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京都市内の福祉施設等の文化芸術活動の状況
についてのアンケート調査報告書

文化芸術活動に取り組んでいる

主催　京都市 ／ 一般社団法人HAPS
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京都市内の福祉施設等の文化芸術活動の状況についてのアンケート調査

乃菚软כ炘⚡焰炮׃םח注鐶◄哅
4PDJBM�8PSL���"SU�$POGFSFODFꝧ㡎יזגֵמ

�鐧�削�㕔�⼔�傴�
　京都市と一般社団法人HAPSは、「文化芸術による共生社会実現に向け
た基盤づくり事業」を通して、文化芸術をきっかけに様々な立場の人が関
わり合う共生社会を実現するための取組を実施しており、今年度から、福
祉をはじめ、多様な分野と文化芸術をつなぐための相談事業「Social 
Work / Art Conference」（SW/AC）を開始いたしました。
　少子高齢化・貧困・ジェンダー格差等、様々な課題や困難を抱える現代
社会において、SW/ACでは、相談に来られた方々のご活動がより社会に
開かれるためのサポートを提供いたします。

　今回、私たちの事業をご紹介するとともに、どのようなサポートや連携
に取り組むべきか検討することを目的に、京都市内の福祉施設等での文
化芸術活動の有無や新型コロナウイルス感染症の影響等を伺うアンケート
調査を実施し、その内容を本報告書に取りまとめました。
　なお、本アンケート調査は、文部科学省科学研究費補助金「アジアに
おける社会包摂型アーツマネジメントモデル形成と応用」（代表、中川眞）
を一部使用して実施しております。

　SW/ACにご興味・ご関心をお持ちいただけましたら、お気軽にお問い
合わせくださいますと幸いです。

令和３年２月
京都市

一般社団法人HAPS

目次

調査の概要

基礎情報

新型コロナウイルス感染症の影響について（Q１）
文化芸術活動について（Q２～６）
調査のまとめ｜調査の検証
調査を受けて

p.3

p.4

p.5

p.8

p.39

P.40
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鐧削ס哭釐
　京都市及び一般社団法人HAPSは、福祉をはじめとする多様な分野と文化
芸術をつなぐための相談事業「Social Work / Art Conference」（SW/AC）
の開設を機に、京都市内の社会福祉施設等3,419件（障害者施設等642件、
高齢者施設等1,888件、子ども・子育て支援施設等889件）を対象に、文化芸
術活動に係る実態調査を実施しました。

実施期間 2020年12月15日（火）～2021年1月8日（金）　25日間

調査方法 質問票（インターネット・ウェブフォーム）
  ※ネット環境がない事業所16件に限り郵送法を併用した。
  ※ウェブフォームは、Questant（株式会社マイクロミル）を利用した。

調査対象 3,419件
  ※京都市内の社会福祉施設等のうち、「高齢者施設等」「障害者施設
　　　　　　　　　等」「子ども・子育て支援施設等」を対象に抽出した。
 
回答率等 回収数： 167件
 回収率： 4.9%
 有効回答数：  167件
 有効回答率：  4.9%

※アンケートのウェブフォームのURLが記載されたハガキを登録されている住所（3,424
　事業所）に送付、回答を依頼した。
　そのうち宛先不明で返送されたものが5件あったため、対象数から省いた。
※本報告書内に表記されている割合の数値は、少数点第２位を四捨五入しているため、
　誤差が生じている箇所がある。

障害のある方
43.1%

高齢者
29.9%

児童等
23.4%

その他 3.6%

運営する施設「あり」
91.6%

運営する施設「あり」
95.8%

運営する施設「あり」
84.0%

「なし」8.4%

「なし」4.2%

運営する施設「あり」
92.3%

「なし」7.7%

「なし」16.0%

㓹灄䗯㕔

主な支援分野 ｜ 回答数167

　主な支援分野を尋ねたところ、「障害のある方」と回答した
のは72施設・団体で全体の43.1%、「高齢者」が50施設・団体で
29.9％、「児童等」が39団体・施設で23.4％、「その他」が６団
体・施設で3.6％だった。なお「その他」は６団体・施設で、「児
童・障害のある方併設」「高齢者、障害者」「児童相談支援」「難
病患者」「社会全般」「０～５歳児の乳幼児」となっている。

運営する施設の有無｜ 回答数167

　運営する施設が「ある」と回答したのは
153施設・団体で全体の91.6%、「ない」と回
答したのは14施設・団体で8.4%だった。

　運営する施設について支援分
野別にみたところ、障害のある方
を支援対象とする団体は95.8%、
高齢者支援は84.0%、児童支援は
92.3%が運営する施設が「ある」と
回答した。障害のある方

高齢者

児童等

n=50

n=39

n=72
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　次にこの結果を「主な支援分野」ごとにみていく。
　「障害のある方」を支援する施設・団体（回答数72）のうち、最も多い回答
は「日中活動・余暇活動を制限・縮小している」で48.6%、次いで「通常運営
を行なっている」が37.5%、「サービスを制限・縮小している」が20.8%、「利
用、入所、面会を制限している」が16.7%、「その他」が12.5%、「事業や業務を
休止・休業している」が2.8%だった。
　「高齢者」を支援する施設・団体（回答数50）のうち、最も多い回答は「日
中活動・余暇活動を制限・縮小している」で64.0%、次いで「利用、入所、面会
を制限している」が60.0%、「通常運営を行なっている」が22.0%、「サービス
を制限・縮小している」が14.0%、「その他」が10.0%となっている。「事業や
業務を休止・休業している」は0%だった。
　「児童等」を支援する施設・団体（回答数39）のうち、最も多い回答は「日
中活動・余暇活動を制限・縮小している」で43.6%、次いで「通常運営を行
なっている」が41.0%、「その他」が25.6%、「サービスを制限・縮小している」
が20.5%、「利用、入所、面会を制限している」が17.9%、「事業や業務を休止・
休業している」が2.6%だった。

二㑔تٜؕؗػٞؤ䚉刌檮ס䏅ꮶיַחמ
Q1
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う貴事業所・団体の運営状況
について教えてください ｜ 回答数167｜ 複数選択

　まず回答全体を見ると、最も多い回答は「日中活動・余暇活動を制限・縮小し
ている」で52.7%、次いで「通常運営を行なっている（とくに影響はない）」が
34.1%、「利用、入所、面会を制限している」が30.5%、「サービス（介護、支援、訓
練等）を制限・縮小している」が19.2%、「事業や業務を休止・休業している」は
1.8%だった。「その他」は15.6%で、内訳は次のクロス集計で紹介する。

日中活動・余暇活動を
制限・縮小している

通常営業を行っている
（とくに影響はない）

利用、入所、面会を
制限している

サービス（介護、支援、訓練等）
を制限・縮小している

事業や業務を休止・
休業している

その他

日中活動・余暇活動を制限・縮小している
通常営業を行っている（とくに影響はない）
利用、入所、面会を制限している
サービス（介護、支援、訓練等）を制限・縮小している
事業や業務を休止・休業している
その他

0 50 80

52.7%

34.1%

30.5%

19.2%

1.8%

15.6%

A

B

C

D

E

F

Q1つづき｜クロス集計

障害のある方
n=72 A 48.6%

A 64.0%

A 43.6% C 17.9% F 25.6%
E 2.6%

D 20.5%

高齢者
n=50

児童等
n=39

B 37.5% C 16.7% E 2.8%

D 20.8% F 12.5%

B 22.0% F 10.0%

C 60.0% D 14.0%

E 0.0%

B 41.0%
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二㑔تٜؕؗػٞؤ䚉刌檮ס䏅ꮶיַחמ 乃菚软孨Ⳃיַחמ
Q2
貴事業所・団体では、平素から「文化芸術活動」に取り組んでいますか？
（「文化芸術活動」は、日中活動・余暇活動、芸術療法等での文化的な活
動を含みます）｜ 回答数167｜ 単一選択

