭典で
もあるとされていますので、今大会でも文化プロ
グラムに非常に注目が集まっています。全国の都
道府県で実施されている事業を連携し、障害者の
芸術活動の拡大や参加機会の拡充を図るなど、盛
り上げていこうと取り組んでいるところです。

●障害者芸術文化活動普及支援事業

3つめに基幹事業ともいえる障害者芸術文化活
動普及支援事業についてご説明します。各地で障
害者による文化芸術活動への取り組みが行われ
ていますが、都道府県ごとに地域の取り組みをサ
ポートする支援センターを設置し、活動の相談支
援、支援する人材の育成、ネットワークづくり、
発表の機会の創出などを、支援センターと自治体
が一緒になって進めていくものです。現在は30都
道府県に支援センターが設置されており、ブロッ

クレベルで支援する広域センターを5団体、全国
の支援センターを取りまとめる連携事務局を2団
体設置しています。

基本計画が2019年から開始しましたので、支
援センターを中心として、しっかりと基本計画に
もとづいた施策に取り組んでいるところです。皆
さんもここ数年の間に、イベントなどで作品やパ
フォーマンスを通し、障害者の方がたが活躍す
る姿を目にする機会もあったのではないでしょう
か。そのような機会にはぜひ足を運んでいただ
き、応援していただきたいと思います。

また、「障害者の文化芸術活動」を支援するこ
とで、その他の文化芸術活動との分断が起こるの
でないかといった懸念もありましたが、障害者に
よる文化芸術活動に取り組む際には、障害者ご本
人を中心として、福祉、文化、教育、芸術という
さまざまな分野の専門家や行政、民間の多様な立
場の方々が関わられることが多く、分断が起きる
どころか、多く人がつながり、よい形へと向かっ
ていることを実感しています。

② �厚生労働省によるモデル事業�
障害者芸術活動支援センター事例紹介

地域に密着した芸術活動支援

●SOUPについて

SOUPの運営団体は、東京に本部を置くNPO法
人エイブル・アート・ジャパンです。1994年から
障害のある人の芸術文化活動の推進を行ってお
り、国の制度が整う前から美術館などで障害のあ

る人によるアートを発表してきました。
宮城県に東北事務局を置いたのは2011年です。

その大きな理由として、東日本大震災の発災があ
ります。民間の立場から、仕事を失った障害のあ
る人たちの支援をしている中で、生きる力や仕事
を取り戻すためにも、芸術文化の力を県内に広め
たいと考えていました。そのタイミングで障害者
芸術活動支援センターのモデル事業の募集があ

講　師
障害者芸術活動
支援センター＠宮城（SOUP）

柴崎 由美子 氏
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り、応募したのです。
そして2014年から3年間、モデル事業として全

国約10か所のうちの1つとして地域に応じた実践
的な活動をしてきました。3年間で生まれた多く
の知恵や方法、仕組みが全国に普及されはじめ、
各地に支援センターも設置されつつあります。ま
た、2018年には「障害者による文化芸術活動推進
に関する法律（以下「障害者文化芸術推進法」）」
が成立したこともあり、社会の潮目が変わってき
ていることを実感しています。その中で、障害の
ある人がどのような文化芸術体験をし、社会参画
をしているかについてご紹介します。

●協力委員会の重要性

モデル事業の応募条件には、協力委員会の設置
がありました。2014年に芸術・福祉・教育分野の
NPO・行政・大学機関が集まり、協力委員会を立
ち上げ、支援センターをスタートさせました。

●協力委員（2014〜2017年）

・宮城県美術館　教育普及部学芸員
・せんだいメディアテークディレクター
・せんだい演劇工房10-BOX 工房長
・仙台市市民活動サポートセンターセンター長
・とっておきの音楽祭実行委員会SENDAI 実行 

委員長
・宮城教育大学、東北芸術工科大学、東北工業大学
・宮城県文化振興財団 理事
・宮城県保健福祉部障害福祉課
・宮城県環境生活部消費生活・文化課
・弁護士

多様なネットワークをつなぐうえで、この仕組
みづくりは非常に大切だったと感じています。ま
た、障害者の人権を尊重する視点から、弁護士は
必須とされ、著作権や所有権などの権利に関する
勉強会の講師や相談役としてもご協力いただきま
した。

