


文化芸術による復興推進コンソーシアム
平成24年度シンポジウム　実施概要

日時　2013 年 3 月 15 日（金）14:00-16:30
会場　国立新美術館　講堂
主催　文化芸術による復興推進コンソーシアム

プログラム

  開会挨拶  

近藤誠一　文化庁長官

  公演　落語  

六華亭遊花さん　（公社）落語芸術協会　仙台事務所所属

  シンポジウム  

文化芸術を復興の力にⅡ
今こそ、文化芸術の出番です。
各地からの報告をもとに、文化芸術による復興推進のあり方を考える。

●パネリスト

佐々木健　復興推進員／大槌町生涯学習課長
鈴木　拓　復興推進員／ARC＞T事務局長
懸田弘訓　福島県文化財保護審議会委員
堀田　力　公益財団法人さわやか福祉財団理事長・弁護士
●司会

本杉省三　日本大学教授

会場の様子
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文化芸術による復興をさらに力強く

　東日本大震災から 2年が過ぎました。被災地の復興はいまだ、

まだら模様の状況ではありますが、文化芸術を復興の柱の一つ

にしなければならないという気持ちは、おそらく阪神淡路大震

災のときよりも高まっていると思います。しかし、どうしても

目の前の住宅・道路、あるいは教育、職業などが優先され、こ

の 2年間、文化芸術の力が復興に目に見える形で役立っている

とは言えないかもしれません。

　被災地の復興には 5年、10年、あるいはそれ以上の期間を要

することとなるかもしれません。また、被災地の東北がどのよ

うに復興するかは日本全体の再生にもかかわっています。長い

視野のもとで、東北の復興に向けて文化芸術の力をフルに発揮

するということが重要であると思います。これは言うは易く、

行うのは簡単ではありません。しかし、文化芸術に携わる方々

が自分たちの力を、アートの力を、あるいはアーティストとし

ての想いを、形になるように実現したいという動きはどんどん

高まっていると思います。問題は、そういったみなさん方の力

とご意志を被災地のニーズにどのようにつなげていくかという

ことであろうと思います。

　「文化芸術による復興推進コンソーシアム」を 1年以上の時

間を費やしながらつくったのも、アーティストの方々の想いを

どうやって有効に被災された方々へ伝えていくかということを

試行錯誤しながら進めていったからです。これらは決して市場

原理では動かない分野であります。被災地に少しでも明かりを

照らす人をつくる、そこに復興推進コンソーシアムの存在意義

があると考えています。

　本日はそれぞれの分野で、現地への支援をしていただいた

方々のご報告をいただいたうえで、また被災された方々を落語

で激励されている六華亭遊花さんのご出演を得まして、これま

でわれわれはどこまで目標を達成したか、今後の課題は何か、

といったことをじっくりと話し合っていただきたいと思いま

す。有意義な議論がなされることを期待しております。

	 文化庁長官

	 近藤　誠一　

＊「文化芸術による復興推進コンソーシアム」に
よる平成24年度シンポジウム「文化芸術を復
興の力にⅡ」の開会挨拶より
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文化芸術を復興の力にⅡ
今こそ、文化芸術の出番です。
各地からの報告をもとに、文化芸術による復興推進のあり方を考える。

本杉省三（司会）　今日のシンポジウムでは、まず被災地

で活動されているパネリスト 4名の方々から文化芸術に

よる復興について、いろいろな経験や体験、活動内容を

ご報告いただきまして、これからの活動について考える

機会にしていきたいと思っております。では、最初に佐々

木さんからお願いいたします。

自然とどう折り合いをつけ、
文化をどう育んでいくか

佐々木健　2年前のこの日は 3.11から 4日目になります

が、いろいろなことがありました。僕の場合、家族はみ

んな無事だったんですが、親戚のうち、10人以上が家ご

ともっていかれて、何人かはまだ見つかっていません。

　私はこう見えても一応、大槌町役場の人間です。現場

にいると、まだネクタイを締めるという環境にはないと

いう思いがあって、作業服を着ています。

　被災地の自治体はどこでもそうですが、復興計画をつ

くっています。大槌町でも 8年というスパーンで動いて

いるんですが、重要なのは人間がどう暮らせるかという

震災後 2 年が経ちました。いまだ再開の目処のたた
ない活動や文化施設があります。これからの復興や
新しいまちづくりでは、文化芸術が果たす役割は決
して小さいものではありません。いまこそ、文化芸
術の出番です。
このシンポジウムでは、被災地等で文化芸術による
復興推進に取り組んでおられるパネリストの報告を
もとに、全員参加型の討議により、今後の復興にお
いて何ができるか、何が求められているかを考えて
いきます。