　まず回答全体を見ると、最も多い回答は「取り組んでいる」で41.3%、次いで「取り
組んでいない（取り組む予定はない）」が21.6%、「まだ取り組んでいない（取り組みた
いと思っている）」が19.2%、「取り組んでいるが、新型コロナウイルスの影響で中止
している」が18.0%だった。

　「その他」回答は、下記の通り。
【障害のある方】職員は支援終了後テレワーク／事業所
として日中余暇活動の制限は行っていないが、利用者から
の希望により個々に制限がかかっている／移動支援は、
繁華街など人の集まる場所の制限を、行なっています／
希望する利用者は在宅にて通常運営を実施／一部在宅支
援を利用している／通常運営を行なっているが、影響は
ある／食事を2グループに分けている／感染対策を実施
しながら通常運営を行っているが、面会については制限し
ている／感染拡大しないようにできる限り３密を避ける
よう留意して活動を行っている
【高齢者】人を集める形でのイベント等を控えている／日
課となった消毒作業、訪問面接前後の手指消毒、帰所時の
手洗いと消毒、執務室の常時換気と加湿／面会：ガラス越
し、オンライン／通常運営しているが影響はある／家族
面会を制限（オンラインのみ）
【児童等】感染予防対策をとった上で通常に近い形で運営
／通常運営だが、コロナの影響はある／どうすれば実施
できるのかを考えながら事業展開している／自粛期間は
各家庭に家庭保育の協力をお願いしていたが、保育室は閉
めることなく運営するように要請されていたため、運営し
ていた／取り組みには予約制にして密にならないように
している／感染拡大防止に努めながら、事業を実施／清
掃、消毒、衛生面での配慮など丁寧に行っている。活動に制
限はないが、３密にならないよう配慮している／内容に
よって縮小／事業や行事など、縮小、内容を変更して行っ
ている／行事等、制限、縮小している
【その他】感染防止対策を行いながら運営を継続／コロ
ナ感染予防対策を行っている

取り組んでいる
41.3%

取り組んでいない
（取り組む予定はない）

21.6%

まだ取り組んでいない
（取り組みたいと思っている）

19.2%

取り組んでいるが、
新型コロナウイルスの影響で
中止している
18.0%

Q1つづき｜クロス集計
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Q2つづき｜クロス集計

　次にこの結果を「主な支援分野」とクロス集計を
行なった。

　「障害のある方」を支援する施設・団体（回答数
72）のうち、最も多い回答は「取り組んでいる」で
37.5%、次いで「取り組んでいない」が34.7%、「まだ
取り組んでいない」が18.1%、「取り組んでいるが、
新型コロナウイルスの影響で中止している」が
9.7%だった。
 　「高齢者」を支援する施設・団体（回答数50）のう
ち、最も多い回答は「取り組んでいるが、新型コロナ
ウイルスの影響で中止している」で32.0%、次いで
「取り組んでいる」が30.0%、「まだ取り組んでいな
い」が22.0%、「取り組んでいない」が16.0%だった。
　「児童等」を支援する施設・団体（回答数39）のう
ち、最も多い回答は「取り組んでいる」で61.5%、「ま
だ取り組んでいない」が17.9%、「取り組んでいる
が、新型コロナウイルスの影響で中止している」が
15.4%、「取り組んでいない」が5.1%だった。

障害のある方
n=72

高齢者
n=50

児童等
n=39

取り組んでいる
取り組んでいるが、新型コロナウイルスの影響で中止している
まだ取り組んでいない（取り組みたいと思っている）
取り組んでいない（取り組む予定はない）

A

A

A

A

B

B

B

B

C

C

C

C

D

D

D

D
37.5%

30.0%

61.5%
15.4%

17.9%

5.1%

32.0%

22.0%

16.0%

9.7%
18.1%

34.7%

Q2-1
貴事業所・団体では、どのような文化芸術活動（プログラム）
に取り組んでいますか？｜ 回答数99｜ 複数選択

　まず回答全体を見ると、最も多い回答は「施設内での創作や実演活動」
で85.9%、次いで「利用者の作品の展示や実演の発表（一般公開）」が
48.5%、「施設外（劇場、美術館、映画館等）での芸術の鑑賞機会の提供」が
26.3%、「利用者の作品やグッズ等の商品開発や販売」が18.2%、「職員を
対象とした文化芸術に関する活動やワークショップ」「職員による作品
の展示や実演の発表（一般公開）」「その他の文化芸術活動」はいずれも
7.1%だった。
　

施設内での創作や
実演活動

利用者の作品の展示や
実演の発表（一般公開）

施設外（劇場、美術館、映画館等）
での芸術の鑑賞機会の提供

利用者の作品やグッズ等の
商品開発や販売

職員を対象とした文化芸術に
関する活動やワークショップ

職員による作品の展示や
実演の発表（一般公開）

その他の文化芸術活動

85.9%

48.5%

26.3%

18.2%

7.1%

7.1%

0 50 90

7.1%
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施設内での創作や実演活動
利用者の作品の展示や実演の発表（一部公開）
施設外（劇場、美術館、映画館等）での芸術の鑑賞機会の提供
利用者の作品やグッズ等の商品開発や販売
職員を対象とした文化芸術に関する活動やワークショップ
職員による作品の展示や実演の発表（一般公開）
その他の文化芸術活動

A

B

C

D

E

F

G

Q2-1つづき｜クロス集計

　次にこの結果を「主な支援分野」とクロス集
計を行なった。

　「障害のある方」を支援する施設・団体（回答
数34）のうち、最も多い回答は「施設内での創
作や実演活動」で85.3%、次いで「利用者の作品
の展示や実演の発表（一般公開）」が44.1%、「利
用者の作品やグッズ等の商品開発や販売」が
41.2%、「施設外（劇場、美術館、映画館等）での
芸術の鑑賞機会の提供」が26.5%だった。
　また「職員を対象とした文化芸術に関する活
動やワークショップ」「職員による作品の展示
や実演の発表（一般公開）」はいずれも5.9%、
「その他の文化芸術活動」は2.9%だった。

　 「高齢者」を支援する施設・団体（回答数31）
のうち、最も多い回答は「施設内での創作や実
演活動」で83.9%、次いで「利用者の作品の展示
や実演の発表（一般公開）」が51.6%、「施設外
（劇場、美術館、映画館等）での芸術の鑑賞機会
の提供」が25.8%、「職員を対象とした文化芸術
に関する活動やワークショップ」が12.9%、「利用
者の作品やグッズ等の商品開発や販売」「職員
による作品の展示や実演の発表（一般公開）」は
いずれも6.5%、「その他の文化芸術活動」は
3.2%だった。

　「児童等」を支援する施設・団体（回答数30）
のうち、最も多い回答は「施設内での創作や実
演活動」で86.7%、次いで「利用者の作品の展示
や実演の発表（一般公開）」が43.3%、「施設外
（劇場、美術館、映画館等）での芸術の鑑賞機会
の提供」が20.0%、「その他の文化芸術活動」が
16.7%、「職員を対象とした文化芸術に関する
活動やワークショップ」「職員による作品の展
示や実演の発表（一般公開）」はいずれも3.3%、
「利用者の作品やグッズ等の商品開発や販売」
は0%だった。