●始動時に掲げた3年計画

支援センターをスタートするにあたり、私たち
は「障害（バリア）から価値（バリュー）へ」と
のミッションを掲げました。震災のあと、沿岸の
小さな町をめぐっていたときのことです。家族が
障害者であることを開示できず、避難所などの社
会サービスから孤立している方がたが数多くおら
れました。さらに、障害者の文化芸術活動の先進
地域として精力的に活動している西日本に比べ、
東北で文化芸術活動に関わる方がたの発言の弱さ
や謙虚さなど、地域の特性に差があることを知り
ました。

そこで、「障害のある人・生きにくさを抱える
人たちが、地域で芸術文化活動に参加する環境と
活躍の選択肢がもてる社会に」との理念を掲げ、
3年間の事業内容を次の3つのステップで計画しま
した。

［Step1］　 情報収集・人材育成・ネットワーク化
の取組み

［Step2］　 福祉・芸術文化・教育・NPOの支援機
関との連携

［Step3］　芸術文化活動に参加する環境の醸成
これらのステップを踏むにあたり、私たちが環

境を醸成するうえで常に重視していたポイントが
あります。まず、同じ目標やミッションを皆で共
有する「意識づくり」、それを新しく出会う人たち
に広げていく「仲間づくり」です。そして、実践
的に研修や展示会をする「モノコト場づくり」、物
事が広がり、複雑化する中で必要になる「仕組み
づくり」。さらに、当事者性を持って行動する「内
発的な取り組み」、これらのすべてを積み重ねな
がら地域の方と築いていく「地域づくり」です。

●障害者芸術活動支援センターの役割

私たち支援センターが担う役割についてご説明
します。もともと厚生労働省で設計されていた必
須項目は次の4つです。

（1）相談窓口の設置
（2）人材育成のための研修
（3）展示会・公演会の開催
（4）ネットワークづくり
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1つめの「相談」の具体的な例として、最近で
は「在宅で表現活動をしたい」との相談や、日中
働いている方から「夕方や週末に創作活動をした
い」といった相談が寄せられることが増えていま
す。また、普通学校の支援学級に通う障害児も増
えていることから、地域の中で活動を選べること
が重要との意見があり、市内の美術館、生涯学
習施設、公民館、民間のアトリエなどをウェブ上
で紹介しています。このように、参加したい、使
いたい、発表したいとの目的や機能にそって、障
害のある人がどのように利用できるのかをわかり
やすく示すと同時に、芸術文化活動に取り組みた
い方と多様なセクターの方たちとの間に入ってサ
ポートを行っています。

2つめの「研修」については、さまざまな視点
があります。資料①左上の写真は、創造の発露や
動機がどのように生まれてくるのか、創造や表現
をするための環境を作るにはどのような見守り方
や支援が必要なのかを考える研修です。当事者と
アートサポートをする人が講師となっています。
また、右上の写真は「伝える力」をキーワード
に、情報を伝えることが仕事であるライターやデ
ザイナーを招き、この人たちがどのようなことを
しているのかを学んだり、右下の写真では、展示
会で発表する際の準備や視点について宮城県美術
館の学芸員の方と検証したりしました。

震災以降、宮城県にはコミュニティセンターや
防災機能を備えたコミュニティスペースが増え
て、障害のある人の発表の場として活用してほし
いとの要望が高まっています。美術館だけではな
く、商店街、カフェ、市役所、病院などで作品を
展示する機会も増えたことから、それぞれの状況
に応じてどのように作品を編集し、皆さんに伝え
るかについても研修の場で実践的に検証していま
す。その他、左下の写真として著作権を守ると同
時に活かすという視点で、商品化や二次利用の機
会に関する研修なども行っています。

3つめの「展示会」の事例をご紹介します。
私たちは、2014年から県内の社会福祉法人や

NPO、町のコミュニティのキーパーソンらと各々
の圏域に「ネットワークハブ」と称する機能づく
りを始めました。資料②は、2016年の事例です。
栗原市、石巻市、仙台市、山元町と、県内4地域で