●パネリスト

佐々木健　復興推進員／大槌町生涯学習課長

鈴木　拓　復興推進員／ARC＞T事務局長

懸田弘訓　福島県文化財保護審議会委員

堀田　力　公益財団法人さわやか福祉財団理事長・弁護士

●司会

本杉省三　日本大学教授

日時：2013 年 3 月 15 日（金）　14：00-16：30

会場：国立新美術館　講堂
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文化芸術を復興の力にⅡ

ことになろうかと思います。

　大槌町にも 4つの柱が復興計画の中にあります。1つ

は多重化した防災機能をもつ災害に強いまちづくり、2

つ目は被災した住民生活の再建、3つ目は地域経済の振

興、最後の 4つ目は町民による町民のためのまちづくり、

と謳っています。これら 4つの柱の中に、人間がどうい

う暮らしをし、どういう生
なり

業
わい

をどういうふうにするかと

いうことのみが、どうしても主眼になってしまいます。

復興計画をつくる際は住民との議論を重ねてきたんです

が、そういったものが中心になったのは否めません。

　町職員の中での話し合いでは、私は生涯学習課長とい

う立場にあるものですから、文化の振興も含めて、文化

が欠落してはいけないのではないか、という問題提起を

しました。結果的には、復興計画の中に何とか文化を入

れることができたという状況です。

　復興推進コンソーシアムのほうで調べていただいたん

ですが、被災地の自治体の中で文化のことにふれていな

い復興計画が何と 2割もあるそうです。そのとき復興推

進コンソーシアムの渡辺さんは、文化のことにふれた復

興計画が「8割もあった」と言われました。「8割もあっ

た」と言っていいのか、「2割しかない」と言っていいのか。

私としては復興計画に文化が 2割ものっていないという

のが非常に引っかかりました。いわゆる「コンクリート

のまちづくり」だけではないと思うんです。「復興」と言っ

たときのひとつのゴールの中に、文化が欠落するのはい

かがなものかという思いがあります。

　のちほど郷土芸能・伝統芸能のお話が出るかと思いま

すが、じつは私たちの町でもお祭りや伝統芸能は重要だ

と感じています。8月のお盆というご先祖様のお祭りに

は帰ってこない、正月にも帰ってこない、だけど 9月の

地域のお祭りには帰ってくる若者が多いのです。

　3.11のその年の 9月にもお祭りがありました。去年の

9月にもお祭りがありました。神輿をみんなで担ぐ、伝

統芸能をみんなで舞い踊る、そういう若者たちがいると

いうことは、町の大きな活力になります。若者だけでは

なく、地域のお祭りに参画するためにわざわざ帰ってく

る人たちがいます。そういった人たちがいる限りは、町

は何とかいけるかなという思いがあります。

　震災復興には自然と歴史と文化を欠くことができない

と私は考えています。私たちが、いま生きているこの空

間がまさに自然ですし、コンクリートの建物ができたと

しても、もともとそこには自然があったはずです。そこ

に私たちが暮らし続けてきたということで、歴史が培わ

れてきた。その歴史を培っていくなかで、いろいろな意

味での文化が生まれてきたのだという気がします。

　端的な例としては『吉里吉里人』がそうです。井上ひ

さし先生が書かれた『吉里吉里人』の中に登場するのは、

実在した歴代の吉里吉里善兵衛さんです。その善兵衛さ

んというのは江戸時代に水産業を盛んにした大槌町の歴

史的な人物なのですが、じつは「虎
とら

舞
まい

」を今に伝承して

きてもいます。西風が強いとき、現代のようにエンジン

やレーダーとかがない時代ですから、海から陸に帰って

くるのは非常に難儀をした。1700年代に大坂の竹本座で

浄瑠璃「国姓爺合戦」が演じられているんですが、善兵

衛さんはそれを観て、舞踊化したと言われています。言

うならば、どう自然と折り合いをつけていくかというこ

とを彼らが「虎舞」をとおして伝承してきたと思うん

ですね。虎は千里往って千里還る、風を従える。「虎舞」

を信仰することによって、船が安全に港に戻ることがで

きるということになったんだそうです。そうした郷土芸

能が地域に根強く残っているということは、まさに自然

と人々が当時、いろんな折り合いをつけてやってきたと

いうことの証明になるかと思います。

　ところが、時代が変わるとともに、どんどん貨幣価値

に物事が換算されるようになってきた。そうなってくる

と、自然との関係性がどうしても希薄になってくる。こ

れは今回の震災に関係なく、どこの地方もどこの国も世

本杉省三（もとすぎ　しょうぞう）日本大学教授

1950年生まれ、神奈川県出身。第二国立劇場準備室設置に伴い文化庁非常勤職
員を務めた後、1981-83年ドイツ学術交流会奨学生としてベルリン自由大学演
劇研究所留学、ベルリン・ドイツオペラおよびシャウビューネ劇場等の技術部
で実地研究。新国立劇場、愛知芸術文化センターなど、数多くの劇場計画にか
かわる。東日本大震災後は、劇場建築物としての公立文化施設の被災状況調査
に取り組んでいる。主な著書『劇場・コンサートホール』『地域に生きる劇場』『音
楽空間への誘い』（共著）など。文化芸術による復興推進コンソーシアム運営委
員長。平成24年度文化芸術による復興推進コンソーシアム調査研究委員。
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文化芸術による復興推進コンソーシアム●平成24年度シンポジウム

界中で同じことが起きているのだと思います。私たちが

そこに生きていくためには、少なからず自然とどう折り

合いをつけていくか、文化をどう育んでいくかというこ

とにもっと重きを置く必要があります。それが行政にも

求められているのではないかという気がいたします。

　私たち生涯学習課の職員は、震災前には 14名いまし

たが、震災復興を進めるため、人的なものがそちらに多

くとられてしまいました。現在、生涯学習課は私を含め

て職員が6名しかいません。その中で社会教育、生涯学習、

文化活動、文化財といったものをすべて通常どおりに行

えるはずはありません。そういう環境が被災地にあると

いうことを、ぜひ理解していただきたいと思います。

　被災地での芸術文化の振興という意味では、東京都の

職員がわざわざ大槌に来て、東京都のお金でもって芸術

文化活動をやっていただいています。そこで僕は、大槌

は「ひょっこりひょうたん島」の町ですから、「ひょっ

こりひょうたん塾」をつくろうと提案したのですね。

「ひょっこりひょうたん塾」で人材育成をしようじゃな

いかと。その次には、文化もアートも含めて大事なもの

があるんだということを強く、実践をしながら外に訴え

ていくことが必要だろうと思っています。（拍手）

暫定的プラットフォームから
新たな制度設計への課題

本杉　続きまして鈴木さん、お願いいたします。

鈴木拓　僕の立場は民間人で、若いころから演劇をずっ

とやっております。20代のとき舞台監督の仕事をしま

して、震災後は Art Revival Connection TOHOKU、略称で

A
ア ル ク ト

RC＞ Tと呼んでいますが、その事務局長として現場

に近いコーディネーター業務をこの2年間してきました。

このARC＞ Tという団体は、震災後に仙台市のパフォー

ミングアーツのアーティストたちを中心につくられた任

意団体です。現在は 150名の個人と 30のカンパニーが

所属しています。

　2年経ったいま、われわれARC＞ Tの活動が何だった

のかを言語化しますと、緊急時における暫定的プラット

フォームであったと自分たちでは整理をしています。ま

ず 2011年 3月の震災直後にアーティストたちが集まる

ところからこの活動が始まっていますが、自分たちの生

活もままならない状態下で、アーティスト、アートに何

ができるのか、という問いが出発点でした。

　震災直後、既存の組織や仕組みはほとんど機能してい

ないのではないかという認識がありました。それは安否

確認であったり、情報の共有であったり、さまざまなこ

とがあります。仙台には「せんだい演劇工房 10 - BOX」

という演劇稽古場施設があるんですが、ここを中心にホ

ワイトボードを使って安否確認が行われていきました。

人と人とが直接つながる生きた活動だったと思います。

　その後、子どもたち、高齢者、障がい者というような「社

会的弱者」と呼ばれてしまう方々に対してアートプログ

ラムを実施していくことになるんですが、基本的には

ニーズに応えることに徹底して活動しました。要するに、

注文されたら届けるということで、僕たちは「出前活動」

と呼んでいます。注文されていないものは届けない。で

きるだけ現地に赴いて、何が求められているかをヒアリ

ングしてからアーティストをマッチングしました。

　その後、夏以降に文化庁からいただいた「次代を担う

子どもの文化芸術体験事業」の震災対応版の事務局を担

うことになり、宮城県広域で子どもたちに向けてアート

プログラムの提供を行いました。この事業は今年度も継

続されていて、地元の方々やアーティストたちにとって、

お互いに大きな“気づき”が生じた活動だと思っていま

す。そのプログラムを実施している現場で一番多く聞か

れる言葉は、子どもたちが普段見せない表情や対応を多

く見せるということでした。「この子はこんなに積極的

な発言をしたり、自主的にその活動にかかわったりする

のは普段の生活では見られない」といったことを普段、

子どもに接している職員の方々が言われます。

佐々木 健（ささき　けん）　復興推進員／大槌町生涯学習課長

1957年生まれ、岩手県大槌町出身。岩手県大槌町教育委員会生涯学習課長。教
育委員会事務局、企画財政課、産業振興課などを経て現在に至る。淡水型イト
ヨをはじめ、自然や歴史にも目を向けた文化復興に取り組んでいる。分担執筆
に『野生生物と地域社会』（昭和堂）、『大槌の自然、水、人─未来へのメッセージ』
『天恵と天災の文化誌─三陸大震災の現場から』（東北出版企画）。2012年に「東
北みらい賞」受賞。平成24年度文化芸術による復興推進コンソーシアム岩手
県復興推進員。
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文化芸術を復興の力にⅡ

