
 

 

 

音楽を活用した地域コミュニティの構築に関する研究 

A Study on the Construction of Local Community through the use of Music  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西 野 桂 子 

NISHINO Keiko 

 

京都橘大学大学院 文化政策学研究科 

博 士 論 文 

 



まえがき 

 

 筆者が，音楽系ＮＰＯ法人の運営に携わり 15 年が経過した。身近な地域の中で，いつで

も身近に音楽を楽しめる環境を整えたいという思いから，さまざまな活動に取り組んでい

る。設立以降，地域からの音楽活動に対する要請は増加し続け，音楽の必要性を実感する

一方で，地域にとってよりよい音楽活動とはどのようなものかを探ることの重要性にも直

面していた。 

 ある時，現場での音楽活動を振り返ってみると，音楽を中心として多くの人びとが集い，

その輪が広がり続けていることに気づいた。それは，個人と個人のみならず，地域全体に

波及するように感じられていた。音楽には人とひととをつなぐ効果があるのではないかと

考え始め，人びとの出会いの場の創出を目的とした音楽活動を積極的に実践した。 

 筆者が，現場での実践を通して感じた疑問や課題を検討したいと思ったことが，本研究
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表理事清宮陵一氏，ＮＰＯ法人あすなろ芸術村ボレロを楽しむ会実行委員会事務局長山本

雄氏には心よりお礼を申し上げるとともに，今後の地域における音楽活動の発展のために

も相互の交流を期待している。 

また，筆者の研究にご支援をいただいた，森亜津子記念研究助成金の森康博様，多くの

励ましをいただいたＮＰＯの同僚や家族に心より感謝の言葉を述べたい。 

 

2017 年 12 月 

西 野 桂 子 

 

【学会誌等掲載実績】 

第１章 地域における音楽ボランティア活動の社会的貢献―音楽を活用した福祉コミュニ

ティの活性化―「社会課題の解決に貢献する音楽ボランティア活動に関する研究」(関西楽

理研究会関西楽理研究第 34 号 2017.11) 

第２章 障がい者を取り巻く多様なネットワークから地域コミュニティの構築へ―音楽イ

ベント「スマイルミュージックフェスティバル」の事例から― 「地域コミュニティの構築

におけるゆるやかなつながりの重要性―障害者音楽イベント「スマイルミュージックフェ

スティバル」の事例から―」(京都橘大学大学院文化政策学研究科研究論集 12 号 2017.3) 

第４章 地域に密着した音楽活動の拠点と地域コミュニティ―京都市岡崎いきいき市民活

動センターの事例から―「音楽を活用した地域コミュニティの構築に関する研究―京都市

岡崎いきいき市民活動センターの事例から」 (京都橘大学大学院文化政策学研究科研究論

集 11 号 2016.3） 



目次 

 

序章 研究の目的および方法 

１．はじめに ................................................................. 2 

1-1 地域のさまざまな課題と文化芸術 ........................................ 2 

1-2 文化政策における社会課題の解決とは .................................... 2 

1-3 「社会課題の解決に貢献する文化芸術活動の事例に関する調査研究報告書」におけ

る社会課題と事例 ........................................................... 5 

２．研究の背景 ............................................................... 8 

2-1 地域コミュニティの現状と課題 .......................................... 8 

2-2 地域コミュニティの階層性 ―「弱いつながり」の重要性― ............... 10 

2-3 人とひととを結びつける音楽の特性 ..................................... 12 

３．研究の目的 ―地域コミュニティ構築に対する音楽の有効性を明らかにする― .. 14 

４．先行研究の検討 .......................................................... 16 

4-1 地域コミュニティの構築に貢献する音楽に関する先行研究の検討 ........... 16 

 4-2 研究の課題と方法                              17  

 

第１章 地域における音楽ボランティア活動の社会的貢献 

―音楽を活用した福祉コミュニティの活性化― 

 

１．社会課題の解決に貢献する音楽ボランティア活動の現状 ...................... 20 

1-1 国民の音楽活動の変遷 ................................................. 20 

1-2 音楽活動を行う目的の多様化 ―「自分のため」から「他者のため」へ― ... 20 

1-3 自己志向的動機に基づくボランティア活動 ―文化・芸術ボランティア― ... 21 

1-4 音楽ボランティア活動の目的別分類 ..................................... 22 

２．音楽ボランティア養成講座によって広がる音楽の福祉活動 .................... 23 

３．全国のボランティア･市民活動中間支援機関の実態調査と分析 ................. 26 

3-1 調査の目的と概要 ..................................................... 26 

3-2 調査結果と分析 ....................................................... 27 

４．全国の中間支援機関における音楽ボランティアコーディネートと音楽ボランティア活

動 .......................................................................... 30 

4-1 福井県福井市社会福祉協議会「自治会型デイホーム事業」事例調査の概要 ... 30 



4-2 福井県福井市社会福祉協議会「自治会型デイホーム事業での音楽ボランティアコー

ディネートと音楽ボランティア活動」の事例 .................................. 30 

4-3 長野県 長野県県民文化会館「音楽ボランティア支援事業の事例」 .......... 32 

５．ＮＰＯ法人音の風 音楽ボランティア派遣事業の事例 ........................ 35 

5-1 ＮＰＯ法人音の風団体概要 ............................................. 35 

5-2 音楽ボランティア派遣事業とコーディネート体制 ......................... 35 

5-3 音楽ボランティア活動の意義と福祉施設における課題解決への貢献 ......... 36 

６．音楽ボランティア活動がコミュニティに及ぼす影響 .......................... 37 

6-1 地域における福祉コミュニティと課題 ................................... 37 

6-2 音楽ボランティア活動が福祉コミュニティの活性化に貢献 ................. 39 

７．まとめ .................................................................. 39 

 

第２章 障害者を取り巻く多様なネットワークから地域コミュニティ

の構築へ ―音楽イベント「スマイルミュージックフェスティバル」の事

例の分析を通して― 

 

はじめに                                   42 

１．障害者福祉の課題解決に貢献する分野横断の取り組み ........................ 43 

1-1 スマイルミュージックフェスティバル開催の経緯 ......................... 43 

1-2 障害者の文化活動における生活の質の向上と地域社会の環境整備 ........... 45 

1-3 事業の継続開催によって深まる地域コミュニティ ......................... 46 

２．「ＳＭＦ地域にとびだせプロジェクト」で広がるコミュニティ ................. 49 

2-1 地域の自治連合会や社会福祉協議会との連携により地域イベントに出演 ..... 49 

2-2 地域に飛び出せプロジェクト運営上の課題 ............................... 51 

３．教育機関との連携による福祉教育と笑顔の絵の取り組み ...................... 51 

3-1 地域の親子を対象とした，障害者福祉への関心層拡大へ ................... 51 

3-2 笑顔の絵の取り組みで増加する来場者 ................................... 52 

４．ＳＭＦに関わる多様な人びと .............................................. 54 

５．まとめ ―ゆるやかなつながりの持続が地域コミュニティの構築に貢献― ...... 56 

5-1 音楽イベント実施のプロセスにおける「ホモフィリー」によるつながりと，「三次の

影響のルール」による広がり ................................................ 56 

 5-2 ゆるやかなつながりの重要性                    57   



 

第３章  音楽系ＮＰＯ法人と地域コミュニティの構築 

―音楽イベントの継続と課題― 

 

はじめに .................................................................... 64 

１．全国の音楽系ＮＰＯ法人 .................................................. 64 

1-1 音楽活動に取り組むＮＰＯ法人の推移と主な活動内容 ..................... 64 

1-2 音楽活動に取り組むＮＰＯの諸類型 ..................................... 66 

1-3 音楽の社会課題の解決に活用による文化芸術の振興 ....................... 67 

1-4 ＮＰＯ法人認証数と活動実態のかい離 ................................... 68 

２． 地域コミュニティの構築に貢献する音楽系ＮＰＯ法人の事例 ................. 69 

2-1 地域音楽イベント「ほくさい音楽博」が人とひととをつなぐ ―ＮＰＯ法人トッピ

ングイーストの事例（東京都）― ............................................ 69 

2-2 地域のさまざまな機関や地域団体，地域住民との連携による地域コミュニティ構築

への貢献 .................................................................. 76 

３．「少年の祭典「ボレロ」1000 人の市民による大合奏・大合唱」の 31 年にわたる継続開

催によって深まる地域コミュニティ ............................................ 77 

3-1 ＮＰＯ法人芸術村あすなろ「少年の祭典ボレロ」の事例 ................... 77 

3-2 川崎市の取り組み「音楽のまち・かわさき」 ............................. 79 

４．小括                                80  

 

 

第４章  地域に密着した音楽活動の拠点と地域コミュニティ 

―京都市岡崎いきいき市民活動センターの事例から― 

 

１．京都市岡崎いきいき市民活動センター開所に至る経緯 ........................ 84 

1-1 京都市いきいき市民活動センターの開設 .................................. 84 

1-2 岡崎いきいき市民活動センター概要と指定管理受託の経緯 .................. 85 

1-3 岡崎地域の特性と課題 .................................................. 86 

２．事例 1，地域の拠点づくりから音楽イベントの開催へ ........................ 87 

2-1 大学や学生とともに地域の拠点づくりを実施 .............................. 87 

2-2 音楽イベント「アートパフォーマンス in OKAZAKI(通称：おかっぱ)」開催 .. 90 



2-3 市民や地域住民の主体的な参加と交流を促進するために ................... 92 

３．事例 2，岡崎わいわい文化祭 ―音楽イベントの企画運営を通して，地域の各種住民

団体間のネットワーク形成や，地縁コミュニティとテーマ型コミュニティの融合を― 93 

3-1 「岡崎わいわい文化祭」開催の経緯 ..................................... 94 

3-2 「岡崎わいわい文化祭」継続開催に向けて ―音楽の話題から連携・協働へ―94 

3-3 第 2 回岡崎わいわい文化祭開催―地域各種団体と地域住民との交流が深まる―95 

3-4 第 6 回開催「岡崎わいわい文化祭に出演しよう」テーマ型コミュニティから地域へ

 .......................................................................... 97 

3-5 地域住民や団体との交流や連携の促進，地域の担い手育成に貢献 ........... 98 

４．地域活動に対する無関心層への音楽を通したアプローチ ...................... 99 

4-1 事例 3.レコード図書館の開設によって男性参加者の獲得(2013(平成 25)年～) 99 

4-2 事例 4.ゴスペルコーラス事業 ―地域の担い手を発掘するために― ....... 101 

4-3 音楽によるコミュニケーションとは―パーソナル・ミュージック，コモン・ミュー

ジック，スタンダード― ................................................... 102 

５．まとめ ................................................................. 105 

5-1 考察 ................................................................ 105 

5-2 展望 ................................................................ 107 

 

 

終 章  結論と残された課題 

 

１．本研究の成果 ........................................................... 110 

1-1 論証すべき事象の検証 ................................................ 110 

1-2 結論 ................................................................ 111 

２．残された課題と展望 ..................................................... 112 

2-1 地域コミュニティの問題に取り組む音楽系ＮＰＯの涵養 .................. 112 

2-2 社会課題解決に向けた他分野との連携強化 .............................. 113 

2-3 音楽系ＮＰＯの組織基盤強化 .......................................... 113 

2-4 展望 ................................................................ 114 

参考文献・参考ＵＲＬ                           115  

 



 

 

序 章 

 

研究の目的および方法



2 

 

１．はじめに 

 

1-1 地域のさまざまな課題と文化芸術 

 

 現在，日本社会は，人口減少や少子高齢社会に代表される多くの現代的課題に直面して

いる。例えば戦後の科学技術の急速な進歩は，国民生活に利便性や豊かさをもたらす一方

で，資源の大量消費により地球環境に悪影響を及ぼすなど，環境問題を誘引している。ま

た，経済のグローバル化は，国内における経済活動を活性化させる一方，地域間の経済格

差や産業の停滞，ひいては雇用環境の悪化をもたらす要因にも挙げられている。地域社会

においても，身近な地域の課題から国レベルの課題に及ぶまで重層的に存在し，国や自治

体のみならずさまざまな主体が課題の解決に向けて取り組んでいる。 

しかしながら，これら個々の主体による課題の解決には限界があることも明らかになり

つつあり，近年では，多様な主体が協働・連携することによる，多角的な視点に基づく課

題解決が求められている。 

この多角的な視点に基づく課題解決策の１つとして注視すべきは，文化芸術による社会

に目を向けた取り組みであろう。文化芸術は人びとの内面に作用するだけではなく，地域

の諸課題に対して成果を上げる事例が報告されている。全国の活動状況を調査した先行研

究として，2014(平成 26)年度に文化庁から委託を受け，株式会社野村総合研究所がまとめ

た，「2014(平成 26)年度文化庁委託事業，社会課題の解決に貢献する文化芸術活動の事例

に関する調査研究報告書」1を挙げることができるが，この報告書でも引用されている，文

化庁による事業仕様書においては，「日本が先進国共通の社会課題解決のための先行モデル

を示していく上で，極めて有益なことである。」(前掲報告書 6 頁)として，日本の文化政策

において，文化芸術による社会課題の解決が，成熟社会を迎えた日本の新たな価値観を提

示することにつながるとしている。 

次項では，文化芸術振興基本法成立以降，文化政策における文化芸術を通した社会課題

の解決に関する位置づけの変遷をたどる。  

 

1-2 文化政策における社会課題の解決とは 

 

 2001(平成 13)年，文化芸術振興の基本理念と方向性を示し，文化芸術振興に関する施策

を総合的に推進することを目的に，文化芸術振興基本法が施行された。翌年 12 月に策定さ

れた，文化芸術の振興に関する基本的な方針(第 1 次基本方針)では，文化芸術の振興にお

ける国の役割を明らかにし，特に重視すべき方向性と留意すべき事項について定めている。 

 基本方針は，現在第 4 次まで策定されているが，これらの基本方針において，文化芸術

と社会課題の関連に言及したのは，第 3 次基本方針2からである。第 2 次基本方針3までは，

                                                 
1 平成 27 年 3 月 株式会社野村総合研究所「平成 26 年度文化庁委託事業，社会課題の解決に貢献する文

化芸術活動の事例に関する調査研究報告書」委託元文化庁 
2 文化芸術の振興に関する基本的な方針（第 3 次）（平成 23 年 2 月 8 日閣議決定） 
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文化芸術と社会との接点には触れているものの，位置づけとしては文化芸術の振興を主た

る目的とした社会との関わりである。 

しかし，第 3 次基本方針では，文化芸術が，子ども・若者や，高齢者，障害者，失業者，

在留外国人等にも社会参加の機会をひらく社会的基盤となり得るとして，「社会包摂機能」

について言及した4。文化芸術が，すべての国民の豊かな生活に必要な財であることを意識

づけようとする内容である。社会情勢の変化とともに，文化芸術振興の意義が変容してい

ることがわかる。2015(平成 27)年 5 月，閣議決定された第 4 次基本方針の前文では，文化

芸術が生みだす社会への波及効果を，「諸課題の改善や解決につなげることも求められてい

る」と，社会課題解決へ踏み込んだ内容となった5。 

更に，2017(平成 29)年 6 月，「文化芸術振興基本法」の改正法案が国会で成立し，法律

の名称は「文化芸術基本法」に改められた。今回改正の特徴の 1 つに，文化芸術を広く社

会の中で活かしていくために，観光やまちづくり，国際交流，福祉，教育，産業など幅広

い分野と有機的につなげる必要性を強調したことが挙げられる。旧法では，文化芸術の固

有の価値や，大切さについて理念の表明にとどまっていたが，新法では，文化芸術に関連

する幅広い分野の各関係機関との連携による施策の推進に期待が寄せられている。 

 次項では，社会情勢の変化を踏まえて策定された，第 4 次基本方針の重点課題である 3

点を説明する。 

 

①経済力の向上 

 

第 3 次方針からの改正の契機となった出来事として，東日本大震災，地方創生，2020 年

オリンピック等が挙げられる。これらの改正のポイントは諸情勢の変化を踏まえたもので

あるが，これらに共通の課題として挙げられているものが，経済力の向上である。文化政

策が，質の高い経済活動への波及効果を期待したものとして，4 次基本方針では各項に渡

って触れられている。 

 同方針では，文化芸術振興の意義(9 頁)6で示されているように，文化芸術振興の意義を，

                                                                                                                                                  
3 文化芸術の振興に関する基本的な方針（第 2 次）（平成 19 年 2 月 9 日閣議決定） 
4 文化芸術は，その性質上，市場のみでは資金調達が困難な分野も多く存在し，多様な文化芸術の発展を

促すためには公的支援を必要とする。同時に，文化芸術は，国家への威信付与，周辺ビジネスへの波及

効果，将来世代のために継承すべき価値，コミュニティへの教育価値といった社会的便益（外部性）を

有する公共財である。また，文化芸術は，子ども・若者や，高齢者，障害者，失業者，在留外国人等に

も社会参加の機会をひらく社会的基盤となり得るものであり，昨今，そのような社会包摂の機能も注目

されつつある(基本方針 3 頁)。 
5 経済成長のみを追求するのではない，成熟社会に適合した新たな社会モデルを構築していくことが求め

られているなか，教育，福祉，まちづくり，観光・産業等幅広い分野との関連性を意識しながら,それら

関連領域への波及効果を視野に入れた文化芸術振興施策の展開がより一層求められる。(中略) 文化芸術

が生みだす社会への波及効果を，こうした諸課題の改善や解決につなげることも求められている(同 4頁)。 
6 第一として豊かな人間性を涵養し，想像力と感性を育む等，人間が人間らしく生きるための糧となるも

のである。第二として，他者と共感し合う心を通じて意思疎通を密なものとし，人間相互の理解を促進

する等，共に生きる社会の基盤を形成するものであると言える。第三として，新たな需要や高い付加価

値を生み出し，質の高い経済活動を実現するものであると言える。第四として，科学技術の発展と情報

化の進展が目覚ましい現代社会において，人間尊重の価値観に基づく人類の真の発展に貢献するもので
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「新たな需要や高い付加価値を生み出し，質の高い経済活動を実現するものであると言え

る」とし，「創造的な経済活動の源泉でもあり，持続的な経済発展や国際協力の円滑化の基

盤ともなることから，我が国の国力を高めるものとして位置付けておかなければならない」

(同 9 頁)と括っている。その根拠となる基本的な視点は，「成熟社会における成長の源泉，

国家への威信付与，地域への愛着の深化，周辺ビジネスへの波及効果，将来世代のために

継承すべき価値といった社会的便益(外部性)を有する公共財である」(同 10 頁)として，公

的支援の必要性に言及するものである。 

 

②社会的包摂 

 

続いて，同方針の基本的視点をみると，文化芸術が社会的弱者の社会参加を促進し得る

として，社会的包摂の機能を有することを指摘し，関連領域の社会課題解決への波及効果

を期待している。 

社会的包摂は，先進諸国で普及した概念である社会的排除7に対する言葉として登場した。

国内でも，1990(平成 2)年代，失業の増加と長期化など雇用状況の深刻化が叫ばれる中，

2000(平成 12)年に入り，社会的排除と包摂に関する議論が行われるようになった。リーマ

ンショック以降は，高齢者，障害者，女性，外国人，子供，若者などを対象に，包括的支

援が進められているというが，未だ，十分な取り組みとは言えない状況があるとしている。 

同方針では，「文化芸術は，子供・若者や，高齢者，障害者，在留外国人等にも社会参加

の機会をひらく社会包摂の機能を有している。」(同 10 頁)とし，これらの課題解決へ効果

を期待している。 

 

③震災復興 

 

 2011(平成 23)年 3 月 11 日，日本では，東日本を襲う未曽有の大震災に見舞われた。マ

グニチュード 9.0，最大震度 7 という強い揺れに加え，巨大な津波を引き起こした。甚大

なる被害は，人的被害，死者 1 万 5,859 人，行方不明者 3,021 人(平成 24 年 5 月警視庁発

表)，住宅被害は，全壊約 13 万棟，半壊約 26 万棟に上る。 

震災以降，国を挙げて復興に向けた取り組みを進める中，文化政策においても，文化芸

術の果たす役割の重要性が認識されている。 

更に，2020 年東京大会観戦を目的とした訪日外国人に向けて，「地域の文化芸術の魅力

と一体となった復興の姿を体験してもらう機会を提供するなど，復興支援を進める」(同

p7)として，文化芸術が，経済の向上や地域力の活性化など，復興にむけて，諸課題に対し

て複合的にアプローチができる手段として期待されていることが分る。 

                                                                                                                                                  
あると言える。第五として，文化の多様性を維持し，世界平和の礎となるものであると言える。 
7 社会的排除という概念は，「貧困をただ金銭的や物質的な欠如だけではなく，人と人との関係性や，人

と社会の関係性にも着目し，また問題は排除された側（つまり貧困である人）にあるのではなく，排
除する側(社会や制度)にあると考える。」としている。 
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以上の 3 点が，第 4 次基本方針の重点課題である。文化芸術が，社会的便益(外部性)を

有する公共財であることや，社会的包摂の機能を有することなどを踏まえて，「社会的必要

性に基づく戦略的な投資」と捉え直すとしている。第 3 次基本方針と比較して，文化芸術

における社会課題の解決に向けて，実現に向けたより具体的な表現になっていることがわ

かる。 

次項では，前掲報告書(2012)をもとに，実際に社会課題の解決に貢献する文化芸術活動

の事例について取り上げる。 

 

1-3 「社会課題の解決に貢献する文化芸術活動の事例に関する調査研究報告書」における

社会課題と事例 

  

前掲報告書では，6 のカテゴリーに分けられた社会問題を，更に 12 の項目に細分化し， 

それぞれの問題に対応した 17 の課題を設定している8(図 1)。 

図 1 が示すように，今回事例として選定された 63 の取り組みが扱う社会問題は，人権や健

康・福祉のような個人の生活の質の向上を目指すものから，経済のように産業全般の振興

や，地域のコミュニティの形成を目指すものまで異種混淆であるが，現代の日本社会が直

面する課題として解決を急がれるものばかりである。そして，これら１つ１つの事例にお

いて，文化芸術のもつ直接的かつ側面的アプローチによって，課題解決への貢献がなされ

ていることがこの報告書からわかる。 

 具体例を示すと，経済人口問題については，地域間競争の激化における都市・地域の埋

没に対して，都市・地域のブランディングが課題として挙げられている。この課題解決に

貢献した事例として，美術国際展のヨコハマトリエンナーレが紹介されている。ヨコハマ

トリエンナーレは，2001(平成 13)年より 3 年に 1 度開催され，これまでに 5 回実施されて

いる。5 回目は 89 日間の開催期間で，19 の国と地域から 65 組の作家が参加した。期間中

に約 21.5万人が来場し，事業費約 9億円に対して経済波及効果が約 32億円だったという。 

 このように，文化芸術活動が社会課題の解決に貢献した事例が示されているが，但し，

社会課題として取り上げられた事例には，多少の偏りあることを指摘しなければならない。

6 のカテゴリーに分類された社会問題のうち，経済･人口問題の解決事例が 37 件，約 6 割

近くを占めている。これは 2-1 で述べたように，文化芸術の振興に関する基本的な方針の

各項に共通の課題として多く表されている経済力の向上とも比例するもので，まさに現在

の日本社会の情勢を反映した喫緊の優先すべき課題であると解釈ができよう。 

天野(2010)によると，「近年，欧州を中心に，文化政策の Instrumentalism(概念道具化)

が進展し，芸術・文化の振興が，社会に対してどのような影響を及ぼすのか問われるよう

になっている。その背景には，財政上の問題があり，一般的に，文化政策の財政基盤が脆

                                                 
8 前掲報告書(6 頁)「本調査では，はじめに各種の論文・報告書などを基に，顕在化している社会問題を

洗い出し，そのなかから文化芸術が課題の解決に貢献した事例を整理した。なお，ここでの社会問題は，

我が国における大多数の人びとの共通認識になっていると想定されるものに限定している。～中略，な

おここでは芸術家の育成などの文化芸術の振興を目的としたものは除外している。」 
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弱で，諸政策の中で優先度が高いとはいえないことが深く関係している」と述べている。 

同様に，人権問題では，社会的包摂を課題とする解決事例が 6 件取り上げられ，全事例

の約 1 割にあたる。昨今，社会包摂と芸術に関する議論が活発化するなか，同方針の記述

からも，優先度が高いことが読み取れる。 

天野(2012)は，「このため，文化政策の意義を明確に示す上で，芸術・文化の公共性や有

用性がますますとわれるようになっている」とし，経済面への波及効果や，社会的包摂へ

の効果をより一層高めようとする議論が展開する要因としている。 

 しかし，こうした議論は地域における文化芸術のあり方を，表面的に数値化された効果

によって価値づけようとする危険性を孕むとともに，社会課題の一側面だけを捉え，効果

を誘導的に評価しようとする意識が芽生えはしないか，慎重に考えなければならない。 

 現代日本が向き合うべき課題は多く，いずれの課題も軽視することができないが，本研

究では，報告書における，「すべての課題に係るもの」として挙げられる「コミュニティの

形成」に着目する。事例としては 3 件と少ないものの，まさにすべての問題に共通する課

題である。中でも，いわき芸術文化交流館アリオスの取り組みでは，開館当初から，文化

芸術を通したまちづくりを運営理念に掲げ，地域住民との協働によるさまざまな事業に取

り組んでいる。特徴的な取り組みの 1 つに，出張型事業「おでかけアリオス」というアウ

トリーチのプログラムがあり，市民参加型によって事業が作られると同時に，新たな交流

の場が生まれている(2012 報告書 32 頁)。 

文化芸術における社会課題の解決に過度な期待をかけないまでも，文化芸術を通して人

とひととのつながりをゆるやかに形成するような取り組みが，ひいては社会課題の解決に

貢献すると言えるのではなかろうか。 

次項では，地域コミュニティの構築を推進すべき諸前提を述べる。 
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図 1．さまざまな社会課題と文化芸術活動事例 

出所：平成 26 年度文化庁委託事業「社会課題の解決に貢献する文化芸術活動の事例に関する調査研究報

告書」(7 頁)の図を筆者により作成 
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２．研究の背景 

 

2-1 地域コミュニティの現状と課題 

 

我が国の地域社会では，地域コミュニティの機能が弱まり，さまざまな問題が顕在化し

ている。かつて日本は，「ムラ社会」と称される伝統的共同体を維持してきた。村全体が強

い絆で結ばれることで，住民一人ひとりが互いに助け合い，協力しながら社会生活を営ん

できたのである。しかし，1960 年代以降，高度経済成長期を経て急激な産業化や都市化が

進み，生活様式を大きく変化させることとなった。それにより，地域社会は，家庭生活中

心の価値意識へと変貌し，住民同士の関係性の希薄さや地域社会への無関心を招いている。

当然ながら，人びとが日常生活を営む中で，常に地域社会を意識しているかというと必ず

しもそうではない。その重要さに気づかされる時，多くの場合，事件や災害が起こった時

ではなかろうか。 

2011(平成 23)年，東日本大震災では，東北地域における「ムラ社会的」コミュニティが，

震災時における情報伝達を円滑に進めさせたことは言うまでもない。地域コミュニティの

弱体化は，ひいては個々の家庭生活に大きな影響を及ぼすのである。 

 地域コミュニティに関する政策面では，1969(昭和 44)年，日本のコミュニティ政策の原

点となる国民生活審議会報告書「コミュニティ―生活の場における人間性の回復―」9が，

まとめられた。同報告によると，都市化の進展によるコミュニティ構築の必要性，日常生

活における人びとのつながりの強化，コミュニティ行政の強化などが基本的な考え方とし

てまとめられている。1970(昭和 45)年以降，旧自治省によるコミュニティ政策が活発に始

動し，「コミュニティ(近隣社会)に関する対策要綱」が都道府県に対して通知されている。

直近 10 年の動向は，2007(平成 19)年，総務省で，地域コミュニティの再生，地域力の再

生等を議論するために，コミュニティ研究会を発足させた。同時に，全国の各自治体では，

地域コミュニティの活性化に向けた条例の制定や，地域の実情に即した取り組みを展開し

ている10。 

 しかし，こうした動きとは相反して，地域コミュニティの衰退による影響が人びとの生

活を脅かしている。それは，連日メディアが取り上げる事件や事故をみても明らかである。

独居高齢者の孤独死，子育て中の母親の社会的孤立や児童虐待，子どもを狙った犯罪，そ

                                                 
9 コミュニティ－生活の場における人間性の回復－昭和 44 年 9 月 29 日 

国民生活審議会調査部会コミュニティ問題小委員会委員，委員長清水馨八郎（千葉大学教授），委員伊藤

善市（東京女子大学教授），佐藤竺（成蹊大学教授），専門委員奥田道大（東洋大学助教授），倉沢進（東

京学芸大学助教授），安田三郎（東京教育大学助教授） 
10 コミュニティの定義： 1969，「生活の場において，市民としての自主性と責任を自覚した個人および

家庭を構成主体として，地域性と各種の共通目標を持った，開放的でしかも構成員相互に信頼感のある

集団を，われわれはコミュニティと呼ぶことにしよう」国民生活審議会調査部会コミュニティ問題小委

員会報告「コミュニティ～生活の場における人間性の回復」，2008，生活地域，特定の目標，特定の趣味

など，何らかの共通の属性及び仲間意識を持ち，相互にコミュニケーションを行っているような集団（人

びとや団体）。総務省コミュニティ研究会報告 
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のほか，火災や地震に対する地域防災機能の低下，地域行事の担い手不足による地域文化

の衰退など，枚挙にいとまがない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2．社会的孤立の状況(ＯＥＣＤ諸国の比較) 

出所：Society at Glance OECD Social Indicator -2005 Edition より筆者作成 

 

ＯＥＣＤの報告書(図 2)によると，日本人は先進諸国のなかでも社交のために全く付き

合わない，あるいはめったに付き合わない人の数が多い。国際的にみても，人づきあいが

悪く，社会的に孤立度が高いことがわかる。 

地域コミュニティの再構築に向けて山崎丈夫は，「地域のあり方の検証・決定・活動に主

体的に参加している住民は決して多くはない」と指摘し，「他者との関係をいかに作ってい

くのかということが，現代社会の大きな課題」であり，「地域の共同管理と地域生活の共同

のために活動する個人と住民諸組織の結集体としての体制整備が重要である」(2003，7 頁)

と述べている。更に，中田編(2010，34 頁)で山崎は，「今後，さらに地域コミュニティの

活動を強化していくためには，多方面に活躍する地域住民の結集の場をどのようにつくり

あげていくかが課題になります。(中略)小さな自治の単位(自治会・町内会やその下部組織)

を強固にし，学区内の各種住民団体間のネットワーク形成によるプラットホームを作り上

げていくことが重要です。その構築は，地域の地縁組織を核にして，多様な機能集団(民生

委員，PTA，子ども会，老人会，NPO，各種住民団体，ボランティア組織など)との地域問題

解決(まちづくり)における連携・共同を蓄積していくことで確実に進めていくことができ

ると考えます」とし，地域の人びとで構成される小集団間のネットワーク構築の必要性を

指摘している。 

ただし，この段階は，地域住民が既存の集団に所属していることを前提としているため，

集団に所属していないその他の地域住民を対象としていない。このような，集団に所属し

ていない大部分の地域住民に対してどのような働きかけが可能となるのか。「よそ者」とい

う言葉がある。よそ者とは他の地域から移って来た人や，同じ集団に属さない人，仲間で

友人，同僚，その他宗教・スポーツ・文化グループの人と全く，

あるいはめったに付き合わないと答えた比率(％) 
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ない人というような意味合いがあるが，山崎が指摘するようなネットワークが強化されれ

ばされるほど，外側の人びとにとっては近づきにくい側面があるとも言える。 

広井(2008)は，「集団の内部では過剰なほど周りに気を遣ったり，同調的な行動が求めら

れる一方，一歩その集団を離れると誰も助けてくれる人がいないといった「ウチとソト」

との落差が大きな社会になっている」とし，日本における人とひととのあり方の特徴とし

て，「“身内”あるいは同じ集団に属する者の間では，過剰なほどの気遣いや同調性が強く

支配する反面，集団の「外」にいる人間に対しては，無視か，潜在的な敵対関係が一般的

となる。」と指摘している。 

その上で，現代の日本社会が抱える根本的な課題は，「個人と個人がつながる」ような，

「都市型のコミュニティ」11ないし関係性というものをいかに作っていけるか，という点

に集約される」と指摘している。ただ，ここで示しているのは，地域社会の構造的な改革

を迫るものではなく，「日常的なレベルでのちょっとした行動パターン(挨拶，お礼の言葉，

見知らぬ者どうしのコミュニケーション等)」が重要であると述べられている。 

既存の小集団のネットワーク化とともに，それらに所属しない大部分の地域住民に対し

ては，個人と個人がつながるような関係性の構築が目指されるのである。 

事項では，地域コミュニティの階層とそれぞれのつながりの深さについて述べる。 

  

2-2 地域コミュニティの階層性 ―「弱い」つながりの重要性― 

 

現在地域では，地域コミュニティの構築に向けて，様々な取り組みが行われている。中

田編著の「地域コミュニティ最前線」では，孤独死ゼロを目指した常磐平団地自治会の事

例，地域防災の取り組みとして，神戸市真野地区の取り組み，山崎亮の「コミュニティデ

ザイン」では，兵庫県家島諸島での取り組みなど，多様なアプローチによる取り組みが取

り上げられている。文化芸術分野では，前掲報告書でも事例数としては少ないが，福島県

いわき市の「いわき芸術文化交流会館アリオス」は，コミュニティの形成に関する課題解

決に貢献する事例として取り上げられている。いずれも，特色ある先進事例として取り上

げられ一定の成果を上げている。 

こうした地域コミュニティの構築に向けた事例の多くは，地域の拠点での取り組みを通

して住民相互の交流を促す活動や，見守り活動などを中心とした，対象者に直接的に働き

かける方法がとられている。しかし，このダイレクトなアプローチは，住民同士がすでに

何らかの直接的なつながりがあることを前提としている。裏を返せば，全くつながりがな

い人びとに対する働きかけは困難を極める。そもそも，人とひととのつながりとは，どの

ように捉えられるだろうか。 

                                                 
11 独立した個人と個人のつながりともいうべき関係の在り方を指す。またそのつながりのあり方は，共

通の規範やルールに基づき，個人間の一定の異質性を前提とするものである。国土交通省(2010)報告によ

ると，「都市型コミュニティであっても互いに時間と空間とを共有することで，「地縁」的な要素を育ん

でいくことになる」としている。 
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共同行為 
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視線・動線の交差 

気配・存在の知覚 
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田中は，コミュニティの階層性の中で，人とひととのつながりの各段階を説明した(図

3) (2012，122 頁)。コミュニティの階層を，偶発的な接触から自発的接触に至るまでのプ

ロセスとして，気配・存在の知覚の段階から，視線・動線の交差，会話行為，共同行為，

協同行為の 5 段階に分けて説明している。田中は，震災復興過程におけるコミュニティの

形成について，近隣のコミュニティは，「孤立のリスクカバーを担い得る主要なセイフティ

ネットと言える」とする上で，「人的な交流を支援する｢ふれあいセンター｣のような施設整

備ではなく，住戸・住棟レベルにおける偶発的な接触を促す空間に依拠している。(中略) 偶

発的接触とは，断続的な身体的接近に伴う互いの存在を知覚するプロセスであり，そのプ

ロセスこそ，社会的孤立に対するセイフティネットにほかならない」(121 頁)と指摘した。

つまり，図 3 で示される，視線・動線の交差や，気配・存在の知覚というような，「弱い」

関係性の維持の重要性を示している。 

人とひととのつながりとは，会話行為，共同行為，協同行為という対面的・直接的接触

のみならず，視線・動線の交差や気配・存在の知覚のような，非体面的，間接的接触をも

包含する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地域コミュニティの構築に関して，多くの事例はコミュニティの階層性(図 3)が示す，

会話行為，共同行為，協同行為を促進または強化するものである。もちろん，これらの対

面的接触を中心とした取り組みは地域コミュニティの構築の上で重要であることは間違い

ない。しかし，その他多くの住民に対する働きかけについては，偶発的接触である日常生

活を通した空間依存的な出会いが重要であること，つまり，「弱い」関係性を意図的に生み

出す取り組みが重要なのである。 

 

 

 

図 3 コミュニティの階層性  

出所：田中(2012，122 頁)の図から筆者により作成 

意識 

依存的 
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2-3 人とひととを結びつける音楽の特性 

 

