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資料８ 
     もんぶかがくしょう       しょうがいしゃ ぶんか げいじゅつかつどう  しんこう        とりくみ 

 文部科学省における障害者の文化芸術活動 を振興するための取組 

 しょうがい     かた     ぶんかげいじゅつかつどう とりくみ      し えん          ぶんかげいじゅつ しんこう                       たいへんいぎ           にんしき 

 障害のある方による文化芸術活動の   取組を支援することは、文化芸術の 振興につながるものであり、大変意義あるものと認識。 
 へいせい  ねん がつ  かくぎけってい      ぶんかげいじゅつ  しんこう  かん    きほんてき  ほうしん だい  じ きほんほうしん           しょうがいしゃとう ぶんかげいじゅつ 

 平成２３年２月に閣議決定された「文化芸術の 振興に関する 基本的な方針」（第３次基本方針）においても、「障害者等の文化芸術 
かつどう  しえん    かつどう おこな  だんたいとう    とりくみ  そくしん           きさい  

活動を支援する活動を行う  団体等の取組を 促進する」ことを記載。 

   きほんてき   かんが かた 

１．基本的な 考え方 

とくべつしえん がっこう      せいと      さくひん  てんじ かい   ぶ たいげいじゅつ  はっぴょう  しえん 

特別支援学校の生徒による作品の展示会 や舞台芸術の発表を 支援 
 
  ぜんこくこうとうがっこうそうごうぶんかさい         いちぶもん  もう   とくべつしえんがっこう  せいと      びじゅつさくひんなど てんじかい  ぶたいげいじゅつ はっぴょう  しえん 

 全国高等学校総合文化祭において、一部門を設け、特別支援学校の生徒による美術作品等の展示会や舞台芸術の 発表  を支援。 
      ぜんこくこうとうがっこうそうごうぶんかさい へいせい  ねんどよさんがく    ひゃくまんえん   うちすう   へいせい  ねんど  とやまけん  じっし 

 ※全国高等学校総合文化祭 （平成２５年度予算額 ７７百万円 の 内数） 平成２４年度は富山県で実施。 

ちほうこうきょうだんたい    きかく                すぐ    ぶんかげいじゅつ      そうぞうはっしんじぎょう  たい           しえん 

地方公共団体 が 企画する優れた文化芸術の創造発信事業に対する支援 

 
 ちほうこうきょうだんたい  きかく      すぐ   ぶんかげいじゅつ  そうぞうはっしんじぎょう     たい    しえん  おこな なか  しんせい しんさ  つう    しょうがい     かた   

 地方公共団体が企画する優れた文化芸術 の 創造発信事業 に 対する支援を行う 中で、申請・審査を通じて、障害のある方が 
おこな  かつどう  しえん 

 行う 活動を支援。 
 

   ちいきはつ ぶんかげいじゅつそうぞうはっしん                        へいせい  ねんどよさんがく      ひゃくまんえん   うちすう 

※地域発・文化芸術     創造  発信イニシアチブ（平成２５年度予算額 ２,９３６百万円   の内数） 
 

 しえん  れい  び   しが       すいしんじぎょう   し が  げいじゅつしんこう  とりくみ  いっかん                   さくひん てんじとうかんれんじぎょう  じっし  

【支援の例】「美の滋賀」づくり推進事業    滋賀の芸術振興  の取組の一環  で、アール・ブリュット作品の展示等関連事業  を実施。 

   とりくみ   れい 

２．取組の例 

１ 



ぜんこくしょうがいしゃげいじゅつぶんかさい           こうえんなど 

全国障害者芸術・文化祭  への後援等 
こうせいろうどうしょう   ちほうこうきょうだんたい   じっし       ぜんこくしょうがいしゃげいじゅつ ぶんかさい           こうえんなど  じっし 

厚生労働省  が 地方公共団体  と 実施している全国障害者  芸術 ・ 文化祭への後援等を 実施。 
 

  へいせい       ねんど        ぶんかちょう     じっし         こくみん ぶんか  さい   ぜんこくしょうがいしゃげいじゅつ        ぶんか  さい       やまなしけん      じっし                 よてい 