　おそらくアートの価値を見出して呼んでくださってい

る施設は少ないかもしれないと正直思うのですが、レク

リエーション程度の認識だった先生や職員のみなさんが

驚いていらっしゃるというようなことが 2年目の活動の

なかで一番強く感じています。実際、要望をたくさんい

ただき、さまざまなところで活動していますが、アーティ

ストやアートプログラムが足りないような状況が現在も

続いています。

　その反面、ニーズの変化や多様化のスピードがとても

速く、実の活動とそぐわなくなっているということが現

状の課題としてあります。システム化・効率化していく

と、小さな意思やこだわりがこぼれ落ちていくという感

覚があるんですね。現地にいると、プロジェクト化され

ない小さな出来事がたくさんあるんです。要するに、事

業化されないということです。

　こうしたプロジェクト化されない小さな出来事こそが

大事ではないかと最近よく考えています。ここを取りこ

ぼさないようにするにはプロセスが非常に重要で、この

プロセスを地元の人と一緒にきちんとつくっていくコー

ディネーターの存在が不可欠だと思っています。

　また、いままでは思いがあれば誰でもいい、何でもい

い、という時期でしたが、今後は芸術性を評価するとい

うようなことも必要ではないかと思っています。

　今日も僕は現場の人間としてここに来ていますが、現

場で起きていることと、国の法律のような大きなシステ

ムや制度といったところの、中間のつなぎ役が少なすぎ

るというのを実感しています。このコンソーシアムが現

場の思いや声、考えを、大きな制度にしていくためのつ

なぎ役になっていただけたらなと思っています。

　今後は地域の方々と一緒に、その地域の財産を発露し

ていくことが重要になってくるだろうと思います。当初、

人と人とのつながりが一番リアルだったことを踏まえ

て、形式合意性ではなく目的合意性で進んでいける寛容

さというものを全体でどうやったら持ち得るかというこ

とを考えていきたいと思っています。

　最初に暫定的プラットフォームであったと言いました

が、僕たちはこの 2年間である一定の役割を果たしたと

考えています。いったん一区切りをつけなくてはいけな

いだろうと。この先 3年目以降、さらに 5年、10年、ど

ういう活動が求められるか、地域の人たちと一緒に考え

る制度設計、システムづくりが必要ではないかと思って

います。（拍手）

有効な支援は何だったのか

本杉　ありがとうございました。いま、鈴木さんの発言

の中に、アートやアーティストへの興味が増えたという

お話がありましたけれども、それが今後どのようにつな

がっていくというように考えていらっしゃいますか？　

また、佐々木さんには、先ほど生涯学習課が 6人になっ

てしまったというお話で、それがどんな点で困っている

のか、東京都の支援がどんなに有効なのか、ということ

について短くお願いいたします。

鈴木　文化庁派遣事業などで一度行かせていただいた施

設からは、「出前活動」なので「おかわり」をよくいた

だくんですね。そのときは施設のほうで予算をつくって

いただいたり、みなさんからいただいた支援金をもとに

行ったりしているんですが、2度目以降行くと関係性が

できてくるので、「見せる」ということだけでなく、一

緒に「つくる」というフェーズに移っていくんです。「つ

くる」ということはかなり大事だと思っていて、そのプ

ロセスが 2回目以降はつくることができるというのが、

非常に大きいと思っています。

佐々木　職員の数が減るというのは物理的なものなので

何ともならないです。当然、業務量が落ちるということ

は否めません。私たちが被災地にあって、一番最初にや

りたかったのは子どもたちに本を届けることだったんで

すね。本を届けるにも 6人しかいないわけで、おまけに

鈴木　拓（すずき　たく）　復興推進員／ARC＞T事務局長

1978年生まれ、宮城県仙台市出身。2012年 8月に設立したboxes	Inc. 代表。
東日本大震災を機に設立した文化による復興支援組織Art	Revival	Connection	
TOHOKUに携わり、現在、事務局長。アーツエイド東北理事。杜の都の演劇祭
プロデューサー。仙台を中心に舞台芸術の企画、制作、舞台監督として活躍し
ており、震災後に生まれた様々なつながりをより有機的に継続していくため活
動中。平成24年度文化芸術による復興推進コンソーシアム宮城県復興推進員。
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避難所をやっているなかでは全然できない。そのときに

うまく活用できたのは、国の緊急雇用の、いわゆる臨時

の方々だったんです。その緊急雇用の方々がいたことに

よって、いくつかの補いが可能になったということは、

ぜひ記録に残しておきたいことだと思っています。

　東京都の支援に関しては、ある機会に僕はこういうふ

うに言いました。東京都という「黒船」が来たんだと。

幕末期の旧態依然とした体制を打破するかのごとく、彼

らがやってくれたのは人もカネも持ってきてくれたんで

す。アートも含めて東京都のお金で展開をしてくれた。

その取り組みは、ただ単に人が来て帰っていったという

だけでなく、そこに根付かせるという過程にいまありま

す。2年目ですが、彼らは 3年目もやると言ってくれて

います。そういった方々とコラボレーションすることで、

単なる基礎自治体の文化芸術ということではなく、でき

る方々が入り込んで、きちんと根付かせる。その作用は

ものすごく大きいなという気がいたします。

福島の芸能・祭りを支えた原動力

本杉　では、続きまして懸田さん、お願いいたします。

懸田弘訓　私どもでは昨年度から文化庁から補助をいた

だきまして、祭り・芸能についてかなり大がかりな調査

を実施しております。いろんなことがわかってまいりま

した。祭り・芸能等が被災された方々の生きる支えになっ

ているということが改めて再認識できたのです。

　平成 23年の大地震は福島県では震度 6強から 6弱で

した。そのために亡くなった方が津波も含めて 3112人、

行方不明が今でも 211人います。全壊した家が 2万 1000

棟、半壊が 7万 1777棟（2012年 10月現在）です。昨年

のデータですが、仮設住宅入居者が約 10万人、県外に

避難した方が約 6万人います。福島県の人口は約 200万

人でしたから 6万というのはかなりの数字ですね。

　芸能は浜通りの 13市町村で、60カ所が津波でなくな

りました。壊滅的な被害を被
こうむ

っています。約 200カ所が

放射能汚染で継承が危ぶまれています。福島県には約

800の芸能がありますので、3分の 1が何らかの形で危

機に瀕しているということになります。それにもかかわ

らず復活の機運が起きています。

　相馬市の原釜は漁港で有名なところですが、人口 1225

人中 99人が亡くなりました。それにもかかわらず翌年

の春祭りを行いました。しかも神輿渡御まで実施しまし

た。家もなくなった、木もなくなった集落でお旅所をつ

くり、以前どおりとはいきませんが、神楽や七芸など 7

～ 8割の芸能を復活して演じました。この芸能の中心に

なっている神楽の師匠は奥さんも娘さんも亡くして、一

人で仮設住宅に住んでおられます。それにもかかわらず、

この春祭りを復活されたんですね。

　相馬市の磯部では何と人口の 2割が亡くなっているん

ですね。この状況で翌年 4月 15日に祭りと神楽を復興

しました。ご年配の女性ですが、「津波で家も財産もな

くなってしまった。祭りや神楽までなくなったら、何が

残るんですか？」と訴えられました。これは単に信仰だ

けではなく、祭りや神楽というものが、その集落では地

域の要、絆を深める機会になっているんですね。これが

なくなるということは、故
ふるさと

郷そのものがなくなる、生き

る場がなくなるということなのです。芸能は大きな力を

もっているということです。

　国の指定をいただいています相馬野馬追に「野馬懸」

がありますが、元来の神社は警戒区域内で入れなかった

んです。そこで、警戒区域から 90m離れたほかの神社の

境内を借りて、震災の 4カ月後に実施いたしました。騎

馬武者が馬に乗って県外からずいぶん来てくださいまし

た。宮司の話ですと、予想の 3倍を超えたと言っていま

す。これは「野馬懸」に対する地元の方の誇りが非常に

高いということですね。経済的な面は度外視しておりま

す。残さなければという誇りが支えているんですね。

　浜通りの中央あたりになる浪江町の請戸は原発からわ

ずか 4～ 5km離れたところですが、ここもひどいですね。

懸田弘訓（かけた　ひろのり）　福島県文化財保護審議会委員

1937年生まれ、福島県伊達市出身。福島県文化財保護審議会委員、会津大学・
郡山女子大学短期大学部非常勤講師。福島県立高校教諭を経て、県教育委員会
文化財保護担当、県立博物館学芸課長等を歴任。民俗芸能学会福島調査団長と
して、震災後の祭りや民俗芸能の調査と継承活動も行っている。主な著書に『ふ
くしまの祭りと民俗芸能』（歴春ふくしま文庫）など。
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集落 482戸が壊滅し、182人が亡くなっています。ここ