 日本において，「音楽」という語が現在使われているような意味で使用されるようになっ

たのは明治以後である。この「音楽」という語は，英語のミュージック(music)，ドイツ語

のムジーク(musik)などの訳語として使用されたと考えられている。もともとの語源は，古

代ギリシアにおけるムシケー(mousike)に由来しており，本来は音芸術と舞踊芸術を含む語

であった。現在では，音楽は，文芸，演劇，絵画などとともに芸術の下位概念として位置

づき，その体系区分は種々の見地から行われている12。 

我々が一般的に認識する芸術としての音楽は，西洋クラシック音楽を中心とする音楽作

品のことで，作品を鑑賞する場合は，通常静まり返ったコンサートホールで，物音立てず

作品そのものに聴き入ることがマナーとされる。演奏後の拍手のタイミングにも一定のル

ールがあり，曲の形式を理解していなければ，タイミングよく拍手をすることは難しい。

クラシック音楽の愛好家は当然のように音楽を享受する際の共通ルールとして受け入れて

いる一方で，人びとの中にはこの所作を受け入れるにあたり，「小難しい」，「敷居が高い」，

「息苦しい」というような感想を述べられることは珍しくはない。今では，自明となるこ

うした「芸術音楽」の鑑賞の共通ルールは，19 世紀のドイツ・ロマン主義やゲルマン民族

のナショナリズム運動を背景として成立したとされている13。 

西島は，「かつては，音楽を音楽として「きく」ことはなかった。音楽は踊りのため，労

働のため，儀式のため，社交のためのものであり，ただ「きく」ために存在していたもの

ではなかった。(中略)ダンスや食事や社交が無くても，音楽が精神を傾けるに値するもの

だということを示して見せることで，音楽を「芸術」へと押し上げようとする動きによる

ものだったのだ」と述べ，日本におけるドイツ流鑑賞教育に対して批判の立場をとってい

る。音楽が，労働や儀式，社交などの主たる目的の達成に必要なものとして，人びとの生

活に寄り添ってきたのである。 

確かに，音楽は人びとの生活の中で利用されてきた。例えば，「民謡」は，もともとは人

びとの生活の営みから自然発生的に生まれたその土地土地の歌である。西島が指摘する「労

働のため」の音楽でいうならば，民謡として歌い継がれる田植囃子，酒造り歌，木挽き歌

などがあり，これらは労働促進の機能を有している。つまり，音楽を活用して仕事の効率

を上げようとするものである。 

また，片桐は，「音楽は人間の営みのひとつとして存在しているものであるが，―中略―

自然民族及び民俗音楽を調べる限りでは，芸術のための音楽という意識は乏しく，たいて

いは音楽以外の目的に関連して実用的に機能している。」(塚原 1998，8 頁)として次に述べ

る 5 つの機能があると示した。第 1 に，魔術的・呪術的機能，第 2 に，宗教儀式と結びつ

いた機能，第 3 に，労働促進の機能，第 4 に，信号伝達の機能，第 5 に，男女間の求愛と

                                                 
12 音楽の体系区分は，種々な見地から行われ，一般的には時間芸術，対象関係から再現芸術(模倣芸術)，

他，音律芸術，聴覚芸術と呼ぶ場合もある(新音楽辞典 198 頁)。 
13 2010，西島千尋『クラシック音楽はなぜ〈鑑賞〉されるのか―近代日本と西洋芸術の受容―』新曜社 
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しての機能である。音楽を，美学的に鑑賞することで得られる美的体験に目的を置くだけ

ではなく，生活の営みに必要とする実用的側面があることを示しておきたい。 

近年では，音楽を活用するという上において，代表的な事例の１つと言えるのが音楽療

法14であろう。音楽療法とは，音楽を意図的かつ計画的に活用し，身体機能の維持・向上

に役立てようとするものである。福祉施設や病院を臨床現場として，音楽療法の実践と研

究が進められている。他，海外における事例では，民族紛争地でオーケストラを結成し対

立状況を改善しようとするもの，貧困層の救済や社会復帰を目的としたオペラ公演やワー

クショップが開催されるなど(中村 2013，16 頁)，音楽を活用しようとする取り組みは世界

的にもみられる。 

「音楽」は，文化芸術振興基本法第八条(芸術の振興)に，文学，美術，写真，演劇，舞

踊その他の芸術とともに位置づき，また劇場法15では，第二条(定義)に，実演により表現

される「実演芸術」として，舞踊，演劇，伝統芸能，演芸その他の芸術および芸能ととも

に挙げられている。音楽には，西洋クラシック音楽に代表される芸術音楽のほか，民俗音

楽，ポピュラー音楽など様々なジャンルが含まれるが，地域コミュニティの構築に活用す

る音楽は，目的や対象者によって選択される。したがって，存在するすべての音楽を対象

としている。 

また，音楽との関わり方については，「聴く」，「演奏する」ように，受動的・能動的音楽

活動に加え，「参加する」ことも含まれる。参加する音楽とは，例えば，古くは，歌声喫茶

で参加者共通の歌詞集を参照し歌うことや，近年では，参加型コンサートとして，アーテ

ィストのライブで，歌に合いの手を入れたり，ダンスをしたりなど積極的に音楽に関わる

ケースが増加している。本研究における地域コミュニティの構築に向けても，こうした「参

加する」音楽は有用である。 

また，クリストファー・スモールが提唱した概念「ミュージッキング」では，「音楽をす

る」ということを，聴くこと，演奏することはもとより，チケットのもぎりや場内誘導な

ど，イベントの運営に関わる内容も含まれるとした。このミュージッキングの概念は，地

域コミュニティの構築に向けて，音楽的知識や技能を有しない多くの人びとが関与できる

可能性を示唆するものである。 

そもそも，人とひとを結びつける音楽の特性とは何か。第一に，国民に共通する曲を歌

唱することによって共感を生みだし，人びとの距離感を縮める効用がある。国民は音楽教

育によって共通の音楽を持っている16。音楽の趣味嗜好も多様であるがゆえに，唱歌教育

                                                 
14 日本音楽療法学会における音楽療法の定義とは，「音楽のもつ生理的，心理的，社会的働きを用いて，

心身の障害の回復，機能の維持改善，生活の質の向上，行動の変容などに向けて，音楽を意図的，計画

的に使用すること」 
15 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律は文化芸術振興基本法の基本理念を基に 2012(平成 24)年に制定

された。 
16 現在，地域コミュニティにおける，地域の担い手育成の対象と期待される年齢は，30～60 代であるが，

この年代に通じる共通の音楽がある。つまり，昭和 20(1945)年～昭和 61(1986)年に生まれ，小学校の 6

年間の音楽科教育の歌唱教材で取り上げられた曲に，共通の曲があるということである。1958 年～2008

年の間の，5 期に渡る学習指導要領から抽出すると，共通曲は 9 曲(春が来た，日の丸，さくらさくら，

春の小川，もみじ，海，冬景色，おぼろ月夜，ふるさと)あることがわかった。この他，4 期に渡る共通
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による国民共通の音楽があることで，人びとの心にある小学校や中学校時代の思い出は共

感を伴う。世代を超えて，同じ場所・同じ時間を共有することが可能となるのだ。他方，

歌謡曲やＪ-POP などのヒットソングは同世代の共感を生み出しやすい。今や，至る所にあ

るカラオケは，国民的娯楽であるとともに，コミュニケーションツールとしても利用され

ることが多い。同僚との仕事を円滑に進めるため，また取引先の接待にも活用されている。 

第二に，「音」や「音楽」は地域に対する愛着や帰属意識を高める。松本(2012，56 頁)

は，地域の音の印象評価に関する研究で，「「祇園囃子」の音などは文化的背景を持つ音で

あり，京都市に居住する者においてはむしろより好ましいものと考えられ，より強い印象

をもつ音もあることが示された」と述べている。その他，社歌や校歌，民謡や音頭など地

域固有の歌は，所属するコミュニティの構成員であるというつながりを強く意識すること

につながる。  

第三に，趣味の類似性による共感もあげられよう。音楽愛好者同士の共感のほか，音楽

のジャンルや楽器の種別の類似性によっても更に共感が深まる。特に，歌や楽器の演奏を

楽しむ場合，合唱や合奏をはじめとする演奏形式は，自分の担当するパートという役割の

もとで自らの居場所を確認し，所属意識を高める。1 つの目的(音楽作品として高める)に

向けて他人と協同で創り上げるプロセスを通して人とひとのつながりを形成しやすい。  

第四に，他人との積極的な関わりを好まない層(又は不得意な層)が，「音楽をする」こと

を通して，コミュニティに関わる事ができる(又はコミュニティに招き入れることができ

る)。 

人とひととのつながりが強く実感される会話行為への展開は，その人個人のパーソナリ

ティに影響を受けやすい。地域コミュニティへの関与に前向きであったとしても，コミュ

ニケーション能力が影響して，上手くなじめないケースもあれば，そもそも地域コミュニ

ティに対して無関心であったり，人との接触自体を好まないケースもある。音楽の取り組

みでは，こうした層へのアプローチを可能とする。 

音楽には，以上のような人とひととのつながりを形成しやすいという特性がある。本研

究では，こうした特性を生かし，幅広いジャンルの音楽を活用し，「音楽する」ことを通し

て，地域コミュニティの各階層にどのようにアプローチすることができるのかを論証する。 

  

 

３．研究の目的 ―地域コミュニティ構築に対する音楽の有効性を明らかにするー 

 

近年日本における文化政策では，文化芸術の振興に加えて，文化芸術を通した社会課題

の解決に期待を寄せている。前掲報告書における，社会課題の解決に貢献する文化芸術活

動の事例では，経済問題の解決の他，健康福祉，人権などさまざまな社会問題が取り上げ

られている。確かに，これらの課題は，現代の日本社会における喫緊の課題と言えよう。

しかし，課題というのは地域の実情により異なり，一元的に解釈できるものでもなければ，
                                                                                                                                                  
曲は，先ほどの曲に加えて 8 曲（赤とんぼ，我は海の子，ひらいたひらいた，花，夕焼け小焼け，かく

れんぼ，ふじの山，うさぎ）である。  
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特効薬もない。  

 その中でも，前項で述べたように，全ての問題に関連し，全国の多くの地域で深刻さが

増す共通の課題が，地域コミュニティの衰退であろう。第４次方針でも，文化芸術が生み

だす波及効果を，地域コミュニティの衰退の改善や解決につなげるということに言及して

いる。地域コミュニティを構築すること，即ち，「人とひと」とのつながりを構築すること

で，ひいては，現代日本が抱える根本的な課題の解決に効く万能薬となる可能性を秘めて

いる。 

可児市文化創造センター館長である衛は，人とひとのつながりについて，「フェイスト

ゥ・フェイスのコミュニケーション」という言葉を使用し，次のように述べている。 

 

「音楽や演劇やダンスに「社会包摂機能17」があるのは厳然たる事実ですが，しかし，音楽や演劇や

ダンスそれ自体が社会課題を解決すると理解してはいけないことです。それらが持っている「社会

包摂機能」によって用意されるのは，フェイストゥ・フェイスのコミュニケーションの場です。コ

ミュニケ―ションが繰り返されることによってもたらされるのは，「自己肯定感の回復の機会」と，

他社と共生する「コミュニティ形成の機会」です。私はそのような場を「プラットフォーム」と呼

んでいます。そのような「プラットフォーム」を用意できる社会包摂機能が文化芸術の社会的効用

のひとつであり(中略)「プラットフォーム」に小さな「共生のコミュニティ」を作るのです。なぜ

ならコミュニケーションの集積こそが「コミュニティ」だからです」 18 

 

このように，文化芸術の取り組みを通して繰り返される，人とひととのコミュニケーシ

ョンの集積が，コミュニティを形作るとして，文化芸術の社会的効用を挙げた。 

そこで，本研究では，人とひととを結びつける音楽の特性に着目した。 

筆者は，2003(平成 15)年に特定非営利活動法人音の風を設立し，音楽ボランティアやア

ーティスト派遣事業に取り組んでいる。地域イベントでのコンサート，シンポジウムや講

演会でのアトラクション，福祉施設での音楽レクリエーション，各種ワークショップ等，

現在月々の派遣件数は 30～40 件に上る。この音楽活動を通して人とひとがつながり，現在

もその輪は広がり続けている。 

筆者は，ＮＰＯの代表者という立場や，音楽活動の「臨床の知」において地域コミュニ

ティのさまざまな現場に立ち会ってきている。これらの経験の蓄積から，本研究で取り上

げる，地域コミュニティの構築に対する音楽の有効性を以下の 3 つの視点から明らかにす

る。 

 

 

                                                 
17 2016(平成 28)年の公益社団法人日本劇団協議会による調査研究では，演劇による社会包摂活動で，参

加者の社会的承認や自己効力感の向上，コミュニティ参加の醸成に寄与するとする調査結果もみられる

ほか，社会包摂の意図の有無の関係なしに，演劇におけるプログラムが最も変化や効果が得られたとし

ている。社団法人日本劇団協議会「文化庁委嘱事業平成 28 年度戦略的芸術文化創造推進事業ステップア

ップ・プロジェクト「芸術団体における社会包摂活動の調査研究」」報告書 
18 可児市文化創造センター公式 HP http://www.kpac.or.jp/kantyou/essay_174.html 2017/05/21 
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ⅰ 個人と個人がつながる関係性の構築 

ⅱ 地域の機関や既存の地域小集団のネットワーク形成 

ⅲ 地域コミュニティにおけるゆるやかなつながりの創出 

 

 

４．先行研究の検討 

 

4-1 地域コミュニティの構築に貢献する音楽に関する先行研究の検討 

 

芸術と社会について，矢崎は「社会学は，その創設期から，芸術に対しても大きな関心

を持っていた。社会学の創始者であるオーギュスト・コント(1798～1857)は，芸術は社会

の改良に貢献するものであり，社会の再組織化，つまり社会秩序の回復に，芸術は重要な

役割を持っているとした。 (中略)ギョイヨーによれば，芸術は人びとの連帯を強める」

(2014，138 頁)[Danko,2012]とし，社会学の議論において，芸術が社会の改良に貢献する

ことや，人びとの連携を強めるということを示した。 

音楽と社会に関する研究では，ジョン・シェファードが音楽社会学を次のように定義し

ている。 

社会の中での音楽の役割，人間同士のコミュニケーションの一手段として機能する音楽の動力

学，確立した社会構造における音楽の位置に関する研究」(訳中村 2013，39 頁) 

  

中村は，「伝統的な音楽学が音楽を，意味を内包した作品と見なし，音楽をめぐる言説空

間の内部で研究を行うものとすれば，社会学は音楽を，意味をもたらす媒体と捉え，その

外部から音楽をめぐる事象を批判的に検証するする研究と言うことができる」とした。 

音楽と社会に関する研究では，ドイツの社会学者であるゲオルク・ジンメルが，1881 年

に音楽に関する論文を発表している。これは，社会学史においては，早期に音楽を取り扱

った例とされている。ジンメルは，「音楽を，人間のコミュニケーション手段としての言語

と関連づけ，社会化過程として捉える視点。社会学が明確に独立した学問として歩み始め

ようとしたとき，音楽は，まさにそのような社会化の過程として捉えられたのであった」(北

川 1993，6 頁) 

 音楽社会学では，音楽作品の分析を通して社会を捉えようとする研究と，音楽作品その

ものよりも，音楽を通した行為や活動を明らかにしようとする研究の２つの伝統がある(中

村 2013，40 頁)。本研究の主題である，地域コミュニティの構築に貢献する音楽活動につ

いては，主に後者の研究に位置づくものであるが，先行研究としての数は少ない。 

しかし，そもそも音楽を，別の何かのため活用することについての議論はわかれるとこ

ろである。アドルノは，現在の芸術が，社会的，特に資本主義的な利潤のための道具に成

り下がっていることを批判し，「自律的なものとして社会に対抗する(中略)芸術は既存の社

会規範に従ったり『社会的に有用』なものだと証明したりするのではなく，純粋な存在で

あることで自分自身を独自なものとすることで社会を批判する」(矢崎 2014，139 頁)と述
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べている。また，中村は，音楽を活用した取り組みの評価について，「社会の変化に関する

分析結果を還元的に音楽のもたらす効果や意味へと解釈するものであり，音楽をあたかも

真空の箱のように(つまり，どのような意味も狙い得る媒体として)扱う傾向にある」と指

摘した(2012，39 頁)。 

加えて，音楽には両義的側面があることも指摘しなければならない。日本では，明治 5

年公布の学制により公立学校教育における音楽教育が始まった。当時の科目名は「唱歌」

とし，あくまでも歌うことを学ぶ教育の一環であり，芸術としては扱われていなかった。

そしてその目的は，「音楽」である前に「修身19」であり，音楽によって人びとの身体や精

神を国民化しようとするものであった。同じく，かつてドイツでは，国民の忠誠を目的に

音楽を利用した過去があり，音楽が政治的に悪用される危険性を忘れてはならない。 

 このような議論の展開を踏まえたうえで，音楽を活用した地域コミュニティの構築の可

能性を探る必要があるだろう。アサダ(2016)は，「まさに，昨今まちづくりの現場で住民の

自治的マネジメントなどソフト面の運営にとりわけ注目するコミュニティデザインや，文

化芸術によるコミュニティの関係性の再構築を促すアートプロジェクトといった，必然的

に第三者(コミュニティデザイナー，アーティスト等)が関わるような新たな場づくりの可

能性とも接続して議論することができる」と，音楽を戦略的に使いこなすことで，文化芸

術における地域コミュニティの構築の今後の可能性に言及した。 

 しかし，現段階では，音楽を社会のために活用するという視点からの研究の蓄積は決し

て多いとは言えず十分な議論の展開はない。アサダ(2015)は，ポピュラー音楽が，人びと

の記憶を蘇らせることができる「記憶の保存媒体」とし，ポピュラー音楽を活用すること

でコミュニケーションが生成されることを明らかにしているが，ここではポピュラー音楽

の活用が前提条件となっている。 

 本論文では，音楽ジャンルを限定せず広く音楽を活用した地域コミュニティの構築に着

目する。幅広い音楽ジャンルを扱うことで，人びとの多様な嗜好性の受け皿となり，より

多くの人びととの交流が促進できると考えたからである。 

 地域コミュニティの構築に対する音楽の有効性を明らかにすることは，地域課題解決の

糸口になると同時に，文化芸術における社会課題解決の議論展開に示唆を得る点でも意義

があると考える。 

 

4-2 研究の課題と方法 

 

 前項で述べたように，地域コミュニティの構築に関する先行研究としてアサダは，ポピ

ュラー音楽を活用することでコミュニケーションが生成されることを明らかにしているが， 

本研究ではジャンルの限定は行わず地域で展開されるすべての音楽を対象にする。 

 しかし，全国の地域や地域の音楽活動すべてを対象とするには量的に膨大となるため，

地域コミュニティの構築に貢献する音楽系ＮＰＯ法人の先進事例を中心に，「筆者の主体的

                                                 
19 旧制の学校の教科の 1 つで，天皇への忠誠心の涵養を軸にした徳目を教育した。第二次大戦後廃止さ

れている。 
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なプロジェクト参加に基づく事例研究」および，全国の先進事例の調査研究を基本として

論考を進めた。したがって，今回は研究対象を音楽系ＮＰＯ法人としたため，その他の音

楽関係の法人及び任意団体の活動は対象外である。 

 本研究の目的は，地域コミュニティ構築に対する音楽の有効性を，個人と個人がつなが

る関係性の構築，地域の機関や既存の地域小集団のネットワーク形成，地域コミュニティ

におけるゆるやかなつながりの創出の 3 つの視点から明らかにすることで，第 1 章～第 4

章にかけて事例調査の分析を行い，終章で研究の成果をまとめた。 

第 1 章では，全国的に活発化する音楽ボランティア活動について，2012(平成 24)年に実

施した質問紙調査及び事例調査をもとに，地域コミュニティの構築との関連について再分

析を行った。第 2 章では，地域の多様な機関が連携して実施する音楽イベントと地域コミ

ュニティの関連について明らかにするために事例調査を行った。第 3 章では，全国の音楽

系ＮＰＯについて類型化しそこから抽出した，地域コミュニティの構築を目的に活動を行

う 2 件の事例について調査し分析を行った。第 4 章では，地域に活動拠点を構える京都市

岡崎いきいき市民活動センターが地域コミュニティの構築にどのような影響があるのかを

探るために，年間を通じて開催される音楽活動について事例調査を行った。最後に，終章

では，第 1 章から第 4 章までで得られた主要な知見をまとめて，本論文の総括とした。 
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第 1章 

 

地域における音楽ボランティア活動の社会的貢献 

―音楽を活用した福祉コミュニティの活性化― 
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１．社会課題の解決に貢献する音楽ボランティア活動の現状 

  

1-1 国民の音楽活動の変遷 

  

かつて，日本における文化振興に関する政策の概念は，第一次世界大戦下における国民

の精神指導として，多くは教化的な性格を持っていた。他方，労働や貧困にあえぐ国民の

娯楽欲求に対応する社会事業としても紹介されている。後の，第二次世界大戦期では，ナ

チスドイツに倣い，それまでの精神指導に加えて，政治的目的への文化利用や統制が進め

られた。  

 文化を，国策のもとで，国民教化や統制に利用した戦前戦中であったが，終戦を迎え，

日本国憲法のもと，表現の自由に基づく芸術活動の振興や文化財保護などを軸とする文化

政策が確立した。1950 年代以降は，職場や地域での音楽活動をはじめとする文化活動が活

発化し，その流れを受けて 1960(昭和 35)年には，民間の芸術文化団体への補助が始まった。

そして 1970(昭和 45)年，自治体主導による文化行政の推進により，独自の文化振興条例に

関する施策がみられるようになった。国では 1968(昭和 43)年，文化庁が設置され，文化行

政に関する施策が本格化し，「モノの豊かさから心の豊かさへ」をキーワードに，地域社会

と文化の関係が身近なものとして位置付けられる。 

 2001(平成 13)年，文化に関する日本初の基本法である文化芸術振興基本法が制定され，

各自治体でも文化振興施策の整備が進みだした。これにより，文化にかかわる多様な主体

(行政，企業，文化施設，文化産業，芸術家，芸術団体，一般市民等)のそれぞれの活動を

保証し，その成果を社会に還元する仕組みが確立されていく。いわゆるハコモノ行政とし

たハードの整備からソフト重視の政策に移行し，学校への芸術家等派遣事業や文化芸術に

よる創造のまち支援事業，文化ボランティア推進モデル事業など，文化と社会貢献を結び

つける事業が各地で展開された。こうして，国や行政による文化芸術振興における基盤整

備が進み，地域では，地域の人びとによる多様な文化活動が進められている。 

  

1-2 音楽活動を行う目的の多様化―「自分のため」から「他者のため」へ― 

  

国民が音楽活動を行う場合，自らの意思で積極的に行うこともあれば，友人に誘われて

受動的に行われることもある。子どもの場合，親の意向で半ば強制的に始めるケースもあ

るだろう。動機はさておき，国民が音楽活動に取り組む目的は，能動的か受動的かにかか

わらず，音楽が自らの生活に潤いを与えていることによる。「精神的に充実する」，「演奏す

ることで達成感が得られる」，「音楽仲間と楽しい時間を過ごせる」，など，自分自身が満足

することが重要な点となる。したがって，自分の満足度よりも，練習に対する苦痛や，音

楽活動を行う際の時間的制約・金銭的負担感などが上回る場合には，音楽活動をあえて続

けることはしない。一部の音楽専門家を除き，多くの国民は，旅行やスポーツなどの趣味

と同様に，楽しめる対象として音楽活動が位置づいている。 
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しかし，昨今では音楽活動に取り組む目的を，自分以外の「他者の生活の質の向上のた

め」とするケースがみられる。例えば，地域の高齢者や障害者を対象とする，音楽を通し

た社会貢献活動，いわゆる音楽ボランティア活動が地域に根付いている。福祉施設におけ

る音楽ボランティア活動を通して，「自分のため」の音楽活動から「他者のため」の音楽活

動が大きなやりがいとなり，主にアマチュア音楽家を中心に広がりを見せている。自分以

外の他者の幸福が，自分自身の心の充実につながり，ひいては自らの生活に潤いを与えて

いる。 

楽器を演奏することや歌を歌うことは，一見華やかで多くの人が憧れを抱く存在である

が，実際に歌や楽器を習得するということは簡単なことではない。しかし，福祉施設での

活動を通して仲間ができ，参加者に喜んでもらいたいという思いから練習量が増加するな

ど，活発な活動へとつながっている。 

 

1-3 自己志向的動機に基づくボランティア活動 ―文化・芸術ボランティア― 

  

現代の日本では，ボランティア活動が，篤志家による特別な行いではなく，一般市民が

誰でも担い手となることが期待されている。同時に，ボランティア活動を社会的意義だけ

ではなく，自身の楽しみといった主観的な個人の効用にも目が向けられている。 

1984(昭和 59)年，東京ボランティアセンターによる調査研究「ボランティア活動推進の

ための地域評価に関する調査研究」によると，ボランティア活動のタイプを 3 つに分類し

ている。1 つ目は，町内会の役員などの役割義務型，2 つ目は，社会的に重要度が高いもの

で，高齢者や障害者に対する活動などの社会的義務型･他者志向型，そして 3 つ目が，自分

の興味･関心に基づく経験や知識･技能などを生かして社会に貢献する自己志向型である。

これは，自己の成長などの自己実現を伴い，積極的な活動につながるとしている。 

特に，芸術･文化に関するボランティア活動の領域は，自己志向型に分類され，自己の興

味･関心事が社会貢献に結び付く上で，楽しみながら積極的に取り組める活動として位置付

けられている。 

 現在の文化･芸術に関するボランティア活動では，主なもので遺跡発掘ボランティア，芸

能関連ボランティア，美術館･博物館ボランティア，舞台･イベントサポートボランティア，

地域文化継承ボランティアなどが挙げられる。こうした，文化･芸術に関するボランティア

活動が一般化した大きなきっかけとなったのは，文化庁による「文化ボランティア」の推

進である。2002(平成 14)年，当時の文化庁長官河合隼雄が「文化で日本中を元気に」と呼

びかけ，その 1 つの取り組みとして「文化ボランティア」を提唱し，小泉政権下で政策に

取り入れた。文化芸術活動を上からではなく下から盛り上げるのが文化ボランティアの役

割とし，国民が自ら積極的に文化芸術活動に参加して文化芸術を創造することができる環

境を整備した。 

文化庁では文化ボランティアの活動の環境整備を図ることを目的として，2003(平成 15)

年から 2007(平成 19)年までの 5 年間ボランティア推進モデル事業を行い，全国各地 163

団体の取り組みを支援している。2004(平成 16)年の文化庁『文化ボランティア実践事例集』
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によると，全 26 事業のうち，美術の振興や美術館でのボランティア活動に関する事業は

11 事業，博物館，民俗文化に関するボランティア活動の事業は 6 事業，音楽のボランティ

ア活動に関する事業は 5 事業，演劇に関する事業が 2 事業，その他，文化ボランティアを

養成する養成講座 4 事業であった。このように，文化庁による全国的な取り組みによって，

文化･芸術に関するボランティア活動が一般化されていく。 

では，具体的に音楽ボランティア活動にはどのようなものが挙げられるだろうか。次項

では，社会福祉法人大阪市社会福祉協議会大阪市ボランティア情報センターが発行する機

関誌「ＣＯＭＶＯ」の分析を通して，実際に地域で行われている音楽ボランティア活動を

論考する。 

 

1-4 音楽ボランティア活動の目的別分類 

 

社会福祉法人大阪市社会福祉協議会大阪市ボランティア情報センターが発行する機関誌

「ＣＯＭＶＯ」の 2011(平成 23)年 4 月号から 2012(平成 24)年 7・8 月号までの記事から音

楽ボランティア活動の動向を探った。 

2011(平成 23)年 4 月には 1 件，バイオリン･ヴィオラ･チェロで高齢者施設を中心とした

演奏ボランティア活動，5 月には 2 件，福祉施設でのバンド演奏のボランティア，福祉施

設での音楽療法ボランティア活動，6 月には 1 件，音楽祭の運営ボランティア活動，11 月

には 1 件，地域の高齢者を対象とした音楽ボランティア活動，24 年 4 月には 1 件，劇場サ

ポートボランティア，7・8 月には 2 件，高齢者福祉施設で活動する弦楽アンサンブル演奏

ボランティア，福祉施設でのハンドベル演奏ボランティア活動が掲載されていた。ここで

は，主に高齢者や障害者を対象とした福祉の向上を目的とした音楽ボランティア活動が中

心で 8 件中 6 件となっていた。 

残りの 2 件は，劇場でのチケットもぎりや会場案内のボランティアと音楽祭の運営ボラ

ンティアとしてイベントを下支えする音楽ボランティアである。劇場でのチケットもぎり

や会場案内のボランティア，その他教育機関での子どもたちを対象とした演奏会など，音

楽文化の振興を目的にした音楽ボランティアと言え，地域の音楽祭の運営については，ま

ちづくりを目的とした音楽ボランティアと分けることができるだろう。 

その他，啓発活動や募金を目的としたチャリティーコンサートでの音楽ボランティアも

ある。これは，資金援助を目的とした活動となる(表 1-1)。 

表 1-1 音楽ボランティア活動の目的別分類 

目的 主な活動内容 

福祉の向上 ・地域の高齢者を対象に介護予防を目的とした音楽体操 
・福祉施設でのコンサートやレクリエーションサポート 

音楽文化の振興 ・コンサートホール等でのチケット販売，チケットもぎり，案内 
・演奏会での舞台照明や音響などの補助 
・教育機関でのワークショップやコンサート 

まちづくり ・まちづくりを目的とした音楽祭の企画･運営 
・コミュニティの形成を目的とした音楽活動の企画・運営 

その他 ・社会課題に関する啓発活動のためのコンサートに関する活動 
・資金援助を目的としたチャリティーコンサートに関する活動 

出所：COMBO から情報を抽出し筆者作成 
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 福祉の向上を目的とした活動では，音楽ボランティア自身がパフォーマーとなり，コン

サートや音楽を使ったレクリエーションを行うのに対して，まちづくりやその他の部分で

は，主に企画や運営を中心とした裏方のボランティアが中心となる。音楽文化の振興を目

的とした活動では，コンサート運営の裏方的な活動から，自らがパフォーマーとなる活動

まで役割の幅は広い。音楽ボランティア活動とはいえども，その目的により実際の活動内

容に幅があることが分る。 

次項では，現在の音楽ボランティア活動の全国的広がりのきっかけとなった「音楽ボラ

ンティア養成講座」について取り上げる。 

 

 

２．音楽ボランティア養成講座によって広がる音楽の福祉活動 

 

①音楽ボランティア養成講座の始まり 

 社会福祉協議会にボランティアセンター20が設置され，ボランティア活動推進を目的と

して，「ボランティア養成講座」が開催されるようになった。福祉分野の主なボランティア

は，傾聴ボランティア21，要約筆記ボランティア22，点訳ボランティア23，ガイドヘルパー

ボランティア24，精神保健福祉ボランティア25が挙げられる。高齢者や障害者，子どもにな

ど対象者に関わる支援方法を学ぶ。現在は，福祉分野のみならず，教育や環境，文化・芸

術など，さまざまな分野のボランティア養成講座が開催され，市民の興味・関心によって

参加できる選択肢が広がっている。 

 音楽ボランティア養成講座は，調査の限りでは 1994(平成 6)年に始まる。当時，福祉･

医療現場で活躍する音楽療法士 に注目が集まり，福祉現場における音楽活動の展開に大き

な関心が寄せられていた時期だった。そこで，福祉･医療現場で活動するボランティアを養

成することを目的に音楽ボランティア養成講座が企画された。音楽ボランティア養成講座

企画主体は，その多くが社会福祉協議会であるが，そのほか音楽活動に取り組むＮＰＯ法

人や，地域機関が連携して開催されるケースもある。このことからも福祉･医療現場におけ

る音楽活動の需要の高さがうかがえる。 

 講座受講者は，福祉･医療現場の職員から音楽専門家や愛好家まで幅広く，受講目的や経

歴も多様である。福祉施設の職員は，日々の支援に必要な音楽的知識や技能を学ぶことが

でき，音楽専門家や愛好家は，自らの特技を生かして社会貢献ができることにやりがいを

                                                 
20 1970 年代に，厚生省はコミュニティの重視の元，ボランティアの育成と推進に本格的に着手し始めた。1976 年，

金銭・物品提供を行う善意銀行や人的労力提供を行う奉仕活動センターが「ボランティアセンター」として統合され

た。中央ボランティアセンター，都道府県ボランティアセンター，市区町村ボランティアセンターがそれぞれの社会

福祉協議会のもとに設置された。(仁平：278) 
21 相手の話に耳を傾け，不安や悩みを聞くことで不安を軽減させる相手の心に寄り添うボランティア活動 
22 聴覚に障害のある方を対象に，話の内容を要約し書き記して伝えるボランティア活動 
23 視覚に障害のある方を対象に，文字を点字に訳す作業を行うボランティア活動 

24 障害のある方を対象とした外出補助のボランティア活動 

25 精神に障害のある方を対象としたさまざまなボランティア活動  
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見出している。次に，実際に全国で開催される音楽ボランティア養成講座を概観する。 

 

②全国で開催される音楽ボランティア養成講座 

インターネットの情報をもとに全国で開催される音楽ボランティア養成講座を抽出した

ところ，実施実績がホームページ上で把握できるもので 15 件あった。その中から主な事例

について，それぞれの主催者に音楽ボランティア養成講座実施概要について電話調査を行

い，回答のあった 9 件を筆者によって表にまとめた(表 1-2)。 

本調査において，最も早い時期に開催されたのは 1994(平成 6)年富山県砺波市社会福祉

協議会庄川支所)の事例であった。今から 23 年前，当時のコーディネーターが，施設から

の要望を受けて企画実施する。以降平成 20 年，23 年と現在までに 3 回開催している。 

どの事例に関しても，概ね，開催目的や講座内容は共通しており，数回に分けて音楽療

法士の指導のもと実践に即した理論や実技を学ぶ。富山の事例については，1994(平成 6)

念の実施をきっかけに音楽ボランティア活動が定着し，その後 2 度の実施につながってい

た。 

また，東京都小金井市では，行政の委託事業として，小金井市ボランティアセンターが

実施している。高齢者には，認知症予防身体機能の維持・向上，障害者には自己表現の部

分で効果を期待し，音楽療法士によって 1 回 2 時間 4 回シリーズの講座を企画している。

参加者の約 3 分の 1 は音楽経験者，活動に興味がある方が 3 分の 1 程度で，現場の職員な

ど関係者はいない。ボランティアセンターでは，講座終了後に，ボランティアセンターの

ボランティアグループに登録し，地域の活動へコーディネートしているという。 

このように，社会福祉協議会の自主事業として開催されるケースや，行政からの委託事

業として開催されるケースがあるが，大阪府寝屋川市の事例では，民間の組織が主催し，

音楽ヘルパーという名称で，講座修了者にはヘルパー3 級が認定されるという独自の認定

システムを導入している事例もあった。 

調査した多くのケースで，1 回の参加者人数も 20 名以上で，各担当者によると他の講座

と比較して非常に好評だとしていた。講座後のフォローについては若干の違いがあり，講

座受講者が自然にグループ化して実際の活動を始められケースや，主催者の働きかけによ

ってグループ化され，コーディネートによって活動に至るもの，また講座終了後の展開が

ないものもあった。 

このように，音楽ボランティア養成講座を契機に，福祉の現場における音楽ボランティ

ア活動が展開していくこととなった。次項では，全国のボランティア・市民活動中間支援

機関を対象に質問紙調査を行い，音楽ボランティア活動の全国的動向を把握する。 
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北海道 札幌市社会福祉協議会ボランティア研修センター 音楽ボランティア養成講座 
2007(平成 19)年～開催 参加者各回 20 名程度 受講料 500 円～1800 円程度 
福祉施設から演奏者派遣依頼などのニーズが高かったことがきっかけに，音楽関連のボランティア養成講座を開始しは
じめた。音楽関連の養成講座は 2 種類で，音楽療法ボランティア体験講座は年 1 回，2 日間開催，音楽ボランティア養成
講座は昨年からの開催で，5 日間にかけて学ぶ。講師は日本音楽療法学会認定音楽療法士が担当する。講座受講をきっか
けとして発足したグループによる自主活動が活発に行われている。 
東 京 都 小 岩 井 ボ ラ ン テ ィ ア 市 民 活 動 セ ン タ ー 療 法 的 レ ク リ エ ー シ ョ ン ボ ラ ン テ ィ ア 養 成 講 座 

2007(平成 19)年～開催 参加者各回 20 名程度 受講料無料 
東京都小金井市からの委託事業として始まる。高齢者には，認知症予防身体機能の維持・向上，障害者には自己表現の
部分で効果を期待し，音楽療法士によって 1 回 2 時間 4 回シリーズの講座を企画している。参加者の約 3 分の 1 は音楽
経験者，活動に興味がある方が 3 分の 1 程度で，現場の職員など関係者はいない。ボランティアセンターでは，講座終
了後に，ボランティアセンターのボランティアグループに登録し，地域の活動へコーディネートしている。昨年までの
実績で，現在 5～6 名が登録され，月 1 度の定例会で曲決めを行い，月 2～3 回の活動に出向いている。音楽ボランティ
ア活動の課題は，ボランティア自身の専門性(楽器や歌)によってできることとできないことがはっきり分かれてしまい，
臨機応変に対応することができないことや，音楽経験しかない状況で音楽ボランティア活動を始めた方は，福祉やボラ
ンティアに関する知識が少ないことにあり，そうした点での課題解決は必要であるという。 
富山県 砺波市社会福祉協議会(庄川支所) 音楽療法ボランティア養成講座 
1994(平成 6)年～開催 参加者 20 名～30 名 受講料 テキスト代金実費 
平成 6 年に当時のコーディネーターが企画開催する。以降平成 20 年，23 年と現在までに 3 回開催している。平成 6 年は
講座日数 5 回シリーズ，平成 20 年は 3 回シリーズ，平成 23 年は 4 回シリーズで，受講者は各 20～30 名で，音楽療法士
の指導のもと実践に即した理論や実技を学ぶ。平成 6 年の受講者は，現在まで福祉施設での活動を継続しており，23 年
度受講者のうち 18 名がボランティアセンター登録として新たに活動を始めている。23 年度開催のきっかけは，平成 6
年の開催をきっかけに，音楽ボランティア活動が定着し，更に活動の場を広げることを目的に開催した。 
三重県 伊勢市社会福祉協議会 音楽ボランティア養成講座 
2007(平成 19)年～ 参加者 30 名程度 受講料無料 
平成 19 年と平成 23 年の 2 回開催している。音楽ボランティア活動のニーズが高まったことをきっかけに講座を企画し
た。講師は，岐阜県認定の音楽療法士が担当し，全 3 回シリーズで，高齢者，児童，障害者を対象とした音楽ボランテ
ィア活動に必要な知識を学ぶ。参加者は，福祉現場の職員やお世話係，保育士などすでにさまざまな活動に取り組んで
いる人が中心で，自分の活動の幅を広げることやスキルアップを期待して受講している。今のところ，受講後に活発な
音楽ボランティア活動につながるケースは把握していないが，今後は受講者を組織化して福祉施設からの依頼にこたえ
ていきたいという。 