　「その他の文化芸術活動」は、次の通り。
【障害のある方】工芸織物の製作販売
【高齢者】植物を介した地域のつながり
【児童等】児童対象のダンスをする機会の提供
／演劇、歌、創作劇、パネルシアターなど外部
からの出演／絵画、工作、幼児クラブでの陶芸
など／施設内での音楽鑑賞など

A

B

C

D

F

G

E

83.9%

51.6%

25.8%

6.5%

12.9%

6.5%

3.2%

高齢者
n=31

A

B

C

D

F

G

E

86.7%

43.3%

20.0%

0%

3.3%

3.3%

16.7%

児童等
n=30

A

B

C

D

F

G

E

85.3%

44.1%

26.5%

41.2%

5.9%

5.9%

2.9%

障害のある方
n=34



1413

Q2-2つづき｜クロス集計

　この結果を「主な支援分野」ごとにみていく。
　「障害のある方」を支援する施設・団体（回答
数34）のうち、最も多い回答は「造形」で76.5%、
次いで「工芸」が47.1%、「音楽」が44.1%、「イラ
スト、漫画、アニメ等」が29.4%、「写真、映像」
「生活文化、娯楽」が23.5%、「舞台芸術」が8.8%、
「文学、文芸」が5.9%、「その他」が2.9%、「伝統芸
能、郷土芸能」は0%だった。

Q2-2
貴事業所・団体では、どのような文化芸術活動（分野・ジャンル）に取り組ん
でいますか？｜ 回答数99｜ 複数選択

　まず回答全体を見ると、最も多い回答は「造形（絵画、版画、粘土造形、立体作品の制作
等）」で61.6%、次いで「音楽（カラオケ、童謡、遊戯等を含む）」が58.6%、「工芸（陶芸、書、
染織、クラフト等）」が44.4%、「生活文化、娯楽（茶道、華道、書道、落語、囲碁、食文化等）」
が36.4%、「舞台芸術（演劇、ダンス、人形劇等）」が22.2%、「写真、映像（メディア芸術や
YouTube等を含む）」が19.2%、「イラスト、漫画、アニメ等」が17.2%、「伝統芸能、郷土芸
能（能楽、日舞、和太鼓、盆踊り等）」が11.1%、「文学、文芸」が6.1%だった。「その他の文化
芸術」は9.1%で、内訳は以下のクロス集計で紹介する。

造形（絵画、版画、粘土造形、
立体作品の制作等）

音楽（カラオケ、童謡、
遊戯等を含む）

工芸（陶芸、書、染織、
クラフト等）

生活文化、娯楽（茶道、華道、
書道、落語、囲碁、食文化等）

舞台芸術（演劇、ダンス、
人形劇等）

写真、映像（メディア芸術や
YouTube等を含む）

イラスト、漫画、アニメ等

伝統芸能、郷土芸能（能楽、
日舞、和太鼓、盆踊り等）

文学、文芸

その他の文化芸術

61.6%

58.6%

22.2%

19.2%

17.2%

11.1%

6.1%

9.1%

0 50 80

44.4%

36.4%

造形A 音楽B 工芸C 生活文化、娯楽D F 写真、映像
G イラスト、漫画、アニメ等 H 伝統芸能、郷土芸能 I 文学、文芸

舞台芸術E

その他J

A

B

C

D

F

G

H

I

E

J

76.5%

44.1%

47.1%

23.5%

8.8%

23.5%

29.4%

0%

5.9%

2.9%

障害のある方
n=34

　「高齢者」を支援する施設・団体（回答数31）
のうち、最も多い回答は「音楽」で74.2%、次い
で「生活文化、娯楽」が61.3%、「工芸」が48.4%、
「造形」が32 .3%、「伝統芸能、郷土芸能」が
12.9%、「写真、映像」「舞台芸術」「その他」がい
ずれも9.7%、「イラスト、漫画、アニメ等」「文
学、文芸」は0%だった。

A

B

C

D

F

G

H

I

E

J

32.3%

74.2%

48.4%

61.3%

9.7%

9.7%

0%

12.9%

0%

9.7%

高齢者
n=31         
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Q2-2つづき｜クロス集計

　「児童等」を支援する施設・団体（回答数30）
のうち、最も多い回答は「造形」で70.0%、次い
で「音楽」が56.7%、「舞台芸術」が46.7%、「工芸」
が30.0%、「生活文化、娯楽」が26.7%、「伝統芸
能、郷土芸能」が20.0%、「写真、映像」が20.0%、
「イラスト、漫画、アニメ等」が16.7%、「文学、文
芸」が10.0%、「その他」が10.0%だった。

　「その他の文化芸術」は、次の通り。
【障害のある方】大道芸（紙芝居、南京玉すだ
れ、バルーンアート、皿回し）
【高齢者】HAPSさんと共同実践／担当利用者
が作成した作品や地域の高齢者サークルの作
品(編み物・折り紙など)
【児童等】百人一首かるた／児童文化全般／
和太鼓
【その他】伝統芸能（サムルノリなど）、K-POP
／町を舞台に見立ててのパフォーマンス
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B

C

D

F

G

H

I

E

J

70.0%

56.7%

30.0%

26.7%

46.7%

20.0%

16.7%

20.0%

10.0%

10.0%

児童等
n=30

造形A 音楽B

G イラスト、漫画、アニメ等
生活文化、娯楽D

F 写真、映像
H 伝統芸能、郷土芸能

工芸C

I 文学、文芸

舞台芸術E

その他J

Q2-3
貴事業所・団体で文化芸術活動に取り組むようになった経緯（理由）は
なんですか？｜ 回答数99｜ 複数選択

　まず回答全体を見ると、最も多い回答は「利用者に意欲、関心があって」で
60.6%、次いで「施設職員（従事者、担当職員等）の提案を受けて」が46.5%、「施設管
理者（長）の判断で（サービスの充実）」が39.4%、「施設管理者や職員に文化芸術活
動の経験者がいるため」が15.2%、「芸術療法の一環として」が14.1%、「利用者の家
族からの要望で」「他施設が取り組んでいるのを見て」がいずれも11.1%、「芸術家
や文化団体からの依頼を受けて」が8.1%、「法令、行政施策の拡充を受けて」が2.0%
だった。「その他の理由」は17.2%で、内訳は以下のクロス集計で紹介する。

利用者に意欲、関心があって

施設職員（従事者、担当職員等）
の提案を受けて

施設管理者（長）の判断で
（サービスの充実）

施設管理者や職員に文化芸術
活動の経験者がいるため

芸術療法の一環として

利用者の家族からの要望で

他施設が取り組んで
いるのを見て

芸術家や文化団体からの
依頼を受けて

法令、行政施策の拡充を受けて

その他の理由

60.6%

14.1%

11.1%

11.1%

17.2%

0 50 80

15.2%

46.5%

39.4%

8.1%

2.0%
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Q2-3つづき｜クロス集計

　次にこの結果を「主な支援分野」ごとにみて
いく。
　「障害のある方」を支援する施設・団体（回答
数34）のうち、最も多い回答は「利用者に意欲、
関心があって」で 67.6%、次いで「施設職員の提
案を受けて」が47.1%、「施設管理者の判断で」
が41.2%、「施設管理者や職員に文化芸術活動
の経験者がいるため」が17.6%、「芸術療法の一
環として」が14.7%、「利用者の家族からの要望
で」「他施設が取り組んでいるのを見て」「その
他の理由」がいずれも11.8%、「芸術家や文化団
体からの依頼を受けて」が2.9%、「法令、行政施
策の拡充を受けて」は0%だった。
　「高齢者」を支援する施設・団体（回答数31）
のうち、最も多い回答は「利用者に意欲、関心が
あって」で74.2%、次いで「施設職員の提案を受
けて」が48 .4%、「施設管理者の判断で」が
32.3%、「芸術療法の一環として」が22.6%、「利
用者の家族からの要望で」と「他施設が取り組
んでいるのを見て」が16.1%、「施設管理者や職
員に文化芸術活動の経験者がいるため」「芸術
家や文化団体からの依頼を受けて」が12.9%、
「その他の理由」が9.7%、「法令、行政施策の拡
充を受けて」は0%だった。
　「児童等」を支援する施設・団体（回答数30）
のうち、最も多い回答は「施設職員の提案を受
けて」および「施設管理者の判断で」でともに
40.0%、次いで「利用者に意欲、関心があって」
が36.7%、「その他の理由」が、「施設管理者や職
員に文化芸術活動の経験者がいるため」が
23.3%、「芸術家や文化団体からの依頼を受け