に苕
くさ

野
の

神社があるんですが、宮司さん夫婦、息子さんの
ね ぎ

宜夫婦が亡くなりました。ここで毎年 2月に田植踊を

行っているんです。踊り手は小学生ですが、震災の年の

7月から練習を始めました。震災からわずか4カ月後です。

練習の合間に 10分ぐらい休憩があるのですが、子ども

たちが数人ずつグループになって集まるんですね。ここ

で劇的だったのは、笑い声が出たことです。お母さん方

のほとんどが涙を流して、子どもたちを見ていました。

震災後初めて子どもの笑顔を見たと。県外からも半数来

ています。お母さんが引率して来ているんですね。その

後、個人的な練習を含めて 4～ 5回行いました。全部自

費です。子どもが「友達に会いたいから行きたい」とい

うと、親はだめだとは言えないんですね。そして 8月 20

日、いわき市の水族館で田植踊を実施いたしました。子

どもの力で復活できたと思っています。

　まとめますと、まず第 1は、浜通りは漁師の方が多い

ですから、信仰心が強い地域です。津波は憎いけど海は

憎くない、とみなさん口をそろえておっしゃいます。

　第 2に、指導をしてくださった方の指導力と実行力。

浪江の田植踊では、「私には田植踊がある。いまやめて

しまったら永久になくなるかもしれない」と指導者のお

一人がふと漏らされました。この方は 3年前に旦那さん

を亡くされ、そのうえ津波で家も全部なくされました。

しかし、使命感でもって田植踊を支えてくださった。

　第 3に、「これで終わりです」と言っておられた団体

が昨年 10月末、郡山の県の催し物で公開しました。み

んなに喜んでもらえたんですね。こんなに喜んでいただ

けるならば、やめることはないだろうと復活しました。

　最後に、祭りというのは「生きる場」「生きる支え」

なんですね。相馬では 230年前の天明の飢饉で、人口が

3分の 1になりました。今回よりもひどい災害でした。

それを支えたのが獅子神楽と田植踊。これらによって復

活した経験があるわけですね。民俗芸能や祭りが大きな

支えになっていると改めて再確認しました。（拍手）

文化芸術を“業”とした
新たなまちづくりを

本杉　では、続きまして堀田さんにお願いいたします。

堀田力　今度の東日本大震災では、最初の 2カ月では仲

間たちと緊急支援活動をしましたが、その後は、まっ

たく新しいまちをつくっていくわけですから、地域包括

ケアのあるまちへの復興を旗印に掲げて住民の意見を聞

き、それを復興計画の中に生かして、行政に採用してい

ただくという運動をしております。地域包括ケアという

のは、簡単に言えば最期まで自宅で暮らせるまちづくり

です。最期を施設や病院で迎えるのではなく、最期まで

住み慣れたところで暮らせるように福祉や医療サービス

が自宅にしっかり届くまちにしようということです。

　ですから、文化芸術とは直接にはダブらないわけです

が、住民の方々に「どういうまちに復興していきたいで

すか？」「そのまちはどういう構造にして、どういうよ

うなものが欲しいですか？」といったことをゼロから聞

きますので、そのなかで文化芸術に関する意見もわずか

ですけどあります。いま、住民から出るのは、やはり土

地をいくらで買ってもらえるのか、新しい土地はどれぐ

らいなのか、そこへいつごろ移れるのか、その建物はど

うなるのか、そのあたりが最大の関心事でありまして、

福祉・医療の姿をどうするかについても、しっかりこち

らから聞かなければ出ないという状況です。

　文化芸術というのは、その後ろぐらいの感じで、なか

なか出てこないのが実情です。そういう状況ですから、

文化芸術にどう配慮したまちづくりをするかについて

も、行政側の意識はきわめて乏しいのが実情です。

　私も復興庁の復興推進委員をついこの間までやってい

まして、昨年の 9月に中間報告と今年の 2月に審議報告

を出しています。中間報告には、文化については一言も

触れられておりません。その後、いろいろ申しまして、

堀田　力（ほった　つとむ）　公益財団法人さわやか福祉財団理事長・弁護士

1934年生まれ、京都府出身。東京地検特捜部検事、法務大臣官房長、最高検検
事などを歴任し、1991年退官。退官後、弁護士登録、さわやか法律事務所およ
びさわやか福祉推進センター（現	公益財団法人さわやか福祉財団）を立ち上げ、
福祉の道に入る。高齢社会NGO連携協議会代表ほか、政府の審議会等の委員
も務める。主な著書に『「人間力」の育て方』『エリート×アウトロー世直し対談』
（集英社新書）など多数。2013年 3月5日まで復興庁復興推進委員会委員。平
成24年度文化芸術による復興推進コンソーシアム調査研究委員。
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審議報告にはかろうじて滑り込みで入りました。「地域

の絆を回復することが復興の一番の基礎である。その絆

を回復するには文化、伝統芸能等も必要で、そういう点

も配慮する必要がある」といった文言が入ったという状

況です。

　私どもは大槌町をはじめ大船戸や釜石、石巻など 9つ

の地域を選んで、全国の仲間たちと現地に入り、地域包

括ケアのあるまちをどういうふうに具体的にしていくの

か、プランを立て、行政に提言し、行政の意見が出ると、

また住民の意見を聞く、といった活動をしているわけで

すが、住民の間に実際に入っておりますと、文化芸術は

いろいろな面で大きな力を発揮しております。

　先ほど鈴木さんからもお話がありましたように、芸術

家、歌手、演芸関係、芸能関係、いろいろな方が地域に

来てくださって、大変大きな力を得ておられる。お年寄

りから子どもまで来て一緒に歌い、楽しみ、そこで絆が

生まれる。元気になって会話が生まれる。そういう効果

は非常に大きい。最初のころほどの勢いはありませんの

で、ぜひ全国に呼びかけて、いろいろな方々が各地に入っ

てほしい。とくに子どもたちは多くのことを学ぶ時期で

すので、いろいろな方々に入ってほしいと思います。

　文化芸術にはひとつの“業”としての側面もあります。

たとえば、大槌の「吉里吉里」は芸術家の多い地域で

す。「吉里吉里」のまちをどう復興するのか、住民の方々

と議論していますと、海岸部あたりにいろいろなものを

つくったり絵を描いたり、そういうまちの復興の姿をつ

くりたいという声がありました。雇用を含めたひとつの

“業”に芸術的な特色を生かすということです。これは

ぜひそういう復興をめざしてほしいと思います。

　また、「吉里吉里」から「ひょっこりひょうたん島」

を通って花巻を経る「銀河ライン」構想があります。そ

の構想が実現できれば、地域の繁栄にもなるし、多くの

観光客も呼べる。ただこれは広域にわたる構想ですから、

県も入り、国も入らないと実現しない。そうした大きな

バックアップを得ながら、文化芸術を利用した観光業の

楽しいまちの復興、これも生かされればいいなと思いま

す。その構想は全然生かされていないですよね？

佐々木　いま、動き始めたところです。

堀田　やっと動き始めましたか。これも応援がいると思

いますし、芸術文化を組み入れて、しっかり生かしてほ

しいと思っています。

　文化財の保護については、ほかのいろいろな公共財の

復興と一緒ですけれども、やはり市役所、消防、警察な

どが先で、文化財のほうは後回しになっています。この

辺も全国的な応援がいるだろうと思います。

　伝統芸能については、佐々木さん、懸田さんからも出

ておりますように、これが一番重要です。やはり復興す

るには地域の絆がしっかりと住民の間で結ばれて、その

絆をベースにしてつくりたいまちが描かれ、実現してい

く。絆をしっかりと維持するということが復興の一番の

基本です。そのときに有力な方法・手段となるのが伝統

芸能です。伝統芸能にはみんなの心を燃やす、まちを離

れた人を引き戻す力があります。

　実際、祭りに参加しますと、一挙に絆が深まり、それ

がまた復興につながりますので、しっかり応援したい。

しかし、伝統芸能は住民の方が動かないと復興しないの

で、自治体もしっかりと見てほしい。たとえば道路をど

う通すのか、住民の方々と協議していますと、産業道路、

生活道路、それから避難道路があります。避難道路につ

いて住民の方々に意見を聞いてみると、避難道路が向か

う高台あたりに神社やお寺があり、伝統芸能の出発点の

神輿が置いてある。それは避難道路と同時に、神輿の通

る道になる。それが地域の絆の維持に役立つ。そういう

住民の意見も出ております。そういう意見を行政もしっ

かり組み入れて、復興計画に生かしていただくことが必

要だと思います。（拍手）

本杉　ありがとうございます。懸田さんにひとつ質問さ

せていただきます。この 1～ 2年がヤマだと、あちらこ

ちらで書かかれたり言われたりされていますが、それは

どんなことからでしょうか？

懸田　ひとつは、県外に行っておられる方が多いという

ことです。すでに住民登録だけでなく、家を買われた方

もいます。新築された方もいらっしゃいます。年数が経

てば経つほど、故郷と離れてしまうということですね。

アンケートをとりましても、原発周辺の 3町村の場合は、

もう地元に戻らないと言っている方が 4～ 5割もいるん

です。早急に手を打たないと、そこの市町村は解体せざ

るを得なくなるんです。当然、芸能もなくなります。も

はや、のんびりはできない状況です。芸能の担い手の多

くは年配者ですし、その方々が弱っているんです。とく

に仮設住宅に入られている方の中にはうつ病になられて

いる方もおられます。急を要します。

本杉　ありがとうございました。4人のパネリストの方々

からご報告をいただきました。ここからは被災地から来
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ていただいています復興推進員の方たちからコメントを