京都府 綾部市社会福祉協議会 音楽療法ボランティア養成講座 
2011(平成 23)年～ 参加者 24 名 受講料 2000 円 
平成 17年にパーキンソン病についての症状や特徴に関する理解を深めるための講座で，音楽療法の存在を知った職員が，
昨年関係機関に音楽療法士がかかわることを知り，本講座企画に協力を要請し昨年度からの開催した。参加者は，民謡
や歌などですでにボランティア活動を経験している方などを含め 24 名参加した。昨年初めての開催以降，今年度 2 回目
の開催があり，アンケート結果などから更にグレードアップした内容の講座を希望する声が多いことで来年度の開催も
計画している。この養成講座をきっかけとして，新しく音楽ボランティアグループが発足し，すでに 2～3 回の活動をし
ている。その他，既存のボランティアグループについても，今までは一方的に演奏を披露するだけであった活動が，利
用者との交流を大切に参加型プログラムを取り入れるようになり，講座の成果が表れている。 
京都府京都市 ＮＰＯ法人音の風 音楽ボランティア養成講座 
2003(平成 15)年～開催 50 名～70 名 受講料 3000 円＋楽譜代金 
2003 年(平成 15)から 3 年連続で開催する。1 回目は文化庁の助成金を受け京都市社福祉ボランティアセンターとの共催
で開催，70 名の参加者は約半年間で 10 回の講座を受講した。2，3 回の開催でも 50 名以上の参加申し込みがあり，音楽
のボランティア活動への関心の高さがうかがえる。講師は，音楽療法士，作業療法士，福祉の専門家などボランティア
に必要な幅広い知識を得るためのプログラムが充実している。講座終了後には，多くの受講者がＮＰＯでの活動に参加
している。 
奈良県 奈良市社会福祉協議会 奈良市ミュージックメイト養成講座 
2000(平成 12)年～   
奈良市音楽療法ボランティアの養成が，(旧)厚生省の地域保健推進特別事業の補助対象となり養成講座が実施される。
奈良市内を中心に約 120 名が参加することになった。そこで認定された音楽療法ボランティアは地域における音楽療法
活動に取り組み，2010 年音楽療法ボランティアとしての活動は終了した。その後，4 月に新たに奈良市ミュージックメ
イト養成講座が開講した。ミュージックメイトとは，奈良市認定の音楽療法士のアシスタントとしてボランティアで音
楽活動をサポートする。平成 22 年に開催したミュージックメイトボランティア養成講座では 42 名が受講し，39 名がボ
ランティア登録をしてうち 36 名が実際の活動に参加している。平成 23 年度からミュージックメイトとは別に，一般を
対象とした音楽ボランティア講座を年 2 回開催しており，23 年度は参加者 2 回で 100 名を集めた。奈良市の音楽ボラン
ティア活動の関心の高さがうかがえる。 
大阪府寝屋川市 一般社団法人 日本音楽ヘルパー協会 音楽ヘルパー養成(3 級) 
2005(平成 17)年～  受講料 5000 円 
音楽ヘルパー養成は，①講座(基本講座と実践講座)②現場実習(高齢者施設，障害者施設)③レポート提出のカリキュラ
ムで構成している。この講座を修了するとヘルパー3 級が認定され，日本音楽ヘルパー協会に会員登録をして現場の活動
に参加する。活動は全て有償ボランティアで現在高齢者施設が十数件，障害者施設が 5～6 件あり月 1 回程度で定期的に
活動している。 
大阪府 狭山市社会福祉協議会ボランティアグループ連絡会  音楽ボランティア養成講座 
2009(平成 21)年～ 参加者 20 名～30 名 受講料 1000 円 
平成 21 年から毎年開催し，今年度で 4 回目となる。1 年目は 3 回講座を開講し参加者 22 名，2 年目は 5 回講座で参加者
30 名の実績となる。音楽療法の講義と実践プログラムを体験した。2 回目の講座後，まもなく音楽ボランティアグルー
プが誕生し，現在は毎月市内施設 2 カ所に訪問，その他各種イベントにも参加している。3 年目は趣向を変えて手遊びと
童謡をテーマに開催，今年度は歌体操の講座を開講している。 

出所：2012 年調査より筆者作成 

表 1-2 全国で開催される音楽ボランティア養成講座 
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３．全国のボランティア･市民活動中間支援機関の実態調査と分析 

 

3-1 調査の目的と概要 

 

 前項では，音楽ボランティア養成講座の開催を契機に，早くは 1994(平成 6)年から音楽

ボランティア活動が推進され始めたことが明らかになった。とは言え，実際に地域の中で

どのような形で音楽ボランティア活動が行われているかは追跡できていない。そこで，音

楽ボランティア活動の全国的な動向を知るために質問紙調査を行った。 

 

①調査の目的・方法 

 現在，音楽を通した社会貢献活動は全国的に展開されているが，その目的は医療や保健･

福祉の向上やまちづくりの活性化と推進，文化･芸術の振興など分野をまたいで多岐にわた

っている。こうした音楽を通した社会貢献活動の主たる担い手として重要な役割を果たし

ているのが音楽ボランティアである。 

本調査は，全国の音楽のボランティアコーディネート状況や全国における音楽ボランテ

ィア活動の動向を把握するとともに，事例研究の訪問先を選定するための基本的なデータ

の収集を目的としている。調査先については，ボランティア･市民活動団体を集約する組織

と考え，ボランティア活動の推進と活性化を図ることを目的に各都道府県に設置されてい

るボランティアセンターと，ＮＰＯや市民活動団体を支援することを目的に設置されたボ

ランティア・市民活動中間支援機関に対して行った。 

 

②調査の概要 

調査時期 2012(平成 24)年 4 月 

調査地域 全国 47 都道府県 

調査対象 ①全国都道府県に所在する都道府県社会福祉協議会 47 カ所 

    ②全国県庁所在地に所在する市町村社会福祉協議会 

(ボランティアセンター)47 カ所 

     ③全国都道府県に所在する市民活動支援機関 47 カ所 

     ※各都道府県×3 カ所 計 141 カ所 

調査方法 各機関宛の郵送による質問紙調査 

抽出方法 ・ボランティア活動を把握する機関として社会福祉協議会より抽出 

     ・市民活動団体を把握する機関として市民活動支援機関より抽出 

回 収 率 37％(53/141) 

主な内容 ・ボランティア・市民活動推進団体の音楽ボランティアコーディネート状況

を把握する。 

      ・全国の音楽ボランティア活動の状況を把握する。 
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表 1-3 音楽ボランティアの把握 表 1-4 音楽ボランティア活動の名称(複数回答可) 

③調査用紙の構成と内容 

 調査の内容は大きく 2 つの質問群に分かれる。第 1 の質問群は，各機関における音楽ボ

ランティア活動の状況把握とコーディネート状況を探るものであり，問 1～7，9 がそれに

該当する。第 2 の質問群は，具体的な活動団体を把握するものであり，問 8 がそれに該当

する。 

 

3-2 調査結果と分析 

 

 音楽によるボランティア活動の把握状況についての問いに対し，有効回答数 53 に対して

39 件で，73.6%の機関において音楽ボランティア活動を把握していることが分かった(表

1-3)。把握していない 24.5%の機関のほとんどが都道府県社会福祉協議会であり，理由と

して挙げられていたのが，地域のボランティア活動の把握は市町村社会福祉協議会が担当

しているためとしている。 

音楽によるボランティア活動の名称は，約半数の地域で，アの音楽ボランティアと呼ば

れていることが分かった(表 1-4)。続いて「イ．演奏ボランティア」が 37.7％で 4 割近く

になる。上位 2 つの名称については，音楽活動を明確に表しているものであり，名称から

も音楽のボランティア活動であることがわかる。ウ～オに関しては，音楽に特化した名称

ではなく，さまざまな芸能・芸術分野，更に文化全般に関する活動が含まれる名称となっ

ている。 

 有効回答数が 53 という数字からは，ア～オの数字には大きな差はなく全体に分散してい

る印象がある。つまり，音楽によるボランティア活動を表す音楽ボランティアという名称

については，まだ一般化されていないことが分かった。カ．その他の名称としては，匠ボ

ランティア，だんだんボランティア，演芸ボランティア，レクリエーション支援演奏ボラ

ンティア，慰問ボランティア，ミュージックヘルパー，演芸・技芸披露ボランティアなど

が挙がっていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

音楽ボランティアを把握する回答した 39 の機関のうち，音楽のボランティア活動を把握

   項目 数 ％ 

ア はい 39 73.6 

イ いいえ 13 24.5 

無回答 1 1.9 

 有効回答数(施設)  53  

項目 数 ％ 

ア 音楽ボランティ
ア 

27 50.9 

イ 演奏ボランティ
ア 

20 37.7 

ウ 芸能ボランティ
ア 

15 28.3 

エ 芸術ボランティ
ア 

7 13.2 

オ 文化ボランティ
ア 

5 9.4 

カ その他の名称 7 13.2 

有効回答施設数 
(複数回答総数) 

53 
(81) 
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表 1-5 音楽ボランティアを把握し始めた時期 表 1-6 把握する団体数 

表 1-8 音楽ボランティア活動参加希望相談件数 表 1-7 音楽ボランティア派遣依頼の相談件数 

時始めた時期は，オ．それ以前から(10 年以上前)が最も多く，19 件で 48.7％となった(表

1-5)。内容については，自由記述欄で，10 年以上前からプロ演奏家による慰問演奏が行わ

れており，音楽を通した社会貢献活動が広く認知されていることがわかった。音楽ボラン

ティアを把握する団体数は，20～29 団体を把握している機関が最も多く 9 件で 23.1%を占

めた。ほとんどの機関において，音楽ボランティア団体の登録を進め管理をしている(表

1-6)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中間支援機関への音楽ボランティア活動に関する相談は，主に福祉施設からのボランテ

ィア派遣依頼に関する内容や，音楽ボランティア自身が活動場所を探す場合が想定される。

本調査では，福祉施設からの音楽活動に対するニーズを把握することと，音楽ボランティ

ア希望者の相談件数を把握するために，音楽ボランティア派遣依頼の相談件数に関するこ

とと，音楽ボランティア活動参加に関することについて質問をした。前者の派遣依頼の相

談件数は月 1～2 件が 25.6％と最も多い。続いて，年 1～2 件，月 3～4 件が 15.5％となって

いる(表 1-7)。後者のボランティア活動参加希望数は月 1～2 件が 23.1％と多く，音楽ボラ

ンティア活動への希望者が継続的にあることが分かる(表 1-8)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

項目 数 ％ 

ア 1 年前 0 0 

イ 2～3 年前  1 2.6 

ウ 5 年前 6 15.4 

エ 10 年前 6 15.4 

オ  それ以前から 19 48.7 

カ 無回答 7 17.9 

有効回答数(施設) 39  

項目 数 ％ 

ア 10～19 6 15.4 

イ 20～29 
～29  

9 23.1 

ウ 30～39 3 7.7 

エ 40～49 1 2.6 

オ 50～59 1 2.6 

カ その他 1 2.6 

キ 無回答 18 46.0 

有効回答数(施設) 39  

項目 数 ％ 

年 1～2 件 3 7.7 
 

年 3～4 件 2 5.1 

年 5～6 件 2 5.1 

月 1～2 件 9 23.1 

月 4～6 件 2 5.1 

0 件 11 28.2 

無回答 10 25.6 

有効回答数(施設) 39  

項目 数 ％ 

年 1～2 件 6 15.4 

月 1～2 件 10 25.6 

月 3～4 件 6 15.4 

月 5～6 件 3 7.7 

月 15 件 1 2.6 

0 件 7 17.9 

無回答 6 15.4 

有効回答数(施設) 39  
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表 1-9音楽ボランティアの主な活動先(複数回答可) 

表 1-7 の音楽ボランティアの派遣依頼数 0 件が 17.9％，表 1-8 のボランティア参加希望

数 0件が 28.2％の数字については，全調査先のうち，都道府県の社会福祉協議会のもので，

実際の相談窓口が市町村社会福祉協議会につないでいるためとしている。自由記述欄の記

述 24 件中 23 件が福祉施設や医療機関などからの演奏者派遣の相談であった。主な記述と

しては，「クリスマス会，敬老会などのイベントで演奏してくれる方を捜して欲しい」，と

いったものである 24 件中 1 件は，朗読団体から「朗読とコラボできる演奏家を派遣して欲

しい」という相談であった。後者の活動参加に関する相談では，自由記述欄の記述 11 件中

9 件が「音楽を発表する場を紹介して欲しい」というこれから活動を始めたいというもの

で，2 件が「音楽ボランティアの活動先を広げたい」というように，すでに活動をしてい

てステップアップのための相談まで幅広い。 

 その他の相談として，音楽活動に関するＮＰＯ法人の設立や活動資金の調達方法などグ

ループ運営に関することや，音楽活動のグループ化やプログラム内容など実際の音楽活動

に関することなどが見られた。 

 

音楽ボランティアの主な活動先のうち，大多数を

高齢者施設が占める。有効回答数 39 件のうち 37 件

で 94.8％が高齢者施設での活動であった。続いて障

害者施設が 61.5％，児童福祉施設 48.7％という結果

となった(表 1-9)。 

音楽ボランティア活動に対する記述 10 件のうち，

ボランティア活動に対する肯定的な意見が 3，課題

提起が 4，情報提供が 3 であった。肯定的な意見と

しては，「派遣後お話をきくと好評だった」や「音楽

を通じて多くの人に思いを伝えたり，元気，勇気，笑顔などを与える活動はとても素晴ら

しい。(中略)もっと活動の場が広がるように中間支援組織の一員として努力したい」と「も

っと多くのボランティアに登録して欲しい」といった内容であった。課題提起としては，

「趣味の会が発表の場としてボランティア活動をされる場合，技術があまり低いとかえっ

て失礼と感じる場合がある」や「もう少し参加型にする場面があればよい」という音楽ボ

ランティア活動者の質や内容に関すること，「ボランティアの高齢化によって登録が減少し

ている」，「同じ施設からの依頼が多く平等性に欠ける」などのコーディネートにおける課

題についての意見，情報提供では，「複数の大学で，大学生が地域や施設等で音楽のボラン

ティア活動を行っていると聞いている」や「音楽ボランティアは公民館に登録している」

というような，音楽ボランティアを把握する他の機関についての情報などが見られた。 

 本調査では，ボランティア中間支援組織を対象に音楽ボランティア活動の状況把握を行

い，その結果，音楽を通したボランティア活動は，多くの機関で把握されていることが分

った。音楽ボランティアは福祉施設を主な活動先としていることからも，音楽ボランティ

ア活動が，福祉施設の課題解決に貢献していることは推察できる。 

次項では，本調査から抽出した事例のうち，積極的に音楽ボランティア活動を推進する

項目 数 ％ 

高齢者施設 37 94.8 

障害者施設 24 61.5 

児童福祉施設 19 48.7 

医療機関 5 12.8 

教育機関 6 15.3 

その他 12 30.7 

有効回答施設数 
(複数回答総数) 

39 
(103) 
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2 例について実態調査を行う。福祉現場における音楽ボランティア活動のニーズや，音楽

ボランティアコーディネートの状況，音楽ボランティアの推進体制を分析し，音楽ボラン

ティア活動の社会的意義を探る。 

 

 

４．全国の中間支援機関における音楽ボランティアコーディネートと音楽ボラ

ンティア活動 

  

前項で行った，全国のボランティア･市民活動中間支援機関を対象とした質問紙調査では，

全国的な音楽ボランティア活動の現状が明らかになった。本調査の結果から，特に先進的

な取り組みであることや，担当職員の音楽活動に対する熱意など総合的に判断して事例と

して取り上げ取材を行った。 

 次に取り上げる福井県社会福祉協議会の事例では，社会福祉協議会による音楽ボランテ

ィアコーディネートに関して約 10 年間の取組実績があり，登録から派遣に至るまでのコー

ディネート体制が構築されているところに注目した。 

 

4-1 福井県福井市社会福祉協議会「自治会型デイホーム事業」事例調査の概要 

事例調査先の選定については，前項の「全国のボランティア・市民活動中間支援機関を

対象とした質問紙調査」の回答内容のうち，把握する団体数や相談件数が多いものと自由

記述欄の内容が音楽ボランティア活動に関してより積極的なものから 1 か所，インターネ

ット検索から，音楽ボランティア活動を支援する事業を積極的に展開する地域のうち 1 か

所の計 2 か所とした。 

調査日程 

・福井県 福井市社会福祉協議会 2012(平成 24)年 8 月 1 日(水) 

・長野県 長野県県民文化会館  2012(平成 24)年 9 月 21 日(金) 

 

4-2 福井県福井市社会福祉協議会「自治会型デイホーム事業での音楽ボランティアコーデ

ィネートと音楽ボランティア活動」の事例 

 

①福井市社会福祉協議会の概要とボランティアコーディネート 

 福井市社会福祉協議会(以下福井市社協)は，1951(昭和 26)年

に創設され，1965(昭和 40)年に社会福祉法人として認可された。

主な業務内容は，高齢者・障害者・要援護者・失業者・低所得

世帯・子育て家庭への支援，ボランティア活動の推進，地域住

民による地域福祉活動の推進などで，地域福祉の向上にむけた

取り組みを進めている。 

福井市社協では，登録ボランティアグループの情報冊子「ボ

ランティアグループのしおり」2008 改定(図 1-1)を発行し，福
図 1-1 ボランティア情報紙（2008） 
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祉分野のみならず，環境や文化・芸術分野でなど幅広い分野のボランティアを，積極的に

コーディネートしている。冊子掲載団体は，2008(平成 20)年現在で 79 団体となっている。 

 質問紙調査では，音楽ボランティア活動団体数の把握が 29，総人数 584 名とし，調査の

中で最も多い数字であった。この 29 団体については，全てボランティア登録している団体

で，登録開始から 10 年で 29 団体まで増加したという。 

 

②自治会型デイホーム事業での音楽ボランティアコーディネート 

 福井市社協の高齢者の支援を目的とした事業は，自治会型デイホーム型事業，食事サー

ビス事業，介護者のつどい，要介護者家族の会「かたらい会」の 4 つの柱となっている。

地区社協を中心に，高齢者の生きがいづくりや介護予防，介護者のケアなど，地域に暮ら

す高齢者に関するさまざまな課題解決のための取り組みとなる。 

 この 4 つの柱のうち，積極的に音楽ボランティアをコーディネートしている事業，自治

会型デイホーム事業は 2000(平成 12)年から始まった。現在 49 カ所の公民館や集落センタ

ーで，65 歳以上の高齢者を対象として，健康づくり，仲間づくりを目的に，地区ごとに 1

回 2 時間，月 5 回程度実施されている。閉じこもりや寝たきり，認知症を予防するための

予防的福祉活動という位置づけで，主な内容は，転倒骨折予防体操，認知症予防メニュー，

健康情報の発信，レクリエーションゲーム，小物づくり，ティータイムなどを組み合わせ

てプログラムしている。 

 音楽ボランティア活動は，レクリエーションの時間に行なわれ，29 の音楽ボランティア

グループの中から，各地区の担当職員が参加者の要望や年間を通してのプログラムのバラ

ンスなどを考えて選定している。民謡や歌謡曲，オカリナのボランティアが多く，内容は

コンサート形式がほとんどである。最近では，一緒に楽しめる参加型のプログラムの要望

が高く，利用者からの要望を重視するボランティアの人気が高い。 

こうした，音楽ボランティアは現在 29 団体であるが，登録のきっかけは口コミによるも

のが多い。音楽サークルの練習場として，福井市社協のボランティアルームを使用される

ことがあり，職員が音楽ボランティアへの参加打診を行う。元々は趣味で始められた音楽

サークルであるが，職員からの声掛けをきっかけとして，音楽ボランティア活動に関心の

高いグループは音楽ボランティアとして登録をしている。自治会型デイホーム事業開始後

12 年で，ボランティア管理からコーディネートまでの体制が整ったとされている。 

音楽ボランティア登録の際には，福祉施設でのボランティア活動の目的を理解している

かどうか，また理解しようとする姿勢が見られるかは重要な点となる。そのため，単なる

音楽グループの発表の場として福祉の現場を利用しようとする団体は登録を断っている。

また，参加者から人気の低い音楽ボランティアグループには，必然的に活動依頼はなくな

るという。 

 

③自治会型デイホーム事業「豊地区デイホーム」明新ハンドベルクワイヤ音楽ボランティ

ア活動事例 

日時：2012(平成 24)年 8 月 1 日(水) 13 時 30 分～14 時 5 分(35 分) 
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参加者：利用者 20 名，地区世話役 5 名，音楽ボランティア 9 名 

 明新ハンドベルクワイヤは 2003(平成 15)年に結成，50～60代のメンバー9名(女性 8名，

男性 1 名)で構成され，メンバーの音楽歴は未経験者から経験者まで幅広い。 

今回の活動時間は 35 分間で，プログラム全 6 曲のうち，5 曲がコンサート形式，1 曲が

参加型活動で構成される。メンバーの役割分担として，9 名のうち 2 名は演奏と進行役を

兼ねており，(総合司会担当 1 名，参加型進行担当 1 名)。その他 7 名は演奏のみ行われる。

この豊地区デイホームでの活動は初めてだという。 

演奏曲は，見上げてごらん夜の星をなど，高

齢者に人気の高い曲を中心に選曲され，参加者

の多くは，演奏を聴きながら口ずさまれていた。

参加型プログラムでは，「きらきら星」を題材に，

参加者とともにハンドベルの合奏を行うという

もので，サポート役が指示した演奏のタイミン

グに合わせて，ハンドベルを振り，音を鳴らす。

参加者は，普段体験することが出来ない楽器の

演奏を十分に堪能すると同時に，音楽ボランテ

ィアと参加者との距離感が近づきコミュニケ

ーションが活発化していた。 

 自治会型デイホーム事業は地域に密着した定期的な活動であり，会場の雰囲気はアット

ホームで，地区世話役と利用者の良好な関係性が感じられた。レクリエーションの時間を

積極的に楽しもうとする姿勢がみられ，音楽ボランティアに対しての受け入れ態勢も良く，

大きな期待の中で明新ハンドベルクワイヤの演奏がスタートした(図 1-2)。 

  次項では，長野県文化振興事業団が運営する，長野県民文化会館の事例について示す

こととする。長野県民文化会館の事例では，行政の取り組みとして音楽ボランティア活動

を推進している点や，インターネットによる登録や派遣に至るコーディネート体制が構築

されている点で，他の地域にはない事例であることから，事例研究として取り上げている。 

 

 

4-3 長野県 長野県県民文化会館「音楽ボランティア支援事業の事例」 

 

①長野県文化会館の概要 

長野県文化会館は，長野県長野市に所在し，地域の文化芸術の振興を目的に 1983(昭和 58)

年に開館した。大ホールでは観客 2,173 席で 2 層のバルコニーを持ち，オペラやバレエ，

歌舞伎などのさまざまな講演が開催されている。その他，イベント内容や規模に合わせて

中ホール，小ホールも用意され，多様な要望に応えている。また，サークル活動の拠点と

する「創造・発表・参加する場」としても位置付けられ市民にとって身近な施設となって

いる。 

 こうした貸館業務のほか，会館主催の自主事業にも取り組まれ，ウィーン学友会館との

図 1-2 明倫ハンドベルクワイヤ活動の様子 

（2012/8 筆者撮影） 
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図 1-3  音楽ボランティア活動支援事業募集 

出所：公式 HP より転載http://www.n-bunka.jp 

volunteer/info/2017/9 

姉妹提携事業や長野県若手芸術支援事業，各種ワークショップの開催，音楽ボランティア

支援事業，「県文サポーター」としてボランティアのコーディネートも行われている。 

 運営母体は，財団法人長野県文化振興事業団で，県が設置する県立文化施設の運営管理

を目的に設立された組織で，現在長野県県民文化会館のほか，県内 2 カ所の文化会館の運

営も行っている。 

 

②音楽ボランティア活動支援事業 

長野県文化会館では，2003(平成 15)年に，音楽文化普及の一環として音楽ボランティアの

登録と派遣を開始した。長野県では，2009(平成 21)年 3 月に，「文化芸術振興指針」が策

定され，翌 2010(平成 22)年に，「音楽ボランティア活動支援事業」として県の事業となる。

事業実施要領によると，事業の目的を「演奏・発表の場を求める演奏家の活動を支援する

とともに，広く県民の音楽鑑賞の機会を確保し，もって本県音楽文化の向上を図ることと」

としている。音楽ボランティアは登録制で，主にインターネットで募集(図 1-3)をしてい

る。音楽ボランティアを希望する人は，ホームページから登録書をダウンロードして登録

する。 

 

登録した音楽グループは，ホームページにそのグループの詳細がメニュー表のような形

で掲載されている(図 1-4)。音楽のジャンルやメンバー構成や楽器の種類，活動可能な地

域や日時などを一目で確認することができ，更に詳しい内容が知りたい場合は，グループ

の「詳細を見る」というアイコンから個別の情報を得ることが出来る。2011(平成 23)年の

音楽ボランティア登録数は 65 団体で，コーラスグループ，ジャズバンド，オカリナ演奏，

民謡，大正琴など幅広い。 

音楽ボランティアの派遣希望者は，派遣希望の 2 か月前にその中から条件の合う希望の

グループを選び，派遣依頼書に記入の上，長野県文化会館にＦＡＸすると，会館担当者が

主に日程調整を中心としたコーディネートを進めるという流れになっている。主な依頼先

は，福祉施設で，その他にお茶のみサロン，地域のお祭り，小学校などもあるという。依

頼に際しての注意事項として，派遣先は県内の福祉施設・学校・病院・公民館などで開催

図 1-4 音楽ボランティアの紹介 

出所：公式 HP より転載http://www.n-bunka.jp/ 

volunteer/info/2017/9 
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される公共性のあるイベントとしており，営利活動など 

への派遣はしていない。   

音楽ボランティアの派遣実績は初年度 2006(平成 18)年が

31 回でその後 2008(平成 20)年には 53 回まで増加し，そして

2011(平成 23)年では 29 件という数字となった(表 1-10)。増

加の要因としては，担当者によると，事業開始当初は，新聞

をはじめとするメディアに取り上げられる機会が多かったこ

とを挙げており，メディアへの露出が減少すると同時に派遣

数も減る傾向にあったという。23 年度の派遣実績 29 件のう

ち，9 月の敬老週間が 5 件と 12 月のクリスマス会が 5 件と依

頼が集中している。その他の月については平均約 3 件派

遣されている。派遣先は 19 件が福祉施設で，その他学校

や地域のお祭りなどへの派遣となっていた。派遣依頼総数に対して約 9 割近くはコーディ

ネートできているという。 

 

③音楽ボランティア演奏会 

長野県県民文化会館中ホールで，年に 1 度，登録音楽ボラ

ンティアによる「音楽ボランティア演奏会」を開催している

(図 1-5)。会館の自主事業で，音楽ボランティアグループの

発表の機会の提供と，近隣地域の住民に対する芸術鑑賞の機

会の創出を目的に取り組まれている。 

音楽ボランティアの参加料は無料で，中ホールの使用に加

え，本格的な音響・照明の環境の下で日頃の活動の成果を披

露する。出演は申し込み制で，24 年度は登録 65 グループの

うち，アステラス，Duo メイ，カントゥータ，オリオンズ，

Wa・音の 5 グループであった。1 グループの出演時間は 30 分

で，各グループ 5 曲～8 曲程度を演奏されている。 

 会館は，新聞での周知に加え，演奏会広報チラシを 1 万部

作成し，関係機関での配架や近隣地区への回覧にて周知を図

っている。毎年，200 名～300 名の来場者があり，中には音楽ボランティア演奏会を楽しみ

にされている方もあるようで，地域に定着したイベントであることが分かる。 

 このように，音楽ボランティア演奏会が，地域住民に定着し，市民の憩いとなっている。 

長野県県民文化会館「音楽ボランティア支援事業の事例」では，音楽ボランティアを地域

に定着させたということからも，音楽ボランティアに加えて，中間支援組織の役割の大き

さがうかがえる。 

次項では，京都で，音楽ボランティア派遣事業に取り組む音楽系ＮＰＯ法人の事例

を取り上げる。ＮＰＯ法人音の風は，2003(平成 15)年に音楽を通した社会貢献を目的

に設立された。京都市東山区に主たる事務所を置き，主に京都市内の福祉現場で活動

年度 派遣数 

2006 年(平成 18) 31 

2007 年(平成 19) 41 

2008 年(平成 20) 53 

2009 年(平成 21) 45 

2010 年(平成 22) 22 

2011 年(平成 23) 29 

図 1-5 演奏会プログラム 

出所：長野県県民文化会館資料 2011 

表 1-10 音楽ボランティア派遣実績 

出所：ヒアリング内容から筆者作成 
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する団体で，筆者が代表を務める。音楽ボランティア派遣事業他，音楽を通して地域

住民との交流を図るプログラムに力を入れている。 

地域での 14 年間の活動実績があることから本研究にて事例として取り上げ，福祉現

場から依頼状況や，コーディネートについてなど運営面についても触れ，地域での活

動の状況を明らかにする。 

 

 

５．ＮＰＯ法人音の風 音楽ボランティア派遣事業の事例 

  

5-1 ＮＰＯ法人音の風団体概要 

 

ＮＰＯ法人音の風は，地域の音楽活動を推進することを目的に，2003 年(平成 15)

に設立した。2017(平成 29)年 4 月時点で会員数，正会員 120 名である。120 名中男女

比は，3.5：6.5 で女性が多い構成となっている。 

主な事業は，福祉現場で活動する音楽ボランティア派遣事業，アーティスト派遣事

業，ミュージックサロン事業，スマイルミュージックフェスティバル事業，京都市岡

崎いきいき市民活動センター指定管理事業である。 

音楽ボランティア派遣事業と，アーティスト派遣事業の主な派遣先は，高齢者施設

(特別養護老人ホーム，老人保健施設，老人デイサービス他)や障害者施設(就労支援Ｂ

型，障害者デイサービス他)のほか，地域のお祭りやイベントの派遣依頼に応えている。 

 

5-2 音楽ボランティア派遣事業とコーディネート体制 

 

 音楽ボランティア派遣事業は，福祉施設における余暇活動の支援の一環として実施

している。活動は，1 名～5 名が 1 つのチームを組み，進行役，伴奏役などの役割分担

をして行う。施設からの要望に応じて 30 分～60 分のプログラムを行う。 

2016(平成 28)年の活動実績は，定期的な活動は 11 カ所 134 回，単発的な活動は 45

回，派遣先内訳は高齢者施設 142 回，障害者施設 35，計 177 回であった。音楽ボラン

ティアの派遣延べ人数は，約 500 人である。 

28 年度実績では，音楽ボランティア活動のうち定期的な活動が年間 134 回，単発的

な活動が年間 45 回あった。施設から音楽ボランティア派遣依頼を受け，音楽ボランテ

ィアコーディネーターが，施設からの要望を受け，会員に依頼内容を告知し参加を募

る。参加募集は，依頼内容や要望により直接該当する会員に連絡をする場合と，毎月

発行する会報や，メーリングリスト，ＳＮＳで呼びかける場合がある。 

 依頼内容や会場の規模，参加者数により，1 人～5 場合によっては名以上で参加する

こともある。通常，3～4 名で活動する場合が多いが，定期的な活動の場合は，活動担

当者(音楽ボランティアリーダー)が会員に対して直接活動の参加を呼び掛けている。



36 

 

活動メンバーが決定すると，活動に向けてのプログラムの検討と練習を行い活動に向

かう(図 1-6)。 

 

 

図 1-6  活動派遣依頼から活動までの流れ 

出所：ＮＰＯ法人音の風事務局マニュアルより筆者作成 

  

音楽ボランティアリーダーは，コーディネーターから依頼内容を確認し，要望に沿

った内容の活動プランを立てる。主な役割の 1 つに，施設側との打ち合わせがある。

音楽愛好家であった音楽ボランティアが，直接施設との打ち合わせをすることで，福

祉施設側とのつながりが生まれたり，深まったりし，福祉施設からの要望を聞く中で，

福祉における課題に触れるなどしながら，関係性が作られていく。 

 

5-3 音楽ボランティア活動の意義と福祉施設における課題解決への貢献 

 

 音楽ボランティア活動は，音楽ボランティア養成講座を契機に全国的に広がりを見せて

いる。筆者により，2012(平成 24)年に京都市内の福祉施設を対象に行った質問紙調査26に

よると，音楽のプログラムを取り入れている 8 割近くの施設のうち，半数が音楽ボランテ

ィアによる活動であることがわかっている。福祉施設における音楽を活用したボランティ

ア活動は，福祉施設の余暇活動の充実という点と，音楽ボランティアの自己志向的動機に

基づいた社会貢献活動への機運の高まりの点から，互恵関係が築かれたことによって活発

化した。  

福祉施設での音楽ボランティア活動が広がる際の特徴の 1 つは，経営母体を共にする，

医療機関や福祉施設のグループ内の横への広がりが挙げられる。病院や福祉施設では，生

活の質の向上にむけて余暇活動の充実を目指すも，人員面など様々な状況から限界がある。

ゆえに，その音楽活動がひとたび評価されると，次々にグループ内へと口コミが広がって

いくのだ。現場のニーズとともに広がり続ける音楽活動は，福祉施設における課題の解決

に貢献しているといえる。 

                                                 
26 調査時期 平成 24 年７月 

調査地域 京都市内(北区･左京区･右京区･上京区･中京区･下京区･東山区･西京区･南区･伏見区･山科区

の全 11 行政区) 

調査対象 京都市内の福祉施設音楽活動担当職員 391 名(高齢者施設 301，障害者施設 90)  

調査方法 福祉施設宛の郵送による質問紙調査 

抽出方法 ･京都市情報館より京都市内福祉施設情報リストより 

回収率  33％(131/391) 
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派遣
依頼 

会員へ情
報発信 

コーディ
ネーター 

担当者
から他
の会員
へ募集 

担当者
決定 

当日の
プログ
ラムの
練習 

練
習 

活
動 
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 現在福祉施設では，利用者の生活の質の向上に向けて積極的に音楽ボランティアを活用

し，音楽活動を行っている。福祉施設における音楽ボランティア活用の意義は，普段音楽

に親しむ機会が少ない利用者に対して，音楽に親しむ機会を提供できることや，心身の健

康増進を目的とした専門的なプログラムを提供できることが挙げられる。一方，音楽ボラ

ンティア自身は，自分の興味･関心に基づく活動が，社会貢献につながることで充実感を得

ることができ，生活の活力につながっている。 

更に特筆すべき点として，音楽ボランティア活動をきっかけとして，福祉課題を身近な

問題として捉え，音楽活動以外でも福祉活動への主体的参加へとつながっている。  

 

 

６．音楽ボランティア活動がコミュニティに及ぼす影響 

 

6-1 地域における福祉コミュニティと課題 

  

 「福祉コミュニティ」という語は，岡村によって初めて示された。岡村は福祉コミュニ

ティを，「生活上の不利条件をもち，日常生活上の困難を現にも持ち，または持つおそれの

ある個人や家庭，さらにはこれらのひとびとの利益に同調し，代弁する個人や機関・団体

が共通の福祉関心を中心として特別なコミュニティ集団を形成する必然性をみとめること

ができよう」と定義し(岡村 1974，69 頁)，「これをいま「福祉コミュニティ」と呼ぶなら

ば，それは前述してきた「地域コミュニティ」の下位コミュニティとして存在し，両者の

あいだに密接な協力関係のあることが望ましい」として，福祉コミュニティを地域コミュ

ニティの構成員であると位置付けた。 

 岡村は，福祉コミュニティの構成員を以下の 3 点で説明している(図 1-7)。まず第 1 に，

サービス受給者である当事者(生活保護受給者，低所得階層，心身障害者，老人，児童，母

子家庭，保護観察中の個人や家族，精神障害者，アルコール中毒者，難病患者等々)のよう

な，福祉や医療のサービスを受ける対象者がこれにあたる。第 2 に，当事者の同調者や利

害を代弁する代弁者としている。続いて，第 3 は，当事者を対象として福祉サービスを提

供する機関・団体・施設となる。岡村が提示する福祉コミュニティの 3 種の構成員を基本

として，近年では地域の社会福祉協議会や地域住民による福祉ボランティアが次々に組織

化していることもあり，筆者は，第 4 として，福祉課題を共有する地域住民も含めて，福

祉コミュニティと位置付けた(図 1-7)。 

 地域住民による福祉関連の活動としては，民生児童委員27に代表される福祉活動がある。

これは，地域住民によるボランティア活動を基本とした取り組みで，高齢者や児童に関す

                                                 
27 民生委員制度は，大正 6 年に岡山県に設置された「済世顧問制度」と，大正７年に大阪府で始まった

「方面委員制度」が始まりとされている。民生委員は，厚生労働大臣から委嘱され，それぞれの地域に

おいて，常に住民の立場に立って相談に応じ，必要な援助を行い，社会福祉の増進に努める方々であり，

「児童委員」を兼ねている。 児童委員は，地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように，子ども

たちを見守り，子育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援等を行う(厚生労働省 HP)。 



38 

 

1：当事
者集団 

2：同調者，利
害代弁者 

3：福祉サービス提供者 

4：福祉関係地域住民 

(社協，民生児童委員他) 

地域コミュニティ 

る日常的な支援，在宅福祉，健康・保健医療など幅広い相談を実施している。また，地域

における社会福祉協議会の活動では，町内単位で社会福祉協議会委員を設置している地域

もあり，町内の独居老人等への見回り活動などを行っている。この社会福祉協議会委員は，

町内の総会等で立候補もしくは選出され，多くは 1～2 年の任期で交代する。  

 これら，民生児童委員や社会福祉協議会委員は，福祉コミュニティとの接点が少ない地

域住民が福祉コミュニティにかかわりを持つきっかけとなり，ここで生まれたつながりか

ら継続的な福祉活動へと展開することが期待されている。民生児童委員や社会福祉協議会

をはじめとする地道な活動が福祉コミュニティの広がりに貢献している。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他方で，福祉コミュニティにおける課題については，井上英晴が，「福祉当事者の集団を