て」が10.0%、「利用者の家族からの要望で」「他
施設が取り組んでいるのを見て」「法令、行政施
策の拡充を受けて」「芸術療法の一環として」が
いずれも6.7%だった。

　「その他の理由」は、下記の通り
【障害のある方】運営方針に定めています／
みんなで合奏するのが楽しいから／日中活動
の一環として／作業の空き時間を過ごすため
文化芸術活動とは言えないかもしれません
【高齢者】地域活動と職員研修の場として／
社としての取組／地域のイベントに参加し、
周知・普及啓発するため
【児童等】芸術・文化にふれる活動／利用者の
ニーズ・希望／利用者（児童）に機会を提供す
るため／芸術に触れる、教育活動の１つとし
て。継続して取り組んでいるから。保育の中で
児童たちに豊かな経験や表現活動が必要と考
えているので。
【その他】訪問者との交流を盛り上げるため／
画一的で貧しい価値観しか有しない社会を変
えるため／特に文化芸術と意識している訳で
はないが、保育内容が芸術活動そのものであっ
たり、切り離せない内容であるので、日々取り
組んでいる。

利用者に意欲、関心があって
施設職員（従事者、担当職員等）の提案を受けて
施設管理者（長）の判断で（サービスの充実）
施設管理者や職員に文化芸術活動の経験者がいるため
芸術療法の一環として
利用者の家族からの要望で
他施設が取り組んでいるのを見て
芸術家や文化団体からの依頼を受けて
法令、行政施策の拡充を受けて
その他の理由
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67.6%

47.1%

41.2%

17.6%

14.7%

11.8%

11.8%

2.9%

0%

11.8%

障害のある方
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36.7%

40.0%
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6.7%
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10.0%

6.7%
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児童等
n=30
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22.6%

16.1%
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12.9%

0%

9.7%

高齢者
n=31
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Q2-4つづき｜クロス集計

　「障害のある方」を支援する施設・団体（回答数
34）のうち、最も多い回答は「利用者の生活の質
の向上」で97.1%、次いで「利用者の満足度の向
上」が67.6%、「利用者とのコミュニケーションの手
段」が44.1%、「利用者の就労や自立につなげるた
め」が38.2%、「施設の特色を出すため」と「障害
者や利用者の才能を広く社会に紹介するため」が
32.4%、「障害者や利用者の存在を広く社会に認
知させるため」が29.4%、「芸術療法として」が
23.5%、「新しい芸術表現を追求するため」が
5.9%、「その他の目的」が2.9%だった。

　「高齢者」を支援する施設・団体（回答数31）の
うち、最も多い回答は「利用者の生活の質の向
上」で100%、次いで「利用者とのコミュニケーショ
ンの手段」が80.6%、「利用者の満足度の向上」が
77.4%、「芸術療法として」が45.2%、「施設の特色
を出すため」29.0%、「障害者や利用者の存在を広
く社会に認知させるため」が9.7%、「利用者の就
労や自立につなげるため」「障害者や利用者の才
能を広く社会に紹介するため」が6.5%、「新しい芸
術表現を追求するため」「その他の目的」が3.2%
だった。

Q2-4
貴事業所・団体での文化芸術活動の目的はなんですか？｜回答数99｜複数選択

　まず回答全体を見ると、最も多い回答は「利用者の生活の質の向上（余暇の充実や生きがい
づくり）」で87.9%、次いで「利用者の満足度の向上（施設への定着促進等）」が66.7%、「利用者と
のコミュニケーションの手段」が55.6%、「芸術療法として（心理療法、音楽療法、箱庭療法等）」
が30.3%、「施設の特色を出すため（経営方針）」が28.3%、「利用者の就労や自立につなげるた
め」が20.2%、「障害者や利用者の才能を広く社会に紹介するため」が18.2%、「障害者や利用者
の存在を広く社会に認知させるため」が16.2%、「新しい芸術表現を追求するため（アーティスト
活動等）」が6.1%だった。
　なお「その他の目的」は11.1%で、内訳は以下のクロス集計で紹介する。

満足度の向上B コミュニケーション手段C 芸術療法D

F 就労や自立 G 才能の紹介
生活の質の向上A

H 存在の認知
I 芸術表現追求

施設の特色E

その他J

障害のある方
n=34

高齢者
n=31

87.9%

66.7%

28.3%

20.2%

18.2%

16.2%

11.1%

0 50 90

55.6%

30.3%

利用者の生活の質の向上
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利用者の満足度の向上
（施設への定着促進等）

利用者との
コミュニケーションの手段

芸術療法として（心理療法、
音楽療法、箱庭療法等）

施設の特色を出すため
（経営方針）

利用者の就労や
自立につなげるため

障害者や利用者の才能を
広く社会に紹介するため

障害者や利用者の存在を
広く社会に認知させるため

新しい芸術表現を追求するため
（アーティスト活動等）

その他の目的

6.1%
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44.1%

23.5%
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A

B

C

D

F
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H
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E

J

63.3%

53.3%

40.0%

16.7%

20.0%

13.3%

13.3%

3.3%

6.7%

20.0%

満足度の向上B コミュニケーション手段C 芸術療法D

F 就労や自立 G 才能の紹介
生活の質の向上A

H 存在の認知
I 芸術表現追求

施設の特色E

その他J

Q2-4つづき｜クロス集計

　「児童等」を支援する施設・団体（回答数30）の
うち、最も多い回答は「利用者の生活の質の向
上」で63.3%、次いで「利用者の満足度の向上」が
53.3%、「利用者とのコミュニケーションの手段」が
40.0%、「施設の特色を出すため」と「その他の目
的」が20.0%、「芸術療法として」が16.7%、「利用
者の就労や自立につなげるため」と「障害者や利
用者の才能を広く社会に紹介するため」が13.3%、
「新しい芸術表現を追求するため」が6.7%、「障害
者や利用者の存在を広く社会に認知させるため」
が3.3%だった。

　「その他の目的」は、下記の通り。
【障害のある方】日常の作業（西陣織製作）
【高齢者】取り組むことが職員の人間的魅力の向
上に繋がりそれがサービス内容の向上に繋がると
考えている為
【児童等】子どもたちが芸術文化に親しみ、身近
に感じたり、感性をみがくため／利用者（児童）
の経験拡大／芸術に触れる活動の機会／発達
にあった発表をすることで成長を保護者と確認
し、喜び合うため。／保育の中で子どもたちに豊
かな経験や表現活動が必要と考えているので。
／子どもたちに様々な文化や芸術を伝えるため
【その他】訪問者と文化交流するため／画一的
で貧しい価値観しか有しない社会を変えるため
／子どもの心、豊かな感性を育てるため

