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静岡県では、東京 2020 オリンピック・パラリンピックに向けた文化プログラムの中で、まち
づくりや観光、国際交流、福祉、教育、産業など、社会の様々な分野、文化 · 芸術を結び付け、
社会課題への対応や地域の活性化を目指す住民主体の創造的な活動を支援してきました。
アーツカウンシルしずおかは、この支援の仕組みをレガシーとして継承 · 発展させるため、
2021 年 1 月に公益財団法人静岡県文化財団内に設置された組織です。

「すべての県民がつくり手」
創造性に輝く地域社会の形成
加藤 種男

Kato Taneo

アーツカウンシルしずおか アーツカウンシル長（公益財団法人静岡県文化財団副理事長）

芸術文化は本来、お祭りに代表されるように、私たちの生活の中に根付いたものでした。
自分たちの地域で、みんなでつくってみんなで楽しむお祭りは、すべての人がつくり手となり
ます。そこでは、交流と包摂こそが重要であり、さらには他者との違いや混交を創造の源泉と
とらえて楽しむものでした。
けれども、近代から現代にかけての芸術文化のあり様は、つくり手であるアーティストと受け

アーツカウンシルしずおかは、住民主体のアートプロジェクト
の支援を中心に、創造性を活かして固定化した物事の見方に
変化を促し、発想を広げるお手伝いをする組織です。
誰もが持っている創造力が活かされる道をひらき、まちづくり
や観光、福祉、教育など社会の様々な分野においてイノベー
ションが生まれる、創造的な地域づくりに貢献します。

手である鑑賞者を分離し、芸術文化が一部の人の特別なものであるという誤解を生みました。
近年、アートプロジェクトを通じ、芸術文化は社会とともにあることが再確認されるように
なり、つくり手であるアーティストと、これまで鑑賞者であり受け手とされてきた人々との関係
は、さまざまな形に広がってきました。
例えば地域の芸術祭では、アーティストと住民との共同作業によってアートプロジェクトとし
て成り立っています。それは地域社会の創造性を育み、生き方や社会の在り方について、新し
い見方を示してくれます。それは、地域社会が持続していく力となるでしょう。また、すべて
の人が自己表現を社会化していくことで、少子高齢社会の課題解決に取り組むことができます。
さらに言えば、起業家精神を持った人々が、まだ誰の目にも見えていない社会の変化を顕
在化させ、新しい価値を創造するアーティストの存在に注目しているのも、時代のニーズを先
取りし常に進化し続けなければならない企業にとって、アーティストこそ最もふさわしいパート
ナーだと考えているからでしょう。
「アーツカウンシルしずおか」は、地域社会の創造的再生をはじめ、少子高齢社会における
創造的な課題解決、移住者と地域を結ぶ取組、企業における創造活動やブランド化のサポー
トなど、まちづくりや観光、福祉、教育など社会の様々な分野の課題と芸術文化を結びつけ
る活動を通じて、県民の皆さん全員をつくり手（表現者）とし、静岡県を全国一創造性に輝
く県にしていくことを応援してまいります。
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助成制度を活用してアートプロジェクト

アーツカウンシルしずおかの役割

社会を結ぶアートマネジメントの専門家

アートプロジェクト

であるプログラム・ディレクター、コー
ディネーターが、助言や事業内容の整理
などの伴走支援を行っています。

地域資源の活用や社会課題に
対応する創造的活動
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また、文化に限らず、ビジネスや行政
などの分野においても、発想力を引き
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鈴木 一郎太

Sano Naoya

立石 沙織
Tateishi Saori

Suzuki Ichirota

オルガン奏 者として英国留学後、ビクターエンタ
テインメント、駐日英国大使館やブリティッシュ・
カウンシル 勤務を通じて、クリエイティブ産業 振
興、国家ブランディング 関連の広報キャンペーン
を担当。「地 域 型 芸 術 祭 のマーケティング -ソー
シャルメディアを中心としたコミュニケーション・
デザインに着目して -」で博士（学術）取得。現在
は上野学園大学音楽学部准教 授および青山学院
大学・愛知大学非常勤講師。川崎市在住。

20 代をアーティストとしてロンドンで過ごしたのち、
2007年からNPO 法人クリエイティブサポートレッツ
で 障害と社会をつなぐ事業に携わる。2013年独立。
事 業 主体 者の思いを 整 理し、展 望を見出す企 画
づくりを主 業 務としながら、ウェブマガジン・ゲ
ストハウス・コミュニティスペースの立 ち上 げ、
文化 事 業 企 画、拠 点 運営、展示ディレクション、
研究事業などに関わる。浜松市出身。

静岡文化芸術大学にてアートマネジメントを専攻。
ギャラリー勤務などを経て、
「黄金町バザール 2011」
（神奈川県）にコーディネーターとして関わったあと、
2012〜2014 年まで「日和アートセンター」
（宮城県）
でアーティスト・イン・レジデンスの運営や展覧会

アートプロジェクトの企画や広報に携わる。磐田
市出身。
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芸術活動をサポートする相談窓口も設けています。
弁護士・税理士・中小企業診断士にご相談いただける窓口とともに、

ので、ウェブサイトのお問い合わせフォームからお申込みいただくか、
電話、メールにてお問い合わせください。

住民主体の
アートプロジェクト支援
● 助成、伴走支援 ※1
● 住民プロデューサーの発掘
● 先導的な事業の試行

コーディネート
● 相談窓口

調査研究・政策提言
● 地域資源・文化活動の

調査研究

● セミナー、講演会などの開催 ※2
● 企業・団体・大学・自治体との

ネットワークづくり

● 自治体、文化団体など

への助言・提言

● アーティストとのマッチング

※1 助成金による支援と共に、プログラム・ディレクター、コーディネーターによる助言や

文化・芸術分野をはじめ、幅広い見識をもつ特別相談員による相談会
も月1 回開催しています。これらのご利用は予約制となっております

主な事業内容

の企画を担当。2014 年よりNPO 法人黄金町エリア
マネジメントセンター(神奈川県横浜市)に所属し、

そのほかにも相談窓口があります！
アーツカウンシルしずおかでは、法律や経理・運営の面から文化・

支援
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Kushino Nobumasa

事業内容の整理などの伴走支援を行います。

054-204-0059
info@artscouncil-shizuoka.jp

※2 創造的活動のヒントになる示唆に富んだトークや事例の紹介をします。