検討してみよう。すると，そこでは“福祉コミュニティ”は当事者集団か，当事者と福祉

サービスの提供者(機関，団体，施設)との集団ということになる。「同病相憐れむ同憂相救

う」(『呉越春秋』)からすると，この集団は，セルフヘルプ(self‐help，自助，互助」と

呼ばれる地域福祉も当然推進されようし，コミュニティとしての凝集性は十分にあり得る。

(中略)「同病相憐れむ同憂相救う」も，悪くとれば，閉鎖的集団内での傷のなめ合いに終

わるという評価にもなろう」と指摘するように，当事者集団か，当事者と福祉サービスの

提供者(機関，団体，施設)との集団の団結力や協力し合う面を評価する一方で，社会的交

流の遮断が起こりやすい。福祉コミュニティの構築には，地域生活を営む上で住民相互の

交流や助け合いが必須であると同時に，福祉関係者以外の住民からの地域福祉に対する共

感者，理解者が必要なのである。 

 とはいえ，すべての人びとにとって地域福祉が身近な課題とは言えない。人びとは，自

身のけがや病気，または家族の介護などを通して初めて福祉を身近な問題として捉え始め

る。ある日突然，当事者集団に組み込まれることもあれば，生涯において福祉コミュニテ

ィとの接点がないというケースもあるだろう。 

 福祉コミュニティ 

図 1-7 福祉コミュニティの構成員 

出所：岡村(1974)を参考に筆者作成 
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 井上が示す「閉鎖的集団内」とは，図 1-7 のうち，当事者集団，同調者・利害関係者，

福祉サービス提供者であるが，社会的交流の遮断を解決するためには，その上位コミュニ

ティとなる地域コミュニティのうち，福祉コミュニティとの接点が少ないと思われる住民

との相互交流が求められている。 

  

6-2 音楽ボランティア活動が福祉コミュニティの活性化に貢献 

 

 音楽ボランティアは，自分の興味･関心に基づく経験や知識･技能などを生かして社会に

貢献する自己志向型の活動である。そのため，従来の福祉コミュニティに属する人びとと

は違う層へのアプローチを可能にした。音楽ボランティアの中には，地域にある福祉施設

の存在を知らない，あるいは，知っているが関わり合いをもったことがない人も多く，音

楽ボランティア活動を通して初めて福祉の現場に足を踏み入れるということも少なくない。 

 前述した福井市社会福祉協議会の事例では，584 名もの音楽ボランティアを把握してい

たほか，自治会型デイホーム事業での音楽ボランティアコーディネートで 49 か所もの活動

先に音楽ボランティアの派遣を行っている。また，音楽ボランティア派遣事業を展開する

ＮＰＯ法人音の風の 28 年度事業報告書によると，年間の派遣件数が，約 180 件で，延べ

500 名の音楽ボランティアが福祉施設での活動に参加した。音楽ボランティア派遣依頼の

増加に関して音の風の事務局員によると，福祉施設からの活動依頼をきっかけに，口コミ

で広がり，１つの活動がその後他の施設へと波及していくという。 

 福祉コミュニティにおける音楽ボランティア活動では，主に 2 つの点で福祉コミュニテ

ィの活性化に貢献していると言える。1 点目は，福祉コミュニティとの接点が少ない音楽

愛好家が，音楽ボランティア活動を通して福祉コミュニティとの協力関係を築いているこ

とである。これは，結果的に地域福祉への共感者，理解者の増加につながっている。2 点

目は，福祉コミュニティの団結力や凝集性から，一旦音楽ボランティアを良いものとして

受け入れると瞬く間に福祉コミュニティ内で共有される。そのため，音楽ボランティアへ

定期的に依頼が発生し，活動が継続的で，定例化，定着化しやすい。音楽ボランティアは，

福祉施設(3.福祉サービス提供者)での活動を通して，福祉コミュニティの「4.福祉関係地

域住民」に位置づき定着し，結果福祉コミュニティが活性化されるのである。 

 

 

７．まとめ  

 

既述のように，音楽ボランティアは，音楽ボランティア養成講座を契機に全国的な広が

りを見せた。以降，福祉分野からの音楽ボランティア活動は，介護予防や健康増進や余暇

活動の支援という形で，地域に定着する。音楽ボランティア活動の広がりは，福祉コミュ

ニティと音楽愛好家の連携を可能にした。 

音楽ボランティアの取り組みは，介護予防や健康増進，余暇活動の支援などの直接的課

題の解決に貢献するだけでなく，福祉コミュニティの活性化に貢献したと言える。 
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しかし，この状況は，音楽ボランティアが福祉コミュニティに吸収される形で達成して

おり，現段階では，福祉コミュニティが強化されたという状況であると分析する。 

岡村が指摘する，「地域コミュニティ」の下位概念としての「福祉コミュニティ」という

意味においては，地域コミュニティへの影響を示唆するものではあるが，福祉施設での活

動を展開する音楽ボランティア活動が，直接的に地域コミュニティの活性化に貢献したと

は言えない。 

厚生労働省の報告書で，「防災・防犯，教育・文化・スポーツ，就労，公共交通・まちづ

くり・建築など，幅広い視点から，従来の福祉の枠にとらわれない，総合的なコミュニテ

ィ施策が必要」28と指摘しているように，更なる分野横断的な取り組みの必要性とともに，

地域コミュニティをどのように再構築するかが問われている。 

 次章では，分野を超えて地域のさまざまな主体が連携して取り組むことで，地域コミュ

ニティの構築に貢献した音楽イベントの事例を検証する。 

  

  

                                                 
28 2008，厚生労働省「これからの地域福祉のあり方に関する研究会報告書」 
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第２章 

 

障害者を取り巻く多様なネットワークから地域コミュニティの構築へ 

―音楽イベント「スマイルミュージックフェスティバル」の事例から― 
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はじめに 

 

前章で述べたように，音楽ボランティアは，1990 年代に始まった音楽ボランティア養成

講座をきっかけに全国的な広がりを見せた。現在では，音楽ボランティア活動として地域

のさまざまな現場で定着している。音楽ボランティア活動の広がりは，福祉コミュニティ

と音楽愛好家の連携を可能にし，福祉コミュニティの活性化に貢献したと言える。 

そもそも，人びとが地域活動に参加する動機はどのようなものか。音楽活動など自己志

向性に基づく動機もあれば，地域社会への貢献に対する意欲や特定の課題への関心のほか，

人から頼まれて引き受けた場合などさまざまある。 

自己志向性に基づく動機については，「音楽」をキーワードに集まる音楽ボランティアが

挙げられるが，これは，ソーシャルネットワーク研究の中心的な概念である「ホモフィリ

ー」として解釈することが出来る。ホモフィリーとは，人びとは，似た者同士，同じよう

な属性を持った人とつながりやすいというもので，そのつながった相手から影響を受けや

すいと言われている(ニコラス・Ａ・クリスタキス 2010，28 頁)。 

他方，地域活動に参加する多くの場合，町内会のよびかけや知人などつながりから情報

を得て参加するケースであろう。ネットワークにおける影響の広がりについてニコラス・

Ａ・クリスタキスは「三次の影響のルール」を挙げ，「社会的ネットワークにおける影響の

広がりは，いわば「三次の影響のルール」に従うことがわかっている。私たちのあらゆる

言動は，さざ波を立てるようにネットワークを進んでいき，友人(一次)，友人の友人(二次)，

さらに友人の友人の友人(三次)にまで影響を及ぼすケースが多い(ニコラス・Ａ・クリスタ

キス 2010，43 頁)」と示している。 

つまり，障害者福祉問題が自身の関心事である場合，三次の隔たりのある友人関係にす

でに影響を及ぼしていることを示唆しており，地域住民が地域課題を共有することで，「さ

ざ波」が重層的に広がり，口コミが届く範囲の拡大へとつながるのである。 

 本章では，地域のさまざまな主体が連携して取り組む事例として，障害者福祉の推進を

目的とした，「スマイルミュージックフェスティバル」(以下，ＳＭＦ)について分析する。 

同フェスティバルは，2006(平成 18)年に始まり 2017(平成 29)年 3 月の開催で 10 回目を

終えた。毎回 300名以上の出演者や来場者が東山区総合庁舎に集い交流をする(図 2-1，2-2)。

筆者が主宰するＮＰＯ法人音の風をはじめ，地域機関で構成された実行委員会形式29での

運営で，多様な視点から障害者福祉の向上に取り組んでいる。実行委員会を母体として，

地域の教育機関との連携を行うなど，福祉分野の枠を超えた広がりを見せている。 

  

 

 

                                                 
29 実行委員会構成団体（ＮＰＯ法人音の風，社会福祉法人京都市東山区社会福祉協議会，京都市東部障

害者地域生活支援センターらくとう，京都市東山青少年活動センター，(協力東山区地域啓発推進協議会，

事務局は東山区役所地域力推進室)） 
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１．障害者福祉の課題解決に貢献する分野横断の取り組み 

 

1-1 スマイルミュージックフェスティバル開催の経緯 

 

①ＮＰＯ法人音の風の音楽ボランティア派遣事業を通して知る障害者福祉の課題 

 ＮＰＯ法人音の風が実施する音楽ボランティア派遣事業では，月に 14～15 件の音楽ボラ

ンティア派遣を行っている。派遣先内訳は全体の約 8 割が高齢者施設，2 割が障害者施設

である。音の風では，2006(平成 18)年のＳＭＦ開催以前から，障害者施設での活動に取り

組み，その中で施設側や当事者家族から，「音楽を発表する機会が欲しい」という声が多数

聞かれた。当時の障害者施設の多くは，音楽愛好家の職員が中心となって音楽を取り入れ

る以外，利用者の音楽活動は積極的に行われておらず，音楽の専門家である音の風に相談

が持ちかけられたものと思われる。 

 当時，福祉施設と音の風は，派遣依頼者と派遣組織という仕事上のつながりでしかなく，

課題解決のために組織同士が連携をするというような深い結びつきはなかった。しかし，

活動を進める中で，施設との関係性を深めることや，地域の課題に積極的に向き合ってい

けないかという思いがあった。 

 そのような中，施設側や当事者家族から，「音楽を発表する機会が欲しい」という声が多

数聞かれたことを契機に，福祉施設における課題の分析から始めることとなった。 

 

②障害者福祉施設における課題の抽出 

活動を通して聞かれる課題は主に 3 点に集約された。１つ目は，障害者施設の閉鎖性が

対象者理解への妨げになっているということ，2 つ目は，地域の障害者施設間のつながり

がなく，情報共有もないということ，3 つ目は，障害者の文化芸術活動への理解や支援が

少ないということであった。1，2 の課題に関しては，福祉分野の課題として共有されるも

のであるが，3 の課題に関しては，福祉分野と文化芸術分野の共通する課題である。そこ

で，音楽ＮＰＯの強みが生かし，3 つ目の課題解決に取り組みながら，1 や 2 の課題解決に

関連付くような方法を模索し始めた。 

図 2-2 東山区総合庁舎大会議室にて 

(2017/3 筆者撮影) 

 

図 2-1 知的障害者和太鼓グループ 

(2011/3 筆者撮影) 
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③スマイルミュージックフェスティバルが目指すもの 

 音楽を通して 1～3 の課題を解決するために，以下の 4 点を企画に盛り込んだ。まずは，

アーティストや音楽ボランティアを障害者施設に派遣し，障害者の音楽活動を支援すると

ともに音楽家である市民との交流を促進する。次に，施設での音楽活動の成果を合同で発

表する機会を作り，施設間のつながりを強化すること，続いて，フェスティバルには広く

市民の来場者を募り，障害者当事者と交流することで対象者理解へとつなげるということ

である。最後に，障害者福祉の向上に向けて，分野を超えた多様な視点が必要ということ

から，実行委員会形式での運営を提案した。 

企画段階でＳＭＦの目指す方向性が明確化され，音楽を通して障害がある方々の自己表

現の場を提供すること，障害がある方々の社会参加の促進をすること，地域団体との協働

を進めるとともにネットワーク作りにつなげ，誰もが安心して暮らせる地域社会・ノーマ

ライゼーションの実現を目指すことになった。 

 以上の内容を企画にまとめ，開催費用を確保するために助成金を申請したところ採択さ

れ，実施に向けての準備がスタートした。 

 

④実行委員会の設置 ―障害者福祉の向上にむけて集まる多様な主体― 

 運営母体として，スマイルミュージックフェスティバル実行委員会を設置した。構成団

体は，ＮＰＯ法人音の風，社会福祉法人京都市東山区社会福祉協議会，京都市東部障害者

地域生活支援センターらくとう 京都市東山青少年活動センターの 4 団体である。 

 実行委員選定の経緯は，ＮＰＯ法人音の風から東山区役所へ相談に行ったことに始まる。

音の風では，実行委員会形式での運営経験がなかったため，まずは東山区役所のまちづく

り推進課に相談を持ち掛けた。そこで提案されたのが，東山区社会福祉協議会との共催だ

った。音の風と社会福祉協議会とは，音楽ボランティア活動依頼時における窓口としてつ

ながる程度であり，連携や協働までの関わりはなかった。そのため，フェスティバルの実

行委員会としての運営に参画しようとする場合，社会福祉協議会の事業方針に照らし合わ

せ，ＳＭＦがその方針に合致するかどうかを検討しなければならない。そこで，実際の社

会福祉協議会の事業方針を確認すると，福祉推進に向けて「ＮＰＯとの連携」が掲げられ

ており，ＳＭＦ実行委員会を業務の一環として取り組める可能性があることが分かった。 

 改めて，東山区社会福祉協議会と音の風との協議を経てＢ，両組織が実行委員会の核と

なることで合意した。その後，東山区社会福祉協議会から，京都市東山青少年活動センタ

ーと，京都市東部障害者地域生活支援センターらくとうに実行委員会参画の意向が伝えら

れた。東山青少年活動センターは参画の意義を，「近年，地域と青少年がつながるような仕

組みづくりが活動センターとしても課題であった」としていた。一方のらくとうは，「地域

の社会資源を開拓していくことは重要な業務である。(中略)東山区においても，障害者の

余暇活動の場が少ないことは課題として感じていたので，よい取組だ」と述べ，実行委員

会への参画に意欲を見せていた(報告書 2006，4 頁)。 

 4 団体のうち，社会福祉法人京都市東山区社会福祉協議会，京都市東部障害者地域生活

支援センターらくとうの 2 団体は，福祉の向上を使命とし，ＮＰＯ法人音の風は，音楽に
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よる社会貢献，京都市東山青少年活動センターは青少年の健全育成を使命に掲げている。

福祉関係組織のみに偏ることなく多様な視点から，障害者福祉の課題解決を目指し，実行

委員会が設置された。 

 

1-2 障害者の文化活動における生活の質の向上と地域社会の環境整備  

 

 障害者福祉の向上については，障害がある方の生活の質を高めるための取り組みととも

に，地域社会の環境整備が求められる。障害者の生活の質の向上における余暇活動の充実

に関して岡村は，「文化・娯楽活動を単に「暇つぶし」とみるのではなく，障害者の精神生

活の自己表現として，それのもつ建設的，開発的意味に注目するならば，心身障害者の文

化・娯楽活動を軽視してはならない。心身障害者の文化・娯楽活動は，障害者自身の成長

や精神衛生のためばかりでなく，障害者コミュニティの自己表現である。それは，一般的

地域コミュニティの文化的関心を刺激し，心身障害者に対する理解を深める媒体としての

意味をもつものである」と述べているが，ＳＭＦは，まさに音楽における自己表現に加え

て，音楽を活用して障害がある対象者理解を促進しようとするものである。また，地域社

会の環境の整備では，施設や設備などのハード面の整備と，福祉コミュニティの広がりや

ネットワークの構築によって得られる人とひととのつながりなどのソフト面の充実が挙げ

られ，ＳＭＦでは，音楽を通して音楽に関心のある個人はもとより，多様な主体が連携し

て取り組むことでソフト面の充実が達成される。 

ＳＭＦでは，東山区における障害者に関するネットワーク構築の起爆剤にしたいとの思

いから，東山区社会福祉協議会が，区内の育成学級を設置する小中学校や総合支援学校，

区内障害者施設，その他区内在住の障害のある個人に対して広く出演募集案内を行った。 

 実行委員会としては，各組織がそれぞれの使命の達成や，組織の強みを生かして役割分

担を進めた。ＮＰＯ法人音の風は，障害者を対象とした音楽活動を得意とし，音楽イベン

トの運営に必要な人的資源のネットワークが充実している。主な人材としては，音楽療法

士，音楽講師，演奏家，音楽ボランティアの他，音響エンジニア等幅広い。出演者の当日

の発表にむけて，選曲から練習までを側面的にサポートする。 

 東山区社会福祉協議会と障害者支援センターらくとうは，障害者福祉の向上に向けたネ

ットワーク構築に向けて，福祉関係のみならず，区内教育機関や地域の自治連合会等への

ボランティアの依頼や，当日の出演者ケアには医師会への協力を仰ぐなどした。 

 東山青少年活動センターについては，青少年を対象とした演劇の取り組みを積極的に展

開している関係から，フェスティバル当日の舞台設営全般を担当した。会場は，区役所の

協力を得て，東山区総合庁舎 3 階の大会議室を使用することになっていたものの，体育館

のように広いフラットなスペースであるため，音楽イベント用に，設営しなければならな

い。そこで，演劇を通して東山青少年活動センターとの関わりあった，ＮＰＯ法人劇研に

依頼し(図 2-3，2-4)，設営全般に加えて当日は照明と舞台監督を担当した。    

 このように，ＳＭＦをきっかけとして，福祉関係者の他，地域の自治連合会，教育機関，

文化芸術団体等が同じ目標に向かって協力し取り組む体制が作られた。 
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1-3 事業の継続開催によって深まる地域コミュニティ 

 

①ＳＭＦ参加者の属性  

ＳＭＦ当日に関わる人びとは，1）出演者(福祉施設職員や家族出演者を含む)約 150 名，

2）運営スタッフ(実行委員会やボランティア等)約 60～70 名，3）．来場者(出演者関係者及

び一般来場者)約 100 名である。1）については，東山区内障害者施設からの参加を中心に

1 回目の開催では最多 12 組の出演で，以降 6～9 組に定着している(表 2-1)。 

 

 

 

出演グループ名 / 回数 1 回 2 回 3 回 4 回 5 回 6 回 7 回 8 回 9 回 10 回 

大照学園(福祉施設) 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

工房ソラ(福祉施設) 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

友克＆ヤス with powerful family(個人) 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

和太鼓いちばん星(個人) 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇    

めい榎の家合同(福祉施設) 〇 〇         

スターボーイズ(個人) 〇          

ひまわり会(東山区保健所) 〇          

ファブリーズ(支援センターらくとう) 〇          

長谷川修三(個人) 〇          

京北やまぐにの家(福祉施設) 〇          

よさこい踊り隊(手をつなぐ育成会) 〇          

Seeds of Reinnbo（福祉施設） 〇          

タイムワークサポートセンター(福祉施設)  〇 〇        

ふれあい会(中途障害グループ)   〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 
やましな学園ともだちの輪(障害者施
設) 

  〇 〇       

メレマカニ♪(中途障害サークル)    〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

なづな学園(福祉施設)    〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

かしの木学園(福祉施設)      〇 〇 〇 〇 〇 

ほっとヴォイス(福祉施設)       〇 〇 〇 〇 

図 2-3ＮＰＯ法人劇研フェスティバル前日の設営 

(2006/3 筆者撮影) 

 

図 2-4 風船にて装飾 

(2006/3 筆者撮影) 

 

表 2-1 SMF 第 1 回目からの出演グループ 

出所：スマイルミュージックフェスティバル実行委員会事務局資料から筆者作成 



47 

 

出演者は，1 組につき 2～3 名から多いところで 40 名以上まで，障害のある出演者と施

設職員もしくはご家族がサポートしながらパフォーマンスを行っている。出演者以外では，

2）運営スタッフとして，実行委員会各機関の担当職員 5～6 名と，音楽関係ボランティア

20～30 名，設営等ボランティア 10～20 名，音響その他設営に関する専門スタッフ 10 名が

前日の会場設営から当日の運営全般を担う。3）来場者は出演者の家族や関係者のほか，地

域住民など約 100 名が，出演者とともに音楽を楽しんでいる(図 2-5，2-6)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②一般地域住民に対する文化活動の成果の周知 

 ＳＭＦでは，音楽専門家と障害がある方々との協同によるグループ活動で，音楽専門家

は，障害者の自己表現を引き出すために必要な音楽的サポートを行い，成果発表を行う。

音楽活動の成果とは，一般的には音程やリズムを合わせることを前提とした反復練習で完

成度を高め，音程やリズムが合った状態を音楽的完成度が高いと評価されるものである。

しかし，音程やリズムを合わせることに重きを置くあまり障害者の自然な表現を阻害する

ことにもなりかねない。そこで，障害者のありのままの表現を引き出しながら，一般来場

者も共に楽しめるような工夫を行っている。 

 出演グループの１つ，工房ソラは，就労継続支援 B 型の施設で，陶芸，草木染，紙製品，

織物作品などの製造販売を行っており，施設での仕事の様子を歌詞にしたオリジナルソン

グ「仕事うた」が好評を博している。粘土をこねて陶器を作る様子や機織りの姿を，歌と

振り付けで表現し，曲間では作品の解説も行う。 

 このように，工房ソラの他，どの出演グループも毎年趣向を凝らした演目を準備してい

る。岡村は，障害者の文化・娯楽活動については，障害者当事者による能動的な活動につ

ながるサポートの必要性を次のように述べている。 

 

「文化・娯楽サービスを，単に受動的な慰安行事や障害者問題の本質から目をそらせる遊戯として

ではなく，障害者の自己表現としての科学，芸術，スポーツ，文化的活動，グループ活動を援助す

るサービスでなくてはならない。もちろんコミュニティ・ケアとしての文化・娯楽サービスのなか

には，気晴らし的余暇活動も一部行われるかも知れないが，それは少なくとも文化・娯楽サービス

の本質ではない。各地域には，障害者の自主的な文化活動グループの援助とグループ活動の場を設

図 2-5 30 名のパフォーマンス 

(2017/3 筆者撮影) 

 

図 2-6 会場の様子 

(2017/3 筆者撮影) 
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けること，そしてそれらの文化活動の成果を一般地域住民に知らせる機会を設けることが必要であ

る」 

 スマイルミュージックフェスティバル実行委員会では，文化活動の成果を地域住民に知

らせる機会の重要性を，「障害者のありのままを表現する姿を多くの来場者と共有し，交流

することで対象者の理解が深まる」としている。 岡村の指摘するような，気晴らし的余暇

活動のみならず，目標に向かって楽しみながら練習を積み重ねていくプロセスと，発表日

当日のたくさんの人びととの出会いと交流がＳＭＦの意義といえよう。 

 

③地域コミュニティの深まりを促進する継続開催の重要性 

第 1 回開催時のアンケート結果から，出演者関係者や福祉施設，一般来場者からも継続

開催を望む声が多く寄せられ，継続開催に向けて具体的な検討を始めた。1 回目の開催で

は，福祉医療機構からの助成金 198 万円を財源とし，多くの出演者を受け入れるとともに，

本格的な舞台設営や，チラシやポスター制作などの広報の充実が図られた。単発イベント

として，高額な助成金を活用する成果は十分にあったものの，継続開催を考えた場合には，

実行委員会が無理なく運営できる適度な規模の検討が必要となる。そこで，2 回目の開催

までに 1 年間の準備期間を置き，出演者や施設側の要望を踏まえて事業計画の練り直しを

行った。継続開催に向けた主な課題は，イベント運営費の確保と音楽サポートスタッフの

確保である。実行委員会が無理なく運営できる適度な規模の検討によって，2 回目以降の

開催では，出演者数を減らすことなど全体的な事業規模の縮小が決定した。 

そして，2006(平成 18)年第 1 回目の開催から，2 年 4 か月を経た 2009(平成 21)年 3 月に

第 2 回を開催し，その後第 10 回に至るまで年 1 回の継続開催が実現した(資料 1)。年度に

よって，助成金申請先は変わるものの，概ね 40 万円～50 万円の助成を受けて事業を実施

している。 

地域コミュニティの形成過程で最も重要と思われる点は，事業の継続開催である。ＳＭ

Ｆは，2006(平成 18)年から始まり，現在 11 年目を迎えている。第 1 回目から参加してい

るという出演者やスタッフも多く，参加者多くは顔見知りの関係で，ＳＭＦを通してゆる

やかなつながりを維持してきた。フェスティバル当日の当事者家族へのインタビューでは，

「無事，高校へ入学しました」や「成人式を迎えることが出来ました」などのコメントが

寄せられると，来場者からは温かい拍手で包まれるなど，出演者関係者問わず，同じ時を

過ごしながら成長を見守りあっている。こうしたことは，継続開催によって得られる結び

つきだと言える。 

このように，ＳＭＦでは，1 年に 1 度の開催に向けて多様な主体が連携し，ゆるやかな

つながりを継続している点では成果は見られる。しかし，来場者の多くは障害者福祉と音

楽に何らかの関心がある人びとの集いと言わざるを得ない。そこで，よりたくさんの人び

とにＳＭＦを周知し，障害がある方々との出会いの場を創出するために，地域イベントへ

の出前演奏「ＳＭＦ地域に飛び出せプロジェクト」を発足することになった。 

次項では，広く一般市民への周知と交流を目的とした「ＳＭＦ地域にとびだせプロジェ

クト」について説明する。 
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２．「ＳＭＦ地域にとびだせプロジェクト」で広がるコミュニティ 

 

2-1 地域の自治連合会や社会福祉協議会との連携により地域イベントに出演  

 

 ＳＭＦは，地域における障害者福祉の向上を目的に開催された。ＳＭＦが目指すものは，

音楽を通じて障害がある方々の自己表現の場を提供すること，障害がある方々の社会参加

の促進をすること，地域団体との協働を進めるとともにネットワーク作りにつなげ，誰も

が安心して暮らせる地域社会・ノーマライゼーションの実現を目指すことにある。第 1 回

目の開催では，多様な主体が連携をして運営を行い，12 組もの障害がある方々の自己表現

や社会参加の促進に貢献した。しかし，ノーマライゼーションの実現自体，単発的な取り

組みで解決できる問題ではなく，福祉コミュニティの強化に加えて，地域コミュニティ全

体へ開かれた啓発が必要である。 

岡村は福祉コミュニティを，「生活上の不利条件をもち，日常生活上の困難を現にも持ち，

または持つおそれのある個人や家庭，さらにはこれらの人びとの利益に同調し，代弁する

個人や機関・団体が共通の福祉関心を中心として特別なコミュニティ集団を形成する必然

性をみとめることができよう」と定義し(岡村 1974，69 頁)，加えて，「これをいま「福祉

コミュニティ」と呼ぶならば，それは前述してきた「地域コミュニティ」の下位コミュニ

ティとして存在し，両者のあいだに密接な協力関係のあることが望ましい」として，福祉

コミュニティを地域コミュニティの構成員であると位置付けている。 

その意味においては，年に 1 度のＳＭＦは，フェスティバル会場という閉ざされた空間

で，障害者福祉と音楽に何らかの関心がある人びとの集いと言わざるを得ない。そこで，

今後の継続開催に向けた具体的な検討を進める中で，よりたくさんの人びととの出会いの

場を創出するために，地域イベントへの出前演奏「ＳＭＦ地域に飛び出せプロジェクト」

を発足することになった。 

地域イベントとは，学区自治連合会が主催する夏祭りや福祉祭り，地域住民が集う行政

のイベントなどで，ステージプログラムの一環としてＳＭＦ地域に飛び出せプロジェクト

枠を確保し出演するというものである。調整は，東山区社会福祉協議会が担当し，年度の

初めに開催される，東山区 11 学区の自治連合会会長会議にてＳＭＦ地域に飛び出せプロジ

ェクトの出演枠の確保を依頼する。実際の出演については，イベント開催の準備が始まる

時期を見て再度確認の連絡を入れ，出演枠確保が決定した時点で，ＳＭＦ出演者に向けて

情報発信を行う。過去 10 年間の出演は表 2-2 で示す通りである。 
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表 2-2 地域に飛び出せプロジェクト開催概要 

2007(平成 19)年 

全 6 回 

6 月 3 日(日) 東山区民ふれあいひろば(主催：区民ふれあい広場実行委員会) 

8 月 4 日(土) 貞教学区夏祭り（主催：貞教自治連合会） 

9 月 29 日(土) 修道福祉まつり（主催：修道社会福祉協議会） 

10 月 21 日(日) 六原フェスタ（主催：六原自治連合会） 

11 月 8 日(水) 貞教ふれあい福祉まつり（主催：貞教学区社会福祉協議会） 

11 月 11 日(日) 駅伝ライブ（主催：集酉楽サカタニ） 

2008(平成 20)年 

全 6 回 

 6 月 1 日(日) 東山区民ふれあい広場(主催：区民ふれあい広場実行委員会) 

 7 月 26 日(土)貞教学区夏祭り（主催：貞教自治連合会） 

 9 月 1 日(月) 東山フェスタ（主催：東山青少年活動センター） 

10 月 19 日(日) 六原フェスタ（主催：六原自治連合会） 

11 月 18 日(火) 貞教福祉まつり（主催：貞教学区社会福祉協議会） 

11 月 9 日(土) 駅伝ライブ（主催：集酉楽サカタニ） 

2009(平成 21)年 

全 4 回 

 5 月 1 日(日) 東山区民ふれあい広場(主催：区民ふれあい広場実行委員会) 

 9 月 19 日(土) 東山フェスタ（主催：東山青少年活動センター） 

10 月 18 日(日) 六原フェスタ（主催：六原自治連合会） 

11 月 7 日(土) 貞教福祉まつり（主催：貞教学区社会福祉協議会） 

2010(平成 22)年 

全 2 回 

 5 月 30 日(日) 東山区民ふれあい広場(主催：区民ふれあい広場実行委員会) 

11 月 6 日(土) 貞教福祉まつり（主催：貞教学区社会福祉協議会） 

2011(平成 23)年 

全 2 回 

 5 月 30 日(日) 東山区民ふれあい広場(主催：区民ふれあい広場実行委員会) 

11 月 6 日(土) 貞教福祉まつり（主催：貞教学区社会福祉協議会） 

2012(平成 24)年 

全 2 回 

 5 月 27 日(日) 東山区民ふれあい広場(主催：区民ふれあい広場実行委員会) 

11 月 3 日(土) 貞教学区ふくしまつり(主催：貞教学区社会福祉協議会) 

2013(平成 25)年 

全 2 回 

 5 月 26 日(日) 東山区民ふれあい広場(主催：区民ふれあい広場実行委員会) 

11 月 2 日(土) 貞教学区ふくしまつり(主催：貞教学区社会福祉協議会) 

2014(平成 26)年 

全 2 回 

 5 月 25 日(日) 東山区民ふれあい広場(主催：区民ふれあい広場実行委員会) 

11 月 1 日(土) 貞教学区ふくしまつり(主催：貞教学区社会福祉協議会) 

2015(平成 27)年 

全 2 回 

 5 月 24 日(日) 東山区民ふれあい広場(主催：区民ふれあい広場実行委員会) 

11 月 7 日(土) 貞教学区ふくしまつり(主催：貞教学区社会福祉協議会) 

2016(平成 28)年 

全 2 回 

 5 月 29 日(日) 東山区民ふれあい広場(主催：区民ふれあい広場実行委員会) 

→雨天中止 

11 月 5 日(土) 貞教福祉まつり（主催：貞教自治連合会） 

  

 

 2007(平成 19)年は，東山区内 6 か所で開催した。東山区民ふれあい広場のステージプロ

グラムは，地元の幼児の和太鼓演奏や，地域の高齢者に向けた健康体操の発表，地元の大

学のダンスサークルの発表など 10 組程度が出演する。特に，幼児の演奏では，幼児の出演

を目当てに家族が総動員されにぎわいを生み出している。区民ふれあいひろばは，住民に

とっても年に 1 度の楽しみの場として位置づき，14,000 人の来場者数(平成 27 年実績)を

数える。これは，東山区の人口 38,108 人(平成 29 年 7 月現在)の 36％となる。    

 このイベントで，「スマイルミュージックフェスティバル地域に飛び出せプロジェクト」

という出演グループ名で，1 枠 20 分程度の時間でパフォーマンスを行う。その際，スマイ

ルミュージックフェスティバルの趣旨についても説明を行い，啓発に取り組んでいる。 

2010(平成 22)年から実施回数が減少した理由の 1 つは，まつりのイベント会場である東

山区の小学校が統廃合する時期と重なり，イベントの開催見通しがつきにくかったことが

影響する。東山区北部では，5 つの小学校と 2 つの中学校が統合し，2011(平成 23)年に開

睛小中一貫校が開校し， 東山区南部では，3 つの小学校と 1 つの中学校が統合し，2014(平

出所：スマイルミュージックフェスティバル実行委員会事務局資料から筆者作成 
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成 26)年に東山泉小中一貫校として開校した。この統廃合の動きにより，スマイル地域に

飛び出せプロジェクトの開催は，事前に開催が決定している 2 件のイベントのみの出演と

なり定着した。 

 

2-2 地域に飛び出せプロジェクト運営上の課題 

 

 地域に飛び出せプロジェクトは，当初年間 6 回実施していたが，現在，地域に飛び出せ

プロジェクトは年 2 回の開催で定着している。1 回は，東山区の地域住民を中心に多くの

来場者が集う「東山区民ふれあい広場」の出演，もう 1 回は貞教学区福祉祭の出演である。 

出演地域が固定化することは，地域に飛び出せプロジェクト出演者と地域住民との関係

性が深まる点で地域コミュニティへの波及が見込めるものの，限られた地域に限定した地

域コミュニティへの波及である。出来る限り複数の地域で実施することが望まれるが，費

用や人員の面からは限界があり，ある程度限定せざるを得ない状況があった。 

 ＳＭＦ実行委員会では，多くの市民に対して障害者福祉の課題を伝える方法について模

索していた。そこで，教育機関に協力を求め，地域の子どもを対象にしたプログラムを展

開できないか検討をすることになった。子どもを対象にすることで，保護者の関心も同時

に引き出すことが期待できるとして，教育機関との連携による新たな層へのアプローチが

スタートした。 

 

３．教育機関との連携による福祉教育と笑顔の絵の取り組み 

 

3-1 地域の親子を対象とした，障害者福祉への関心層拡大へ 

 

 ＳＭＦ福祉教育と笑顔の絵の取り組みは，フェスティバル開始から 3 年目の 2009(平成

21)年から始まった。障害者福祉への関心層を拡大するために，対象を東山区内在住の子ど

もに絞り教育機関との連携をスタートさせた。子どもに対する直接的な福祉教育を行うと

ともに，その保護者まで関心層を広げることが狙いである。 

 福祉教育の主担当は，東山区社会福祉協議会と障害者地域生活支援センターらくとうで，

プログラムの検討から運営を行う。主な内容は，福祉に関する一般的な講義や，車いす操

作等の実践，ＳＭＦ練習風景や本番の映像を解説を加えながら流すというものである。開

催実績は表 3-3 の通りとなる。 

 福祉教育を開催し始めた時期は，東山区内の小中学校の統廃合の動きと重なり，2013(平

成 25)年からの 3 年間は福祉教育の開催ができなかったが，その間，笑顔の絵は継続して

募集を行っている。その後，小中学校の統廃合が一段落ついた 2016(平成 28)年に，福祉教

育を再開した。東山区の公立小中学校は，北部は開睛小中一貫校，南部は東山泉小中一貫

校の 2 校となり，ＳＭ福祉教育と笑顔の絵の取り組みはその両校で開催し，結果的に東山

区全域の小学生にアプローチすることが可能となった。 
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開催年 福祉教育 笑顔の絵応募枚数 

2009(平成 21)年 京都市立東山小学校 190 

2010(平成 22)年 京都市立東山小学校 90 

2011(平成 23)年 京都市立東山小学校 3 年生 児童 27 名(図 7) 115 

2012(平成 24)年 京都市立一橋小学校 1.2 年生合同 児童 54 名(図 8) 210 

2013(平成 25)年 ×(※小学校統廃合により開催見合わせ) 157 

2014(平成 26)年 ×(※小学校統廃合により開催見合わせ) 258 

2015(平成 27)年 ×(※小学校統廃合により開催見合わせ) 241 

2016(平成 28)年 東山泉小学校１～5 年生，開晴館小学校 2 年生 433 

 

  

  

 笑顔の絵の取り組みが新聞に取り上げら

れたことで，小学生の保護者の笑顔の絵や

ＳＭＦへの関心は高まる(図 2-6)。更にＳ

ＭＦのチラシを児童に配布し，音楽イベン

ト当日の参加を促している。学校での制作

物が，学校外の区役所に展示されたり，音

楽イベントの舞台に掲示されたりすること

で，作品を介して保護者が地域とつながる

役割を果たしている。 

 

3-2 笑顔の絵の取り組みで増加する来場者 

 

笑顔のポスター展では，応募された全作品を，東山総合庁舎 1 階展示ホール(図 2-8)に

て 2～3 週間展示する。展示会場は，東山区総合庁舎 1 階の正面入り口を入るとすぐ目の前

にあり，来庁者にむけて注目が集まるように，ポスター展の看板を設置し入りやすく工夫

をしている。これらの工夫により，ＳＭＦや学校関係者以外にも，イベントの告知や障害

者福祉の啓発につながっている。この笑顔の絵の取り組みによって，それまでの来場者層

には見られなかった，家族連れが見られるようになった。笑顔の絵表彰式では対象である

25 組の家族の他，会場に展示された絵を見に来たという家族を合わせると 40～50 名の増

加となった。 

展示期間中は，作品応募者や保護者，一般来庁者が展示作品を鑑賞し，気に入った作品

については投票できるよう投票箱の設置をしている。優秀作品の各賞は，東山区長賞他，

各実行委員会から 1 作品ずつ賞を選定し(図 2-9)，ＮＰＯ法人音の風賞，東山区社会福祉

協議会賞，障害者地域生活支援センターらくとう賞，東山青少年活動センター賞として表

図 2-6 東山小学校福祉教育と笑顔の絵活動  

(出所：京都新聞朝刊 2011/2) 