児童等
n=30

Q2-5
貴事業所・団体では文化芸術活動に継続して取り組んでいますか？｜

回答数99｜３つまで
　まず回答全体を見ると、最も多い回答は「支援事業の一環として継続して取り組ん
でいる」で75.8%、次いで「文化芸術活動は利用者の意志、判断に委ねている」が
29.3%、「今後の新型コロナウイルス感染症拡大状況次第」が28.3%、「助成金が得ら
れたときに実施している」が9.1%、「文化芸術活動は利用者の家族の要望を優先する」
が3.0%、「わからない」が2.0%、「医師等医療従事者の判断による」が1.0%、「とくに継
続することを考えていない」は0%だった。
　なお「その他の目的」は10.1%で、内訳は以下のクロス集計で紹介する。

支援事業の一環として継続して
取り組んでいる

文化芸術活動は利用者の意志、
判断に委ねている

今後の新型コロナウイルス
感染症の拡大状況次第

助成金が得られたときに
実施している

文化芸術活動は家族の
要望を優先する

医師等医療従事者の判断による

とくに継続することを
考えていない

わからない

その他

0 80

75.8%

29.3%

28.3%

10.1%

50

3.0%

1.0%

9.1%

0%

2.0%
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Q2-5つづき｜クロス集計

　「障害のある方」を支援する施設・団体（回答数
34）のうち、最も多い回答は「支援事業の一環とし
て継続して取り組んでいる」で85.3%、次いで「文
化芸術活動は利用者の意志、判断に委ねている」
が26.5%、「今後の新型コロナウイルス感染症拡
大状況次第」が17.6%、「助成金が得られたときに
実施している」「文化芸術活動は利用者の家族の
要望を優先する」が5.9%、「わからない」が2.9%
だった。

　「高齢者」を支援する施設・団体（回答数31）の
うち、最も多い回答は「支援事業の一環として継
続して取り組んでいる」で54.8%、次いで「今後の
新型コロナウイルス感染症拡大状況次第」が
48.4%、「文化芸術活動は利用者の意志、判断に
委ねている」が41.9%、「その他」9.7%、「助成金が
得られたときに実施している」が6.5%、「文化芸術
活動は利用者の家族の要望を優先する」と「医師
等医療従事者の判断による」「わからない」がとも
に3.2%だった。

利用者の意志、判断B 感染症の状況次第C

助成金を得られたときD F 医療従事者の判断
G 継続は考えていない

支援の一貫として継続A

H わからない
家族の要望を優先E

その他I

障害のある方
n=34
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17.6%
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0%

0%

2.9%

0%

高齢者
n=31

A
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54.8%

41.9%

48.4%

6.5%

3.2%

3.2%

0%

3.2%

9.7%

Q2-5つづき｜クロス集計

　「児童等」を支援する施設・団体（回答数30）の
うち、最も多い回答は「支援事業の一環として継続
して取り組んでいる」で83.3%、次いで「今後の新
型コロナウイルス感染症拡大状況次第」が23.3%、
「文化芸術活動は利用者の意志、判断に委ねてい
る」が20.0%、「助成金が得られたときに実施して
いる」と「その他」が16.7%だった。

　「その他の理由」は、下記の通り。
【高齢者】新型コロナの状況を踏まえて出来る形
を模索しつつ取り組みたい／感染状況が収まれ
ば再開したい／「文化芸術」活動といえるようなも
のは行っていないので答えにくいです。
【児童等】子どもの成長に必要だと思うから鑑賞
や取り組みを行っている（コロナ禍下だからこそ必
要だと思います）／「新しい生活様式」の中ででき
る活動を考えて活動していきたい。／歌やお遊戯
などは保育の一環である。／保育の一環として継
続して取り組んでいる／感染予防をしながらもで
きる工夫をしていきたい
【その他】利用者の意志、判断以前に法人の使命
として取り組んでいる／保育内容から切り離せ
ない
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G
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I

E

83.3%

20.0%

23.3%

16.7%

16.7%

0%

0%

0%

0%

児童等
n=30



2625

【障害のある方】
取り組み１
●こころのネットワーク事業の作品展やパネル展
　示への出展
●京都とっておきの芸術祭出展に向けて
●アート作品の制作・展示発表・製品化
●代表も含めスタッフは現役のミュージシャンが
　多数在籍している為【日本一質の高い音楽会】
　を目指して企画している ※コロナ収束後に開催
　検討
●絵画、その他創作活動の支援。発表。ＳＮＳを通
　じて発表している。
●美術クラブ
●絵画制作中心
●臨床美術を学んだ講師を招き、造形活動
●演劇：利用者の抱える精神障害の啓発。
●地域のまつりでの展示会に参加
●施設内で陶芸教室を開催している
●ボランティアによる書道教室、お茶など
●毎日の作業としての西陣織
●創作物の作成、展示、販売
●主にイラストレーターやフォトショップなどのデ
　ザインソフトを使って制作した作品を所内ポス
　ターや授産商品（ポストカード等）として使用する
●絵画
●廃材（古い着物）を利用したアートパネルの販売
●生活介護の取り組みの中での創作活動（絵画
　や紙漉きにての大きな漉き紙製作）
●陶芸

Q2-6
取り組んでいる文化芸術活動について、どのような取り組みをしているか、
概要をお聞かせください。｜取組概要３つまで

●音楽療法（音楽療法士による音楽療法プログラ
　ムの実施）
●毎月1～2回程度の写真、芸術、音楽、新喜劇、自
　主研究（趣味を深める。漫画やアニメを楽しむ
　人もいる）
●日中プログラムの中で創作活動を行なっている。
　自分の描きたい題材を自由に選んでもらい、自
　分の使いたい画材を選んでもらい描いている。
●作業で取り組んでいる和紙を使った創作活動
●音楽療法（外部より講師に来ていただく）
●絵画、切り絵などの創作
●臨床美術
●創作活動
●芸術一般的鑑賞
●色鉛筆、スケッチブックをそれぞれの方用に用
　意をして、作業の空き時間に自由にスケッチ、ま
　たは塗り絵などをしていただいている

取り組み２
●法人内でのイベントでの活動発表（作品展、文
　化祭、個展など）
●陶芸、クラフト
●天才アート作品提供
●バンド演奏の練習と発表、レコーディング
●ハーバリウムやメモ立て、コースター、ビジョン
　マップなどの作成
●大道芸：南京玉すだれをはじめとした活動。依
　頼に応じて他施設で公演も実施。
●とっておきの芸術祭への出品

●コロナの影響で日中余暇活動が制限される為、
　人が少なくプライベートな空間が作れる
　るり渓にキャビンを購入し支援にも活かせるよ
　う計画している
●全国の関連施設と連携して展示や発表、販売の
　機会を設けている。
●フォークダンスの講師を招き、ダンス活動

取り組み３
●就労継続支援B型事業所のフラワーアレンジメ
　ント事業／作品制作・販売、地域団体等での
　ワークショップ
●歌、カラオケ、音楽療法
●季節行事の創作活動として
●療法としてのアート・音楽（臨床美術・音楽療法）
●映画鑑賞
●書道の講師を招き、書道活動
●地域へのチラシ配布に、作品紹介
●時々取り組む絵画やとっておきの芸術祭に向け
　ての製作活動
●障害当事者の出張紙芝居公演鑑賞
●不定期で近隣の銀行のロビーに展示させても
　らったこともある。
●SNSによる、作品の公開や自主製品の案内
●ボランティアさんによる三味線演奏会を年に1回
　程度行っている