いただきます。まずは川延さん、お願いします。

「何で福島に住んでいるの？」
という質問への返答

川延安直　いくつか指摘があ

ります。まず 1つは先週末、

南相馬に行った際に博物館

の自然担当の方とお話をした

んですが、改めて気づかされ

たのが自然とのかかわりとい

う点です。以前干拓して農地

だったところは、津波で海に

戻ってしまっています。その

ままでも自然が戻るのではないかという素人考えがあり

ますが、実際はそうではなく、外来植物と外来生物の巣

になってしまうこともあると言われました。文化芸術と

いう中に自然のことも考えなければいけないんだと勉強

させられました。

　2つ目は、記録に留めていく作業を早くしなくてはい

けないと思っています。福島の場合は良くなっている面

もありますが、悪化している面もあるというのが現状だ

ろうと思っています。

　3つ目は、「何で福島に住んでいるの？」「どうしてそ

んな危ないところに住んでいるの？」と言われたときに、

どう返事ができるのか。福島にはこんなものがある、あ

んなものがあるということしかないのではないか。一所

懸命除染もしなければならないんですが、ひとつには文

化芸術だろうと思います。

　最後にシステム的な問題です。多くの人が学校に行っ

て子どもたちを支援するのは重要だと思いますが、現場

の先生方は本当に大変で、われわれが 1つワークショッ

プなりをやらせていただくためには、教務の先生が徹夜

して 1年間の学校のプログラムを組み替えて、ようやく

時間をつくっていただくということなんです。被災地の

学校にはもっと柔軟な枠を設定していただけると、現場

に負担をかけずに支援活動が行えるのではないかと思い

ます。

本物の芸能を学校で見せたい

本杉　続きまして、西さんお願いします。

西　道典　私は南相馬市の小

中学校 PTA連絡協議会の会

長をしております。本職は宮

司です。南相馬でも小さい地

区で行われていた神楽は立ち

直れない状況にあります。こ

れを何とか残さなければと

思っております。南相馬市で

も伝統芸能を興そう、ビデオ

を残そう、ということでやっていたところなんです。で

きる方がいる今のうちに、早急にビデオ等に撮って記録

しておく必要性があると痛感しております。集落ごとな

くなったところがたくさんありますから、できないよう

なところもあります。

　学校のほうでは芸団協さんのおかげで、一昨年度、昨

年度とたくさんの子どもたちに本物の芸能を見せること

ができました。地元のホールに素晴らしい方々が来てく

ださいました。でも、「見に来てください」と言っても、

避難している方は子どもを連れて見に来るという状況に

はならないんですね。ですから学校中心に、ぜひ本物を

多くの子どもたちに見せてあげたいと思っています。

　行政は動いてくれませんから、私たち自身が動かない

とダメだということで「南相馬こどものつばさ」という

プロジェクトを震災後に立ち上げました。震災前に 6000

人いた子どもたちが、震災後にはわずか 2250人に減っ

てしまったんですね。その 2250人のうち約 1000人が日

本各地、世界へ向けて、初年度は無料で招待をさせてい

ただきました。昨年は上限 1万円と有料となりましたが、

全国で 38プログラムを実施し、約 800人の子どもたち

を出させていただきました。やはり保養は大切なんです。

　3年目に入りましたが、これからいろいろな補助がな

くなってくるなかで、子どもたちをどういうふうに笑い

や目標をもたせるか、その方法を一所懸命考えながら活

動しているところです。

被災地支援は
人材・ノウハウ・予算をセットで

本杉　では、水戸さんお願いいたします。

水戸雅彦　2点お話させていただきます。1つ目は、いま、

被災地で何が足りないのかというと、じつは人材です。

予算については、被災地支援予算、文化庁の予算につい

てもまだ国会を通っておりませんが、劇場法の成立が追

川延安直
福島県立博物館　学芸員

西　道典　南相馬市小中学校
PTA連絡協議会　会長
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い風となり大きな予算がつい

ております。本当にありがた

いと思っていますが、現場に

はそれをいい形で動かす人材

がほとんどいません。非常に

少ないです。ARC＞ Tの鈴

木さんたちは緊急避難的にプ

ラットフォームをつくり、孤

軍奮闘して素晴らしい事業を

展開されているわけですが、本当は国なり、このコンソー

シアムでもいいと思うのですが、プラットフォームをつ

くって、人とお金までつけたらどうかと思います。

　東京都の支援事業の話が出ましたが、じつは私も宮城

県の事務局をやらせていただいています。東京都の支援

事業は現地に直接赴いて、現場をちゃんと見て、現地の

人たちと話をして、必要なお金と人をつけるというもの

です。主役は現場であり、現地の人たちです。これが東

京都の事業の素晴らしいところです。これから地方の文

化政策に予算をつけるときには、できればノウハウと人

と予算をセットでつけていただけないかと思います。

　2つ目は、世の中には人を幸せにするものとそうでな

いものがあるということです。「衣食足りて」という言

い方がありますが、「人はパンのみに生きるにあらず」

という言葉もあります。人はただ単にものを食べて生活

の営みをするだけではなく、心が豊かになって生き生き

と楽しく生きたいと誰もが望んでいるはずです。その方

向性のなかで一番重要なのは文化芸術ではないかと思っ

ています。

　私は日々の仕事に誇りをもっています。一所懸命やれ

ばやるほど、いろんな人たちが楽しみ、感動し、笑顔が

こぼれ、よし明日からもっと面白いことをやろうと活力

が生まれる。こういうことを世の中にたくさん出してい

くことが、われわれの使命だと思っています。原発を再

稼働して輸出するといった話もあるようですが、何も世

の中に不幸をもたらすものを輸出しなくてもいいのでは

ないでしょうか。

一流の芸は小学校低学年にも通じる

本杉　続きまして、白津さんお願いいたします。

白津守康　落語芸術協会の仙台事務所、芸団協東北事務

所のお手伝いをさせていただいております。震災直後か

ら避難所、仮設を相当数回っ

ております。いまはもう避難

所はありませんから、六華亭

遊花と一緒に仮設を回ってお

ります。回っていて感じるの

は、とくに大人の方が難しい

ですね。公演は 2週間ぐらい

前から張り紙をして声をかけ

るんですが、なかなか集まっ

ていただけない。開演 10分ぐらい前になって、また 1

軒 1軒訪問してお誘いするのですが、「私はテレビのほ

うが好きなんです」などと言われる。縄を付けて引張っ

てくるわけにはいきませんので、「楽しいですよ。どう

ですか？」と言って、やっと来ていただくというのが、

いまの状況です。もちろん、きちんとやれば 50名、100

名ぐらいは集まっていただいてはおりますが、普通の仮

設の集会場だと大体 20名で一杯ですので細かくやって

おります。

　学校にも回っておりますが、学校の子どもたちは大人

とは違います。いま、やっているのは落語や講談、太神

楽、マジックショーなどですが、小学校低学年でも落語

を聞きます。普通はあばれて騒ぎ出すことが多いと思う

んですが、そんなことはなく集中してみんな聞いていま

す。あの眼の輝きや笑いを見たとき、一流の芸というの

は通じるんだなと思いました。おそらく心に残っている

と思います。ただ学校に関しては、教科のカリキュラム

の問題があって、そんなにできません。いろいろと問題

はありますが続けることが大事なので、何らかの形で続

けていきたいと思います。

　震災復興に文化芸術は何ができるのか、どういうお役

に立てるのか、といつも考えながらやっていますが、一

人でも喜んでもらえればいい、一人でも救えればいいん

だという気持ちで演者はやるしかありません。そうした

意識でみんなやっております。

被災者と支援者を音楽資源で結ぶ

本杉　続いて、大澤さんお願いいたします。

大澤隆夫　「音楽の力による復興センター・東北」の代

表理事をしております。この団体は、震災の日から約 2

週間後に行いましたコンサートの 2日前に急きょ立ち上

げ、昨年 9月に一般財団法人化しました。その間、270

水戸雅彦　仙南芸術文化セン
ター　えずこホール　所長

白津守康　（公社）落語芸術協会
仙台事務所　所長
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回以上の復興コンサートや、