(出所：スマイルミュージックフェスティバル実行委員会資料より筆者作成 

 

表 3-3 ＳＭＦ福祉教育と笑顔の絵開催実績 
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彰し，それ以外にも入選作品として 20 作品を選定する。各賞の受賞者への賞品として，Ｓ

ＭＦの趣旨に賛同し物品協賛として提供された商品と，出演施設の授産製品を贈呈してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フェスティバル当日には，笑顔の絵全作品をフェスティバル会場へ移動し，会場内に掲

示する。会場の壁面に掲示された笑顔の絵は，会場装飾の役割も果たしイベントを彩る(図

2-10，2-11)。子どもが描いた絵を目当てに来る家族連れが，絵の前で写真撮影をする姿が

多くみられ，笑顔の絵の作品や音楽を楽しまれていた。 

 優秀作品の表彰は，フェスティバル中盤に「笑顔の絵授賞式」という形で盛大に行われ

る。東山区長賞では区長が自らプレゼンターを務め，受賞者に賞状と賞品の贈呈を行って

いる。受賞した子どもは，インタビューに「また来年も描きたい」と感想を述べ，区長と

の記念撮影で満面の笑みを浮かべていた。 

学校の授業での制作物を，学校外での地域の福祉課題を目的とした音楽イベントの中で

紹介し，地域や地域の中の学校，子どもや保護者，地域の各機関がつながりあえるような

場づくりを行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 2-8 展示ホールにて笑顔のポスター展 

(2014/2 筆者撮影) 

 

図 2-9 笑顔の絵優秀作品 

(2014/2 筆者撮影) 

 

図 2-10 笑顔の絵掲示作業 

(2015/3 筆者撮影) 

 

図 2-11 笑顔の絵を背に歌う 

(2015/3 筆者撮影) 
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４．ＳＭＦに関わる多様な人びと 

 

① 障害がある出演者および家族 

 障害がある出演者および家族は，ＳＭＦをきっかけとして社会参加の機会が増え，交流

の幅も広がっている。出演に向けたワークショップを行うが，その際に，施設等を訪問し

共に音楽活動を行う音楽ボランティアとの出会いがある。音楽ボランティアは，フェステ

ィバル当日まで，1～5 名程度でチームを組み，月 1 回程度継続的に音楽サポートを行うた

め，練習を重ねるごとに関係が深まっていく。フェスティバルの出演という同じ目的に向

かって練習を積み重ねることは，障害の有無に関係なく，音楽仲間としての団結を生み出

している。 

 フェスティバル当日には，他の施設から来る多くの出演者同士が出会い交流をする。出

演者は，他の施設に通う人びとの再会や，互いの演目を楽しみにする様子が見られる。福

祉施設関係者他一般来場者を含めると，300 名以上が集い会場内は熱気にあふれている。 

 フェスティバルが終了すると，地域に飛び出せプロジェクトへの出演打診などを通して

つながりが継続していく。地域イベントへの出演が確定した場合は，音楽ボランティアの

派遣を行い，音楽練習から発表までをサポートする。地域イベントへの出演の場合は，地

域住民とのつながりが生まれ，地域住民が福祉の課題を知るきっかけにもなっている。 

 障害のある人びととの活動において，家族の協力は不可欠である。例えば，音楽練習を

行う会場への送迎を依頼する場合もあれば，家族が出演者の一人としてステージに上がる

ケースもある。インタビューでは，家族の立場から 1 年間の出来事や近況を報告する一幕

もあり，来場者はどこにでもある家族生活の話として身近に捉えていた。 

 

② ＳＭＦ実行委員会 

ＳＭＦでは，運営母体として「スマイルミュージックフェスティバル実行委員会」を設

置した。構成団体は，ＮＰＯ法人音の風，社会福祉法人京都市東山区社会福祉協議会，京

都市東部障害者地域生活支援センターらくとう，京都市東山青少年活動センターの 4 団体

である。前項で，ＳＭＦにおける実行委員会の各役割には振れているが，実行委員会各担

当者との出会いについても多様なつながりの 1 つといえる。実行委員会各組織では，組織

内での異動や退職に伴い，ＳＭＦ事業担当者は平均 2～3 年で交代となる。フェスティバル

当日は，担当者以外の職員も総動員で運営にあたるため，各組織の全職員がＳＭＦに関わ

ることになる。前担当者が，後に開催されるＳＭＦに来場者として参加することもあり，

ゆるやかなつながりが継続している。 

また，ＳＭＦ実行委員会には，オブザーバーとして東山区役所が参加している。笑顔の

ポスター展の会場管理や，フェスティバル当日の会場や備品の貸し出しに伴う調整役およ

び設営補助役として 2～3 名が関わる。 

 

③ 障害者施設の職員 

 ＳＭＦの出演に向けて施設に音楽ボランティアが訪問する。通常福祉施設は何らかの訪



55 

 

問目的がなければ入ることはできない。従って，音楽ボランティアは，家族や知人に福祉

対象者がいる場合を除いて，福祉施設を訪問する機会はなく，ＳＭＦのサポートで初めて

訪問するというケースも少なくない。 

福祉施設の音楽活動を担当する職員は，状況に応じて 1 名の場合もあれば複数の場合も

ある。ＳＭＦの場合，障害者当事者だけではなく施設職員も介助を兼ねて出演者となる場

合が多いため，音楽ボランティア，障害者出演者，職員が音楽仲間として一体となって練

習に取り組む。障害者一人ひとり，障害の特性や性格が違うことはもちろん，行動上の特

定のこだわりや，援助する上で配慮すべき点などがある。音楽ボランティアは，職員に指

示を仰いだり，当事者への説明を仲介してもらうことなど，常にコミュニケーションを取

りながら進めていくことになる。そのため，音楽ボランティアと担当職員との関係性が深

まりやすい。 

  

④ 地域の教育機関及び児童福祉施設等 

 区内の教育機関との連携は，公立小学校(開睛小中一貫校，東山泉小中一貫校)の 2 校の

児童を対象とした福祉教育と笑顔の絵の取り組みが中心で，その他の教育機関や保育所へ

は笑顔の絵の募集のみを行っている。教育機関や保育所としても，東山区で定期的に開催

されるＳＭＦへの関わりには前向きであり，毎年ＳＭＦに華やかな笑顔の絵が届く。 

 こうして，福祉教育や笑顔の絵の取り組みを通してゆるやかなつながりが継続する中で，

笑顔の絵を応募される保育園の園児と障害がある方とのコラボ演奏ができないだろうかと，

企画案が持ち上がった。園に相談を持ち掛けたところ，趣旨賛同のもと快く出演が決まり，

コラボ演奏が実現した。 

 このように，ゆるやかなつながりを継続させることで，新たな取り組みへの発展や，関

係性の深まりが可能となる。 

 

⑤ 企業からの物品協賛 

 ＳＭＦでは，株式会社カスタネットより楽器のカスタネットやクッキーの物品協賛を受

けている。きっかけは，京都市市民活動総合センターが企画する「企業とＮＰＯのパート

ナーシップサポート事業」で，企業＝株式会社カスタネットとＮＰＯ＝ＮＰＯ法人音の風

がパートナーとなったことに始まる。1 回目の開催では，カスタネット 1,000 個，クッキ

ー100 枚が寄贈された。 

 楽器のカスタネットは，当日の出演者や来場者に配布され会場参加型のコンサートとし

て活用された。クッキーは，来場者先着 100 名限定のプレゼント品となった。以降，現在

までクッキーの物品協賛が続いている。 

 また，同じ地域(東山区)に店を構える一澤信三郎帆布からは，笑顔の絵優秀作品への賞

品として鞄が協賛され，フェスティバル開始から 3 年目の 2009(平成 21)年から現在に至る

まで継続している。一澤信三郎帆布店頭にＳＭＦのチラシを配架されるなど，広報での協

力にもつながっている。 
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⑥ 地域の自治連合会関係者及び地域住民 

 自治連合会に対しては，地域に飛び出せプロジェクトで地域イベントへの出演を打診す

ることでつながる。地域イベントとは，学区自治連合会が主催する夏祭りや福祉祭り，地

域住民が集う行政のイベントなどを差し，ステージプログラムの１つとしてＳＭＦ地域に

飛び出せプロジェクトが出演する。調整は，東山区社会福祉協議会が担当し，年度の初め

に開催される，東山区 11 学区の自治連合会会長会議にて打診をする。 

 また，地域住民に対する情報発信の 1 つとして，フェスティバルのチラシや各種報告書

の全戸回覧がある。ＳＭＦの運営資金の一部は，東山区社会福祉協議会を窓口とする共同

募金から毎年割り当てられているため，地域住民に回覧される共同募金や東山区社会福祉

協議会発行の報告書に，ＳＭＦの様子が取り上げられている。地域住民の寄付金によって

運営をしている点では，区民にとってもより身近な取り組みとしてつながっている。 

 

５．まとめ ―ゆるやかなつながりの持続が地域コミュニティの構築に貢献― 

 

5-1 音楽イベント実施のプロセスにおける「ホモフィリー」によるつながりと，「三次の

影響のルール」による広がり  

 

① 音楽イベント実施のプロセスにおける「ホモフィリー」によるつながり 

 ＳＭＦの特徴は，「障害者福祉の推進」や「東山地域のまちづくり」という地域の課題解

決に「音楽」を活用している点である。ＳＭＦでは「音楽」を掲げることによって，今ま

で地域活動に参加する機会がなかった音楽愛好家が，関心を持ち積極的に活動に参加した。 

 音楽ボランティアと言っても音楽を演奏することに関心がある人，音楽を聴くことに関

心がある人，音楽イベントの企画・運営に関心がある人など多様であり，その多様さが多

くの音楽愛好家を取り込むことにつながっている。また，ＳＭＦに参加する障害者当事者

も音楽愛好家であり，音楽ボランティアとの交流が深まりやすい。支援する側とされる側

という関係ではなく「音楽仲間」という対等な立場で接することができることも，音楽の

有効性の１つといえる。 

 音楽に関心がある人びとによってＳＭＦは企画され，「音楽」をキーワードにつながった

人びとがＳＭＦに参加し，障害者福祉の課題に触れる。つながった相手から影響を受ける

と同時に今後は影響を与える存在になる。このような循環によって，福祉活動や地域活動

に参加する機会がなかった音楽の愛好家の積極的な参加につながった。 

 

② 三次の影響のルールによる広がり 

ネットワークにおける影響の広がりについては，ニコラス・Ａ・クリスタキスらの研究

によって「三次の影響のルール」として示されているが，地域住民が地域課題に関心を向

けることで，友人が友人へ，またその友人から友人へと重層的に広がっていくということ

がわかる。 

ＳＭＦの出演者や家族，スタッフや一般来場者総勢 300 名を超える。ＳＭＦの来場者は，
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地域からの一般来場者のほか，出演者の家族や友人などの知り合いも多数訪れる。その家

族や友人が知人を誘って来場するケースも多くつながりが広がり続けている。また，友人

に誘われてＳＭＦに参加したことをきっかけに音楽ボランティアとして参加するようにな

るなど，深いつながりに発展するケースも見られた。 

このように，障害者福祉問題が個人の関心事であったとしても，三次の隔たりのある友

人関係にすでに影響を及ぼしていることが確かめられた。 

 

5-2 ゆるやかなつながりの重要性 

 

既述のように，ＳＭＦを取り巻く多くの人びとは，ゆるやかなつながりを保持しながら，

10 年以上関わりを続けてきている。継続開催を目標に掲げているため，関係者各所に無理

が生じないような運営体制を構築した。そのためいつでも誰でも関わることができ，また

距離を置くこともできるというゆるやかなつながりが関わりやすさを生み出している。ゆ

るやかなつながりの形成によって福祉コミュニティの強化につながっているだけでなく，

その輪が地域コミュニティへ波及する様子が各所でみられた。 

 通常，あるミッションの達成のために情報を発信する場合，ミッションへの共感を伴っ

た密接で深いつながりを通じて広がることが多い。地域の安全安心に関心のある人びとは，

必然的に情報が集まりやすい傾向があるし，福祉ボランティア活動をしている人びとには，

それに関連する情報が行きかう。地域の中での困りごとは，その困りごとに関係する人び

とに情報伝達されるという当然の流れがある。しかし，この状況は，ミッションへの共感

を伴わない集団外の人への情報伝達には弱い面がある。そこで，スタンフォード大学の社

会学者マーク・グラノヴェッターは，「弱い絆」やちょっとした知り合いが，情報の伝達や

広がりに重要な影響を及ぼすことを指摘した。 

 「弱い絆こそ集団同士の橋渡しをすることが多く，それゆえ重要な役割を担っている」(ニ

コラス・Ａ・クリスタキス 2010，203 頁)として，調査研究を通して証明している。人間は，

今自分に必要な情報を得るために，大きなネットワークにあたる際，まず頼るのは弱い絆

となる。つまり，ゆるやかなつながりの重要性は，今自分に必要な情報を得るために重要

なネットワークとして位置付き，地域生活におけるセーフティーネットになりうるという

ことである。 

 現在地域では，地域コミュニティが希薄化し，地域活動の担い手不足や，大規模災害時

における互助・共助の重要性が叫ばれている。地域コミュニティの再生に向けては，強く

深いつながりを敬遠しがちな現代の人びとに対して，積極的な参加を促す取り組みが行わ

れがちだが，ゆるやかなつながりを創り出すことと，そのつながりを持続させることこそ

が，地域コミュニティの構築につながるのである。 

 まさに，ＳＭＦは，音楽を通してゆるやかなつながりを創り出すとともに事業を継続す

ることで，その輪を広げていることから，地域コミュニティの構築に貢献する事例といえ

る。 
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ＳＭＦでは，福祉コミュニティの強化のみならず，福祉課題が地域コミュニティへ波及

するさまざまな工夫があった。この取り組みの成果から，ＳＭＦが地域コミュニティの構

築に貢献するといえる一方で，そもそもＳＭＦ本来の目的は，障害者福祉の向上という点

にある。つまり，地域コミュニティの構築を目的とした取り組みではなく，現在までの 10

年間の取り組みを総括的に分析した結果として，地域コミュニティの構築に貢献したとい

う段階にとどまっている。 

ＳＭＦが，文化芸術を活用した社会課題の解決に貢献した事例とはいえ，このイベント

の達成すべき目的は障害者福祉の向上である点から考えると，本論文のテーマとなる，音

楽を活用した地域コミュニティの構築に貢献する事例研究の分析が課題となる。 

 次章では，全国の社会課題の解決に向けて取り組む音楽系ＮＰＯ法人のうち，地域コミ

ュニティの構築を目的に取り組む事例を分析し考察する。 
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資料 1 過去 10 年の開催実績 

 

●平成 18 年度          独立行政法人福祉医療機構助成金事業 

 

主催：≪スマイルミュージックフェスティバル実行委員会≫ 

(特定非営利活動法人音の風 社会福祉法人京都市東山区社会福祉協議会/東山

区ボランティアセンター 京都市東部障害者地域生活支援センターらくとう 

京都市東山青少年活動センター) 

◎平成 18 年 12 月 10 日第１回スマイルミュージックフェスティバル開催 

主に東山区の障害のある個人・団体 12 組が約半年をかけて，出演に向けて音楽

活動に取り組んだ。当日は東山区総合庁舎３階の大会議室が 300 名の人で盛り上

がり，出演者からも「是非次回も出演したい」との声があがり，また地域の福祉

関係者からも，継続を熱望する声が多く聞かれた。 

出演者 12 グループ（総勢 100 名）来場者 200 名 スタッフ 40 名 

 

 

●平成 19 年度             平成 19 年度 京・地域パイロット事業助成金受託事業 

 

主催：≪スマイルミュージックフェスティバル実行委員会≫ 

(特定非営利活動法人音の風 社会福祉法人京都市東山区社会福祉協議会/東山区ボランティアセンター 

京都市東部障害者地域生活支援センターらくとう 京都市東山青少年活動センター) 

◎地域に飛び出せプロジェクト 

6 月 3 日(日) 東山区民ふれあいひろば(主催：区民ふれあい広場実行委員会) 

8 月 4 日(土) 貞教学区夏祭り（主催：貞教自治連合会） 

9 月 29 日(土) 修道福祉まつり（主催：修道社会福祉協議会） 

10 月 21 日(日) 六原フェスタ（主催：六原自治連合会） 

11 月 8 日(水)  貞教ふれあい福祉まつり（主催：貞教学区社会福祉協議会） 

11 月 11 日(日) 駅伝ライブ（主催：集酉楽サカタニ） 

◎平成 20 年 3 月 16 日(日) 

スマイルミュージックフェスティバル みんなＤＥ交流会開催 

スマイル出演者間の交流を深めることを目的に開催。大照学園，工房ソラ多数参加され歌や演奏を楽し

んだ。 

 

 

●平成 20 年度             成 20 年度京都府地域力再生プロジェクト支援事業 

平成 20 年度地域の人権啓発活動支援事業 

主催：≪スマイルミュージックフェスティバル実行委員会≫ 

(特定非営利活動法人音の風 社会福祉法人京都市東山区社会福祉協議会/東

山区ボランティアセンター 京都市東部障害者地域生活支援センターらくと

う 京都市東山青少年活動センター 東山区地域啓発推進協議会(事務局東山

区役所)) 

◎地域に飛び出せプロジェクト 
6 月 1 日(土) 東山区民ふれあい広場(主催：区民ふれあい広場実行委員会) 

7 月 26 日(土 貞教学区夏祭り（主催：貞教自治連合会） 

9 月 1 日(月) 東山フェスタ（主催：東山青少年活動センター） 

10 月 19 日(日)六原フェスタ（主催：六原自治連合会） 

11 月 18 日(火)貞教福祉まつり（主催：貞教学区社会福祉協議会） 

11 月 9 日(土) 駅伝ライブ（主催：集酉楽サカタニ） 

◎平成 21 年 3 月 1 日(日) 第 2 回スマイルミュージックフェスティバル開催 

出演者 6 グループ（110 名）来場者 110 名 スタッフ 90 名 
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●平成 21 年度            平成 21 年度京都府地域力再生プロジェクト支援事業 

平成 21 年度地域の人権啓発活動支援事業  

主催：≪スマイルミュージックフェスティバル実行委員会≫ 

(特定非営利活動法人音の風 社会福祉法人京都市東山区社会福祉協議会/東山

区ボランティアセンター 京都市東部障害者地域生活支援センターらくとう 

京都市東山青少年活動センター 東山区地域啓発推進協議会(事務局東山区役

所)) 

◎地域に飛び出せプロジェクト 

5 月 1 日(土) 東山区民ふれあい広場(主催：区民ふれあい広場実行委員会) 

9 月 19 日(土) 東山フェスタ（主催：東山青少年活動センター） 

10 月 18 日(日) 六原フェスタ（主催：六原自治連合会） 

11 月 7 日(土) 貞教福祉まつり（主催：貞教学区社会福祉協議会） 

◎福祉教育と笑顔の絵 

平成 21 年 2 月 22 日(月)～3 月 5 日(金) 笑顔の絵ポスター展(応募 190 作品) 

◎平成 22 年３月７日(日) 第３回スマイルミュージックフェスティバル開催 

 出演者 7 グループ(総勢 110 名) 来場者 100 名 スタッフ 40 名  

 

●平成 22 年度         平成 22 年度京都府地域力再生プロジェクト支援事業 

平成 22 年度地域の人権啓発活動支援事業 

主催：≪スマイルミュージックフェスティバル実行委員会≫ 

(特定非営利活動法人音の風 社会福祉法人京都市東山区社会福祉協議会/東山区ボ

ランティアセンター 京都市東部障害者地域生活支援センターらくとう 京都市東

山青少年活動センター東山区地域啓発推進協議会(事務局東山区役所)) 

◎地域に飛び出せプロジェクト 

5 月 30 日(土)  東山区民ふれあい広場(主催：区民ふれあい広場実行委員会) 

11 月 6 日(土)  貞教福祉まつり（主催：貞教学区社会福祉協議会） 

◎福祉教育と笑顔の絵 

福祉教育：平成 23 年 2 月 8 日京都市立東山小学校 

笑顔の絵：23 年 2 月 21 日(月)～3月 4日(金) 笑顔の絵ポスター展(応募数 90作品) 

◎平成 23 年 3 月 6 日(日)第 4 回スマイルミュージックフェスティバル開催 

出演者 8 グループ（総勢 100 名）来場者 200 名 スタッフ 40 名 

 

  

●平成 23 年度            平成 23 年度京都府地域力再生プロジェクト支援事業 

平成 23 年度地域の人権啓発活動支援事業 

主催：≪スマイルミュージックフェスティバル実行委員会≫ 

(特定非営利活動法人音の風 社会福祉法人京都市東山区社会福祉協議会/東

山区ボランティアセンター 京都市東部障害者地域生活支援センターらくと

う 京都市東山青少年活動センター 

東山区地域啓発推進協議会(事務局東山区役所)) 

◎地域に飛び出せプロジェクト 

5 月 29 日(日)東山区民ふれあい広場(主催：区民ふれあい広場実行委員会)→雨

天中止 

11 月 5 日(土)貞教福祉まつり（主催：貞教自治連合会） 

◎福祉教育と笑顔の絵 

福祉教育： 平成 24 年 1 月 23 日(月)京都市立一橋小学校 

笑顔の絵：平成 24 年 2 月 20 日(月)～3 月 2 日(金) 笑顔の絵ポスター展(応募

数 210 作品) 

◎平成 24 年 3 月 4 日(日) 第 5 回スマイルミュージックフェスティバル開催 

出演者 7 グループ来場者，出演者，スタッフ総数 250 名 
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●平成 24 年度            平成 24 年度京都府地域力再生プロジェクト支援事業 

平成 24 年度地域の人権啓発活動支援事業 

主催：≪スマイルミュージックフェスティバル実行委員会≫ 

(特定非営利活動法人音の風 社会福祉法人京都市東山区社会福祉協議会/東

山区ボランティアセンター 京都市東部障害者地域生活支援センターらくと

う 

 京都市東山青少年活動センター 

東山区地域啓発推進協議会(事務局東山区役所)) 

◎地域に飛び出せプロジェクト 

5 月 27 日(日) 東山区民ふれあい広場(主催：区民ふれあい広場実行委員会) 

11 月  貞教学区ふくしまつり(主催：貞教学区社会福祉協議会) 

◎福祉教育と笑顔の絵 

福祉教育：小学校統廃合のため実施できず  

笑顔の絵：笑顔の絵ポスター展 展示期間の延長(2 週間から 3 週間へ) 

平成 25 年 2 月 12 日～3 月 1 日まで(応募数 210 作品) 

◎平成 25 年３月３日(日)第６回スマイルミュージックフェスティバル開催 

 

 

 

●平成 25 年度            平成 25 年度京都府地域力再生プロジェクト支援事業 

                      東山区まちづくり支援事業 

主催：≪スマイルミュージックフェスティバル実行委員会≫ 

(特定非営利活動法人音の風 社会福祉法人京都市東山区社会福祉協議会/

東山区ボランティアセンター 京都市東部障害者地域生活支援センターら

くとう 京都市東山青少年活動センター 

地域に飛び出せプロジェクト 

5 月 26 日(日) 東山区民ふれあい広場(主催：区民ふれあい広場実行委員会) 

11 月 2 日(土) 貞教学区ふくしまつり(主催：貞教学区社会福祉協議会) 

◎福祉教育と笑顔の絵 

笑顔の絵：笑顔の絵ポスター展 平成 26 年 2 月 10 日～2 月 28 日 

(応募数 157 作品) 

◎平成 26 年３月２日(日)第７回スマイルミュージックフェスティバル開催 

出演 9 チーム出演者 150 名，スタッフ 80 名，当日来場者 70 名 

 

 

 

●平成 26 年度            平成 26 年度京都府地域力再生プロジェクト支援事業 

                      東山区まちづくり支援事業 

主催：≪スマイルミュージックフェスティバル実行委員会≫ 

(特定非営利活動法人音の風 社会福祉法人京都市東山区社会福祉協議会/東山 

区ボランティアセンター 京都市東部障害者地域生活支援センターらくとう 

京都市東山青少年活動センター 

◎地域に飛び出せプロジェクト 

5 月 25 日(日) 東山区民ふれあい広場(主催：区民ふれあい広場実行委員会) 

11 月 1 日(土) 貞教学区ふくしまつり(主催：貞教学区社会福祉協議会) 

◎福祉教育と笑顔の絵 

笑顔の絵：笑顔の絵ポスター展 平成 27 年 2 月 9 日～2 月 27 日 

(応募数 258 作品) 

◎平成 27 年 3 月 1 日(日)第 8 回スマイルミュージックフェスティバル開催 

出演 10 チーム出演者 150 名，スタッフ 50 名，当日来場者 100 名 
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●平成 27 年度            平成 27 年度京都府地域力再生プロジェクト支援事業 

                      東山区まちづくり支援事業 

主催：≪スマイルミュージックフェスティバル実行委員会≫ 

(特定非営利活動法人音の風 社会福祉法人京都市東山区社会福祉協議会/東山 

区ボランティアセンター 京都市東部障害者地域生活支援センターらくとう 

京都市東山青少年活動センター 

◎地域に飛び出せプロジェクト 

5 月 24 日(日) 東山区民ふれあい広場(主催：区民ふれあい広場実行委員会) 

11 月 7 日(土) 貞教学区ふくしまつり(主催：貞教学区社会福祉協議会) 

◎福祉教育と笑顔の絵 

笑顔の絵：笑顔の絵ポスター展 平成 28 年 2 月 8 日～3 月 4 日 

(応募数 241 作品) 

 

◎平成 28 年 3 月 6 日(日)第 9 回スマイルミュージックフェスティバル開催 

出演 8 チーム出演者 150 名，スタッフ 50 名，当日来場者 100 名 

 

 

●平成 28 年度            平成 28 年度京都府地域力再生プロジェクト支援事業 

                      京都市人権啓発活動助成金 

主催：≪スマイルミュージックフェスティバル実行委員会≫ 

(特定非営利活動法人音の風 社会福祉法人京都市東山区社会福祉協議会/東山 

区ボランティアセンター 京都市東部障害者地域生活支援センターらくとう 

京都市東山青少年活動センター 

◎地域に飛び出せプロジェクト 

5 月 22 日(日) 東山区民ふれあい広場(主催：区民ふれあい広場実行委員会) 

 

◎福祉教育と笑顔の絵 

福祉教育：東山泉小学校 1～5 年生，開晴館小学校 2 年生 

笑顔の絵：笑顔の絵ポスター展 平成 29 年 2 月 13 日～3 月 3 日 

(応募数 433 作品) 

 

◎平成 29 年 3 月 5 日(日)第 9 回スマイルミュージックフェスティバル開催 

出演 8 チーム出演者 150 名，スタッフ 50 名，当日来場者 100 名 
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 第３章 

 

音楽系ＮＰＯ法人と地域コミュニティの構築 

―音楽イベントの継続と課題― 
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はじめに 

 

 第 1 章で述べたように，音楽ボランティアは音楽ボランティア養成講座をきっかけに，

全国的な広がりを見せた。以降，福祉分野からの音楽ボランティア活動に対する高いニー

ズは，介護予防や健康増進，余暇活動の支援という形で地域に定着していくことになる。

音楽ボランティア活動の広がりが，福祉コミュニティと音楽家の連携が可能にした。 

音楽ボランティアの活動は，音楽プログラムを駆使した介護予防や健康増進，余暇活動

の充実による生活の質の向上など，音楽を活用することで得られる直接的な効果が期待で

きるだけでなく，音楽を通した人とひととのつながりによる福祉コミュニティの全体の活

性化に貢献したと言える。 

しかし，第 2 章の事例で取り上げたスマイルミュージックフェスティバルの分析からも

わかるように，この状況はあくまでも音楽家が福祉コミュニティに吸収される形達成して

おり，福祉コミュニティ自体が強化されたことに過ぎない。現代では，「防災・防犯，教育・

文化・スポーツ，就労，公共交通・まちづくり・建築など，幅広い視点から，従来の福祉

の枠にとらわれない，総合的なコミュニティ施策が必要」30と指摘しているように，分野

横断的な取り組みの必要性とともに，地域コミュニティをどのように再構築するかが問わ

れている。 

音楽ボランティア活動の興隆によって，音楽が福祉分野における余暇活動の充実等の課

題の解決に貢献する中，地域コミュニティの構築に貢献する音楽活動は決して多いとは言

えない。 

そこで本章では，地域コミュニティの構築を目的に活動する音楽系ＮＰＯ法人に着目し，

音楽が分野横断的な取り組みや，地域コミュニティの構築の解決に貢献し得るのか，また

貢献しているとすればどのような方法で，どのような課題があるのかを分析し論考する。

分析に際しては，内閣府ＮＰＯ法人ポータルサイトから，ＮＰＯ法人の定款や事業報告書

の情報を基に類型化するとともにフィールド調査を行う。 

                                                                                                                                                                                                                                           

１．全国の音楽系ＮＰＯ法人 

 

1-1 音楽活動に取り組むＮＰＯ法人の推移と主な活動内容 

 

1998(平成 10)年に特定非営利活動推進法の成立以降，多くのボランティアや市民活動グ

ループがＮＰＯ法人格を取得した。1 年目に認証数 23 法人だったものが，2016(平成 28)

年現在では全国で 51,356 法人に増加している。31ＮＰＯ法人は 20 分野32に該当する活動を

                                                 
30 厚生労働省「これからの地域福祉のあり方に関する研究会報告書」2008 
31ＮＰＯ法人(特定非営利活動法人)とは 

ＮＰＯ法人を所轄する内閣府ホームページによると，ＮＰＯについて，「「NPO（NonProfit Organization）」

とは，様々な社会貢献活動を行い，団体の構成員に対し収益を分配することを目的としない団体の総称」

と説明している。日本では，ボランティア活動や市民による社会貢献活動の健全な発展を促進すること

を目的として，1998 年(平成 10)12 月，「特定非営利活動促進法」が施行された。これにより，社会貢献
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行い，このうち音楽活動に取り組むＮＰＯ法人は主に「第６号学術，文化，芸術又はスポ

ーツの振興を図る活動」や「第 1 号保健，医療又は福祉の増進を図る活動」の分野で活動

を展開している。 

図 3-1 は，ＮＰＯ法人の定款に記載された目的に「音楽」の文字が含まれる団体をカウ

ントした数の推移である。これは，ＮＰＯの活動に何らかの音楽活動を取り入れているこ

とを示すものであるが，音楽を活動理念の中心に据えたものから，活動の一部分に音楽活

動を取り入れるケースまで幅広く捉えている。何らかの音楽活動に取り組むＮＰＯ法人は，

1999(平成 10)年の 16 団体から，2015(平成 27)年には，871 団体に増加した。全ＮＰＯ総

数の 1.6％にあたる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 3-１音楽活動に取り組むＮＰＯ法人の推移 

 (出所：内閣府ＮＰＯポータルサイトよりデータ抽出のうえ筆者作成) 

 

活動内容は，郷土芸能や伝統芸能の振興を目的とした三味線や和太鼓の演奏グループ，

青少年の健全育成を目指したオーケストラのグループ，芸術活動に取り組む音楽家の支援

を目的としたグループ，オペラやクラシック音楽の振興を目的としたグループ，地域福祉

の向上を目的に音楽療法をはじめとする活動を行うグループなど枚挙にいとまがないが，

文化芸術の振興のみならず，地域課題と音楽が密接に関係していることがわかる。 

 

                                                                                                                                                  
の範囲を特定非営利活動として分野ごとに設定し，各分野における特定非営利活動法人が誕生すること

になった。当初特定非営利活動は 12 種類の分野でスタートしたが，2012 年(平成 24)４月，法改正に伴

って 20 種類の分野が掲げられている。 
32特定非営利活動とは，この 20 分野に該当する活動を指し，不特定かつ多数のものの利益に寄与するこ

とを目的としている。第 1 号保健，医療又は福祉の増進を図る活動，第 2 号社会教育の推進を図る活動，

第 3 号まちづくりの推進を図る活動，第 4 号観光の振興を図る活動，第 5 号農山漁村又は中山間地域の

振興を図る活動，第 6 号学術，文化，芸術又はスポーツの振興を図る活動，第 7 号環境の保全を図る活

動，第 8 号災害救援活動，第 9 号地域安全活動，第 10 号人権の擁護又は平和の推進を図る活動，第 11

号国際協力の活動，第 12 号男女共同参画社会の形成の推進を図る活動，第 13 号子どもの健全育成を図

る活動は，第 14 号情報化社会の発展を図る活動，第 15 号科学技術の振興を図る活動，第 17 号職業能力

開発又は雇用機会の拡充を支援する活動，第 18 号消費者の保護を図る活動，第 19 号前各号に掲げる活

動を行う団体の運営又は活動に関する連絡，助言又は援助の活動，第 20 号前各号に掲げる活動に準ずる

活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 
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1-2 音楽活動に取り組むＮＰＯの諸類型 

 

 このようにＮＰＯの音楽活動も多様であるが，これらすべてのＮＰＯを一様に音楽活動

団体や音楽ＮＰＯと位置付けることは難しい。そのため，本論文で扱う 838 のＮＰＯ法人

を類型化33した。 

音楽が分野横断的な取り組みや，地域コミュニティの構築などの地域課題の解決に貢献

した事例を探るために，類型の指標としてＮＰＯの 20 の活動分野を用い，団体の主たる活

動目的や課題解決の対象が，音楽なのかそれ以外なのかを１つの基準とする。 

まずは，ＮＰＯの主たる活動分野が音楽の振興を目的とする，「第 6 号学術，文化，芸

術又はスポーツの振興を図る活動」にあたるのか，それ以外の，第 1 号保健，医療又は福

祉の増進を図る活動，第 2 号社会教育の推進を図る活動，第 3 号まちづくりの推進を図る

活動などの分野か，またこのそれ以外の活動分野については，「音楽を活用した社会課題解

決」もしくは，「音楽はあくまでも副次的に活用」という視点に基づき，3 つの類型に分け

ることができる(表 3-134)。 

各類型の件数は，類型Ａ，音楽の振興を目指す団体は 393，類型Ｂ，音楽を活用した社

会課題の解決を目指す団体は 352，類型Ｃ，さまざまな社会課題に副次的に音楽を活用す

る団体が 163 となる。このうち，類型ＡおよびＢを音楽ＮＰＯ法人と位置付け，音楽系Ｎ

ＰＯ法人は，類型Ａの 393 団体と，類型Ｂの 352 団体から活動分野重複分の 40 件を差し引

き，705 団体とした。 

 本研究の対象となるのは類型 B-3 で，音楽を活用した社会課題の解決を目指す 352 団体

のうち，地域コミュニティの構築などの地域課題の解決に貢献した事例である。 

類型Ｂのうち一番件数が多いのは，B-1 音楽を活用して地域福祉に貢献する活動に取り

組む，ＮＰＯ法人日本障害者ピアノ指導者研究会や，ＮＰＯ法人童謡唱歌世界民謡を歌う

さくらの会など 94 団体，次いで，B-2 音楽療法で医療・福祉に貢献する団体で，ＮＰＯ法

人ほほえみ小樽音楽療法研究会，ＮＰＯ法人青森音楽療法研究会など 72 団体となる。これ

らは，地域における音楽ボランティア活動の定着から発展したものと思われる。47 都道府

県中 34 の地域に 1 団体以上登録があり，最も多い登録は東京都の 267 団体である。 

B-6 の震災復興に取り組む団体は 12 件で，1 件を除く 11 件が，東日本大震災をきっかけ

に 2011 年以降に設立された団体である。所在地も，宮城県 3 団体，福島県 3 団体，東京都

が 5 件となっている。トランペット奏者が立ち上げた，ＮＰＯ法人 Noby トランペット復興

プロジェクトや，被災地に楽器の寄贈やコンサートを行うＮＰＯ法人楽器で笑顔基金など，

現在も支援活動を継続している。 

 

                                                 
33 データ抽出先：内閣府ＮＰＯポータルサイト 

https://www.npo-homepage.go.jp/Portal/corpSearch!show2.action より検索，検索日時：平成 27 年 4

月 29 日(金)～5 月 11 日(月)抽出方法：定款に記載された目的に，「音楽」が含まれる団体を検索。検索

結果：838 件，調査資料：団体の定款，活動報告書，決算報告書，団体のオフィシャルサイト 
34 各類型におけるその他の項目の件数を割愛していることと，複数の課題解決に取り組むＮＰＯも多く，

分類で重複があるため総件数は全体の 838 件と一致しない。 
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  表 3-1 音楽活動に取り組むＮＰＯの類型化 

類型 下位累計(課題) 主な内容 件数 

Ａ： 

音楽の振興を目指す 

393 団体 

 

A-1 音楽芸術 音楽文化の発展，向上 315 

A-2 音楽教育 音楽の知識・技能向上，生涯学習 38 

A-3 著作権 著作権に関する啓発 4 

A-4 芸術振興 音楽以外の芸術を含む芸術の振興 36 

Ｂ： 

音楽を活用した社会課題

の解決を目指す 

352 団体 

 

 

 

 

 

B-1 地域福祉 高齢者・障害者・子どもの支援 94 

B-2 医療・福祉 医療・福祉分野における音楽療法 72 

B-3 地域社会 地域社会の課題全般を取り上げた 72 

B-4 まちづくり 地域振興 26 

B-5 青少年育成 青少年の健全育成を目的とした 14 

B-6 震災復興 主に東日本大震災の復興や支援 12 

B-7 国際交流・協力 文化交流，海外の国や人の支援 12 

B-8 環境 環境問題の改善 7 

B-9 世界平和 戦争のない平和な盛会を目指す 3 

その他  40 

Ｃ： 

さまざまな社会課題解決

に対して副次的に音楽を

活用 

163 団体 

 