Q2-6つづき｜自由記述

【高齢者】
取り組み１
●生け花教室：華道の免許保有の先生を雇って
　月1回開催。材料費のみ参加者から徴収。
●放課後等デイサービスでの創作活動
●カラオケ
●木工製品を企業や行政と連携して製作、販売し
　ている。
●アクリルボックスを利用した作品制作と展示
　（WEBを含む）
●書道
●週一物作り
●音楽療法（法人内職員に音楽療法士在職）
●書道で季節に応じた文字を書いてもらっている
●ボランティア団体による音楽などを鑑賞してい
　る（コロナウイルスにより中止している）
●カフェの開催、地域の子供さんも店員になる。
●崇仁文化祭
●塗り絵
●生け花クラブ　利用者が思い思いに生花をい
　ける。
●地域の民謡同好会に場所貸しで施設スペース
　を利用していただき、その会にご入居者、ご利
　用者も参加している。
●クラブ活動としての取り組み（書道、陶芸等）
●月1回施設内の陶芸室にて陶芸作品を作成、施
　設内に展示。
●クリスマス会等のイベントで、利用者様と職員で
　ピアノを一緒に弾き、皆さんに歌ってもらう
●季節イベント装飾
●施設内の作庭

●日常的なクラブ活動として折り紙クラブ、編み物
　クラブ、お茶の会、コーヒーを楽しむ会など
●書道
●民族的な音楽、舞踊の観賞、実演
●施設内の庭園を利用した園芸活動
●書道クラブ
●習字
●書道

取り組み２
●書道クラブ;書道家のボランティアによる月1回の
　開催。材料費のみ参加者から徴収。
●臨床美術という、アートプログラムを専門家へ委
　託契約により、利用者に提供している。また、演
　劇ワークショップを実施し、異業種連携で取り
　組んでいる。
●合唱
●音楽療法
●SKYフェアに出展
●今はコロナで中止しているが、月1回外部ボラン
　ティアによるコーラスの会を実施
●地域の小学校の作品展に参加 （コロナウイルス
　により中止）
●空想の街をつくり、イベントをしかける。
●貼り絵
●音楽療法　講師に来園頂き実施していたが、現
　在コロナ禍の為、休止中。
●地域の詩吟同好会に場所貸しで施設スペース
　を利用していただき、その会にご入居者、ご利
　用者も参加している。施設の祭りの機会に発表
　会をしている。

●外部ボランティアの方が来訪しての催し物
●月1回施設にて華道作品を作成、施設内に展示。
●利用者様が各イベントに関連する創作物を作
　り、事業所に展示する
●工作活動
●私自身がバイオリンやコントラバス、ピアノ、オカ
　リナなどを趣味程度にしてますのでお昼時やイ
　ベントなどで演奏
●民謡
●地域の方 と々のタペストリー制作
●書芸（日本語、韓国語、中国語）
●生け花クラブ
●茶道
●外部団体による公演

取り組み３
●手芸クラブ；機能訓練指導員による月1回の開
　催。材料費のみ参加者から徴収。
●利用者の主体的な活動として、絵画や音楽活動
　を実施し、地域で披露するなどしている。
●手芸や工作での作品作り
●書道
●サークル（茶道・華道・書道）
●その他、貼り絵や絵手紙など色々な創作の余暇
　を実施
●ホーム内の、飾りをアーティストが手がける。
●芸術鑑賞
●お茶クラブ（茶道）　講師に来園頂き実施して
　いたが、現在コロナ禍の為、休止中。　
●月2回施設にて書道作品を作成、施設内に展示。
●カラオケ

●ボランティアの方に来ていただき、様々な音楽
　会を行っていただいたり、マジックを観たりして
　いる。今はできませんが・・・
●近隣の支援学校との交流演奏会の企画
●華道
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【高齢者】
取り組み１
●生け花教室：華道の免許保有の先生を雇って
　月1回開催。材料費のみ参加者から徴収。
●放課後等デイサービスでの創作活動
●カラオケ
●木工製品を企業や行政と連携して製作、販売し
　ている。
●アクリルボックスを利用した作品制作と展示
　（WEBを含む）
●書道
●週一物作り
●音楽療法（法人内職員に音楽療法士在職）
●書道で季節に応じた文字を書いてもらっている
●ボランティア団体による音楽などを鑑賞してい
　る（コロナウイルスにより中止している）
●カフェの開催、地域の子供さんも店員になる。
●崇仁文化祭
●塗り絵
●生け花クラブ　利用者が思い思いに生花をい
　ける。
●地域の民謡同好会に場所貸しで施設スペース
　を利用していただき、その会にご入居者、ご利
　用者も参加している。
●クラブ活動としての取り組み（書道、陶芸等）
●月1回施設内の陶芸室にて陶芸作品を作成、施
　設内に展示。
●クリスマス会等のイベントで、利用者様と職員で
　ピアノを一緒に弾き、皆さんに歌ってもらう
●季節イベント装飾
●施設内の作庭

●日常的なクラブ活動として折り紙クラブ、編み物
　クラブ、お茶の会、コーヒーを楽しむ会など
●書道
●民族的な音楽、舞踊の観賞、実演
●施設内の庭園を利用した園芸活動
●書道クラブ
●習字
●書道

取り組み２
●書道クラブ;書道家のボランティアによる月1回の
　開催。材料費のみ参加者から徴収。
●臨床美術という、アートプログラムを専門家へ委
　託契約により、利用者に提供している。また、演
　劇ワークショップを実施し、異業種連携で取り
　組んでいる。
●合唱
●音楽療法
●SKYフェアに出展
●今はコロナで中止しているが、月1回外部ボラン
　ティアによるコーラスの会を実施
●地域の小学校の作品展に参加 （コロナウイルス
　により中止）
●空想の街をつくり、イベントをしかける。
●貼り絵
●音楽療法　講師に来園頂き実施していたが、現
　在コロナ禍の為、休止中。
●地域の詩吟同好会に場所貸しで施設スペース
　を利用していただき、その会にご入居者、ご利
　用者も参加している。施設の祭りの機会に発表
　会をしている。

●外部ボランティアの方が来訪しての催し物
●月1回施設にて華道作品を作成、施設内に展示。
●利用者様が各イベントに関連する創作物を作
　り、事業所に展示する
●工作活動
●私自身がバイオリンやコントラバス、ピアノ、オカ
　リナなどを趣味程度にしてますのでお昼時やイ
　ベントなどで演奏
●民謡
●地域の方 と々のタペストリー制作
●書芸（日本語、韓国語、中国語）
●生け花クラブ
●茶道
●外部団体による公演

取り組み３
●手芸クラブ；機能訓練指導員による月1回の開
　催。材料費のみ参加者から徴収。
●利用者の主体的な活動として、絵画や音楽活動
　を実施し、地域で披露するなどしている。
●手芸や工作での作品作り
●書道
●サークル（茶道・華道・書道）
●その他、貼り絵や絵手紙など色々な創作の余暇
　を実施
●ホーム内の、飾りをアーティストが手がける。
●芸術鑑賞
●お茶クラブ（茶道）　講師に来園頂き実施して
　いたが、現在コロナ禍の為、休止中。　
●月2回施設にて書道作品を作成、施設内に展示。
●カラオケ

●ボランティアの方に来ていただき、様々な音楽
　会を行っていただいたり、マジックを観たりして
　いる。今はできませんが・・・
●近隣の支援学校との交流演奏会の企画
●華道