※平成２５年度は、文化庁で実施する国民文化祭、全国障害者芸術 ・ 文化祭とも山梨県で 実施することを予定。 

げいじゅつだんたいとう おこな    げいじゅつ そうぞうふきゅうかつどうとう    たい             しえん 

芸術団体等が 行う芸術の 創造普及活動等 に対する支援 
 

 どく  にほんげいじゅつぶんかしんこうかい         げいじゅつぶんかしんこうききん       げいじゅつだんたいとう    おこな げいじゅつ     そうぞうふきゅうかつどうとう  

（独）日本芸術文化振興会    において、芸術文化振興基金により、芸術団体等   が  行う 芸術  の   創造普及活動等 に 
  たい     しえん おこな  なか  しんせい しんさ  つう    しょうがい      かた おこな かつどう しえん 

に対する支援を行う  中で、申請・審査を通じて、障害のある方が行う 活動を支援。 
 

      げいじゅつぶんか   しんこう  ききん     ぶたいげいじゅつなど    そうぞう  ふきゅう  かつどう   ち  いき    ぶんか  しんこう  など    かつどう      へいせい      ねんど  よさん   がく            ひゃくまんえん    うちすう 

※芸術文化振興基金（舞台芸術等の創造普及活動、地域の文化振興等の活動） （平成２５年度予算額 １,２９６百万円の内数） 
 

  し  えん    れい   しょうがいしゃ             てん      ちょうかくしょうがいしゃ     きょうりょく      しゅわ                       など        おこな   こうえん  

【支援の例】障害者のアート展や、聴覚障害者が協力して手話やパントマイム等により行う公演、 
                 しんたい  しょうがいしゃ    そう  さく  えんしゅつ   えん      げきだん    こう えん  しょうがいしゃ      さく し   さっきょく       さくひん    ちゅうしん        おん がく さい など    たい   し えん 

        身体障害者が創作・演出し演じる劇団の公演、障害者が作詞・作曲した作品を中心とする音楽祭等に対し支援。 

    どく      とくべつしえんきょういくそうごうけんきゅうじょ                                                            とりくみ 

（独）特別支援教育総合研究所   におけるインターネットギャラリーの取組 
 

ぜんこくとくべつしえんがっこうぶんかさい しゅっぴん           かいが しょどうなど  ゆうしゅうさくひん                                 けいさい  
全国特別支援学校文化祭に出品  された絵画、書道等の優秀作品について、インターネットギャラリーへ掲載。 

こくない えいがさい とう     かつどう      しえん 

国内映画祭 等の活動への支援 
 

 えいがさい   た よう かんしょうきかい じゅうじつ  し     とくしょく   にほんえいが   じょうえいかつどう しえん ぼしゅうあんない なか  とくしょく    じょうえいかつどう  

 映画祭や多様な鑑賞機会の充実に資する特色ある日本映画の上映活動を支援。募集案内の中で、特色ある上映活動 の 
れい       じまく   おんせい    つ  えいが   じょうえいなど  かんしょうかんきょう                          じょうえいかつどう  あ      

例として、「字幕・音声ガイド付き映画の上映等、  鑑賞環境   をサポートするバリアフリー上映活動」 を挙げている。 
 

       げいじゅつ ぶんか  しんこう き   きん  こくない えい が  さい など    かつどう「     へいせい     ねん ど  よ  さんがく           ひゃくまんえん    うちすう 

※芸術文化振興基金（国内映画祭等の活動） （平成２５年度予算額１,２９６百万円の内数） 
 

  し   えん   れい   に ほん えい が じょうえいかつどう    かん      じ  まく     ほちょう えんじょ                せっち                            じょうえい えいが さい など    たい   しえん 

【支援の例】日本映画上映活動に関し、字幕や補聴援助システムを設置するユニバーサル上映映画祭等に対し支援。 ２ 