 

 

 

C-1 地域福祉 高齢者・障害者・子どもの支援 44 

C-2 地域社会 地域社会の課題全般を取り上げた 38 

C-3 国際交流・協力 文化交流，海外の国や人の支援 25 

C-4 青少年育成 青少年の健全育成を目的とした 10 

C-5 環境 環境問題の改善 7 

C-6 医療・福祉 健康の向上 6 

C-7 まちづくり 地域振興 5 

その他  28 

  (出所：内閣府データを用いて筆者によって類型化し作成した) 

 

1-3 音楽の社会課題の解決に活用による文化芸術の振興 

 

 現在，全国では 705 団体もの音楽系ＮＰＯ法人が活動を行っている。前項で述べたよう

に，筆者による類型化の結果，音楽の振興を目指す音楽系ＮＰＯが 393 団体，音楽を活用

した社会課題の解決を目指す音楽系ＮＰＯ352 団体が抽出された。本来，「音楽」を取り扱

う目的は音楽の振興である。しかし全体の約半数にも上る音楽系ＮＰＯが，社会課題の解

決を目指していることは注目すべき点であろう。 

 社会課題解決を目指す音楽系ＮＰＯが増加した要因は 2 点考えられる。1 点は，ＮＰＯ

法の成立である。ＮＰＯ法の成立をきっかけとして，それまでの社会貢献団体やボランテ

ィアグループに加えて音楽活動団体が法人格を取得しやすくなったのだ。音楽の振興を目

的として活動する音楽団体であっても，法人設立要件である主たる活動分野の設定時には，

福祉やまちづくりといった活動分野と関連付けた活動の提案をするケースが増えた。 

もう 1 点は，従来の音楽の振興に対する閉塞感から新たな音楽振興の可能性を見出そう

とする動きである。音楽愛好家の掘り起しだけではなく，音楽愛好家を育成するために新

たな層へのアプローチの 1 つとして社会課題と関連付けた活動を提案するということであ

る。これは，音楽を社会課題の解決に活用することが，ひいては文化芸術の振興につなが
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るという考え方による。 

 また，序章でも述べたように，国の文化政策でも文化芸術を通した社会課題の解決に期

待を寄せている。2017（平成 29）年 6 月，「文化芸術振興基本法」の改正法案が国会で成

立し，法律の名称は「文化芸術基本法」に改められた。今回改正の特徴の 1 つに，文化芸

術を広く社会の中で活かしていくために，観光やまちづくり，国際交流，福祉，教育，産

業など幅広い分野と有機的につなげる必要性を強調したことが挙げられる。旧法では，文

化芸術の固有の価値や，大切さについて理念の表明にとどまっていたが，新法では，文化

芸術に関連する幅広い分野の各関係機関との連携による施策の推進が重要とされている。 

 今回，筆者によって類型化した「Ｂ．音楽を活用した社会課題の解決を目指す団体」の

活動は，今後益々の展開することが予想される。そのためにも本論で類型化し対象を限定

したことは意義深い。 

 

1-4 ＮＰＯ法人認証数と活動実態のかい離 

 

 内閣府のポータルサイトから抽出したデータを分析する過程で，活動休止中もしくは活

動実態がみえないケースが多数あることがわかった。ＮＰＯ法人は，解散手続きを取らな

い限りは活動継続とみなされるため，事実上休止状態であっても認証数としてカウントさ

れている。実際に事業報告や決算報告をみると，数年にわたり活動を行った形跡が見られ

ないケースもあった。 

研究対象である類型 B-3 の 72 法人についても同様に，活動休止中と思われるＮＰＯが多

数見られた。一部のＮＰＯを除き，未だＮＰＯの組織基盤は脆弱で，ミッションの達成以

前に組織の維持が難しいということがＮＰＯの課題であろう。 

本稿では，類型 B-3 を 72 法人とカウントしているが，あくまでも定款の目的に記載され

た使命を抽出し機械的に分類しているため，休止状態のＮＰＯも含まれている。事業報告

書や決算書からは読み取れない活動があるのかどうか，また休止状態であればなぜ休止状

態になっているのかなど，活動実態の追跡については今後の課題としたい。 

次項では，B-3 で抽出された 72 法人のうち，地域コミュニティの構築に貢献する事例に

ついて論考を進める。 
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２． 地域コミュニティの構築に貢献する音楽系ＮＰＯ法人の事例 

 

本章では音楽系ＮＰＯ法人に着目し，地域コミュニティの構築などの地域課題の解決に

貢献し得るのか，また貢献しているとすればどのような方法で，どのような課題があるの

かを事例を分析し論考する。 

事例分析に際しては，前章の表 1，B-3 地域社会の課題全般を取り上げた 72 法人のうち，

地域コミュニティの構築に取り組む 9 法人35については，事業報告書・決算書以外にホー

ムページ等の情報も分析し更に，調査対象を絞り込んだうえで，地域コミュニティの構築

に成果がみられる 2 件の事例についてフィールド調査を行った。 

 

2-1 地域音楽イベント「ほくさい音楽博」が人とひととをつなぐ―ＮＰＯ法人トッピング

イーストの事例（東京都）― 

  

①地域コミュニティの構築を目指すＮＰＯ法人トッピングイースト 

ＮＰＯ法人トッピングイースト(以下，トッピングイースト)は，2014(平成 26)年にＮＰ

Ｏ法人の認証を受け，現在設立 3 年目の団体である。代表者36は，アートプロデューサー

として現在までに数々の音楽イベントを手掛けている。トッピングイーストの活動分野は，

社会教育／まちづくり／観光／学術・文化・芸術・スポーツ／国際協力／子どもの健全育

成／情報化社会／経済活動の活性化／連絡・助言・援助と幅広い。 

定款に記載された目的37によると，市民参加型の音楽活動が，地域ネットワーク構築に

貢献できるとしている。活動拠点は，東東京エリアとして，主に隅田川周辺から東側の下

町と呼ばれるエリアである。このエリアの中で地域の特色を生かしながら，アートや音楽

をどう地域と結び付けるかをテーマに実験と実践を繰り返している。公式サイトでは，「演

奏に参加するもよし，運営に参加するもよし，最前線で活躍する音楽家・美術家らととも

に，これまでにない場を日々生み出している継続的なプログラムは，いつでもだれにでも

開かれています」として，音楽経験を問わず地域の人びとの参加を促している。 

  

                                                 
35 ＮＰＯ法人おとまち小江戸（埼玉県），ＮＰＯ法人みんなの夢音楽隊（埼玉県），ＮＰＯ法人芸術村あ

すなろ（神奈川県），ＮＰＯ法人国境なき楽団（東京都），ＮＰＯ法人アコースティックギターローカル

ネットワーク（東京都），ＮＰＯ法人トッピングイースト（東京都），ＮＰＯ法人ふるさと越後・温かい

音楽の会（新潟県），ＮＰＯ法人広島ジャンボリー・プロジェクト（広島県），ＮＰＯ法人グレイダー西

神音楽ネット（兵庫県） 
36 代表者プロフィール： 2001 年に音楽レーベル vinylsoyuz を設立。2006 年，国内最先端の音楽家に

よる即興バトルとインタビューを織り交ぜたドキュメンタリー『BOYCOTT RHYTHM MACHINE II VERSUS』

をプロデュース。以降，同コンセプトのライブイベントを国立科学博物館，後楽園ホールにて主催。近

年では，Open Reel Ensemble「回典」，蓮沼執太フィル「時が奏でる」「山下洋輔 x スガダイロー」等の

作品を制作しながら様々なアーティストと継続的な協業関係をつくっている。アートアクセスあだち 音

まち千住の縁・ディレクター（2012〜2013 年）。2016 年 3 月，シンポジウム「公共，音楽」主催他。 
37 この法人は，主に東京の東側エリアにおいて，地域住民に対し，音楽を用いて開かれた場作りを提供

していくことを目的とする。音楽に対してあらゆる形で市民が参加できる仕組みをつくり，それを実践

していくことで，地域ネットワークの生成に継続的に貢献する。地域行事との連携，地域施設の積極的

な活用もおこなっていく。  
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主な取り組みは，「和田永エレクトロニコス・ファンタスティコス！」という，古い電化

製品を使ったオリジナルな楽器によるオーケストラ演奏のプログラムや，「ほくさい音楽博」

という，葛飾北斎の生誕地でもある墨田区周辺地域の子ども達を中心に，響きの美しい世

界の楽器に触れ発表会を行っていく音楽プログラムの他，「東東京総舞台化計画 BLOOMING 

EAST」という，音楽家・地域住民・学生らが協同しながらリサーチ～実験～検証を行い，

「音の花」を咲かせていくプロジェクトなどがある。 

どの取り組みも東東京という地域の中で，地域に暮らす人びととの交流を意識した音楽

イベントである。  

 

②アーツカウンシル東京38との共催 

 ほくさい音楽博は，葛飾北斎生誕の地である墨田区周辺の子どもたちを対象に，世界各

国のさまざまな音楽や楽器に触れ，練習を重ね，自らがステージに立って演奏するとい音

楽プログラムである。2011(平成 23)年から始まり 5 回目の開催を終えた。 

 この事業は，3 回目の開催から，アーツカウンシル東京(公益財団法人東京都歴史文化財

団)との共催で開催することとなった。アーツカウンシル東京では，アートの力で地域も人

も育てていくことを目的に，まち・人・活動をつなぐアートプロジェクトとして「東京ア

ートポイント計画」事業を実施している。そこで，2009(平成 21)年以降，現在までに 32

件のプロジェクトをとの共催をしてきている。ほくさい音楽博もそのプロジェクトのうち

の 1 つである。東京アートポイント計画では，「まちなかにある様々な地域資源を結ぶアー

トプロジェクトをアーティストと市民が協働して実施・展開することで，継続的な活動を

可能にするプラットフォームを形成し，地域社会の担い手となる NPO を育成します」とし，

トッピングイーストの定款に示された会の目的とも合致し，協働が実現した。 

 

③ほくさい音楽博本祭への出演に向けたワークショップで市民に参加を促す 

 ほくさい音楽博は，毎年 2 月に開催される本祭と本祭に出演するために開催されるワー

クショップの 2 つのプログラムからなる。28 年度の開催では，3 つのワークショップを開

催した(表 3-2)。プログラム内容の魅力に加え 5 回目の開催で市民に定着してことや，参

加者による口コミや地域のイベントでの広報によって広がりを見せ，どのプログラムも定

                                                 
38 2006(平成 18)年 12 月，東京都において文化振興のための施策を総合的かつ効果的に推進するための

政策提言を行う知事の附属機関として「東京芸術文化評議会」を設置，2008(平成 20)年 4 月，東京から

の文化の創造発信を強化する取り組みとして，東京都と東京都歴史文化財団が芸術文化団体やアート NPO

等と協力して実施する「東京文化発信プロジェクト」を開始。その後，2012（平成 24）年 4 月，世界的

な文化都市東京の実現を目指し，東京芸術文化評議会からの提言も踏まえ「アーツカウンシル東京準備

機構」を設置した。同年 11 月 1 日 アーツカウンシル東京を設置。2015(平成 27)年 4 月，東京の芸術文

化施策の中核的役割を担う組織としての体制と機能強化を図るべく，「東京文化発信プロジェクト室」と

「アーツカウンシル東京」が事業を再編し，組織統合した。設立趣旨は，「アーツカウンシル東京は，芸

術団体や民間団体，NPO 等と協力し，東京における芸術文化創造のさらなる促進や東京の魅力向上を図り

ます。国際都市東京にふさわしい個性豊かな芸術文化創造や，創造性に満ちた潤いのある地域社会の構

築に貢献していきます。  

芸術文化の自主性と創造性を尊重しつつ，専門的かつ長期的な視点にたち，新たな芸術文化創造の仕組

み・環境を整えます」。 
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員に達しキャンセル待ちの状況であった。 

 子どもの参加型プログラムは，子どもを中心に家族全体を巻き込むことが期待できる。

更に今回のプログラムでは 5 回の練習を通して，音楽の習得に加えて講師や主催者スタッ

フとの関係性の深まりにも貢献している。 

 

表 3-2 ほくさい音楽博ワークショッププログラム 

内容 練習回数 定員 

プログラムＡ スティールパン 

「キラキラしたドラム缶の音！スティールパンを演奏しよう！」  

講師：Panorama steel orchestra 原田芳宏 

5 回 12 名 

プログラムＢ 義太夫 

「江戸時代にタイムスリップ義太夫で大声出しちゃおう！」  

講師：竹本京之介（太夫），鶴澤弥々(三味線) 

5 回 15 名 

プログラムＣ ウクレレ 

「ハワイが生んだ小さな弦楽器ウクレレを弾きながら歌おう！」  

講師：久保田カズ誠 

低学年，高学

年各 5 回 

低学年，高学

年各 15 名 

(出所：公式ＨＰよる情報を抽出して筆者作成 http://www.toppingeast.com/) 

 

④ほくさい音楽博本祭で，主催者の予想を超える来場者数 1700 人のにぎわい 

開催日時：2017(平成 29)年 2 月 19 日(日) 12：30～17：00 

会 場：回向院(東京都墨田区両国)(図 3-2)  

主催：東京都，アーツカウンシル東京，ＮＰＯ法人トッピングイースト 

協賛：東京東信用金庫，Ｊ：COM，すみだ・台東，国技館通り商店会，回向院， 

後援：墨田区教育委員会，一般社団法人墨田区観光協会，協力：陸奥部屋 

 

タイムテーブル： 

13：30～16：00 本堂 1F ウクレレ有志＆飛び入り参加発表会とウクレレ体験会 

13：00～17：00 本堂 2F 新聞記者体験，家紋作り，楽器作り，ノートづくり各種体験 

13：30～14：30 本堂和室 スティールパン体験会 

13：00～13：30 念仏堂 1F 義太夫発表会 

15：30～16：30 念仏堂 1F スティールパン発表会＆講師によるライブ 

16：00～16：30 念仏堂 1F ウクレレ発表会 

14：00～15：00 念仏堂 2F 作詞体験会 

16：30～17：00 念仏堂 2F 義太夫ライブ＆体験会 

13：30～14：00 回向院～両国駅広小路 サンバ楽器隊パレード 

15：00～15：30 回向院～両国駅広小路 サンバ楽器隊パレード 
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 本祭では，ワークショップ参加者だけでなく，当日の飛び入り参加も受け付けている。

当日の参加希望者はイベント開催前に配布される先着順の整理券を確保しプログラムに参

加する。イベント開催時間前にもかかわらず，飛び入りを希望する市民が 100 名近く列を

なした(図 3-3)。 

 3 つのワークショップの成果発表では，会場に入りきれないほどの来場者数となった。

出演者の家族や関係者以外にも，地域の高齢者の来場も目立ち演奏の様子を楽しまれてい

た。(図 3-4～3-6)スケジュールの合間には，手作り楽器などのワークショップブースが設

けられており(図 3-7)，ここでも長蛇の列ができるなど，どのプログラムも盛況であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 3-2 回向院入口 

(筆者撮影 2017/2/19) 

図 3-3 体験会の整理券配布に並ぶ市民 

(筆者撮影 2017/2/19) 

 

図 3-4 ワークショップＡ：スティールパン 

(筆者撮影 2017/2/19) 

 

図 3-5 ワークショップＢ：義太夫 

(筆者撮影 2017/2/19) 

 

図 3-6 ワークショップＣ：ウクレレ 

(筆者撮影 2017/2/19) 

 

図 3-7 手作り楽器ブース 

(筆者撮影 2017/2/19) 

 



73 

 

主催者によると，今回の来場者数は 1700 人という予想を超えたものだったという。事前

ワークショップ参加者総数は 60 名で，発表を見に来たという関係者，家族の数を大きく見

積もっても 250 名～300 名である。少なくとも 1,000 人以上の一般来場者があったという

ことがわかる。 

 今回の来場者数について，主催者の分析では後援の墨田区教育委員会の役割は大きかっ

たという。チラシを全校配布することができたことで，各家庭に情報が届きやすかったこ

とを挙げている。またチラシデザインにも工夫を凝らした。イベント内容が一目でわかる

ようなデザインを心掛けたという。確かに，たくさんある会場を図式化し，各会場で開催

されるもタイムテーブルとしてしっかりスペースを取り説明している(図 3-8)。教育機関

以外では，地域関係機関や企業，近隣の飲食店等でも配架するなど，全 15,000 部を配布し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また，他には，外的要因として，「すみだ北斎美術館」39のオープンを挙げていた。未術

缶との連携はもとより，墨田区で開催される葛飾北斎関連のイベントに注目が集まったこ

ともあるという。 

 

⑤地域イベントへの参加によって広がる人とひとの輪 

ほくさい音楽博では，年間を通していくつものプロジェクトが同時並行で動いている。

毎-年 2 月に開催されるほくさい音楽博本祭と，本祭出演に向けて半年間開催されるワーク

ショップが事業の柱であるが，それ以外に，地域イベント「両国にぎわい祭り」や自主事

業「ANAK
アナック

 ANAK
アナック

すみだがわ」への出演がプログラムされている。更に，ほくさい音楽博にむ

けたプレトークイベント「この街の音楽の未来を語ろう」の開催など，多くの人びとを巻

き込む仕掛けが充実している。このような年間を通して開催されるミニイベントの開催に

よって，ほくさい音楽博が地域に浸透していく。 

                                                 
39 2016(平成 28)年開館。すみだ北斎美術館は，北斎生誕の地といわれている墨田区で，この郷土の偉大

な芸術家を区民の誇りとして永く顕彰するとともに，観光や産業などの地域活性化の拠点ともなる施設

を目指し開所した。 

図 3-8 ほくさい音楽博 本祭ちらし 

(ＮＰＯ法人トッピングイースト事務局作成 2017 年) 



74 

 

❶両国にぎわい祭りへの出張－地域各種団体との連携― 

両国にぎわい祭りは，東京都墨田区両国の街の活性化と PR を目的に，地元両国の商店

会・町会や企業が実行委員会(両国にぎわいづくり実行委員会)を結成し，事務局は江戸東

京博物館内 管理課事業推進，墨田区は後援している。両国国技館会場では相撲体験や，

力士によるちゃんこ鍋屋台も出店するなど，地域ならではのイベントとして 15 回の開催を

終えた。 

開催日時：2016(平成 28)年 4 月 30 日(土)～5 月 1 日(日)10：30～16：00 

会 場：回向院本堂前テントスペース(東京都墨田区両国)    

「すみだの廃材で手作り楽器をつくろう」ほくさい音楽博 in 両国にぎわい祭り 

タイムテーブル 

10：00 手作り楽器ワークショップ 

12：00 演奏家とセッションタイム 

14：00 みんなで発表タイム 

出演アーティスト 

タブラ奏者：池田絢子/ヴァイオリン：権藤英美里/パーカッション：OTO 

ギター：高田雄二/アコーディオン：礒辺綾子 

 

 ❷：自主事業「ANAK
アナック

 ANAK
アナック

すみだがわ」－地域の神社との連携― 

 「ANAK ANAK すみだがわ」では，子どもガムラン隊を発足し，練習を経て墨田区の小学

校にて演舞を行うというプログラムである。講師は，富岡八幡宮40で毎年奉納演奏をして

いる鳥居誠氏を迎え，練習は墨田区の摂社若宮牛島神社で行う。 

練習日時：2016(平成 28)年 10 月 23 日(日)～11 月 19 日(土)全 5 回 

ガムラン演奏：定員 15 名 

獅子舞踊：定員 3 名 

練習会場：摂社若宮牛島神社 

発 表 日：2016(平成 28)年 11 月 20 日(日) 

発表会場：墨田区立二葉小学校 

 

 このように，ほくさい音楽博本祭だけではなく年間を通してミニイベントを適度な間隔

で実施し，情報発信を通して地域住民に印象付けられ，ほくさい音楽博が地域に定着して

いった。 

 

 ❸自主事業：ほくさい音楽博プレトークイベント―この街の音楽の未来を語ろう― 

  このトークイベントは，ほくさい音楽博が地域のより多くの人びとに知ってもらいた

いと企画された。 

開催日時：2017(平成)29 年 2 月 21 日(土)15：00～17：00 

                                                 
40 墨田区の南に位置する江東区富岡に所在する。 



75 

 

会場：すみだ北斎美術館 

登壇者：竹本京之介(義太夫)，鶴澤弥々(三味線)，原田芳宏(スティールパン) 

 久保田カズ誠(ウクレレ) 

 上野喜浩(墨田区文化振興財団音楽事業課音楽事業係長) 

 相澤佐和子(墨田区外出児童館館長) 

 清宮陵一(ＮＰＯ法人トッピングイースト理事長) 

ファシリテーター：臼井隆志(ワークショッププランナー) 

 

 この３つのミニイベントに共通するのは，美術館，商店街，地域の自治体，神社等地域

の幅広い団体との連携により開催している点である。ほくさい音楽博本祭と本祭出演のた

めのワークショップ以外の，こうしたミニイベントの開催によって，人のつながりの輪が

広がっている。 

 

⑥企画・運営ボランティアコーディネートによる市民の主体的参加の促進 

 ほくさい音楽博に関わるスタッフは，総勢 80 名，そのほとんどがボランティアスタッフ

としてイベントを支える市民である。トッピングイーストでは，イベントを支えるボラン

ティアのコーディネートに力を入れている。 

 募集内容は，1，広報協力スタッフとしてチラシの配布やポスターの掲示など広報活動を

行うスタッフとして募集し，「お友達やご近所のお知り合いにチラシを配る」，「行きつけの

店やスーパー，マンションの掲示板などの配布協力」と，誰でもできそうなことから関わ

っていけるように工夫していた。続いて， 2，着付けスタッフとして当日の子供たちの義

太夫の着付けをするボランティアの募集である。これについては着付け未経験者も受け入

れており，ボランティア対象とした着付けのレッスンを行っている。 

以下，募集概要はオフィシャルサイトから引用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 最後に，3，ほくさい音楽博当日スタッフの募集では，設営，受付，会場案内，パンフレ

ット配布，誘導等のボランティアとなる。当日だけではなく，練習の見学や事前打ち合わ

せなども提案し，人とひととのつながりを意識しながら広がりを見据えたボランティアコ

ーディネートに努めている。 

【募集概要】 

義太夫の着付けは男用です。腰で帯（貝の口）を締める着付けをご指導いたします。こ

れで夏に浴衣も着付けられるようになります。 

講習日時：2017 年 1 月 22 日（日）、2 月 12 日（日）各日 15：00～ 

場所：トッピングイースト 

条件：上記講習日及び「ほくさい音楽博」当日（2017 年 2 月 19 日（日））にお越しい

ただける方 

持ち物：特になし 

定員：4 人 
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 ほくさい音楽博の打ち上げには総勢 80 名が参加するという。また，それ以外にも，イベ

ントの振り返りの会をはじめ，クリスマス会やバーベキュー大会などのレクリエーション

も提案し，人とひととのつながりが途切れないような工夫をしていた。主催者によると，

「地域でのネットワークづくりは非常に重要。このネットワークは災害時に生かされるこ

とはもちろんそれ以外でも大切。日ごろから顔見知りになっておくことが必要で，それに

音楽が貢献している」と述べている。 

 

2-2 地域のさまざまな機関や地域団体，地域住民との連携による地域コミュニティ構築へ

の貢献 

 

トッピングイーストは，地域の特色を生かしながらアートや音楽をどう地域と結び付け

るかをテーマに実践を繰り返している。数多くの活動に共通している思いは，「いつでもだ

れにでも開かれています」とホームページでもうたわれているように，主催者が常に地域

資源の活用や地域の人びととの交流に目を向けているということである。つまりは，地域

の人びとがいつでも誰でも参加できるようなプログラムが定期的に開催されているという

ことでもあり，この継続的な取り組みによって地域の人とひとのつながりを維持している。 

アーツカウンシル東京の役割も大きい。アートの力で地域も人も育てていくことを目的

に，まち・人・活動をつなぐアートプロジェクト「東京アートポイント計画」としてほく

さい音楽博を支援しているが，こうした連携も継続的な活動につなげるためには重要であ

る。 

本祭の来場者数は当初の予想をはるかに超える 1700 人にも達した。これは，イベント自

体の定着によるリピーターの来場に加えて，教育委員会をはじめ，地域の関係機関との連

携が強化されたことによって広報が充実したことが考えられる。そして，ワークショップ

参加者やイベントを楽しみに参加するリピーターが，ボランティアとして運営に参画しは

じめるという循環を生み出している。ボランティア交流会(バーベキューやクリスマス会

等)の企画も充実していて主催者の地域コミュニティの構築に対する意識の高さが感じら

れた。 

 しかし，非営利ベースでこれだけの丁寧な活動を継続することは簡単なことではない。

ほくさい音楽博はトッピングイーストの単独開催で 2 回，その後アーツカウンシル東京と

の共催で 3 回開催し現在 5 回目が終了した。5 回の開催を経て地域社会への広がりが実感

されるものの，今後の継続という点では財源の確保や実施体制の強化などさまざまな課題

があろう。 

 音楽を活用した地域コミュニティの構築に貢献する事例として，今後の動向についても

追跡をしていきたい。 

 次項では，31 年もの間，継続的に開催する「少年の祭典「ボレロ」1000 人の市民によ

る大合奏・大合唱」の事例についてフィールド調査を行った。 
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３．「少年の祭典「ボレロ」1000 人の市民による大合奏・大合唱」の 31 年にわ

たる継続開催によって深まる地域コミュニティ  

 

3-1 ＮＰＯ法人芸術村あすなろ「少年の祭典ボレロ」の事例 

 

①音楽教室の非営利部門が独立しＮＰＯ法人化へ 

芸術村あすなろは，1983(昭和 58)年 3 月，川崎市宮前区けやき平に「あすなろ音楽教室」

を開校した。音楽大学を卒業した音楽家達で立ち上げた地域の音楽教室である。現在，川

崎市と横浜市に 4 つの教室を持ち，ピアノ，ヴァイオリン等の個人レッスンから，幼児教

室，リトミック，オーケストラ，コーラス，オペレッタ等の団体レッスン，また美術教室

等も併設し約 300 名の生徒が音楽のレッスンを受けている。 

音楽教室の開校から 21 年後となる 2004(平成 16)年，教室に通う子どもの両親や地域を

含めた人とひととのふれあいの場を育てることを目的として，音楽教室の非営利部門が独

立してＮＰＯ法人芸術村あすなろが立ち上げられた。 

ＮＰＯ法人芸術村あすなろは，地域社会教育活動として，少年の祭典「ボレロ」，夏季合

宿「青空演奏」，父と子のナイトハイク「夜行軍」，サケの人工授精と放流「サケっ子の会」，

病院・介護施設でのコンサートの，5 つの活動に取り組んでいる。 

これらの事業のうち，特に地域コミュニティの広がりに成果がみられる，少年の祭典ボ

レロについて事例研究を行う。 

 

②運営組織「ボレロを楽しむ会実行委員会」と主な活動 

 少年の祭典ボレロは，「ボレロを楽しむ会実行委員会」形式による運営で，事務局は，Ｎ

ＰＯ法人芸術村あすなろが担っている。実行委員会は，川崎労働者福祉協議会41，川崎市

教職員組合，川崎地域連合，川崎市労働組合連合会など，組合関係から多数参加されてい

る。これは，第 2 回目の出演となった 1987(昭和 62)年，川崎市労働会館の「働く者の祭り」

をきっかけに，運営費の一部を労働組合が助成したことから人員の交流が始まり，資金提

供と並行して運営への参画が始まった。また，共催として川崎市，川崎市教育委員会，川

崎教職員会館，川崎労働者福祉協議会が名を連ねている(表 3-3)。 

  

                                                 
41川崎の地域に密着した，きめ細かく，幅広い勤労者の福祉活動を推進し「勤労者，市民が真のゆとり・

豊かさを実感できる社会」の実現を目指すために，川崎市における勤労者，市民の福祉活動を総合的に

推進するなどの活動を行っている。 
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表 3-3 2016(平成 28)年ボレロを楽しむ会運営体制 

主催 後援 ｔｖｋ 

ボレロを楽しむ会実行委員会 

(川崎労働者福祉協議会，芸術村あす

なろ，川崎市教職員組合，川崎市労

働組合連合会，スペイン舞踊，音楽

評論家，音楽のまち推進協議会，富

士通労働組合 R＆D 支部，臨港バス交

通労働組合，川崎市立柿生中学校，

川西町ふるさと総合センター，あす

なろ村人の会，東芝労働組合小向支

部ＭＣ分会) 

神奈川県教育委員会  読売新聞川崎支局 

神奈川県吹奏楽連盟 神奈川新聞社 

川崎教育文化研究所 かわさきＦＭ(79.1ＭHZ) 

川崎市生涯学習財団 あすなろ村人の会 

川崎市文化財団 協力(抜粋) 

川崎市文化協会  味の素労働組合川崎支部 

｢音楽のまち･かわさき｣推進協議

会 

 三菱化工機労働組合 

川崎市ＰＴＡ連絡協議  東芝労働組合浜川崎支部 

川崎商工会議所  富士通ゼネラル労働組合 

共催 日本スペイン協会  旭化成労働組合川崎支部 

川崎市 日本フラメンコ  日本鋼管病院労働組合 

川崎市教職員会館 株式会社カルチャー  エクサ労働組合 

川崎労働者福祉協議会 東急セミナーＢＥ  他 

(出所：実行委員会企画書より筆者作成) 

 

2016(平成 28)年度の事業内容は，12 月の本番出演に向けた全体の講習会と 4 回の合同練

習，4 回の合同練習は，川崎市の小学校を借りて行われる(図 3-9)。参加対象は，川崎市や

川崎近郊に在住の音楽愛好家，学校単位での音楽クラブ，部活動所属の児童・生徒，吹奏

楽・オーケストラに所属するプレイヤーなど，基本的に音楽愛好家であれば年齢問わず誰

でも参加できる。 

練習会場は，1 回目富士見台小学校，2 回目宮前小学校，3 回目中野島小学校，4 回目大戸

小学校と，各回実施会場が変更されるが，川崎市全域からの参加者に対して，身近な地区

での開催によって参加の動機づけになるように工夫されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-9 小学校での練習の様子  

ＨＰより転載(http://www.g-asunaro.com/) 
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③少年の祭典「ボレロ」開催主旨と 31 年の歩み 

 1986（昭和 61）年に，芸術村あすなろの合宿先である山形で，地元の子どもたちとの合

同演奏で《ボレロ》42を演奏したことをきっかけに，少年の祭典「ボレロ」がスタートし

た。 

ボレロを楽しむ会実行委員会の主旨は，「1.音楽は“聴くもの”ではなく“行為(演奏)”

するもの”であるという本質に基づき，誰でも演奏に加われる場を持つ 2.年齢や経験を問

わない一般市民参加の下，ひとつの音楽(ボレロ)を創り上げることで，家族，仲間，広く

地域の人びとと心を通わせ，潤いのある街づくりを目指す」とし，ボレロの演奏を通して

人とひととのつながりを創りだしていくことを目的としている。 

《ボレロ》の特徴は，2 パターンの旋律が何度も繰り返される単純な楽曲構成であるた

め，1 パターンの旋律さえ習得できれば合奏に加わる事が出来る。曲の特徴から，音楽経

験に左右されることなく誰でも合奏に加わることが出来る点で，気軽に参加でき一体感を

生み出しやすいことがわかる。 

3 年後の 1989(平成元)年には，市内の小学校に通う子どもたちの出演に加えて市民 1000

人が合唱や合奏に加わり，広く市民が参加できるイベントへと成長をし始める。1995(平成

7)年には，川崎市政 70 周年記念事業として開催するなど，更に取り組みの輪を広げていく

こととなる。この頃には，市民の認知度も上がり地域における継続事業として参加を待ち

望む声も上がっている。2000(平成 12)年には，川崎市の「カウントダウン事業」に選出さ

れ，21 世紀の橋渡しとなる演奏会として広く一般市民にも認知されることとなった。 

 回を追うごとに出演者の輪が広がり 2016(平成 28)年は，川崎市を中心に参加学校総数

84 校43の子どもたちが《ボレロ》を通して交流した。 

 この 31 年間の間に，子どもだった生徒が今度は親になって関わりを続けているケースも

あるという。1 つのイベントを通して世代を超えた交流が生まれて，地域コミュニティが

活性化している。 

 

3-2 川崎市の取り組み―「音楽のまち・かわさき」 

 

 少年の祭典「ボレロ」は，川崎市や川崎市教育委員会など自治体との連携が進んでいる。

川崎市が音楽の取り組みに積極的であることも影響する。 

 川崎市では，音楽の力をまちづくりに生かそうと，2004（平成 16）年から「音楽のまち・

かわさき」がスタートした。2004（平成 16）年にオープンした世界水準の音響と評される，

「ミューザ川崎シンフォニーホール」をはじめ，同ホールを拠点に活躍する市のフランチ

ャイズオーケストラ「東京交響楽団」，昭和音楽大学・洗足学園音楽大学の 2 つの音楽大学

                                                 
42 フランスの作曲家である Ravel, Maurice( 1875 – 1937)が，1928 年に作曲したバレエ音楽。 

 同じリズムと二つのメロディーが延々と繰り返されるのが特徴。 
43 川崎市の小学校 48 校・中学校 4 校・高校 1 校・特別支援学校 2 校・大学 1 校，横浜市の小学校 9 校・

中学校 3 校・高校 4 校，東京都の小学校 6 校・中学校 1 校・高校 3 校・大学 3 校，相模原市の大学 1 校，

大和市の小学校 1 校，山形県川西町の小学校 1 校 
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や，4 つの市民オーケストラ，また 100 を超える

市民合唱団，企業の吹奏楽団など多くの音楽資源

がある。 

 それまでの川崎は，工業や産業のまちという印

象が強かったが，音楽を中心とした芸術が活力あ

る地域社会の実現や新たな産業機会の創出により，

新しい都市イメージを創造することに期待を寄せ

ている。2004(平成 16)年以降，市民・事業者等・

行政が共同して音楽のまちづくりを進め，今では，

市民アンケートで 64％の市民が「音楽のまち・か

わさき」を認知している。 

 音楽のまち・かわさき推進協議会(事務局川崎

市)が発行する情報誌「音楽を楽しむかわさき」(図

3-10)には，川崎が誇る恒例ビッグイベントとして，

少年の祭典「ボレロ」が紹介されているほか，こ

の情報誌には，川崎市各区別に，発表・練習がで

きる音楽施設を掲載するなど，市民が気軽に音楽活動を行うための情報が掲載されている。 

 音楽ＮＰＯの使命と，川崎市の文化行政の方向性が一致しており，31 年間という長きに

わたる継続事業として市民に根付くまでになったといえる。 

 

４．小括 

 

 音楽を活用した地域コミュニティの構築に貢献する事例を本論で 2 件取り上げた。ここ

では共通する点を 3 点指摘してまとめにかえる。 

 まず 1 点目は，大イベントの開催以外に年間を通じて小規模な事業を適度な感覚で開催

していることである。適度な間隔で情報を発信することで地域の人びとにイベントを印象

付けることができている。また，開催日時や場所などの条件によって参加者層も変わるた

め幅広い人びとを受け入れることにつながっている。 

 次に 2 点目は，最終プログラムである本祭への出演にむけて，数回にわたるワークショ

ップを開催することで，参加者と主催者や参加者同士の関係性が深まっている。本祭には，

地域の人びとが数千人規模で集まって盛大に開催され，当日の発表に向けた緊張感，会場

の活気や盛り上がりと言った非日常を体験することで達成感や充実感を得て，次回参加の

モチベーションへとつながっていくことが予想される。 

 3 点目に共通する点は，運営母体がＮＰＯ単独開催ではなく，他団体との連携や共催，

実行委員会形式であることが挙げられる。上記 2 つの事例は共に，多様な主体が連携する

ことで活動が活性化する要因となっていると考えられる。 

 しかし，このつながりを定着させるためには，取り組みの継続が重要となる。継続とい

う視点からみると運営面の課題はある。主に財源確保と人員の問題は，非営利活動に大き

図 3-10 少年の祭典ボレロの紹介 

「音楽のまち・かわさき」ｐ23 より 
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な影響を及ぼす。今回取り上げた 2 つの事例も例にもれず，非常に少ない予算と人員で運

営をしている。いずれの取り組みも事業収入を得にくい事業であるため，主な財源は助成

金や補助金，寄付金が中心となるが確約されているわけではない。取り組みを継続させる

ためには，安定的な財源の確保が課題として挙げられる。  

 冒頭でも触れたように，全国では 705 の音楽系ＮＰＯ法人が社会課題解決のための取り

組みを行っている。しかし，盤石な運営基盤を確立するまでに活動休止に追いやられるケ

ースも見られた。いくら社会に求められている活動といえども，その活動を継続させるた

めには，事業実施にかかる人件費も含めた財源の確保が急務であろう。 

次章では，筆者が主宰する音楽系ＮＰＯ法人が指定管理する，京都市岡崎いきいき市民

活動センターの音楽活動の事例を取り上げる。本センターでは地域コミュニティの構築を

目的にさまざまな音楽活動を行っている。指定管理料の範囲で安定的に運営を行っている

ことから，地域コミュニティの構築に貢献する事例として取り上げた。 
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第 4章 

 

地域に密着した音楽活動の拠点と地域コミュニティ 

 ―京都市岡崎いきいき市民活動センターの事例から― 
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１．京都市岡崎いきいき市民活動センター開所に至る経緯 

 