【児童等】
取り組み１
●百人一首
●音楽療法
●ミュージックケア
●施設内での創作活動
●楽器（バンド）演奏、職員がサポートする形で
●演劇等鑑賞
●段ボールや牛乳パック、新聞紙などの廃材を
　使った工作
●折り紙
●季節に応じた制作活動（クリスマス飾り、お正
　月飾りなど）
●人形劇
●ダンス発表
●切り絵のクラブ活動
●コンテンポラリーダンス
●マリンバコンサート
●児童館まつり　地域住民とのコミュニケーショ
　ンと交流を促進する活動
●外部出演者（助成金を利用して）に依頼して、和
　太鼓、人形劇、パネルシアターなど
●幼児とその保護者が陶芸を楽しむ。
●生活発表会
●音楽鑑賞

取り組み２
●書道
●陶芸、造形、絵画、写真などの芸術全般
●図画工作
●地域の店舗での展示スペースの交渉、展示

●写真・絵画（内外コンテスト等）、施設対象の外
　部コンクールへの出展や、施設内で子どもたち
　や職員の撮影した写真コンクールを実施
●民舞の練習と発表
●色鉛筆やクレヨンなどをつかったお絵かき
●段ボール工作
●自己表現のための制作活動（自分が着てみたい
　と思う服をデザインして実際に使ってみるなど）
●歌
●音楽鑑賞
●クラフト作品発表
●将棋のクラブ活動
●他機関との連携による演劇鑑賞
●きりえクラブ　興味を持った児童・保護者を対
　象に活動を行い、地域の作品展に展示してい
　る。
●職員の演奏や劇（劇、パネルシアター、ブラック
　ライト、吹奏楽、和太鼓など）
●小学生がテーマによる絵画をする。
●作品展
●人形劇鑑賞
●和太鼓
●音楽鑑賞
●歌や踊りの上演（和太鼓含む）
●人形劇
●絵画活動
●音楽鑑賞

取り組み３
●将棋
●こまどりアニメーション

Q2-6つづき｜自由記述

●博物館での年１回、展覧会の実施
●書道・華道（ボランティアによる）
●日常の自由工作活動
●ハマっているものや好きなものを文章、イラスト
　など好きな形で表現・紹介してもらい廊下に張
　り出し「美術館」という形でみんなに見てもらう
●オンラインでの紙芝居などを模索中
●踊り（体操）
●人形劇鑑賞
●季節の工作の取組
●将棋クラブ　興味を持った児童が活動を行い、
　大会にも参加している。
●学習会
●和太鼓・盆踊り
●ねん土を使っての造形活動
●お正月遊び（獅子舞）
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【児童等】
取り組み１
●百人一首
●音楽療法
●ミュージックケア
●施設内での創作活動
●楽器（バンド）演奏、職員がサポートする形で
●演劇等鑑賞
●段ボールや牛乳パック、新聞紙などの廃材を
　使った工作
●折り紙
●季節に応じた制作活動（クリスマス飾り、お正
　月飾りなど）
●人形劇
●ダンス発表
●切り絵のクラブ活動
●コンテンポラリーダンス
●マリンバコンサート
●児童館まつり　地域住民とのコミュニケーショ
　ンと交流を促進する活動
●外部出演者（助成金を利用して）に依頼して、和
　太鼓、人形劇、パネルシアターなど
●幼児とその保護者が陶芸を楽しむ。
●生活発表会
●音楽鑑賞

取り組み２
●書道
●陶芸、造形、絵画、写真などの芸術全般
●図画工作
●地域の店舗での展示スペースの交渉、展示

●写真・絵画（内外コンテスト等）、施設対象の外
　部コンクールへの出展や、施設内で子どもたち
　や職員の撮影した写真コンクールを実施
●民舞の練習と発表
●色鉛筆やクレヨンなどをつかったお絵かき
●段ボール工作
●自己表現のための制作活動（自分が着てみたい
　と思う服をデザインして実際に使ってみるなど）
●歌
●音楽鑑賞
●クラフト作品発表
●将棋のクラブ活動
●他機関との連携による演劇鑑賞
●きりえクラブ　興味を持った児童・保護者を対
　象に活動を行い、地域の作品展に展示してい
　る。
●職員の演奏や劇（劇、パネルシアター、ブラック
　ライト、吹奏楽、和太鼓など）
●小学生がテーマによる絵画をする。
●作品展
●人形劇鑑賞
●和太鼓
●音楽鑑賞
●歌や踊りの上演（和太鼓含む）
●人形劇
●絵画活動
●音楽鑑賞

取り組み３
●将棋
●こまどりアニメーション

●博物館での年１回、展覧会の実施
●書道・華道（ボランティアによる）
●日常の自由工作活動
●ハマっているものや好きなものを文章、イラスト
　など好きな形で表現・紹介してもらい廊下に張
　り出し「美術館」という形でみんなに見てもらう
●オンラインでの紙芝居などを模索中
●踊り（体操）
●人形劇鑑賞
●季節の工作の取組
●将棋クラブ　興味を持った児童が活動を行い、
　大会にも参加している。
●学習会
●和太鼓・盆踊り
●ねん土を使っての造形活動
●お正月遊び（獅子舞）

【その他】
取り組み１
●日常的に、利用者は朝鮮半島の歌をうたい、職
　員がチャンゴを叩く時間があり、季節のイベント
　では民族衣装を身にまとい、リズムにあわせて
　みんなで身体を動かしている（踊っている）。
●マンガを用いて難病について知って頂く広報活動。
●日々の仕事として、絵画、詩、その他の創作活動
　を行い、展覧会グッズ化等、様々な手法を用い
　て発信している。 
●造形活動、絵を描く、工作など

取り組み２
●朝鮮学校の声楽部、朝鮮歌舞団、書の先生、漫
　画家、韓国の伝統芸術家、韓国の若手歌手など
　を来訪者として迎え、歌舞音楽を楽しんだり、書
　や似顔絵描きなどの機会を設けている。
●染織を講師から本格的に学び、商品化に取り組
　んでいる。
●戦隊ヒーローに扮して行う地元・上賀茂の清掃
　活動を2008年より展開（毎月第3水曜日）。
●音楽活動、歌を歌う、楽器遊び、踊り、和太鼓など

取り組み３
●各地からの学生や人権教育・文化交流の訪問者
　が来られたときには、利用者が歌を披露したり、
　訪問者に歌ってもらったり、一緒に歌ったりなど
　文化による心の疎通をはかっている。
●公共性の拡大を主な目的として、施設の図書館
　化を進めている。
●絵本読み聞かせ、パネルシアター、人形劇など

Q2-6つづき ｜ 自由記述

※自由記述の内、明らかな誤字・脱字は修正した。
※回答者が特定されうる固有名詞については割愛した。
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Q3
貴事業所・団体で文化芸術活動に取り組んでいないもっとも大きな理由はな
んですか？｜回答数68｜単一回答

　最も多い回答は「文化芸術活動に取り組むための人員体制が整っていない」で36.8%、次い
で「事業所・団体の運営方針や支援目的と合致しない」が29.4%、「文化芸術活動に取り組むた
めの予算が足りない」が8.8%、「家族や利用者の理解を得られていない」が4.4%、「そもそも文
化芸術を必要と感じない」が2.9%、「施設管理者や職員の理解を得られていない」が1.5%、な
お「その他」は16.2%で、内訳は以下のクロス集計で紹介する。
　なお「その他」は、「機会が無い」「準備中」「工賃に繋がらない」「よく知らない」「日中活動場
所や余暇で取り組んでおられる利用者が多くおられるため」「ニーズに合わない」「運営時間
に取り組める時間がない」「検討していなかった」「そもそも、発想がなかった」「文化芸術活
動を意識していなかった」であった。