ウィーンフィルのお手伝い、

石巻地域で統廃合される学校

校歌の CD化などさまざまな

ことをやってきました。

　音楽の役割というものは、

まず最初は鎮魂と癒しで、こ

れはいまでも続いておりま

す。それから心が動く、顔に

表情が戻る、そして少しずつ心が元気になる、そういっ

た日常を回復する契機をつくる。もちろん、絆やネット

ワークの構築、地域の音楽文化の創造と活性化、そして

校歌の CD化なんかに端的に表れていますけれども、震

災記憶の継承としての記録。これらを実際にどうしてい

くのかということですが、音楽資源はかなり豊かではな

いかと実感しております。全国から来ていただいており

ますし、世界からも来ていただいています。その際、私

たちのような被災地と支援者を結ぶコーディネーター、

中間組織の存在が必要です。

　復興のモデルもこれから必要になるだろうと思いま

す。私たちでいえば、演奏するプログラムやトークなど

を積み重ねながら、さまざまな資源や人の仕組みをつ

くっていく。要は市場原理ではない、被災地の明日を創

る「新しい公共」といった概念です。私たちは音楽とい

う分野ですが、それぞれの分野でそれぞれの工夫がなさ

れて、文化芸術と被災地とがより積極的で活発な結びつ

きができるようになればと考えております。

文化芸術の必要性を
もっともっと発信しよう

本杉　続いて、赤坂さんお願いいたします。

赤坂茂夫　いままでの災害に係る復旧・復興は、ハード

面のライフラインなどに係る対応がメインであったと思

いますが、そこに、今回のように「文化芸術を復興の力に」

という考えに基づく対応は、これだけの大震災になりま

すと本当に、われわれに希望の力を与えてくれています。

　私たちの宮城県民会館は 3.11 の震災で、被災し休館し

ました。24年の 6 月 16 日に再開しましたが、その休館中、

文化庁の本当に的を射た「次代を担う子どもの文化芸術

体験事業」をやらせていただきました。その文化芸術体

験事業で、どれだけ多くの子ども達が、元気づけられた

か、感謝をしている次第です。

　要は、これまで出ましたい

ろいろな話をまとめていただ

いて、そこに復旧・復興に

は、文化芸術が切り離すこと

ができないことをのせたらい

いと思います。文化芸術の復

興が復旧・復興のひとつの現

れなんですよと。文化芸術と

いうものは本当に、復旧・復

興には必要なんだ、という発信をもっともっとタイミン

グよく、また恐れずに発信していけばいいのではないか

と思っております。それが、今後の大災害への対応にも、

多くの方々に知っていただくことによって、役立ってい

くのではないかと思っております。

文化芸術の消滅をどう防ぐか

本杉　では、宮古の澤内さん、お願いいたします。

澤内逸陽　今度の震災の問題は、地域の中で芸術や文化

に携わってくれていた人が震災後にできなくなってし

まったということが一番大きいと思うんです。普段です

と、地域の中では文化芸術に携わる人、それを援助する

人がいるんです。また、鑑賞する人がいます。鑑賞しな

がら、自らもちょっと手を染めてみる人もいます。そう

いうなかで地域社会に保たれていると思うんです。震災

前から、リードする人、世話をする人が地域の中で枯渇

していたのは事実ですが、それが今度の震災でさらに深

刻になったというところに大きな問題があると思います。

　私は芸術文化協会のほうを仰せつかっていますが、そ

の分野やジャンルによっては、それ自体がなくなろうと

しているという問題もあります。そのジャンルの団体が

なくなると、その地域の中でのジャンルがなくなるとい

うことであり、文化的・芸術的な要素がその地域から欠

落していくということになり

かねません。

　鍬ケ崎という人口約 2000

人ぐらいの地区があるんです

が、80％が流出しました。そ

れでお祭りができない状況に

陥ったのですが、地元出身で

東京にいる方々の力を得て、

当面のお祭りはできました。
澤内逸陽
宮古市芸術文化協会　事務局長

赤坂茂夫　（公財）宮城県文化振
興財団　企画事業課長

大澤隆夫　（一財）音楽の力によ
る復興センター・東北　代表理事
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しかし、今年はどうか、今後も継続してやれるのかどう

かというのが問題です。そういうことで地域の文化芸術

が失われていくというのはあると思います。

　いま喫緊の課題は、芸術・文化活動を世話役的にやっ

てくれるような中核となる人たちにどのようにして継続

していただくか、また、なくなりそうなジャンルをどう

やって立て直すかということだと思うのですが、だんだ

ん時間が経つと何をどうやればいいのか、その方向性す

ら見えにくくなっているのが現状です。

決してあきらめないでほしい。
文化庁も真剣に考えたい

本杉　ありがとうございました。では、近藤長官に感想

をお聞きして、パネリストの方々にコメントをいただき

たいと思います。では、近藤長官お願いします。

近藤誠一　これまでの活動報告をうかがって、まずは皆

さんの大変なご努力に本当に感謝を申し上げたいと思い

ます。そして、そのご努力が充分に報われていないとい

う状況を心からねぎらいたいと思います。

　先ほどの懸田さんのお話を含めて、現地の伝統芸能、

地域芸能とか、いろいろな文化芸術活動がいろいろな場

面で子どもたちを元気にし、それがおじいさん、おばあ

さんを元気にしている、そういうエピソードはたくさん

あるにもかかわらず、それが単なるミクロの世界の単発

のエピソードで終わってしまって、それが結び付いて力

になっていないという歯がゆさを感じます。先ほど堀田

さんがおっしゃったようにレポートに出てこない、結局

東京にいて紙を書いている人たちは、現場をよく知らな

いし、思い込みがあって、とにかくインフラだ、家だ、

職業だということで文化まで頭がいっていないんだと思

います。そういった人たちに、あるいは世間一般に、文

化芸術のもつ力が現地で発揮されているということがま

だ全然伝わっていない。ここは大きな問題で、じつは東

北だけではなくて日本全体についても言えると思います。

　そこを変えていくのは大変なエネルギーがいると思い

ます。しかし、これはやらなければいけないことで、決

してあきらめてはいけない。今日何かやったら、すぐ結

果が出るわけではないと思いますが、皆さん方がこれま

でやってきていただいたようなことをとにかく続けてい

く、そして、いろいろなエピソードを集めてどんどん発

信をして、現地の状況を社会に広く知ってもらう努力を

さらに続けていくことで、すこしずつ先が見えてくるの

ではないかと思います。いったんそちらの方向に動き始

めれば、メディアもどんどん取り上げるでしょうし、政

治のほうも目が開かれるでしょう。

　文化庁としてできることがあれば、今までのことに加

えてやります。とくに現地に人材が足りないということ

では、クリエーターやアーティストと現場をうまくつな

ぐアートマネージャーのような人が必要だと思います。

そういう人をどうやって確保し、現地に住んでやってい

ただくか。そのあたりは文化庁に何ができるか、真剣に

考えてみたいと思います。それは雇用や地域の活性化に

もつながっていきます。うまくプレゼンテーションがで

きれば、ほかの役所や政治家も耳を貸してくれるのでは

ないかと思います。そういった工夫もしていきたい。

文化によるまちづくりの提言は、いま

本杉　ありがとうございました。では、今度は堀田さん

のほうからお願いいたします。

堀田　阪神淡路大震災と違って津波で大半を流されたた

め、ゼロからまちをつくるという点がこれまでと大きく

違います。しいて言えば、爆撃でやられたときの戦後の

再建と同じような状況と言えます。戦後のまちづくりを

見ますと、無秩序にできるところからつくっている。東

京も無秩序な街です。他のまちもそうです。結局日本人、

どこに観光に行っているかというと京都と奈良。やられ

ていないまちに行っている。ということは、戦後のゼロ

近藤誠一（こんどう　せいいち）　文化庁長官

1946年生まれ、神奈川県出身。72年に外務省に入省し、外務省経済局審議官、
OECD（経済協力開発機構）事務次長、外務省広報文化交流部長、国際貿易・
経済担当大使、UNESCO（国連教育科学文化機関）日本政府代表部特命全権大使、
駐デンマーク特命全権大使などを歴任。2010年7月より現職。震災後の自粛な
どの動きのなかで、文化芸術による復興支援を促すメッセージをいち早く発信
した。
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からのまちづくりは全部、文化の面から見たら失敗した