本章で取り上げる事例は，ＮＰＯ法人音の風が指定管理者となり運営を行う京都市岡崎

いきいき市民活動センターの音楽を活用した取り組みである。センターでは，安定的な運

営の下，音楽を活用し地域コミュニティの活性化に貢献する活動を実施し，特にテーマ型

コミュニティ44の形成や地域の諸団体間のネットワーク構築に成果を上げている。 

そこで，本研究では，事例の分析を通して音楽が地域コミュニティの構築にどのように

貢献しているか，また地域コミュニティの構築に貢献する音楽の特性がどのようなものか

について分析し論考する。 

 

1-1 京都市いきいき市民活動センターの開設 

 

京都市いきいき市民活動センターは，2011(平成 23)年 4 月に，市民の公益活動やサーク

ル活動など市民活動を支援するために京都市内に 13 カ所45に開所した。運営は，公の施設

の指定管理制度46により，株式会社やＮＰＯ法人などが行っている。 

2011(平成 23)年 4 月に開所する以前は，「コミュニティセンター」として，人権文化の

息づくまちづくりを目指し，同和地区における隣保事業47に加え，市民の交流とコミュニ

ティ活動の振興という役割を担っていた。京都市では，同和地区の環境改善に向けて

1936(昭和 11)年に隣保館を設置し，2002(平成 14)年までの 66 年間にわたり，識字教育や

青少年･高齢者を対象とした支援事業に取り組んできたが，同年 3 月，「地域改善対策特定

事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」の失効に伴い，隣保館からコミュニティ

センターへと全面転用した。コミュニティセンターの運営については，地域に根差した組

織が運営を行うことが住民の自立や地域コミュニティの活性化につながるとして，地元組

織で構成したＮＰＯ法人等へ委託をした48。 

しかし，その後の 10 年間の実績は，貸館稼働率の低迷，市民交流に関する事業展開でも

広がりがみられず，生活相談事業は隣保館事業の 3 分の 1 にまで激減するなど，今後の改

善や広がり見込まれないことから，2010(平成 22)年度末をもって廃止された。 

                                                 
44 特定の使命，共通の趣味，仲間同士などで構成するコミュニティ  
45 北いきいき市民活動センター，左京東部いきいき市民活動センター，左京西部いきいき市民活動セン

ター，岡崎いきいき市民活動センター，東山いきいき市民活動センター，中京いきいき市民活動センタ

ー，下京いきいき市民活動センター，久世いきいき市民活動センター，上鳥羽北いきいき市民活動セン

ター，上鳥羽南いきいき市民活動センター，吉祥院いきいき市民活動センター，醍醐いきいき市民活動

センター，伏見いきいき市民活動センターの 13 施設である。 
46 平成 15 年 9 月に施行された改正地方自治法によって，これまでは公の施設の管理運営の委託先が地方

公共団体の出資法人や公共的団体などに限定されていたが，株式会社等の民間事業者も含めた幅広い団

体が公の施設の管理運営を行うことが可能となった。 
47 隣保館は，同和問題の解決に向けて，主として旧同和地区住民の生活改善や生活支援に取り組み，住

民の社会的，経済的，文化的生活の向上に大きな役割を果たしてきた。 
48「職員 105 名（人件費約 9 億円），運営費約 3 億円を要している現状は，厳しい財政状況にあって，早

急に見直さなければならない。また，今後の施設運営に当たっては，従来のＮＰＯ法人等への業務委託

にとどまらず，今後の施設の活用方法に応じ，それにふさわしい様々な運営形態の導入を図っていくべ

きである」2009，「京都市同和行政終結後の行政の在り方総点検委員会報告書ｐ12」 
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 図 4-2 岡崎いきいき市民活動センタ―位置

図 

 

図 4-1 京都市左京区（太枠部分が左京区） 

 

このような歴史的背景を持つ地域で，新たに，2011(平成 23)年 4 月，市民の公益活動や

サークル活動など市民活動を支援することを目的に，京都市いきいき市民活動センターが

開所した。 

 

1-2 岡崎いきいき市民活動センター概要と指定管理受託の経緯 

  

① 岡崎いきいき市民活動センターの施設概要 

岡崎いきいき市民活動センターは，京都市左京区岡崎地区の西側に位置し(図 4-1.4-2)，

周辺地域はロームシアター京都や京都市勧業館(みやこメッセ)，京都市美術館等文化施設

が集積し，京都市民のみならず，多くの観光客でにぎわいにあふれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二条通に面した本館には事務所と会議室 1(定員 25 名)，通路奥の別棟には，会議室 2(定

員 25 名)と和室(20 畳)，計 3 部屋が貸館として市民に利用されている。平日は，午前 10

時から午後 9 時まで，日曜日は午前 10 時から午後 5 時まで開所し，各会議室では，市民の

ボランティアやＮＰＯの活動の場として，また，絵画や習字，体操や卓球などのサークル

が活発な活動に取り組んでいる。現在までの利用状況(2016(平成 26)年現在)は，開所当初

633 件から 2,067 件に伸び，市民に開かれた施設として認知されている。いきいきセンタ

ーでは，市民の公益的な活動を支援するための貸館業務と，主催事業である「市民活動活

性化事業」の企画運営を行い，常時 2～3 名の職員を配置し業務にあたっている。 

市民活動活性化事業では，ボランティアグループや市民活動団体などの公益的な活動の

活性化を図ることを目的に，管理者の強みである音楽を活用した事業を展開している。管
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理受託から 2017(平成 29)年で 7 年が経過し，地域住民との交流はもとより，地域関係機関

との協働や連携が進んでいる。 

 

② 指定管理者「ＮＰＯ法人音の風」が指定管理受託に至る経緯 

岡崎いきいき市民活動センターの管理者は，音楽を通して地域の課題解決に貢献する活

動に取り組む「ＮＰＯ法人音の風」である。ＮＰＯの本体事業では，コンサートなどの依

頼に対してアーティストや音楽ボランティアを派遣するという方法で音楽活動を実施して

いる。そのため，特定の活動拠点となる場を確保していなかった。しかし地域活動に取り

組む中で，「いつでも楽器に触れられる場がないか？」や，「音楽を楽しめるプログラムを

定期的に開催している場はないか？」などの要望が多数寄せられていたことから，地域に

密着した活動拠点の必要性を感じていた。同時に，音楽を通した地域福祉の向上に向け，

音楽ボランティアを育成する事業に取り組むなど，ボランティア活動や市民活動の推進が

会の使命でもあり，京都市のいきいき市民活動センター設置目的にも合致したものであっ

た。 

市内全 13 地域のいきいき市民活動センターの中でも，岡崎という地は，旧京都会館(現

ロームシアター京都)をはじめとする，文化施設が集積する場として市民に定着しており，

拠点展開に相応しい有機的な広がりが期待できた。これらの理由から，岡崎いきいき市民

活動センターの指定管理を目指すこととなった。 

 

1-3 岡崎地域の特性と課題 

 

 京都市左京区の岡崎地区は，多くの文化交流施設が集積する京都近代化のシンボル的な

地域で，市民をはじめ国内外から毎年年間 500 万人を超える人びとが訪れている。 

 2011(平成 23)年 3 月に策定された「岡崎地域活性化ビジョン」49では，岡崎が国際交流･

文化観光都市として発展するためにさまざまな提案がされている。活性化ビジョンに基づ

いて計画されたイベント(名称：岡崎ハレ舞台50他)では，岡崎公園を中心に岡崎地域全体

が多くの人であふれ，賑わいと活気にあふれている。2016(平成 28)年 1 月には，ロームシ

アター京都がリニューアルオープンし，岡崎地域の更なる発展が期待された。 

 一方，地元地域に暮らす人ひとにとって岡崎は，日々の暮らしを送る生活の場であり，

地縁活動を展開する場である。この岡崎という地域は，多くの人びとを受け入れるための，

国際交流･文化観光都市としての顔，そして，地域の人びとにとっては生活の場としての顔

を併せ持つ特殊な地域である。現在，地域に暮らす人びとは，今後岡崎地域で展開される

                                                 
49 岡崎地域活性化ビジョンは，2011 年 3 月，岡崎地域の優れた都市景観・環境の将来への保全継承，世

界に冠たる文化・交流ゾーンとしての機能強化，更なる賑わいの創出を図るための羅針盤としてビジョ

ンを策定している。 
50 「京都国際マンガ・アニメフェア（京まふ）」，「京都岡崎レッドカーペット」，「岡崎ときあかり」を「京

都岡崎ハレ舞台」と総称 
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であろう取り組みに不安と期待を抱きながら，地元としてよき連携が進められるよう，自

治連合会を中心に住民同士の強固なネットワーク構築に向けて話し合いが進められている。 

 しかし，実際の地域活動では担い手の高齢化が進行し，世代交代に苦慮する現状からも，

岡崎地域の活性化の動きとは裏腹に，自治会や町内会をはじめとする地縁組織の弱体化が

課題として共有されている。若手の地域の担い手育成が地域住民の切実なる願いであった。

実際に住民からは，岡崎地域でのイベント開催について肯定的な意見が多い一方で，「今で

も既に行政イベントの手伝が多く体力的に厳しい」，「これ以上，岡崎地域で行政のイベン

トを開催しなくても良い」というような意見もあり，地域内の意見のとりまとめの困難さ

が現れている。 

 2015(平成 27)年度岡崎自治連合会事業報告書によると，9 月には，岡崎ハレ舞台の一環

として開催される岡崎レッドカーペットにて売店及び警備の協力，10 月には，第 13 回京

都学生祭典にて売店及び警備の協力，翌年 2 月には，第 5 回京都マラソン大会にて売店の

協力など，住民の負担感を裏付ける岡崎地域で開催される行政イベントへの参加協力が目

立っている。このような状況下において，地域の担い手育成が停滞するなか，岡崎地域の

発展を肯定的に捉えにくい状況であることは想像するに難くない。 

 そこで，このような地域コミュニティの弱体化という地域課題の解決に貢献するため，

岡崎いきいき市民活動センターでは，管理者である音楽ＮＰＯの強みを生かし，音楽を活

用した，地域コミュニティの構築に向けた事業を展開している。 

 次項では，いきいきセンターの事業のうち，地域の拠点づくりから音楽を活用した地域

コミュニティの構築に貢献した事例を取り上げる。 

 

 

２．事例 1，地域の拠点づくりから音楽イベントの開催へ 

 

2-1 大学や学生とともに地域の拠点づくりを実施 

 

京都市いきいき市民活動センターの「市民活動活性化事業」とは，市民活動の活性化を

目的に，指定管理料とは別枠の予算で企画立案する事業で，年間 100 万円を上限として実

施できる。全 13 センターの管理者の独自性を発揮しながら，年間計画に基づく事業計画と

予算請求を行い事業を実施している。 

岡崎いきいき市民活動センターでは，指定管理者の強みである音楽を通した地域コミュ

ニティの活性化を目指し，人とひととの出会いや交流を目的とした事業に取り組んでいる。

4 つの柱からなる事業は，教育機関や学生との連携を基本とした「大学･学生連携事業」，

高齢者の出会い創出を目的とした「高齢者交流事業」，地域団体や機関との連携を目的とし

た「地域交流･連携事業」，文化芸術を通して人とひととの交流を生み出す事業「文化芸術

交流･連携事業」と，地域コミュニティの活性化に対して多角的な視点から企画立案するも

のである。 

まず，2011(平成 23)年度から 4 年に渡り取り組んだ，大学･学生連携事業について説明
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する。実行委員会によるランドスケープとまちづくりを切り口とした提案が，岡崎地域住

民に受け入れられ，多数の地域住民がセンター前庭でのコンサートを楽しめる開かれた空

間となった。音楽を活用することで個人と個人がつながり，更に地縁コミュニティとテー

マ型コミュニティとの出会いの場を創出している事例である。 

大学学生連携事業のスタート時は，音楽の直接的なアプローチはなく，地域住民参加型

の話し合いの中で徐々に音楽イベント開催が形づくられていった。以下その過程を述べる。 

 

① 岡崎いきいき市民活動センターの在り方の検討会設置 

いきいきセンターが地域の拠点となるためには，市民にとって身近で利用しやすく親し

みのある施設を目指す必要があった。そのために，岡崎地域のランドスケープ51の観点か

ら，いきいきセンターの在り方を検討した。検討会議は，研究教育機関の研究室(京都造形

芸術大学通信教育部環境デザイン学科曽和研究室とゼミ生，京都精華大学芸術学部(当時)

安藤研究室とゼミ生)，まちづくりアドバイザー他による実行委員会形式とした。 

 

② 地域の拠点づくり「センター生まれ変わり大作戦」事業開始―センター現況把握― 

2011(平成 23)年 4 月に開所する以前は，岡崎コミュニティセンターという名称で開館し

ていた。人権文化の息づくまちづくりを目指し，隣保事業に加えて，市民の交流とコミュ

ニティ活動の振興という役割を担っていた。当時，市民に開かれた施設であることを前提

としながらも，利用数が伸び悩む状況の一要因として，「隣保事業を実施していること自体

が，特別な施設という印象を市民に与えている側面も否定できない。」52とする見解があっ

た。年間利用件数は，2009 年(平成

21)年が 357 件，2010(平成 22)年は

425 件で，2015(平成 27)年実績の約

2 割程度である。 

施設正面には施設名称の看板もな

く，閉鎖的な印象が強い。建物の顔

となる南側が緑のフェンスに囲まれ，

2 本の大きなカイヅカイブキが外部

からの視線を遮るようにそびえ立っ

ていた (図 4-3)。この現況を踏まえ

て，市民に親しまれるセンターを目

指して問題点の抽出を行った。 

 

                                                 
51 ランドスケープは，「風景」を原語とした英語の「Landscape」からきている。そして「建設者」とい

う意味の「Architects」（アーキテクツ）がついて「Landscape Architects」（ランドスケープアーキテ

クツ）という職業を表す。直訳では「風景」を「創造」するという意味になり，より総合的な観点から

景観や環境に取り組むようになった。 
52 2009.京都市同和行政終結後の行政の在り方総点検委員会報告書 

図 4-3 そびえ立つ 2 本のカイヅカイブキ 

(2011/9 筆者撮影) 
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③ いきいきセンターの課題抽出 

2011(平成 23)年大学学生連携事業報告書「岡崎いきいき市民活動センターに関する建

築･ランドスケープの問題点抽出」では，施設イメージの閉鎖性，サインなど案内情報のわ

かりにくさ，美観向上と環境配慮等の問題点が抽出された。そして，これら問題点の改善

案として示されたのが，2011(平成 23)年，大学学生連携事業報告書「ランドスケープデザ

インおよび建築に関する改善プロポーザル」で示されたフロントガーデンの整備であった。 

 「市民に開かれたセンター」を目指して，通りに面した部分をエントランスとして解放

し，緑色のネットフェンスに花を設置する，緑と花があふれるフロントガーデンの整備に

力を入れる，という提案である。将来的には，フロントガーデンでは市民が集い，飲み物

や音楽を楽しめるスペースにするとした構想が盛り込まれた。 

 

④ フロントガーデンの整備 

 こうした提案を受け，町内会会長はじめ地域住民参加型で，カイズカイブキの撤去やプ

ランターの鉢植え作業を行った。図 4-4 では，2 本のカイヅカイブキを撤去し，緑色フェ

ンスにはビオラの鉢植えを配置した(図 4-5)。一部緑色フェンスを外し，開放的な空間を

作った。また，建物 2 階部分にはセンターの看板を設置し，案内情報を前面に打ち出した。 

 しかし，ここで住民からクレームが発生することとなった。カイヅカイブキを伐採した

ことと，「センターの生まれ変わり企画」に対する苦言であった。市営住宅住民にとってセ

ンターは心の拠り所ともいえる場所であり，管理者が想定する以上に建物に対する愛着が

深かった。旧岡崎コミュニティセンター時代は，意識的に地域社会と距離を置いていただ

けに，真逆に進むいきいきセンターの変貌に戸惑いを隠せない状況があった。  

そこで，地域に密着した，よりよいセンターの在り方を検討するためには，市営住宅住

民の声を反映させることが重要であるということを実感し，地域住民参加型によるセンタ

ーづくりが本格化していくこととなる。 

 

 

 

 

図 4-4 カイヅカイブキ伐採 

(2012/4 筆者撮影) 

 

図 4-5 壁面フェンスにプランター配置  

(2012/9 筆者撮影) 
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⑤ 住民参加型取り組みからフロントガーデン活用へ 

 フロントガーデンの整備は，センター

利用者や地域住民参加型によって進めら

れた。作業を通して，センター職員と利

用者，地域住民との交流がますます深ま

った。作業を通して，利用者の一部から

は口々に「センターが明るくなった」，「親

しみを感じる」などの評価の声は得てい

たが，客観的に効果を検証するために，

センター利用者を対象としたアンケート

調査を行った。アンケート結果からは，

外観の視認性やイメージ向上に大きく寄

与したということが明らかになった(前掲報告書 p12)。 

 2013(平成 25)年 2 月には，上記の取り組みを総括し，市民に向けた成果報告会および意

見交換会を開催した(図 4-6)。地元住民を中心に 15 名の参加者が集まり，成果報告を受け

た後，いきいきセンターのより良い活用に向けて活発な意見交換が行われた。参加者から

の意見として，清掃活動・園芸活動以外に，音楽プログラムの充実を望む声が上がった。

「フロントガーデンでコンサートを開催してはどうか」などという意見が複数あり，地域

住民や観光客を対象に，野外でさまざまなパフォーマンスを楽しむ空間を創造することに

期待の声が上がった。管理者は音楽活動を得意とするＮＰＯではあるが，ＮＰＯの思い先

行で音楽イベントを開催するのではなく，あくまでも地域住民の声を受けてイベントを企

画した。ここから，管理者の強みを生かした音楽を活用した地域コミュニティの構築に向

けた動きが本格化することとなった。フロントガーデンのカイヅカイブキ伐採で苦言を呈

していた地域住民も参加し，よりよいセンターを目指して発言した。 

 

2-2 音楽イベント「アートパフォーマンス in OKAZAKI(通称：おかっぱ)」開催 

 

 2013(平成 25)年 2 月，大学･学生連携事業成果報告および意見交換会において，参加者

から音楽イベントの開催が提案された。それを受けて，大学･学生連携事業学生委員を中心

に，2013(平成 25)年 10 月，音楽イベント「アートパフォーマンス in OKAZAKI」が企画さ

れた(図 4-7，4-8)。 

 イベントの主な目的は，地域住民が身近に文化芸術に親しむ機会を充実すること，アー

ティストと地域住民や地域住民同士の交流の場となること，また，イベントを通していい

きいきセンターの取り組みの周知を図ることである。 

 運営は，学生中心に構成された実行委員会で，いきいきセンターは事務局を担った。出

演者の選定では，主にセンター利用の音楽グループにはセンター職員から声掛けを行い，

その他アーティストについては学生委員を中心に募集を行った。前日からの準備や当日の

スタッフとして近隣住民が積極的に参加するなど，地域全体で盛り上げようとする動きが

図 4-6 意見交換会で音楽イベント開催の要

望 

(2013/2 筆者撮影) 
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みられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013(平成 25)年から現在までの実施状況はプログラムの情報から以下の通りまとめた。 

【2013(平成 25)年第 1 回開催】(8 グループの出演)※◎センター利用者及び関係者 

日時 10 月 13 日(日) 10 月 25 日(金) 10 月 26 日(土) 

出演者 ◎まいけるず/三林龍司/◎京都

よし笛アンサンブルかわせみ 

Laxalts/風の又サニー ◎フクレレ /松の葉楽団

/Sweet＆Bitter 

 

【2014(平成 26)年第 2 回開催】(19 グループの出演) 

日時 9 月 20 日(土) 9 月 21 日(日) 

出演者 towchi☆/奈良竜太/吉村佳祐/MAYU♂

/hapyy one step/FLAT2/◎フクレレ/

アパート/なかだかしゅうじ/大督 

◎よしき/勧勧楽楽～タノシムススメ～/◎京

都よし笛アンサンブルかわせみ/わなた/◎音

楽レクリエーションユニットまいけるず/吉田

一平/◎ぐるぐる楽団/桃山音楽隊モモンガ！/

松本玲奈 

 

【2015(平成 27)年第 3 回開催】(20 グループの出演) 

日時 5 月 2 日(土) 5 月 3 日(日) 

出演者 towchi☆/フクレレ/アパート/◎花か

んざし/吉村佳祐/◎京都よし笛アンサ

ンブルかわせみ/NEW KINGS/◎音楽レ

クリエーションユニットまいけるず/

本日休演/渚のベートーベンズ 

◎よしき&なっかん/◎寺岡みどり/奈良竜太/

桃山音楽隊・モモンガ！/ＦＬＡＴ２/吉田一平

/◎ぐるぐる楽団(図 7)/風の又サニー/100 全☆

/ワンハンドレッドオールスタース 

 

【2016(平成 28)年第 4 回開催】(15 グループの出演) 

日時 4 月 30 日(土) 5 月 1 日(日) 

出演者 ◎京都よし笛アンサンブルかわせみ/

◎よしき&なっかん/吉村佳祐/◎寺岡

みどり/◎ぐるぐる楽団/◎まちかど合

唱団/アパート 

吉田一平/towchi☆/◎手品同好会/◎花かんざ

し/奈良竜太/◎オカリナユニットまいけるず

/FLAT2/◎フクレレ 

 

図 4-7 音楽演奏を聴き入る通行人 

(2013/10 筆者撮影) 
 

図 4-8 ぐるぐる楽団の演奏の様子 

(2013/10 筆者撮影) 
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過去 4回の実施で 62グループが出演し，うち 24グループがセンター利用者及び関係者，

38 グループが学生委員を中心に出演依頼したアーティストである。 

センター利用者からは，30 代～50 代のウクレレのグループ，中高年層を中心としたよし

笛アンサンブル，オカリナグループなど，初心者から中級者までの音楽愛好家グループが

中心となった。一方，学生委員がコーディネートしたアーティストは，ギター弾き語りで

オリジナルソングを披露するグループが目立った。 

出演者の年齢層は，10 代後半のアーティストから，80 代のセンター利用者まで幅広く，

出演順を検討する際にも，利用者とアーティストの異文化，異世代の交流が図られるよう

工夫された。 

 

2-3 市民や地域住民の主体的な参加と交流を促進するために 

  

いきいきセンターでは，地域住民が身近に文化芸術に親しむ機会の充実はもとより，セ

ンター利用者，アーティスト，地域住民，そして地域住民同士の交流の場となることを目

的としてアートパフォーマンス in OKAZAKI を開催している。このようなたくさんの市民や

地域住民の主体的な参加と交流を促進するために，センターでは情報発信に力を入れてい

る。特徴は，対象者別に個別的アプローチを行っている点である(図 4-9)。 

 

①Ａ：広く一般市民を対象に広報紙やチラシを効果的に活用 

広報紙では，広く一般を対象としてイベント概要を伝える。更にイベントサポートボラ

ンティアの募集も行い，関心層への取り込みを行う。近隣地域には，イベントチラシのポ

スティング，関係機関や近隣飲食店等には，イベントチラシの配架依頼を行っている。そ

の他，ウェブやＳＮＳも積極的に活用する。一般市民を対象に，まずはイベント当日に足

を運んでもらうことが狙いとして広報を行っている。 

 

②Ｂ：口頭による関心層へのアプローチ  

学生ボランティア，いきセンサポーター，センター利用者，近隣住民及び近隣商店や施

設等へは，イベント運営面でのサポートスタッフとしての参加を促す。テントの設営や看

板の作成・設置等作業を通して交流を深めることが狙いである。センター利用者のうち，

音楽関係の団体には，出演者として依頼を行う。 

 結果，学生委員を中心に，前日から当日まで，出演者スタッフ総勢述べ 100 名以上と来

場者で交流を深めながらイベントに参加した。出演者間の交流はもちろんのこと，近隣住

民と出演者やスタッフとの交流が深まった。イベントをきっかけとして，他の企画に参加

したり，センター利用者のサークルに入会するなどの広がりが生まれている。 
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 図 4-9 アートパフォーマンス in OKAZAKI 参加促進の情報発信 

(出所：筆者作成) 

  

このように，音楽イベントを通して，地縁コミュニティとテーマ型コミュニティの出会

いの場を創出し，人とひととのゆるやかなつながりを生み出している。 

地域コミュニティの構築に向けて，広井が示す「日常的なレベルでのちょっとした行動

パターン(挨拶，お礼の言葉，見知らぬ者どうしのコミュニケーション等)」が一部達成さ

れたと言える。しかし，このようなゆるやかなつながりの中から，地域活動に即結びつく

とは言えない。 

次項では，音楽イベントの企画運営を通して，地域の各種住民団体間のネットワーク形

成や地縁コミュニティとテーマ型コミュニティの交流から地域コミュニティの構築に貢献

した事例を取り上げることとする。 

 

 

３．事例 2，岡崎わいわい文化祭―音楽イベントの企画運営を通して，地域の

各種住民団体間のネットワーク形成や，地縁コミュニティとテーマ型コミュニ

ティの融合を― 

 

 いきいきセンターの地域交流・連携事業では，地域住民一人ひとりの交流に焦点を当て

たものから，地域団体や関係機関や施設との連携や協働を含む幅広い事業を展開している。

前者では，高齢者や障害者問題などの課題解決を前提に，近隣住民個人に参加を促すため

に民生委員との連携を図り，後者では，地域の地縁組織を中心とした各種団体同士の交流

や連携を促すための企画に取り組むなど，その時々の課題に応じて柔軟に対応している。 

 

Ａ：市民へのアプローチ（区民新聞・チラシ・HP・SNS，

他） 

音楽愛好家 
親子の居場所 

近隣住民 
通りすがり 

おかっぱ 

 

近隣住民 
↓ 

いきセンサポーター・ 

ボランティアとして 

センター利用者 

↓ 

出演者として 

近隣施設 
↓ 

ワークショップ参加 

Ｂ：関心層へのアプローチ(口頭での呼びかけ) 

ボランティア関心層 
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 本章では，後者の自治連合会及び各種団体や地域の福祉施設などとの交流を深め，音楽

イベントの企画運営を通して地域コミュニティの構築に貢献した音楽イベント「岡崎わい

わい文化祭」の事例を説明する。 

わいわい文化祭は，2011 年 3 月，京都市左京区の京都国際交流会館にて，第 1 回を開催

して以降，2016 年現在で 6 回目の開催となった。第１回目は，前管理者であるＮＰＯ法人

「おもいやりネットワーク岡崎」主催，第２回目以降は，現管理者であるＮＰＯ法人音の

風と岡崎自治連合会の共催である。 

 

3-1 「岡崎わいわい文化祭」開催の経緯 

 

 「はじめに」で述べたように，2011(平成 23)年 4 月にいきいきセンターが開所する以前

は，岡崎コミュニティセンターという名称で，同和地区における隣保事業に加えて，市民

の交流と，コミュニティ活動の振興を目的に運営を行っていた。その管理を受託していた

のが，ＮＰＯ法人「おもいやりネットワーク岡崎」という，現自治連合会会長が理事長を

務める地元団体によるＮＰＯ法人であった。 

2011(平成 23)年 3 月，コミュニティセンターの廃止に伴い，運営母体であるＮＰＯ法人

「おもいやりネットワーク岡崎」自体も解散することが決定していた。元ＮＰＯ法人理事

長によると，ＮＰＯ法人おもいやりネットワーク岡崎の解散は本意ではなかったという。

解散の理由は 2 点，1 点は，当時の事務局長が他の職への転職を希望されたことで，次を

担う人材がなかったこと，もう 1 点は，指定管理申請書なる煩雑な書類の作成に断念せざ

るを得なかったと振り返られていた。 

解散が決定し，これまでの活動の集大成として，岡崎地域の今後の発展と住民の結束を

深めることを目的に，「岡崎わいわい文化祭」は企画された。ＮＰＯ法人の解散に伴い，法

人の残余金を有効に使い切りたいという思いから，地域住民が楽しめる企画として文化･

芸術による祭典がふさわしいと企画されたのである。 

 このような経緯の下，同年 3 月「岡崎わいわい文化祭」は開催され，地域住民は，歌や

音楽によるイベントを享受した。イベント開催後，年度末には，ＮＰＯ法人「おもいやり

ネットワーク」は解散し，同時に旧岡崎コミュニティセンターは廃止されたのである。そ

して，同年 4 月，ＮＰＯ法人音の風が新たな指定管理者として岡崎いきいき市民活動セン

ターを管理運営することとなった。 

 

3-2 「岡崎わいわい文化祭」継続開催に向けて ―音楽の話題から連携・協働へ― 

 

 第１回「岡崎わいわい文化祭」の開催を終え，地域では次回開催を望む声が上がり始め

た。住民自ら作り上げるイベントが達成感につながり，今後，更に結束を深める意味でも

重要なイベントだとする意識が共有されるようになっていた。しかし，2 度目の開催を想

定していなかったこともあり，自治連合会では継続開催に向けて，具体的な検討を始める

こととなった。 
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継続開催の課題は，１つは開催資金の問題である。第 1 回開催に充てた費用は，旧岡崎

コミュニティセンターの廃止に伴い，管理者であるＮＰＯ法人「おもいやりネットワーク」

が解散する際の残余金であった。わいわい文化祭を開催するには，新たに財源を確保しな

ければならない。もう１つの課題は，運営スタッフの問題である。1 回目の開催では，1

度きりの開催を前提として，ＮＰＯ法人おもいやりネットワーク職員及び岡崎自治連合会

と各種団体からの有志数名によって企画運営されたが，ＮＰＯ解散後どのように実施体制

を構築するかが課題となった。 

ちょうどその頃，「京都市岡崎いきいき市民活動センター」では，新たな管理者(ＮＰＯ

法人音の風)の下，運営がスタートしていた。前管理者である，「おもいやりネットワーク

岡崎」の後継者としてどのように地域に入っていくのか，まさに模索中であったのである。

そのため，各種団体のキーマンと接触しながら，徐々に関係性を広げていく途中であった。

このように，つながりを広げる中で，地域を理解するために参加した数々の地縁活動の催

し物がきっかけとなり，「わいわい文化祭」の継続開催を願う声や，開催にあたっての課題

の相談を受けるようになっていった。 

岡崎わいわい文化祭の司会者や出演者は，岡崎地区の子育て支援活動の中心人物，婦人

会の代表者など地縁活動を担う地域住民が多く，なにより自治連合会会長が，ウクレレ演

奏で出演されていたこともあり，音楽にまつわる他愛もない世間話から連携･協働が具体化

していった。 

ここに，テーマ型コミュニティの強みが表れている。ＮＰＯスタッフは音楽愛好家や音

楽の専門家であるため，相手の音楽的嗜好に多くのケースで対応することができる。「音楽」

の話題が人とひととの距離を縮めることに貢献していると言える。岡崎自治連合会の例で

も，「音楽」という共通の話題によって，両者に感じていた壁が取り払われ，関係性が強化

された。自治連合会会長からは，「最初は，どんな団体が入ってくるのか心配はあったが音

の風でよかった」という言葉も出た。 

こうした流れを受け，「岡崎わいわい文化祭」の継続開催に向け，岡崎自治連合会といき

いきセンターとのよりよい連携が目指されることとなった。 

 

3-3 第 2 回岡崎わいわい文化祭開催―地域各種団体と地域住民との交流が深まる― 

 

 第 2 回岡崎わいわい文化祭開催に向けて，いきいきセンターでは，双方にとって意義あ

る連携の在り方を検討し始めた。あくまでも自治連合会や地域住民が主体となるイベント

であるため，いきいきセンターとしてはあくまでも京都市の施設であることから，適度な

距離感を保ちながら支援する必要がなる。そこで，改めて双方の役割を整理することとし

た。 

自治連合会では，地域の各種団体をはじめとする既存のネットワークに加えて，地域住

民一人ひとりとの個別のつながりがある。地域の担い手育成においては欠くことができな

いネットワークであり生命線ともいえる。そして，このネットワークは，イベントを成功

させるための，マンパワーとしても必要不可欠である。 
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一方，管理者，ＮＰＯ法人音の風は，音楽イベントの運営が専門であることから，イベ

ント運営面のサポートで強みを発揮することができる。イベントの準備段階から，当日の

運営に向けたスケジュール調整などの細々とした事務局業務，イベント会場との打ち合わ

せ，当日の舞台監督など，音楽ＮＰＯならではの役割を担うことができる。 

加えて，いきいきセンターでは，音楽を通した市民活動の活性化という目的において，

地域の人びとの出会いの場を創出することや，さまざまな地域活動に参画する担い手を育

成するという狙いがあるため，この連携は双方にとって意義深いものとなった。 

 ここで，岡崎自治連合会と，岡崎いきいき市民活動センターの目的が合致し，共催で実

施することが決定した。課題であった運営費は，双方からの事業費に加え，寄付金を合わ

せた総額で開催できる規模にすることとした。 

いきいきセンターでは，準備段階から当日の運営に至るまで，いずれかの段階で，地域

住民が参画できるように役割分担を進めた。その結果，地域女性会，学区社会福祉協議会

などの各種団体から 1～2 名が，当日の受付や誘導，司会などの役割についた。 

 地域の活動では，地域住民が，保健委員，体育振興会，少年補導等，各種団体における

通常の活動に取り組んでいるが，こうした活動は，それぞれの会が単独で行うものであり，

他団体と連携をするものではない。この，「岡崎わいわい文化祭」では，音楽イベントの開

催にむけて，各種団体が協力し一体となって作り上げる点で，横のつながりを強化するこ

とに貢献した。同時に，出演者はほとんどが地域住民で，来場者も地域住民の家族や友人

が集まることで，地域の取り組みを知るきっかけになった(表 4-１)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 4-10 岡崎中学校吹奏楽部              図 4-11 岡崎女性会 

(2011/2 筆者撮影)               (2011/2 筆者撮影) 
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表 4-１．岡崎わいわい文化祭出演団体(第 1 回～第 6 回) 

2011 年 

第 1 回 

国際交流会館 

予算 30 万円 

京炎そでふれ，錦林小学校 PTA コーラス，コーラスふみ，ピアノアンサンブ

ル，錦林小学校お琴クラブ，障害者施設あおい苑，岡崎女性会民踊部(図

4-11)，京都市立岡崎中学校吹奏楽部(図 4-10) 

2012 年 

第 2 回 

国際交流会館 

予算 30 万円 

京炎そでふれ，錦林 KIDS お琴クラブ，コーラスふみ，岡崎女性会民踊，錦

林小学校 PTA コーラス，障害者施設あおい苑，岡崎いきいき市民活動センタ

ー歌声クラブ，ロータリークラブハワイアン，白川総合支援学校和太鼓他 

2013 年 

第 3 回 

京都教育文化センター 

予算 30 万円 

錦林 KIDS お琴クラブ，コーラスふみ，岡崎女性会民踊，錦林小学校 PTA コ

ーラス，障害者施設あおい苑，岡崎いきいき市民活動センター歌声クラブ，

ロータリークラブハワイアン， 

2014 年 

第 4 回 

京都教育文化センター 

予算 30 万円 

京都市立岡崎中学校吹奏楽部，錦林小学校 PTA コーラス，岡崎いきいき市民

活動センター歌声クラブ，NPO 法人音の風コーラスグループ，コーラスふみ，

錦林 KIDS お琴クラブ，障害者施設あおい苑，岡崎女性会民踊部，錦林児童

館キッズダンス，太極拳グループ，ロータリーハワイアンバンド，白川総合

支援学校和太鼓他 

2015 年 

第 5 回 

国際交流会館 

予算 30 万円 

京都市立岡崎中学校吹奏楽部，錦林小学校 PTA コーラス，岡崎いきいき市民

活動センター歌声クラブ，NPO 法人音の風コーラスグループ，コーラスふみ，

錦林 KIDS お琴クラブ，障害者施設あおい苑，岡崎女性会民踊部，錦林児童

館キッズダンス，太極拳グループ，文教中学校高等学校 HIPHOP ダンス，ロ

ータリーハワイアンバンド，白川総合支援学校和太鼓他 

2016 年 

第 6 回 

国際交流会館 

予算 30 万円 

京都市立岡崎中学校吹奏楽部，太極拳グループ，岡崎いきいき市民活動セン

ター歌声クラブ，錦林小学校 PTA コーラス，NPO 法人音の風コーラスグルー

プ，錦林小学校お琴クラブ，錦林児童館キッズダンス，岡崎女性会民踊部，

ロータリーフラダンス，ロータリーハワイアンバンド，文教中学校高等学校

HIPHOP ダンス，京都府警察音楽隊，他 

(出所：岡崎自治連合会資料から作成筆者) 

 

3-4 第 6 回開催「岡崎わいわい文化祭に出演しよう」テーマ型コミュニティから地域へ 

  

 岡崎わいわい文化祭 6 回目の開催では，運営スタッフそれぞれの役割が明確化され，効

率的な運営体制が確立された。しかし，その反面，出演者やスタッフの固定化が進み，関

係者からマンネリ化を懸念する声が聞かれ始めた。そこで，いきいきセンターでは，新た

な参加者を確保するために，わいわい文化祭への出演を促す企画として，「わいわい文化祭

で歌おう事業」を提案した。 
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自治連合会では，地域の各種団体をはじめと

する既存のネットワークを活用し呼びかけては

いるものの，既存のネットワーク外の層へのア

プローチが難しいという弱点もある。しかし，

地域の担い手育成で重要なことの１つは，こう

した地域活動への無関心層へのアプローチであ

ろう。 

いきいきセンターの企画は，地域活動には関

心がないが，「音楽は好き」という層にアプロー

チすることを目的とし，音楽を通して出会いの

場を創出し，交流することで，地域活動への参

加を促すという狙いがある。この企画は，2 回

の歌のワークショップを経て，わいわい文化祭

の１演目に出演するというものである。募集チ

ラシを作製し(図 4-12)，岡崎学区に全戸回覧し

参加者を募った。この募集により 10 名の応募

があり，当日は裏方の手伝いや出演で，地縁

コミュニティや地域住民との活発な交流が行われた。 

 

3-5 地域住民や団体との交流や連携の促進，地域の担い手育成に貢献 

 