小さな展示会や研修会を開きながらハブを作り、
最後に4地域同時開催の展示会を開催しました。

●人とアートの豊かさを 
実感できる展示会

2016年に県内4地域で同時開催した展示会は、
それぞれにテーマも作品も趣向も異なります。

栗原市では、田園風景を臨む藁葺き屋根の「風
の沢ミュージアム」を会場に、障害のあるアー
ティストの作品展示や、地域の方と交流するワー
クショップを開催しました。その土地にしかない
風景や建物や人との融合を意識した展示となりま
した。たとえば、月をテーマに描いているダウン
症の方は、10年ほど描きつづけた作品を、資料③
のような土間に展示しました。また、資料④は、
半身まひの方の作品で、ノミで1つの作品を仕上
げるまでに1年ほどかかるそうですが、この蔵を改

資料①

研修

資料②

展示会

●仙台市

●石巻市

●栗原市

●山元町

せんだいメディアテーク
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装したギャラリーで重厚な時間と作品とを紹介し
ました。資料⑤左は、精神障害のある方たちが、
栗原市の風景とそこに暮らす自分の記憶とを重ね
ながら描いた風景画です。

石巻市は、震災後、地域住民の流出が著しかっ
たのですが、復興途上では若い人たちの流入も
あり、文化的で刺激的な要素が非常に増えてきて
います。同市では「コラボレーション」をテーマ
に、地元の障害のある中高生と、デザインを学ん
でいる大学生が協働してファッションアイテムを
制作しました（資料⑥）。

山元町では、震災から5年を経てJR常磐線の山
下駅が再開することになりました。このタイミン
グに合わせ、駅前に大きな壁画を制作しました

（資料⑦）。この壁面を所有する地元スーパーの社
長から機会をいただき、地元の障害のある人や子
どもから高齢の人まで、みなが一緒に切り絵の手
法を使い、1年をかけて制作しました。

SOUPの活動は、小さくゆっくりしたものばか
りです。「集まる」「実践する」「検証する」を繰り

返しながら、ようやく地域の中で障害のある人の
文化的豊さや魅力が認められ、以前よりも環境が
豊かになってきたと感じています。

芸術活動支援の成果と今後の展望

●モデル事業の成果と報告

モデル事業を3年間実施してきた成果を紹介し
ます。まず、1年めは158件だった相談件数が、3
年めには249件に増えたことが挙げられます。次
に、3年間の研修回数が42回、参加者総数は800人
を超えました。そして、3年間の展示会における
出展作家の総数は149人で、宮城県内の各地域で
の発表や文化施設として著名な「せんだいメディ
アテーク」での発表を通して、1万人を超える方
たちにご来場いただくことができました。こうし
た成果も含めた活動報告書『障害者の芸術活動　
支援モデル事業@宮城2016-2017』（資料⑧）は、
支援センターのウェブサイトで公開しています。

資料④

松浦 繁展

資料⑥

●2016年11月19日（土）～12月25日（日）
会場：石巻市 ペンギンズギャラリー

資料③

片寄大介展

資料⑤

「ふうけいときおくを描く」 「タムタムとめぐるトワル」
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ダウンロードもできますので、関心のある方は参
考にしていただければと思います。障害者芸術活
動支援センター @宮城 http://soup.ableart.org

●皆で障害者の「豊かな人生」を作る

とくに2018年からは、文化行政の方たちが障害
のある人の支援に対し積極的に関わるようになっ
たと感じます。東京2020オリンピック・パラリン
ピック競技大会に向けた機運醸成もあり、仙台市
文化プログラムの一環として、「障害のある人た
ちの文化芸術活動を支援・推進する文化プログラ
ム」という活動が生まれ、私たちも協働事業とし
て取り組んでいます。2018年から仙台の文化施設
を活用して、障害のある人とない人が共に活動す
る文化プログラムを展開しています。宮城県内か