と言えるのではないかと思います。

　同じことを今度も繰り返したのでは、後世の人たちに

恥ずかしい。無秩序に、いまできるところからつくっ

ていますが、それでは美しさも樹木もないまちばかりに

なってしまいます。総合的に広い目で見てリードする役

が必要なのですが、その役を果たす人がいない。いまこ

そ、われわれの意見を持ち込まないと、無秩序に進み出

します。国の建設関係の住宅局などではソフト面も配慮

したアイデアを出しています。そういうところにしっか

り持ち込まないと、ハード優先になってしまいます。い

まが頑張りどころだという気がします。

全国の方々のお力添えにより、
横のつながりを強化していく

本杉　続いて、懸田さんお願いします。

懸田　ここ 1年が勝負どころだと思っております。民俗

芸能が 3分の 1ほどなくなったと申し上げましたが、単

に数が 3分の 1だけではなくて、浜通りというのは福島

県の民俗芸能を概観したときに価値の高い特色のあるも

のが多いんですね。打撃が非常に大きい。ただ幸い、今

年度文化庁から修理新調ということで 1730万円ほど予

算を頂戴いたしました。過去に例のない大金です。非常

にありがたい。ただ、ひとつお願いしたいのは、新調は

10万以内となっているんですね。修理は 1000万以内。

ところが、道具そのものが全部流されていますから、修

理したくてもできないんです。太鼓だと 50万、獅子頭

も 50～ 60万です。いま苦慮しております。ぜひご配慮

いただきたいと思っています。

　原発周辺の市町村については、帰れないので先が読め

ないんです。自殺者や孤独死もかなり出ております。生

きるうえで先が読める、生きがいを見出すということは、

非常に大切なんですね。それが芸能の働きではないかと

思います。ぜひ今後とも文化庁だけでなく、全国の方々

のお力添えを頂戴したいと思っております。

本杉　では、鈴木さんお願いします。

鈴木　多様化しているニーズに対応していくためには今

後、横のつながりを強化していかなくてはいけないだろ

うと思っています。いまは復興予算ということで、ある

程度動いている部分がありますが、時間が経つにつれて

少しずつリソースが限られてくることになりますので、

多様なニーズには多様なパートナーシップを組んでいく

ことが大事だと思っています。

　出会って知り合うところまではいいんですが、そのつ

ながりを続けていくというのはなかなか難しいもので、

これを続けるための仕組み、基盤が必要だろうと思いま

す。たぶんそれは対話ができる場、プラットフォームだ

ろうと思っています。それはアートセンターや、劇場、

あるいは場を持たないという可能性もあります。それら

の新しいプラットフォームづくりのために、人とお金と

知恵をぜひお手伝いいただきたいなと思います。

被災地から世界へ発信していく

本杉　最後に、佐々木さんお願いします。

佐々木　堀田先生からご紹介いただいた「銀河ライン」

構想というのは、宮沢賢治の花巻を起点として『遠野物

語』の遠野、井上ひさし先生が 2年半住んでいらっしゃっ

た釜石、そして北へ向かって大槌の「ひょっこりひょう

たん島」、そのルートをドイツのメルヘン街道になぞら

えて、文学で人を呼べるようにしようという構想です。

　じつは、僕は落語が大好きな人間でして「花見酒」と

いう落語があるんですが、『“花見酒”の経済』という本

が出ています。要は地域の中でお金を回していてもしよ

うがない。他所からお金が入ってくることによって、本

当の意味での実体経済が残るんだという話なんですね。

今後の震災復興には文化を使った経済活動、文化が少な

くとも観光資源になりうるという視点をもったまちづく

りがあってもいいのかなという気がします。

　最後に、井上ひさし先生が「文化とはみんなの日常生

活を集めたものである」という言葉を残されています。

何も肩肘張って、これが文化だ、芸術だということでは

なく、私たちが生きること、それがまさに文化を未来に

つなげていくことなのだろうと思います。そういう思い

を被災地から、国内にとどまらず、世界中に発信しなが

ら復興に向かっていきたいと思います。

本杉　ありがとうございました。今日のお話で「プラッ

トフォーム」という言葉がありましたが、皆さんの知恵

や知識、言葉が展開される場所こそが、私たちのコンソー

シアムに求められていることではないかと思います。そ

れはそれぞれの現場にあることがとても大事で、いま話

し合われているようなことや皆さんが行われている活動

が見えてくるようになってくるのが一番重要ではないか

と感じました。今日はどうもありがとうございました。
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文化芸術による復興推進コンソーシアム●平成24年度シンポジウム

　こんにちは。六華亭遊花でございます。東北が大変な

状況にある中、本当に多くのご支援を全国から頂戴いた

しました。この場をお借りいたしましてお礼を申し上げ

ます。本当にありがとうございます。

　とは言っても、まだまだこれからなんです。少しずつ

よくはなっておりますが、まだまだです。いろんなと

ころに行って、「家建てたりはしてあげられないけども、

何してもらいたいですか？」と聞くと、何かおもしろい

ことだの楽しいことだのがほしい、と言われるようにな

りました。いよいよ私たちの出番かなあと思いまして、

一所懸命、毎週末に沿岸のほうに歩いております。

　私は「六華亭遊花」という豪華な名前なんです。落語

芸術協会の三遊亭遊三一門で、じつは去年の春に改名

いたしました。師匠は「三遊亭」なんですけれども、私

は「六華亭」です。名前をつけるとき、東北がすごく大

変だったということで、東北 6県に何とか笑いの花が開

くようにという願いを込めての「六華亭」なんです。東

北で、これを言うと拍手が起きるんですけどね（爆笑・拍

手）。東北 6県を背負って立っているような気持ちで落語

をやっております。

　初めのころは、みんな本当に力がなくて、「だれさも

会いたくもねぇ」「しゃべりたくもねぇ」「何にもしたく

ねぇ」と横になってました。私たちも出番はありません

でした。でも時間が経つと、だんだんと人に会いたくな

るそうです。誰かに会うと、しゃべりたくなるそうです。

しゃべれば、今度は笑いたくなるんだそうです。そこで

私たちに声がかかるわけなんですけど。

　みなさんもテレビでご覧になったかと思いますが、避

難所。ダンボールで区切られた中で力なく横たわってい

る。そこさ行って「落語をしてください」と言われてもね、

なかなか勇気がいることでして。無理かもしれない、で

きないかもしれない、と思いまして。着物は持ってはいっ

たんですけど、そのほかに私たちはポットさ、湯入れて、

お茶っ葉、あと漬物と甘納豆を持って行ったんです。

　東北の人だちはですね、毎日、“お茶っこ飲み”する

んです。喫茶店なんかさ、行がないの。だれがの家さ行っ

て、どんぶりに入れた煮付けや漬物を持っていって、そ

れをつまみながら“お茶っこ飲み”をするんですよ。そ

れを避難所でやろうと思って。その黄金のお茶っこセッ

トをいつも持ち歩いたんですね。

　全員ではないんですけど、「お茶っこ飲みすっか？　

漬物持ってきたから食って」なんて言うと、少しずつ人

も集まるんですね。“お茶っこ飲み”すると、しゃべる

のね。みんなでまず泣ぐんですよ。大変だった、苦しかっ

た、悲しい、って。泣ぐと今度は笑うのね。“お茶っこ飲み”

が盛り上がったんで、これならば落語もできると思って、

「このあと私、そこで落語やるから聞きさ来て」って言っ

たって、誰も来ないの。お茶っこ飲みのほうが盛り上がっ

てしまって。（爆笑）普段やっていたことを、たった一つ

やるだけで人っていうのは力が湧くんだなあ、と思って

ね。しばらくの間はそのお茶っこセットを持って歩きま

した。

　いまは仮設住宅の集会所などで落語をやらせていただ

いております。笑う力がどんどん、どんどんと強くなっ

てきております。芸術とか文化というもので家は建たな

いけど、金物にはならないけど、人の心には力になるの

だなあと実感しながら活動しております。

（その後、東北のばあちゃんのお話、落語と続く）

落語公演

黄金のお茶っこセットから
落語ができるまで
　六華亭遊花さん

六華亭遊花（ろくかてい　ゆうか）

岩手県遠野市出身で、宮城県名取市在住。1997年12月、東方落語に入門。「川
野目亭南天」を名乗る。2010年6月、落語芸術協会に認められ、魅知国仙台寄
席レギュラー出演。2012年4月、三遊亭遊三より認められ、遊三一門としてプ
ロの噺家となる。大震災が起きた東北6県が華開くようにと願いを込め「六華
亭遊花」と改名。東北弁を駆使した落語で多くの人を楽しませている。平成23
年岩手県花巻市「イーハトーブ賞奨励賞」受賞。
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文化芸術を復興の力にⅡ