 平成 23(2013)年 3 月に第１回目を開催してから現在で 6 回目の開催となった。その間，

自治連合会をはじめ地域の各種団体，教育機関，福祉施設等，連携の輪が広がっている。 

 このイベントの特徴の１つは，地域住民が主体となって出演や裏方を担うことにある。

出演者，来場者併せて 500 人規模の音楽イベントを開催するには，ある程度の専門性が必

要となるが，6 回の開催を経て，舞台監督からタイムキープまで非常にスムーズな運営と

なった。出演だけではなく，多くのスタッフと協力しながらイベントを作り上げていくプ

ロセスの中で，関係性が強化される。それが子どもから中高年層に至る，幅広い年齢層が

交流できる機会である。 

就学前の児童から中学校の生徒まで，成長の各段階において地域の取り組みに参加する

機会があることは貴重である。こうした経験は，子どもたちが将来的に地域活動に参画す

る上で良い影響をもたらす。 

第 6 回イベント終了後には，自治連合会，いきいきセンター，出演団体の代表者 15 名で

次年度開催にむけての反省会を行った。参加者からは，現在出演料が無料だが今後は有料

にするかどうかなど活発な意見交換が行われた。自治連合会の中心的役割を担うスタッフ

からは，第７回開催に向けて，開催資金を確保するためにどのような助成金があるのか知

りたいという相談があった。このことから，「岡崎わいわい文化祭」に関わる地域住民が，

それぞれの立場で主体的に動き始めていることがわかる。 

図 4-12 岡崎学区全戸回覧 募集チラシ 

出所：岡崎いきいき市民活動センター作成より 
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 事例 1，2 を見てきたが，どちらも地域活動に関心のある層が中心であった。しかし地域

では，地域活動への無関心層をどう引き出すかが課題である。すなわち，比較的若い層で

ある 30 代～50 代の男女の参加が期待されているのである。 

次章では，音楽を通して地域活動に対する無関心層の引き出しを実現した事例について

取り上げることとする。 

 

 

４．地域活動に対する無関心層への音楽を通したアプローチ 

 

4-1 事例 3，レコード図書館の開設によって男性参加者の獲得(2013(平成 25)年～) 

 

 男性の地域活動への参加率は女性と比較して低い(表 4-2)。地域のさまざまな取り組み

への参加者を見ても，そのほとんどは女性である。地域では男性の参加を期待し，男性向

けの講座や企画が開催されている。 

 

 

 ほとんど毎日 週に 4,5回 週に 2,3回 週に１

回 

ほとんどない 

全体 21.0 11.7 24.4 17.4 25.5 

男 
性 

男性/計 19.1 10.6 22.7 16.0 31.5 

60～64 歳 17.8 9.9 18.4 22.4 31.6 

65～69 歳 21.7 9.7 20.6 13.1 34.9 

70～74 歳 15.5 13.6 25.5 17.3 28.2 

75～79 歳 20.8 9.1 31.2 11.7 27.3 

80 歳以上 19.5 12.2 24.4 9.8 34.1 

女 

性 

女性/計 22.7 12.8 25.9 18.7 19.9 

60～64 歳 22.3 14.2 25.0 19.6 18.9 

65～69 歳 19.5 11.6 27.4 22.6 18.9 

70～74 歳 30.7 8.8 23.7 17.5 19.3 

75～79 歳 29.7 16.8 26.7 9.9 16.8 

80 歳以上 9.2 13.2 26.3 22.4 28.9 

合 

計 

60～64 歳 20.0 12.0 21.7 21.0 25.3 

65～69 歳 20.6 10.6 23.9 17.7 27.1 

70～74 歳 23.2 11.2 24.6 17.4 23.7 

75～79 歳 25.8 13.5 28.7 10.7 21.3 

80 歳以上 12.8 12.8 25.6 17.9 30.8 

 

 

いきいきセンターでも同様に男性の参加を促すために，市民活動活性化事業「レコード

図書館」を開設した。事業内容は，レコード及び音響機器の寄贈受付と，「レコードを聴く

会」の開催の 2 点である。前者では，募集期間 1 年間の間に 114 名の市民から約 1 万枚の

レコードと，レコードプレイヤー，アンプ，スピーカー，蓄音機など約 10 台の寄贈を受け

た。寄贈者の多くは 50 代から 80 代の男性で，昔に収集した大切なレコードではあるが，

表 4-2 近所の人たちとの交流(男女別，年齢層別) 

（2000 年度調査・対象 60 歳以上の高齢者・％） 

出所：2009 新田ｐ44 の図を筆者によって作成 
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市民のためになるように活用して欲しいという気持ちから，自家用車でセンターまで届け

られた。後者，レコードを聴く会は，寄贈されたレコードを使用して市民の企画による音

楽鑑賞の事業を月１度実施している。企画者のうち 8 割以上が男性企画者による運営であ

る(表 4-3)。更に，来場者の参加者の男女比も 5 割であった。レコード図書館ボランティ

アサポーターとして，音響機器のメンテナンス担当は男性 2 名で，寄贈された音響機器の

修理と，レコードを聴く会では音響機器担当として活動に参加している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4-3 レコードを聴く会(2014 年 10 月～) 

日付 内容 企画者性別 参加人数 

2014 年 0/11 太陽レコードの店主と聴く※センター企画   

11/29 レコード時代の映画音楽※センター企画   

2015 年 2/11 懐かしのＳＰレコードあれこれ※センター企画   

4/18 ハードロック＆ヘヴィーメタル 男性 6 

5/23 レコードで懐メロを歌いましょう 男性 19 

6/27 アメリカ音楽のルーツを聴こう 男性 7 

7/25 70 年代以降のジャズ・フュージョン 男性 13 

8/22 いしいしんじさん講演会「ほんとうの声を聴こう」 男性 26 

9/26 私のお気に入りクラシック～チャイコフスキー編～ 女性 13 

10/24 ＳＰレコードで聞くクラシックと流行歌 男性 18 

11/28 ＤＪきんこんの昭和歌謡タイム 70 年代女性アイドル編 男性 13 

12/24 第九を聴いてみよう 男性 13 

2016 年 1/23 ガラスの鉢から聞こえるＳＰ音 男性 11 

2/27 カンツォーネを楽しもうⅠ(ヒット編) 女性  

4/23 カンツォーネを楽しもうⅡ(ナポレターナ編) 女性 25 

5/28 ビートルズのヒット曲(図 4-13) 男性 21 

6/25 サーフィンミュージック 男性 14 

7/11 レコードを聴く会スペシャル 男性 42 

7/23 日本語ロック～シティポップスへ～ 女性 16 

8/27 ジョニーの 80 年代ジャニーズ＆MORA 男性 2 

9/24 ＤＪきんこん昭和歌謡タイム 80 年代女性アイドル＆MORA 男性 10 

出所：岡崎いきいき市民活動センター資料より筆者作成  

図 4-13  28 年 5 月開催 「ビートルズのヒット曲」の様子 

(2016/5 筆者撮影) 
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ゴスペル 

テーマ型 

コミュニティ 

ゴスペル
に関心の
ある市民 

ゴスペル
に関心の
ある市民 

地縁 

コミュニティ
からの参加者 

ゴスペル
に関心の
ある市民 

ゴスペル
に関心の
ある市民 

地縁 

コミュニティ 

からの参加者 

ゴスペル
に関心の
ある市民 

ゴスペル
に関心の
ある市民 

事業実施後，ほとんどの企画者が次回の開催を希望される。そのため，次年度の年間ス

ケジュールはすでに埋まっている。他にも企画希望者は多く，実施回数を増やすなどの検

討を始めている。 

 このレコード企画を通して，参加者による自主サークルの立ち上げや，福祉施設でのレ

コード鑑賞ボランティア活動を希望する声が上がっている。こうした声を受けてセンター

では，サークル育成にむけた支援，情報提供，地域団体や施設との連携につながるコーデ

ィネートなどの側面的支援を行っている。また，レコードを聴く会が男性参加者確保に貢

献するということを受けて，他区いきいきセンターでの開催を希望する声も上がっている。 

 

4-2 事例 4，ゴスペルコーラス事業 ―地域の担い手を発掘するために― 

 

現在，自治会や町内会などの地域の担い手不足が深刻化している。地域の担い手育成が

進んでいないことについて，実際に地縁活動に取り組む人びとからは，単純に「出会いの

機会がない」「アプローチの仕方がわからない」「直接頼むと嫌がられる」とした声が上が

っている。ファーストコンタクトにおける課題が大きいことがわかる。 

そこで，いきいきセンターでは，30 代～50 代の女性にアプローチする手段として，ゴス

ペルコーラス事業を開催した(図 4-15)。市民向けの歌の講座は通常の合唱曲を用いた市民

コーラスの活動が一般的で，市民向けのゴスペルコーラスは少ない。つまり，従来のコミ

ュニティに属しない層へのアプローチを可能とする。音楽活動に取り組むテーマ型コミュ

ニティから更に細分化した「ゴスペル」に特化した新たなコミュニティの形成が期待され

る。 

2013(平成 25)年に開催した 1回目

の募集では，80 名，2 回目の開催で

は 60 名の応募があった。この事業の

特徴は，単に音楽教室のように歌を

習うだけでなく，地域住民との交流

を図るために地域イベントへ出演し

たり(図 4-16)，福祉施設で演奏を行

うなどして，積極的に地域コミュニ

ティに切り込んでいくことである。

更に，地縁コミュニティの人びとを

この企画に誘い入れ(図 4-14)，歌の

活動を通して地縁コミュニティと，

テーマ型コミュニティの関係性が深

まる工夫もしている。 

 

  

図 4-14 テーマ型コミュニティと地縁コミュニティの融合 

出所：筆者作成 
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図 4-15 レッスンの様子               図 4-16 クリスマスステージでの演奏               

(2015 筆者撮影)                  (2015 筆者撮影) 

 

4-3 音楽によるコミュニケーションとは―パーソナル・ミュージック，コモン・ミュージ

ック，スタンダード― 

 

 人びとがコミュニケーションをする際，初対面の相手を前にすると，お互いが共通の話

題を探ろうとする。そこで，話題提供の１つとして「音楽が好きだ」というと，最初はカ

ラオケの十八番や好きなアーティストの話などをしながら，それが会話の糸口となって世

間話が膨らんでいく。一方，音楽愛好家同士が音楽の話題をしていても，内容によっては

全く会話の展開ができないほどの別領域で，共有できないことも多い。初対面の段階では，

当たり障りのない音楽の話題に終始するのだが，その後で，実は特殊な音楽の名手だった

ということはよくある。音楽は普遍性と特殊性を併せ持ち，同じ人間の中でも状況に応じ

てその両方をうまく使い分けている。 

 小泉は，高校生が好きな音楽について語る時に，場所や状況に応じて「好み」を使い分

けていることに対し，使い分けの三層構造として，「パーソナル・ミュージック」，「コモン・

ミュージック」，「スタンダード」と名付け，使い分けの方法や理由を体系化している。 

 

「パーソナル・ミュージック」は，生徒が日常生活で個人的に好んでいる音楽である。

アイデンティティに密接にかかわるため，公に曝け出すことには慎重になりがちだ。と

くに教室のようなフォーマルな空間では，グループに共通した音楽を先に確認しなけれ

ば，自分の立ち位置を確定することができない。このとき，個人の音楽嗜好の位置を測

る目安となるグループ共通の音楽が，「コモン・ミュージック」である。これは同世代

に共通する音楽で，生徒同士が話す場面で共有される。教師や親世代と話す場面には，

さらに異世代に共通する音楽である「スタンダード」が登場する。パーソナル・ミュー

ジックが私的な性格を持つのに対し，コモン・ミュージックとスタンダードは公的な性

格を持つ。生徒のパーソナル・ミュージックは多岐にわたるため，パーソナル・ミュー

ジックのぶつけ合いだけでは会話が成立しない。(2007，56-57 頁) 
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 このように小泉は，ポピュラー音楽の話題を通して関係性を構築する際の三層構造を説

明している。その上で，学校内での円滑な人間関係を構築する際に，高校生がこの三層を

うまく使い分けていることを明らかにした。 

 この小泉の研究では，扱う音楽をポピュラー音楽に限定し，調査対象を高校生としてい

るのだが，この三層構造は，ポピュラー音楽以外のすべての音楽にも当てはまり，高校生

のみならず幅広い層を対象とする場合にも言えるだろう。 

 以前，センタースタッフと利用者による相談業務の何気ない会話の中で，一般的には知

られていないジャンルのアーティストの名前が出た。その両者の会話には，誰も寄せ付け

ないような共感の世界があり，まさに同郷の友ともいうべき距離感が形成された。つまり，

パーソナル・ミュージックの一致である。いきいきセンターのスタッフは，音楽の専門家

であるため，おおよその相手の音楽的嗜好や音楽歴に合わせて会話を深めることができる。

とはいえ，その時は両者にとって特殊性の部分での一致があったのだろう。この特殊性が

一致したときの共感が，その後のコミュニティ形成において太いつながりとなることが多

い。 

 日本人として共通となるスタンダードは，童謡・唱歌，演歌・懐メロ，歌謡曲，J-POP

などのジャンルであり，音楽活動ではカラオケなどが多くの人びとにとっての娯楽として

共通に楽しめる音楽である。そして，ロックやジャズなどのカテゴリー分けされた音楽ジ

ャンルや音楽活動ではピアノ，合唱，吹奏楽などは，コモン・ミュージックにあたる(表

4-3)。 

いきいきセンターの事業計画の多くは，このスタンダードを中心に，地域の人びとが誰

でも楽しめるような企画を提供し，数多くの地域住民の参加を促してきた。しかし，地域

活動に対する無関心層を引き出すためには，このスタンダードだけではなく，未だ出会う

ことのない層にアプローチする必要がある。 

 4-1 のレコード図書館事業の事例に関しては，特定のジャンルのレコードに特別な思い

を寄せる個人的な嗜好としてパーソナル・ミュージック，レコード愛好家グループとして

のコモン・ミュージックの提示により多くの男性参加者を獲得した例である。レコードを

を聴く会では，地域からレコード愛好家が次々と参加し，そこでは参加者同士の共感の輪

が広がった。コモン・ミュージックの一致である。レコード愛好家は，各々が好きな音楽

の話やオーディオ機器の話に花が咲く。センターには，レコード愛好家からのレコード図

書館に関する問い合わせも多い。参加者からの情報によると，岡崎いきいき市民活動セン

ターのレコード図書館事業が，レコード愛好家のネットワークの情報の中でやり取りされ

ている。「レコード」をキーワードとしたコミュニティが広がりをみせている。 

 

特定のジャンルのレコードに特別な思いを寄せる個人的な嗜好として「パーソナル・ミュ

ージック」，レコード愛好家としての「コモン・ミュージック」が適用されると説明した。 
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表 4-3 地域の音楽活動における三層構造  

三層構造 音楽 主な音楽活動 

パーソナル・ミュージック 

(カテゴリー分けされた音楽群

から更に細分化された音楽群) 

①特定の作曲家，アーティスト，歌手，楽器， 

ショパン，ワーグナー，ビートルズ，和太鼓等 

②地域，時代他 

シカゴブルース，60 年代ハードロック，現代音楽

等 

バンド活動，

オ ー ケ ス ト

ラ， 

コモン・ミュージック 

(カテゴリー分けされた音楽群) 

①ジャンル 

ロック，ジャズ，ゴスペル，クラシック等 

②時代，形式 

バロック，ロマン派，ミュージカル，邦楽等 

③楽器他 

鍵盤楽器，打楽器，レコード等 

ピアノ，電子

オルガン，吹

奏楽，合唱， 

スタンダード 

(国民共通の音楽) 

中高年層 若年層 世代共通 カラオケ 

演歌・懐メロ，

歌謡曲等 

J-POP 等 童謡，唱歌， 

ヒット曲等 

出所：筆者作成 

 

 更に，レコード図書館事業に関わる参加者の中から，特定のジャンルに造詣が深い参加

者数名で自主グループが誕生した。これは，パーソソナル・ミュージックの一致によるも

のであり，同時にテーマ型コミュニティが強化されたことを意味する。 

 4-2 のゴスペルコーラス事業でも，特殊性が発揮された事例と言える。参加動機を聞き

取りしたところ，「ゴスペルに興味があった」や「よくある合唱とは違うことがしたかった」

などの声が聞かれた。ここでは，スタンダードに飽き足らない層が，コモン・ミュージッ

クの提供によって引き出されていることがわかる。2 回の開催で 140 名もの参加者を獲得

したことは，人とひととの出会いの場の創出や，地域活動の現場に触れるという意味にお

いて一定の成果が見られた。 

 その後，参加者 140 名のうち，「ゴスペル」というパーソナル・ミュージックが一致した

と思われる 10 名程度が活動の継続を希望し，現在更に 10 名の新メンバーが加入し，20 名

ほどのグループに成長した。このグループは，地域イベントへの出演や，高齢者施設への

音楽活動にも積極的に参加している。 

 以上のように，音楽によるコミュニケーションでは，事業の目的によりスタンダード，

コモン・ミュージック，パーソナル・ミュージックを企画段階で使い分けながら，活用す

ることが求められる。特に，地域活動に対する無関心層への音楽を通したアプローチにお

いては，コモン・ミュージックやパーソナル・ミュージックの活用が有効であるが，その

場合，使い手(企画者)自身の音楽的素養が大きく影響する。 
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５．まとめ  

 

本論文では，地域コミュニティの構築に貢献する音楽活動の事例の分析を進めてきた。

そこから見えてきたことは次の 3 点に集約される。まず 1 点目は，音楽は個人と個人を結

びつける機能を有することである。次に 2 点目は，音楽の取り組みに関心のある人材を発

掘し，地域活動へとつなぐきっかけを作ることができる。そして 3 点目に，音楽活動によ

って既存の地縁コミュニティをより強固にするとともに，各種団体間のネットワーク形成

に寄与できる点である。 

とはいえ，あらゆるケースに対して同様の音楽活動が有効とは言えない。したがって，

音楽を活用する地域コミュニティ構築におけるプロセスでは，いくつかの段階別に考えて

いかなければならない。 

そこで，本研究では，広井が示す「日常的なレベルでのちょっとした行動パターン(挨拶，

お礼の言葉，見知らぬ者どうしのコミュニケーション等)」をステップ１，そして山崎丈夫

が示す，「学区内の各種住民団体間のネットワーク形成」をステップ２と位置付け，それぞ

れに対応する事例から考察する。 

 

 

5-1 考察 

 

事例１，大学･学生連携事業―地域の拠点づくりから音楽イベント開催まで―では，地域

コミュニティの構築に向けたステップ１として，広井が示す「日常的なレベルでのちょっ

とした行動パターン(挨拶，お礼の言葉，見知らぬ者どうしのコミュニケーション等)」に

成果が見られた。 

この取り組みは，2011(平成 23)年～2015(平成 27)年の 4 年間にわたる継続事業として実

施し，各年の事業計画において目的が深化されるように組まれている。単発的なイベント

でも出会いの場の創出は可能であるが，「顔見知りの関係」の形成にむけて，中長期的な事

業計画を行っている点が特徴と言える。加えて，他のセンター事業への参加促進や，情報

提供により関係性が途切れないように工夫をしている。 

音楽イベント「アートパフォーマンス in OKAZAKI」には，音楽を楽しむことを目的とし

て，出演者関係者のみならず多くの市民が集まった。出演者の多くは，スタンダードを中

心とした選曲のため，通行人の中には思わず立ち止まって一緒に口ずさむ者までいた。コ

モン・ミュージックやパーソナル・ミュージックでは，出演者間での会話が盛り上がるな

ど，音楽が円滑なコミュニケーションを生み出している。音楽イベント開催により，地域

や市民の活動の現場に，地域活動への無関心層や，音楽愛好家であるテーマ型コミュニテ

ィを引き出すことを可能とした。4 年にわたる継続事業の中で，顔見知りの関係や見知ら

ぬ者どうしのコミュニケーションが達成された事例である。 

事例 2 では，岡崎わいわい文化祭―音楽イベントの企画運営を通して，学区内の各種住

民団体間のネットワーク形成に加えて，地縁コミュニティとテーマ型コミュニティの交流
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に成果が見られた。岡崎わいわい文化祭の企画運営は，岡崎自治連合会を中心とした地縁

コミュニティに加えて，岡崎いきいき市民活動センターの指定管理者で，音楽のテーマ型

活動に取り組むＮＰＯ法人音の風である。企画の段階から，女性会，学区社会福祉協議会

その他の団体が関わり協力しながら運営を行った。各種団体の定例的な活動では，このよ

うな横のつながりを生み出すことは難しいため，団体間のネットワーク形成に貢献したと

言える。 

そして，イベントには，地域の各種団体からの有志や地域の人びとによる音楽発表以外

に，センターの事業であるポピュラーコーラスクラス，ゴスペルコーラスクラス，歌声教

室クラスから，各 20 名，合計 60 名が出演した。この取り組みの特徴は 2 点ある。1 点目

はセンターの音楽事業参加者を，イベント出演や運営スタッフとしてつないでいくことで

ある。 

センター事業のこれらのクラスでは，歌を歌うことが好きだという幅広い層を受け入れ

るためにコース設定がされている。歌声教室クラスでは，唱歌や懐メロ，ヒットソングを

中心とした選曲「スタンダード」を楽しむためのクラスである。続いて，ポピュラーコー

ラスクラスでは，洋楽から歌謡曲まで幅広いジャンルの音楽を扱う「コモン・ミュージッ

ク」を楽しむためのクラスである。そして，「パーソナル・ミュージック」を楽しむ人びと

を受け皿とする，ゴスペルコーラスクラスでは，一般的には知られていない本場のゴスペ

ル曲を歌うクラスである。このように，音楽の趣味嗜好が異なる人びとを関心別に集め，

そこから，地域活動へと送り出すことがシステム化されている。 

2 点目の特徴は，地域活動に対する無関心層へのアプローチの手段として，「岡崎わいわ

い文化祭に出演しよう」事業を開催したことである。センターの音楽事業には属さない，

地域の音楽愛好家を受け皿とする企画である。この募集では，ポピュラーコーラスクラス

で扱う「コモン・ミュージック」を提示したところ，あまり接したことのない音楽に新鮮

味を感じて応募したという 10 名が，センター事業であるポピュラーコーラスクラスのメン

バーに加わる形で出演した。この事業をきっかけとして，地域活動への無関心層を引き出

し，地域活動参加につなげることに成功した。 

事例 1，2 については共に，地域活動に比較的関心のある層に対するアプローチからの広

がりを期待するものであった。しかし，第 5 章で述べた，地域活動に対する無関心層への

音楽を通したアプローチでは，30 代～50 代の男女に対するアプローチに成果をあげている。 

4-1 で紹介した，レコード図書館事業に関心のある方々は，その関心の対象は当然レコ

ードである。仲間と一緒に歌うようなコミュニケーションを伴う音楽でも，楽器の習得を

楽しんだりするものでもない。まさに，レコードが好き，音楽を聴くことが好き，音響機

器が好き，などの理由で参加されている。表 3 では，コモン・ミュージックにあたる。こ

うした動機で参加された方々ではあるが，この中から更に細分化したパーソナル・ミュー

ジックで共感し自主グループが誕生した。この他，福祉施設でのレコード鑑賞の企画を提

案されるなどの動きが見られた。 

いきいきセンターの取り組みでは，音楽の事業を通して，多くの市民を巻き込み，同時

に地域活動へつなぐというスタイルが確立している。結果，音楽を通して出会った多くの
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人とひとが，同心円的に広がりを見せている。 

 しかし，課題もある。5-2 のゴスペルコーラス事業の事例では，1 回目 80 名，2 回目 60

名もの市民が参加し，講座を通して交流が深まった。多くの市民に，センター事業を周知

できたという点では大きな成果といえる。しかし，本事例では，地域活動への継続は 1 割

にも満たない 10 名であった。申込者すべてが地域活動につながっていくわけではない。音

楽は，ゆるやかな関係性の創出や維持には貢献する一方，地域コミュニティへの融合や，

強いつながりを構築する点では弱いことがわかる。 

 

5-2 展望 

 

音楽は，ゆるやかな関係性の創出や維持には貢献する一方，即地域コミュニティへの融

合や強いつながりを構築する点では弱い。そこで，課題となるのは，音楽活動によって集

まった人びとをいかにして地域活動へとつないでいくかという点である。そこで，ここで

はステップ 3 として「ＮＰＯ間の連携」を挙げる。 

音楽のＮＰＯでは，不特定多数の人びととの出会いを得意とし，音楽を楽しむことをキ

ーワードとしたゆるやかな関係性の維持が可能である。しかし裏を返せば，地域課題を直

接的に解決することを使命としていない。地域には，まちづくりの課題解決を目指すＮＰ

Ｏ，高齢者問題の課題解決を目指すＮＰＯ，環境問題の課題解決を目指すＮＰＯなど，課

題に直接的に向き合うＮＰＯがある。こうしたＮＰＯとの協働によって，せっかくの出会

いから地域活動へつなげていくことが期待できる。音楽ＮＰＯの企画によって集まった人

びとのその後の受け皿として，さまざまな課題解決に取り組む地域のＮＰＯがある。音楽

ＮＰＯはうまく橋渡しができるような工夫を行い，他のＮＰＯが人びとの関心を引き出し

ながら自らの会に取り込めるような工夫を行う。そのためには，他のＮＰＯが，音楽ＮＰ

Ｏの企画に積極的に関与することも必要である。 

現在，テーマ型コミュニティの連携・協働は必ずしも積極的に行われているとは言えな

い。分野や問題意識が違えども，多様なＮＰＯが連携・協働することで地域コミュニティ

の更なる進化が図れると考えられる。更に今後の研究につなげて行きたい。 

 終章では，第 1 章～第 4 章にかけて得られた主要な知見をまとめて，本博士論文の総括

とする。 
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終 章 

 

結論と残された課題 
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１．本研究の成果 

 

序章において，地域コミュニティ弱体化の問題を解決するために，音楽がどのような役

割を果たし，どのような効果をもたらすのかについて，3 点の論証すべき事象を設定した。

この論証すべき事象については，全国の音楽系ＮＰＯ法人の類型化を行った結果，抽出さ

れた事例について分析を行い，第 2 章から第 4 章を通じて検討した。 

本研究における到達点として，事例研究を通じて明らかにしたことをまとめると以下の

とおりとなる。 

 

1-1 論証すべき事象の検証 

 

①個人と個人がつながる関係性の構築 

 第 1 章～第 2 章で述べたように，地域における音楽ボランティア活動が，個人(音楽ボラ

ンティア)と個人(参加者)がつながる関係性の構築に有効であることが明らかになった。音

楽ボランティア活動は，受け手と送り手の利害が一致するために定期化しやすく，このこ

とが関係性を深めることに効果をもたらしている。音楽家と参加者が双方向にコミュニケ

ーションを図る参加型プログラムが多く，互いを認識する上で記憶に定着しやすいという

特徴があるということである。 

また第 3 章で取り上げた「ほくさい音楽博」や「少年の祭典ボレロ」，第 4 章の「岡崎わ

いわい文化祭」の事例の検討でも明らかになったように，イベントの出演や運営は不特定

多数の人びとをつなげる上で有効である。他方，第 4 章で取り上げた京都市岡崎いきいき

市民活動センターの「レコードを聴く会」のように，レコードや音響機器の愛好家という

特定の少数を対象に出会いの場を創出することにも効果を発揮する。 

 

②地域の機関や既存の地域小集団のネットワーク形成 

第 2 章の「スマイルミュージックフェスティバル」，第 3 章の「ほくさい音楽博」や「少

年の祭典ボレロ」，第 4 章の「岡崎わいわい文化祭」で述べたように，音楽イベントの企画

運営は，開催に至るまでの準備や会議への参加，当日の運営など接触の頻度が高く，協力

しあいながら実施する点で，地域機関や既存の小集団のネットワーク形成に対して有効で

ある。 

更に，音楽ならではの特徴として，運営スタッフが出演者としても参加できるようなプ

ログラムを設定することが，ネットワークの形成によい影響をもたらすことができる。運

営スタッフとして与えられた役割として関わる人びととの交流以外に，音楽プログラムの

出演者としての接点が増え，その接点が他集団とのネットワーク形成のきっかけとなって

いる。 

地域の機関や既存の地域小集団とのネットワーク形成に期待する場合，音楽ホールなど

を使用した数百人規模のイベントが役割分担をする上で有効だということが分析の結果と

して明らかになった。 
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③地域コミュニティにおけるゆるやかなつながりの創出 

 音楽は幅広い年齢層が楽しめるプログラムとして地域交流の場で取り入れられている。

高齢者や子どもなど参加者の年齢が限定される場合は，対象者の好みに合わせた選曲を行

い，参加者が不特定多数の場合は，誰もが楽しめる曲を中心とした選曲で楽しむことがで

きる。幅広い年齢の参加者やその時々の状況に応じて柔軟にプログラムできることが音楽

の 1 つの特徴であり，このことが多くの場で気軽に活用される要因となっている。 

 本論文で取り上げた事例では，福祉施設における少人数を対象とした活動から，千人を

超える規模のイベントまで取り上げたが，多くの事例において定期的に継続開催している。

これらの事例の分析から，継続的に提供するさまざまな音楽プログラムによって，ゆるや

かなつながりが創出されることが明らかになった。 

 

1-2 結論 

 

 本研究では，音楽を活用した地域コミュニティの構築について考察したが，音楽を活用

することにより，個人個人がつながる関係性の構築に有効であること，地域の機関や既存

の地域小集団のネットワーク形成に貢献していること，地域コミュニティにおけるゆるや

かなつながりを創出することが明らかになった。同時に，これらの 3 点は，主に地域コミ

ュニティの構築に向けた初期の段階(人とひとが出会い顔見知りの関係)で効果をもたらす

とともに，事業の継続的な開催によりその関係がゆるやかにつながり続けることが確かめ

られた。 

また，第 1 章から第 4 章の事例を総合的に分析すると，音楽を活用した地域コミュニテ

ィの構築には段階があることが明らかになった(表 5-1)。 

 ステップ 1 として，個人と個人のつながりについては，地縁コミュニティとテーマ型コ

ミュニティの出会いの場の創出を目的としているが，その際に①個人と個人とのつながり

づくりから地縁コミュニティへする段階と，②のテーマ型コミュニティを経て地域コミュ

ニティつなげる段階がある。①②ともに，活用できる音楽は，各事業の対象者の特徴を踏

まえた上で使い分ける前提のもと，三構造のうちコモン・ミュージック，パーソナル・ミ

ュージックが有効であることが示された。 

 ステップ 2 では，山崎(2003)が示す学区内の各種住民団体間のネットワーク形成につい

て，地縁コミュニティ，テーマ型(ミッション志向型)コミュニティ，各種関係機関を含む，

地域コミュニティの強化を目的に，活用できる音楽は，スタンダード，コモン・ミュージ

ックとした。団体間のつながりを深めるためにグループ活動を促進する際には，グループ

共通の音楽としてコモン・ミュージックが有効であることが示された。 
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表 5-1 音楽を活用した地域コミュニティ構築における段階(第 4 章の事例を中心に)  

出所：筆者作成 

 

ただし，地域で開催するすべての音楽活動が地域コミュニティの構築に貢献するわけで

はない。筆者は，音楽を活用して地域コミュニティの構築を目指そうとするならば，ある

程度意図的に音楽を活用する必要があると考えている。そこで力を発揮するのが「音楽系

ＮＰＯ」の存在であろう。本研究で取り上げた事例の多くは，音楽系ＮＰＯのコーディネ

ーターの調整力をはじめとする能力によって成果を出している。 

音楽系ＮＰＯの企画力，他団体との協働・連携，地域の人とひととをつなぐコーディネ

ートなど，音楽の専門性を生かしながら地域コミュニティ構築への使命感を持って取り組

むことで，地域コミュニティの構築へとつながるのである。 

  

 

２．残された課題と展望 

 

2-1  地域コミュニティの問題に取り組む音楽系ＮＰＯの涵養 

  

序章で述べたように，2017(平成 29)年 6 月，「文化芸術振興基本法」の改正法案が国会

で成立し，法律の名称は「文化芸術基本法」に改められた。今回改正の特徴の 1 つに，文

化芸術を広く社会の中で活かしていくために，観光やまちづくり，国際交流，福祉，教育，

産業など幅広い分野と有機的につなげる必要性を強調したことが挙げられる。新法では，

文化芸術に関連する幅広い分野の各関係機関との連携による施策の推進に期待が寄せられ

ている。 

段階 課題 目的 狙い 本論文で扱う事例 
活用する音楽

(表 3) 

ステップ 

１ 

 

個人と個人の

つながりの創

出 

地縁コミュニティ，テ

ーマ型(ミッション志

向型)コミュニティの

出会いの場の創出 

 

①個人と個人

とのつながり

づくりから地

縁コミュニテ

ィへ， 

事例 1 

アートパフォーマン

ス inOKAZAKI 

スタンダード，

コモン・ミュー

ジック，パーソ

ナル・ミュージ

ック 

②テーマ型コ

ミュニティを

経て地域コミ

ュニティへ 

事例 2， 

岡崎わいわい文化祭 

事例 3， 

レコード図書館 

事例 4， 

ゴスペルコーラス 

スタンダード，

コモン・ミュー

ジック，パーソ

ナル・ミュージ

ック 

ステップ

２ 

学区内の各種

住民団体間の

ネットワーク

形成 

地縁コミュニティ，テ

ーマ型(ミッション志

向型)コミュニティ，

各種関係機関を含む，

地域コミュニティの

強化 

地域コミュニ

ティの広がり

と深まり 

事例 2 

岡崎わいわい文化祭 

スタンダード，

コモン・ミュー

ジック 
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前掲図(図-1)が示すように，全ての社会課題に係るものとして，地域コミュニティの形

成が位置付けられている。地域コミュニティの問題は，さまざまな社会課題と不可分であ

りながら，問題に対しては直接的な課題解決が優先される傾向がある。取り上げられた事

例数にも表れているが，地域コミュニティの問題に向き合う取り組みが少ないことも課題

であろう。 

本研究で抽出したデータでも，現在全国で 705 法人ある音楽系ＮＰＯ法人のうち，地域

コミュニティの問題に取り組むＮＰＯは 9 法人で全体の 1.3％と低い数字である。今後，

音楽の特性を生かし地域コミュニティの構築に意図的に活用するという視点を持つ音楽系

ＮＰＯの涵養が社会的に要請されていると考えられる。 

  

2-2 社会課題解決に向けた他分野との連携強化 

 

 社会課題解決に向けて団体の活動を活性化する場合，使命を同じくする団体同士や他分

野の団体との連携協働が効果的である。しかし，連携・協働をする対象として音楽系ＮＰ

Ｏが選択肢に含まれることは少ない。音楽系ＮＰＯは，音楽の振興を目的とした愛好家の

会というイメージが未だ強い状況をもたらしていると考えられる。これにどうして対応す

るかは音楽系ＮＰＯの課題であろう。 

音楽系ＮＰＯの使命や活動内容は多様である。したがって，どの音楽系ＮＰＯでも連携・

協働できるわけではなく，団体の活動の特性を見極めたうえで連携をすることが必要とな

る。そのためには，更に音楽系ＮＰＯの活動実態の調査と検証が重視される。 

 

2-3 音楽系ＮＰＯの組織基盤強化 

 

本論文で，音楽が地域コミュニティにおけるゆるやかなつながりを創り出すことに貢献

することが明らかにした。しかし，単年度事業や単発的な取り組みで創りだしたつながり

を維持することは難しい。 

音楽系ＮＰＯの多くは，組織基盤が脆弱であり運営資金の確保に苦慮している。必然的

に，事業費は助成金で賄い運営は概ねボランティアとなる。通常助成金は単年度から 3 年

程度の期間に限定されるうえ，助成金は人件費には使えないなどの使途が限定されること

も多い。本研究で取り上げた事例の多くは，音楽系ＮＰＯのコーディネーターの調整力を

はじめとする個々の能力によって成果を出しており，実情としては，個人の使命感や能力

に頼る状況がある。個人の使命感や能力に多くを頼らざるを得ない状況がある限り，事業

の安定的な運営や継続には課題が残る。 

 第 4 章で取り上げた「京都市岡崎いきいき市民活動センター」の事例では，京都市の指

定管理料から人件費が確保され，安定的に運営が行われていることを示した。とはいえ，

求められる人材と比較して確保される人件費が低く優秀な人材を確保することは困難であ

る。また 1 期 4 年間という指定管理期間が定められているという問題もあり長期的な計画
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を立てることができないなどの課題が挙げられる。 

 

2-4  展望 

 

 地域における音楽系ＮＰＯの活動が活発化し，地域の人びとからはその活動に期待が寄

せられる一方で，組織基盤が脆弱なことから活動が停滞することも多い。音楽が地域コミ

ュニティの構築に貢献することが明らかになったことは，今後の安定的な運営を目指す上

で意義があると考える。 

 筆者が主宰するＮＰＯ法人音の風は，設立 15 年目を迎えている。設立以降，地域からの

音楽活動の要請は増加し続け，現在月 30～40 件の依頼に対して音楽家を派遣している。15

年前にはほとんど見ることがなかった音楽ボランティア活動グループも，今では数多くの

グループが地域での活動に取り組み，更には，京都府(市)において 12 の団体が法人確保取

得し，音楽系ＮＰＯとして活躍している。このように地域で広がり続ける音楽活動が，社

会の資源としてどの地域においても供給され，安定的な運営のもと一般化することが展望

される。 

なお，本研究は調査対象をＮＰＯ法人に限定したため，その他の音楽関係の法人及び任

意団体の活動は対象外である。また，今回の事例研究からは地域コミュニティの構築の効

果を量的に実証することは難しい。 

地域コミュニティの構築に貢献するその他の音楽関係団体の事例の全国的動向の把握や

量的調査については今後の課題とし，稿を改めて論じることとしたい。 
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