ら集まった方たちの作品を発表すると同時に、東
北各県からも中間支援組織の活動や情報を集め、

「障害のある人と芸術文化活動の大見本市」を開
催しています（資料⑨）。

また、2019年度からは「みんなでつくるよ広場
の人形劇」のテーマで、ダンスや音楽を組み合わ
せた人形劇の制作に加え、文化施設におけるアト
リエの定期的な実践、障害者アートの商用利用な
ど、活動を広げています（資料⑩）。

障害者が「ここで生まれ、豊かな人生を送るこ
とができてよかった」と思える地域社会を作っ
ていくことが、私たちの役割であるとの信念の
もと、これからも宮城県での活動を推進してい
きます。

資料⑧

平成28年度障害者の芸術活動
支援モデル事業@宮城2016-2017

Ｂ５版、64ページ［2017年5月頒布］

障害者芸術活動支援センター＠宮城 http://soup.ableart.org

chapter 01：3年間の活動で、みえたもの。
SOUPのケーススタディ 2014─2017

p.p.12-13,20-21

資料⑩

2019年度は
衣装、人形、

音、ダンスを組み
合わせた人形劇！

地域スポーツ・観光産
業と、商品開発も

販売も！

文化施設を活用して
オープンアトリエを

継続開催！

福祉教育文化 経済

資料⑦

●2016年11月15日（火）～12月11日（日）
会場：山元町 ポラリス＆こう・ふくアトリエ

資料⑨

宮城県内から
新人を発掘！

宮城県/仙台市、
東北各県から
中間支援組織
や活動の情報
を収集

障害のある人と
芸術文化の大見本市

障害者文化芸術活動の推進と展望
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③ �文化庁における障害者文化芸術活動の推進について

文化庁における取り組み

●東京2020大会に向けて始動

障害者による文化芸術活動の推進について、文
化庁における取り組みをご紹介します。

2019年12月4日〜 8日に、六本木の国立新美術館
において文化庁主催で「ここから展」という展覧
会を開催します（2019年9月の講演時点）。

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技
大会の日本招致が決まった年に「スポーツ・文
化・ワールド・フォーラム」の開催計画があり、
その中で、障害者による文化芸術活動の紹介が
できないかとの意見が出ました。加えて、最近は
障害者によるアートやデザインの展示、活用など
も広がりを見せています。そうした中で、国立の
美術館において展覧会をしようとの声があがり、
アートを通して共生社会を考える機会になるこ
とを期待してスタートしたのが「ここから展」で
す。2019年で4回目を迎え、2020年のオリンピッ
ク・パラリンピックを目前に控え、いっそう精力
的に取り組んでいます。

●主な支援事業と予算について

障害者による文化芸術活動の具体的な支援につ
いて、令和元年度の文化芸術活動に関する予算資
料にそって説明していきます。

障害者が文化芸術を鑑賞できる機会の拡大に

対する支援として、日本映画のバリアフリー字幕
や、音声ガイド制作に対する支援（予算額7.4億円
の内数）、劇場・音楽堂での字幕、音声ガイド、
多言語対応への支援（予算額26億円の内数）をし
ています。また、音声ガイド制作や、メディア芸
術作品を障害者が鑑賞する際の環境づくりについ
て、調査研究に対する支援（予算額3.9億円の内
数）も行っています。

特別支援学校を対象とした支援として、全国高
等学校総合文化祭の中で、特別支援学校の生徒
による作品の展示や実演、芸術の発表の場を提供
する支援（予算額1億円の内数）があります。ま
た、文化芸術の鑑賞・体験機会の提供や障害のあ
る芸術家の派遣などの支援（予算額52.9億円の内
数）では、車いすダンスの披露と車いすダンス体
験の機会をあわせて提供するなどしています。

その他、地方公共団体が主体となり、地域住民
や地域の芸・産学官とともに取り組む地域の文化
芸術資源を活用した文化芸術事業への支援（予算
10.5億円の内数）や、障害者の芸術活動を支援す
る人材育成事業に対する支援（予算12.8億円の内
数）などがあります。

予算額を「〇億円の内数」としているのは、厚
生労働省の場合には、対象を障害者に限定した支
援に対しての予算額になりますが、文化庁の支援
ではさまざまな芸術の分野ごとの支援が大枠とし
てあり、その中で、障害者による取り組みに対し
ても、申請があれば採択して支援をしていくとい
う仕組みになっているためです。