明日への希望につなげるために
──文化芸術による復興推進コンソーシアムについて

　我が国に甚大な被害をもたらした東日本大震災から、既に 2年が経過しました。

　あらためてお亡くなりになられた方々に哀悼の意を表するとともに、被災された皆様に心からのお見舞いを申し上げ

ます。

　被災地では、復興計画によるあらたなまちづくり等、復興に向けた取組が進む一方で、今なお、地域の復興にあたっ

ては、多くの困難や課題が残されています。　　

　震災後、多くの国民が、被災地に思いを馳せ、何ができるかを自問し、できることを行動に移してきました。

　それらの活動は、何より、日本人の優しさ、連帯感を示すものでした。

　文化芸術の分野も例外ではありません。震災直後から各地で、被災地の皆様を勇気づけるための文化的催しが数多く

行われるとともに、文化芸術活動再開への支援、津波により流失した楽器、民俗芸能の装束、用具等の再入手への支援

も行われています。

　文化芸術には人々の心に直接働きかけ、生きる力を呼び起こす力があります。

　被災地の皆様が復興と再生に向けて着実に前進していくためには、中長期にわたる文化芸術による支援を継続的に行

える体制を整備することも重要な課題の一つです。

　そこで、私たちは、団体や個人が活動の分野や立場の違いを超えて集い、中長期にわたって文化芸術による復興への

取組を推進する組織として、「文化芸術による復興推進コンソーシアム」を平成 24年 5月に創設いたしました。

　本コンソーシアムは、行政機関、芸術家、芸術団体、文化施設、助成財団、企業、芸術系大学及び文化ボランティア

等が、被災地の復興・再生の状況や被災者の求め等について情報を共有し、それらの情報をもとに、それぞれの特性を

活かしながら、密接に連携協力しつつ、復興推進に資する文化芸術活動を展開することによって、被災地の復興に寄与

することを目的としています。

　こうした連携のしくみは、今回の大震災を越えて、日本全体を元気づけていく重要な推進役にもなり得るものと考え

ます。

　本コンソーシアム設立の趣旨をご理解いただき、多くの皆様に、文化芸術による復興推進活動へのご協力を賜れば幸

甚です。

文化芸術による復興推進コンソーシアム　運営委員長　
本杉　省三　

●呼びかけ人（50音順）

コシノ　ジュンコ　デザイナー

小林　研一郎　指揮者

近藤　誠一　　文化庁長官

紺野　美沙子　俳優／朗読座主宰

都倉　俊一　　一般社団法人	日本音楽著作権協会会長

新沼　謙治　　歌手

西田　敏行　　俳優

野村　萬　　　公益社団法人	日本芸能実演家団体協議会会長

原田　直之　　民謡歌手

日枝　久　　　社団法人	全国公立文化施設協会会長

福原　義春　　公益社団法人	企業メセナ協議会会長

宮田　亮平　　東京藝術大学長

茂木　賢三郎　独立行政法人	日本芸術文化振興会理事長

●運営委員（50音順）

委員長　：本杉　省三　日本大学理工学部建築学科　教授

副委員長：小松　弥生　全国美術館会議　事務局長

委員　　：荻原　康子　公益社団法人　企業メセナ協議会	事務局長

委員　　：関　裕行　　独立行政法人　日本芸術文化振興会	理事

委員　　：田澤　祐一　公益社団法人　日本芸能実演家団体協議会　常務理事

委員　　：畑中　裕良　東京藝術大学　理事・副学長

委員　　：半田　昌之　財団法人　日本博物館協会　専務理事

委員　　：松本　辰明　社団法人　全国公立文化施設協会　常務理事

委員　　：渡辺　聡　　一般社団法人　日本音楽著作権協会　総務本部副本部長
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文化芸術による復興推進コンソーシアムの活動

基本方針

　中長期的に文化芸術による復興に向けた活動を推進するために、被災地の復興・再生の状況や被災地の求めが何か

を把握し、それを全国各地の様々な分野の個人・団体と共有し、連携協力しながら活動していきます。

活動内容

人的・組織的ネットワークの形成

●文化芸術による復興推進員の依頼、連絡会議
●被災地と支援団体等をつなぐマッチング事業
●賛同団体（者）との連携協力

被災地における復興推進活動に関する情報収集及び調査・研究

●文化芸術による復興推進に関する調査研究
●被災地の文化芸術復興に係る各種情報の収集

復興推進活動情報サイトの運営等情報発信

●ウェブサイトによる情報の発信
●電話、FAX、メール等による相談、質問等への情報提
供

その他、当コンソーシアムの目的に資する活動

●文化芸術による復興推進に係る事業への共催、後援、
協力等

①文化芸術による復興推進コンソーシアム設立シンポ
ジウム

②雄勝神楽
③復興推進員連絡会議
④仙台フィル木管五重奏	復興コンサート
　（仙台市宮城野体育館）
⑤福島県内の小学校で実施された文化庁の「次代を担
う子どもの文化芸術体験事業」。ピアノ・バイオリン・
クラリネットの奏者を取り囲んで演奏に聴き入る子
どもたち

文化芸術による復興推進コンソーシアム ホームページ

ホームページでは、下記のようなメニューで情報発信しています。

また、掲載希望の情報なども、随時募集しています。

●お知らせ	 ●お役立ち情報	 ●お問合せ

●フォーラム	 ●理念・活動・組織

●レポート	 ●賛同登録

①

④

②

⑤

③

http://bgfsc.jp

文化芸術による復興推進コンソーシアム

http://bgfsc.jp/[2013/03/30 20:49:25]

文化芸術による復興推進コン
ソーシアム設立記者会見

...続きを読む。

文化芸術活動の被災及び復興
の状況 （被災地からの報告）
～2012年度～

...続きを読む。

無形文化遺産情報ネットワー
クによる「無形文化遺産
MAP」が公開されています

...続きを読む。

試される文化芸術のチカラ14
～平成の《広重》・巨大水彩
画を前に

...続きを読む。

震災後の公立文化施設・文化
政策の行方を探る2

...続きを読む。

『希望の木』―1冊の本から広
がる世界

...続きを読む。

新着情報

2013.03.30 フォーラムに「試される文化芸術のチカラ15 ～かたりつぎ」がアップされました

2013.03.26 フォーラムに「試される文化芸術のチカラ14 ～平成の《広重》・巨大水彩画を前に」
がアップされました

2013.03.26 フォーラムに「震災後の公立文化施設・文化政策の行方を探る2」がアップされました

#bgfsc

サイト内検索

サイト内ページをカテゴリー・関連地域で絞り込む

カテゴリーから探す

地域から探す

あなたのTwitterアカウントで、 #bgfsc(ハッシュ
タグ)をいれて復興推進活動をツイートいただくと、
このページで表示されます。事務局公式アカウント
は、@consoofficeです。

メッセージの読み込みに失敗しました

文化芸術による復興推進コンソーシアムが運営するこのサイトは、行政機関、芸術家、芸術団体、文化施設、助成財団、企業、NPO法人、芸術系大学、文化ボランティア等が結集
して東日本大震災からの心の復興を図るための有用な情報を発信・交流するためのポータルサイトです。

いいね！ 121 ツイート

文化芸術による復興推進コンソーシアムでは、被災地において活動している文化芸術団体や個人からの報告を集め
ています。 各地域における、文化芸術活動の被災状況と文化芸術による復興推進への取り組みが報告されています
ので、ぜひご覧ください。 ...続きを読む

お役立ち情報

その他

会議記録

助成情報

検索
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「文化芸術による復興推進コンソーシアム」への
ご賛同登録のご案内

　コンソーシアムは被災地の文化芸術による復興推進を目的とし、文化芸術に関わる様々な団体、個人の方々が集い、

繋がり、力となっていく組織です。多数のご賛同登録のお申込をお待ちしております。

コンソーシアムへのご賛同登録をお願いする対象

●コンソーシアムの趣旨に賛同し、現に文化芸術を通じた復興推進活動を行っている、またはこれから行おうとする

団体・個人

●コンソーシアムの趣旨に賛同し、同種の活動を財源的に支援する団体・個人

●文化芸術以外の分野で復興推進活動に取り組んでいる団体・個人

費用について

●コンソーシアムへのご賛同登録に関わる経費は無料です。

ご賛同登録をいただく皆様へのお願い

●各参加団体（者）の皆様の活動情報を本コンソーシアムの情報サイトに掲載いたします。最新の情報を収集し発信し

ていきたいと思いますので、情報の提供等をよろしくお願いいたします。

●コンソーシアムはゆるやかな連携組織です。今後実施する活動や事業への積極的な参加をお待ちしております。

お申込方法

●コンソーシアムのウェブサイトからお申込が可能です。下記URLのフォームからお申込下さい。

　　https://www.bgfsc.jp/registration/form.php
　なお、お申込受付完了のご連絡はいたしませんので、ご了承ください。

■お問合せ

〒104-0061　東京都中央区銀座2-10-18		4階　社団法人全国公立文化施設協会内

Tel：03-6278-7820　Fax：03-6278-7821　E-mail：info@bgfsc.jp　URL：http://www.bgfsc.jp

コンソーシアムへのご賛同登録をお願いする対象

費用について

ご賛同登録をいただく皆様へのお願い

お申込方法
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