講　師
文化庁 地域文化創生本部事務局

総括・政策研究グループ チーフ

吉原 貞典 氏
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●令和元年度からの新事業

令和元年度から、障害者による文化芸術活動
推進事業（予算額3億円）が新たに創設されまし
た。この事業は、平成29年度までは戦略的芸術文
化創造推進事業の一部として、共生社会関連の事
業を採択してきた支援がベースとなっています。
これが、平成30年度は、戦略的芸術文化創造推
進事業の一部として「共生社会関連の事業」を
メニュー化したうえでの採択に変わり、その後の

「障害者による文化芸術活動推進に関する法律」
の策定と、基本計画の策定を受け、令和元年度か
らは独立した形で事業化されました。

内容については大きく3つのプロジェクトに分類
されます。

1つめは「共生社会の実現に向けた文化芸術プ
ロジェクト」です。障害者などによる鑑賞や創
造の機会の拡大、作品などを発表する機会の創
出などを図る取り組みを行う団体に委託するもの
です。活動の規模によって、全国モデルケース
型（500万円以上2000万円未満程度）、地域促進型

（50万円以上500万円未満程度）に分かれます。

2つめは「障害者等による文化芸術活動推進プ
ロジェクト」（500万円以上4000万円程度）です。
障害者などによる文化芸術活動をより広く促進し
ていくため、次のような取り組みを行う団体に委
託するものです。
・障害者などによる文化芸術活動を国内外へ普及

促進していくための取り組み
・文化芸術活動を行う上で関係する諸権利への理

解を促進するための取り組み
・障害者などによる文化芸術活動をサポートする

人材育成を促進するための取り組み
3つめは「障害者等への配慮を促進するための

プロジェクト」（100万円未満）です。
全国的に影響力のある大規模な文化イベントな

どで、障害者への情報保障（手話通訳、要約筆
記、点字、文字変換アプリなど）を実施する際、
その効果検証を行う団体に委託するものです。

この新事業の事例紹介として、この後、「特定
非営利活動法人 芸術家と子どもたち」の堤氏にお
話しいただきます。

④ �文化庁における取り組み�
障害者による文化芸術活動推進事業�事例紹介

障害児のいる場に 
アーティストが行く活動

●「芸術家と子どもたち」について

私たちは、東京を拠点に20年ほど前から活動し

ている団体です。さきほど、吉原氏にご説明いた
だいた事業も含め、独自で自治体や民間企業など
と行っている活動など、障害児に関する取り組み
をご紹介します。

私たちは、たとえば劇場や美術館に子どもを連
れて行くのではなく、子どもたちがいる場にアー

講　師
特定非営利活動法人 
芸術家と子どもたち

代表

堤 康彦 氏
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ティストが出かけていくスタイルで活動していま
す。このような活動を、私たちは「エイジアス」

（ASIAS＝Artist’s Studio In A School）と呼んで
います。小中学校、保育所、幼稚園、障害児入所
施設、児童養護施設などにアーティストを連れて
いくための橋渡しをするのが私たち役割です。そ
のための運営資金は、国や自治体からの助成金、
企業や個人からの寄付をいただくことで賄ってい
ます（資料①）。

私たちは2000年度にこのエイジアス活動を開始
しました。これまでの19年間で1,045か所、約4万
3,500人の子どもたちが、ダンス、音楽、美術、演
劇などのワークショップを体験しています。2018
年度は、小学校（33校）、中学校（6校）、特別支援
学校（2校）、幼稚園（9園）、保育所（37か所）、児童
養護施設（4施設）、障害児入所施設（1施設）、計92
か所で延べ301日間実施し、2,769人が体験してい
ます。

●障害児を対象としたエイジアスの展開

本題の障害児を対象とした活動については、以
下のような実施ケースがあります。

（1） 小中学校の通常級での授業：発達障害などの
児童生徒を含む（平均2〜 3人／クラス）

（2） 小中学校の特別支援学級（固定学級・通級指
導学級）での授業
⇒2018年度実績：小学校16校・289人、中学

校4校・65人参加。
（3） 特別支援学級（固定学級）と通常の学級との

交流及び共同学習（インクルーシブ）授業
（4）特別支援学校での授業

⇒2018年度実績；2校（知的障害及び重度重
複障害・中学部）、27人参加。

（5）障害児入所施設でのワークショップ
⇒2015年度から1施設（同一施設、知的障害

など、重度＆軽度）で継続実施中。
（6） 児童養護施設でのワークショップ：発達障

害・愛着障害など児童を含む
⇒2018年度実績：4施設、延べ24日間、43人

参加。

小中学校の教員に対するアンケート調査など
（文部科学省）によると、発達障害などの傾向の
ある児童・生徒が全体の6.5％とのデータも出てい
ます。（1）に関しては、通常級1クラスに発達障害
などがある児童・生徒が平均2〜 3人含まれている
と想定しています。
（5）と（6）に関しては、行政的には福祉分野にな

るかと思いますが、障害児入所施設や児童養護施
設でも同じようにエイジアス活動を実施していま

資料①
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す。
このように、障害児の居場所はさまざまですか

ら、環境に応じた内容を検討し、アーティストを
派遣する取り組みをコーディネイトしています。

●多様なワークショップ

ワークショップの内容は、年を重ねるごとに多
様化してきています。その一例として、長期間の
ワークショップが増えています。同じ学校や施設
で、半年または通年で実施、あるいは年度を越え
て数年間継続して実施するケースもあります。

また、長期で実施した場合に多いのが、ワーク
ショップの成果の発表として、オリジナルの舞台
作品を子どもたちと一緒に創作し、学校や施設の
行事などで発表する取り組みです。

ワークショップでは、音楽、ダンス、演劇など
の共同創作、即興的な表現のやり取りが多く、い
わゆる鑑賞型ではなく、障害児が自発的に活動
し、表現していくことをメインとしています。

●特別支援学校、障害児入所施設での 
実践例

実践例として、ダンス分野のアーティストであ
る新井英夫氏による活動をご紹介します。

中学部の重度肢体不自由および重複障害のある
15人の子どもたちを対象に、特別支援学校で計9
日間のワークショップを行い、最終日にその成果
の発表を行いました。新井氏は、五感など身体
感覚を刺激するワークショップを数多く行ってい
る方です。身近にある素材、たとえば新聞紙を
ちぎって、皆で一斉に宙にまくことで、手触りや
音、景色を楽しんだり、音が鳴るおもちゃや民族
楽器を使い、即興演奏をしたりしています。

また、知的・情緒障害のある小学3年生〜高校
2年生14人を対象に、障害児入所施設で計8日間
実施し、最終日にその成果の発表を行いました。
新井氏が鳴らす楽器の音に反応して身体を動か
すワークで、グループごとさまざまな形をつくっ
たり、ポーズを取ったり、人の隙間をトンネルの
ようにくぐってみたりと、全身で表現していまし
た。新井氏のワークショップで最近よく使ってい

るのが、ごみ袋のような大きなビニール袋に毛笛
をつけ、空気を入れて体重をかけることで音を鳴
らす新井氏オリジナルの手づくり楽器です。風船
のような感触も楽しめるため、子どもに人気の楽
器となっています。

ほかにも、ペアで寝転がり、お互いの足裏を
合わせたり、グループで輪になり、長いゴムバン
ドを持って動いたり、ストールのような軽い布を
音楽に合わせて揺らしながら身体を動かしたりな
ど、動きのあるワークショップを展開しています。

●児童養護施設での実践例

次に、舞台音楽家である棚川寛子氏による活動
の実践例をご紹介します。

小学2年生〜高校1年生の18人を対象に、児童
養護施設で計13日間実施しました。棚川氏が用
意するさまざまな楽器を使い、皆で演奏すること
に加え、演劇作品を創作して最終日に発表をしま
した。創作にあたっては、小道具や大道具など、
舞台美術に関わる部分にも皆で一緒に取り組みま
す。さらに、物語そのものも子どもたちと一緒に
作るため、ストーリーに合う舞台美術や衣装とは
どのようなものかについても話し合います。大人
が子どもたちの提案を少しサポートするようなか
たちで進めています。

次に、振付家・ダンサーである入手杏奈氏の活
動の実践例をご紹介します。

小学1年生〜中学3年生の12人を対象に、児童養
護施設で計13日間実施し、最終日に成果の発表を
しました。ペアを組み、1人はマネキンのように操
られる役をし、もう1人が相手のポーズを作る役を
するといったワークや、「〇本足で立ってみよう」
と呼びかけ、3本足や1本足のポーズ、皆で一緒
に10本足や20本足の形を表現するワークをしまし
た。ほかにも、体育館の壁にプロジェクターで映
した葛飾北斎の絵に、子どもたちが入り込んで形
を作るワークも行いました。子どもたちが発表に
向け、皆で相談しながら取り組んでいる様子が見
られました。

児童養護施設にいる子どもたちの多くは親など
からの虐待を受けた経験がある子どもたちです。
そうした背景から、なかには初めて会う大人に対
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して「試し行動」として攻撃的になる子どももい
るため、初めはアーティストとの関係を作ること
が難しい場合もあります。しかし、長期にわたる
ワークショップで、じっくりと物づくりに向き合
うことで、しだいに子どもたちが心を開いていく
傾向が見られます。

取り組みの効果と今後の展望

●子どもたちに与える影響

こうしたアーティストによるワークショップ
が、障害児や児童養護施設の子どもたちに与えて
いる影響として、2つのことが考えられます。

1つは「自己肯定感、自尊感情、自己表現力の
向上」、もう1つは「他者とのコミュニケーション
や関係づくりの質的向上」です。

とくに、音楽や身体表現を通した他者との即興
的なやり取りにより、個々の違いを認め合うこと
ができます。さらに、共同で何かを生み出す喜び
を味わう場にもなっているのではないかと考えて
います。

このワークショップは、障害児や児童養護施設
の子どもたちにとって、自由な表現が許される場
です。そして、否定されることがなく、自分の表
現に対して肯定的な評価が得られる場でもありま
す。さらに「また来るからね」と、次回につなげ
ることは、子どもたちにとって「定期的に用意さ
れる自分の空間、居場所」の提供になっているの
ではないかと思います。

●大人たちが受ける影響

ワークショップは、障害児や子どもたちに対す
る影響だけでなく、アーティストをはじめ大人た
ちにもプラスの影響があると考えています。

1つは「アーティストへの刺激・創作活動への

影響」です。たとえば、障害児はたびたび、革新
的な発想や、アーティストも予想していないよう
な表現を披露します。また、自閉傾向のある子ど
もは、こだわりが強かったり、独特の感じ方や反
応の仕方があったり、他者との関わり方がそれぞ
れ違います。そのような個性や感性が、アーティ
ストにとって非常に大きな刺激となり、彼ら自身
の創作活動によい影響を与えている面もありま
す。

もう1つは「学校の先生や施設職員の気づきの
機会」になっていることです。ふだん見られない
子どもの反応や表現を通して、日頃の指導や接し
方を見直す機会になり、子どもとの関係性によい
意味で変化が生じていると実感しています。

●これからの取り組みについて

2019年度は、文化庁よりご支援をいただき「障
害者による文化芸術活動推進事業」としても展
開しています。この取り組みでは、東京と埼玉
の2つの児童養護施設にアーティストを派遣して
います。障害児を含む子どもたちを対象にワーク
ショップを通じた施設間交流を促進し、共同で作
品を創作し、発表の場として公演を開催するもの
です。1年めはワークショップ7回と公演2回を想定
しています。

今後、音楽家、振付家、ダンサーなど複数の
アーティストと協力し、成果を記録したCD付きの
ドキュメントブックを制作し、広く活動を発信し
ていきたいと考えています。

また、2年め以降は、地域の施設退所者や一般
の参加者も対象に加え、さらにインクルーシブな
場を提供し、地域のホールなどでの公演につなげ
ていけたらと夢を膨らませています。そして、関
東だけでなく、もっと幅広い地域でワークショッ
プを行うなど、活動の場を広げていきたいと思っ
ています。
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