文化芸術活動に取り組むための
人員体制が整っていない
36.8%

事業所・団体の運営方針や
支援目的と合致しない

29.4%

文化芸術活動に
取り組むための
予算が足りない

8.8%

家族や利用者の
理解を得られていない

4.4%

そもそも文化芸術を
必要と感じない

2.9%

施設管理者や職員の
理解を得られていない

1.5%

その他
16.2%

Q4
文化芸術活動に取り組むために必要なものは何ですか？｜回答数167｜３つまで

　最も多い回答は「職員の負担軽減（時間、人数等）」で44.9%、次いで「職員の理解」と「文化芸
術に詳しい職員や専門家の協力」がともに43.1%、「利用者の理解」が31.7%、「行政による文化芸
術活動への支援（助成金や情報提供等）」が28.7%、「施設管理者の理解」が27.5%、「家族の理
解」が9.6%、「わからない」が7.2%だった。
　なお「その他」は9.0%で、内訳は以下の通り。

【障害のある方】働くA型事業所で利用者がもとめていません。／就労継続支援A型事業所のた
め、取組を求められていない。／時間的な余裕がない／販売ルートの確保／予定なし
【高齢者】専門家の、高齢者に対する理解／実施する際の、プログラムや運営がうまくいかないこ
とがある。／先ずは、支援側の活動に対する理解／その意義についての学び
【児童等】地域の中で鑑賞など取り組めるスペース／コロナ禍での活動ガイドライン／予算がな
い中での実施なので、協力してくれる方を探す
【その他】文化芸術活動を楽しむ心／特に文化芸術活動として取り組んでいる訳ではなく、保育
の一環として取り組んでいる状況

職員の負担軽減（時間、人数等）

職員の理解

文化芸術に詳しい職員や専門家の協力

利用者の理解

文化芸術活動への支援（助成金や情報提供等）

施設管理者の理解

家族の理解

わからない

その他

0

44.9%

43.1%

43.1%

9.0%

50

28.7%

27.5%

31.7%

9.6%

7.2%
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Q5
文化芸術活動に取り組む上で、どのような支援が必要ですか？｜回答数167｜３つまで

　最も多い回答は「芸術家や文化団体の紹介、コーディネート」で46.1%、次いで「文化芸術活動の企画立
案や取り組みへの伴走型の支援」が38.3%、「助成金等資金面に関する支援」が32.9%、「作品や舞台の発
表の機会、場づくり」が32.3%、「領域（文化、福祉、教育等）を横断した施策」が25.7%、「文化芸術に関す
る専門的な相談窓口」が19.8%、「作品の商品展開や販売に関する相談」が12.6%、「権利擁護に関する専
門的な相談窓口」が3.0%だった。
　なお「その他」は12.0%で、内訳は以下の通り。

【障害のある方】わかりません／人員確保／障害者支援による報酬と文化芸術活動がリンクすることを
理解できる行財政局職員の育成／場所、スペース／取り組むつもりはない／就労継続支援A型事業所
のため、取組を求められていない。／予算が欲しい／余暇活動で個々に取り組まれたらいいかと思いま
す。／分からない／予定なし
【高齢者】人材不足／他施設の取り組みを知りたい／（共生社会）活動イメージの共有／わからない
／とにかく人材不足、その改善が必要
【児童等】オンラインでの活動を支援してほしい。／働く職員の負担軽減
【その他】必ずしも必要ではないが、あればより内容や活動の幅が広がる

芸術家や文化団体の紹介、コーディネート

文化芸術活動の企画立案や取り組みへの伴走型の支援

助成金等資金面に関する支援

作品や舞台の発表の機会、場づくり

領域（文化、福祉、教育等）を横断した施策

文化芸術に関する専門的な相談窓口

作品の商品展開や販売に関する相談

権利擁護に関する専門的な相談窓口

その他

46.1%

38.3%

32.9%

12.0%

25.7%

19.8%

32.3%

12.6%

0 50

3.0%

Q6
京都市の文化芸術支援施策（Social Work / Art Conference 事業含む）に期待
することを、ご自由にお聞かせください。｜自由回答

【障害のある方】
●知識の無い、利用者、支援者に一から教えていただける環境を作ってもらう事。
●希望する方が任意で集まれるセンターのようなものがあればA型でも支援できるでしょう。
●より多くの団体が、より頻繁に活動や製品・成果の発表の機会を得られるようにしてほしい。
●芸術関係や伝統工芸等に興味をお持ちの方がおられるので、就労に繋がるような見学や体験・実習な
　ど受け入れておられるところとの橋渡しや案内をして頂けると助かります。
●アンケートだけはなく、どんなことをしているのか実際にアトリエに来て頂いて見てほしいです。是非お
　越し下さい。
●支援職員は芸術の素人なので、作品の評価や見せ方のアドバイスなどがほしい
　支援を受ける側だけでなく、芸術、美術を提供する側の新たな雇用の機会や活躍の場が生まれること
　に期待します。
●とっておきの芸術祭や北区民文化フェスティバルふれあい発表会には、毎年参加させていただいていま
　すが、こうした発表の場や審査していただく機会があると大変うれしいです。
●アドバイスをいただける専門家の派遣など考えてください。 
●様々な人たちが、自由に参加できる場として期待します。その中で差別や偏見なく学べる機会を多く
　作ってほしいです。
●当事者の収入面が優先ですが、販路等マーケティングまでを含めた商品開発からの一貫した取り組み
　が必要であると考えます。
●制作時間と賃金の兼ね合いを素人で考えるのは少し難しいと感じております
●就労系の為、なかなか芸術まで手が回らないのが現実です。芸術系と合わせてなにか授産製品が出来
　ないかなとは考えてはいます。
●福祉とアートがコラボレーションしていくために、資金面とマンパワーの支援を期待しております。
●利用者の休日の余暇活動の幅が広がればいいと思います。
●利用者支援は職員でできますが、芸術のコーディネートの専門家ではないので、そのサポートをしてい
　ただけるのは助かります。
●今後の取り組みを見て、自分たちに活かせるかどうかを検討したい
●コロナウィルス蔓延により今のところなかなか余裕が持てない状態なので、少なくともコロナがおさまる
　迄は積極的な取り組みがむずかいしいと思われます。

●発表の場の提供 利用者のデザインを取り入れた商品開発など
●具体的な情報発信を望む
●京都ならではの文化に触れる機会を楽しみにしています。

【高齢者】
●私共は高齢者施設を運営しております。重度化に伴い作品づくり等は難しくなり、映画等の見て楽しむ
　ことも長時間は困難な状況である。楽器や歌等の演奏を聴くことが一番効果があるように思います。し
　かし、皆さん本物志向というか昨今はあまり未熟な技術は望まれず、ある程度プロの演奏者に近い技
　術がないと満足されないようです。特養では自分たちで何かを発表することは難しく、上手な人に見せ
　ていただいて満足していただいているのが現状です。一度現状を見に来ていただいてもよいかと思いま
　す。できればバイオリニストの五嶋みどりさんの活動されている団体のように、本物でお年寄りの心を震
　わせていただけるとありがたいです。
●当施設では、デイサービスなどの支援を受ける立場と捉えられる利用者がいつまでも社会参加し、その
　人らしい生活の継続を目指した取り組みをしています。自身の今まで取り組んでこられた活動としてや、
　新たにチャレンジする活動、思いを発信するための活動として様々な意味をもって、文化芸術活動に取
　り組んでいます。そして、その活動は、レクリエーションにとどまらない、本物の文化芸術に触れ、本物の
　作品制作や活動にしなければならないと考えています。そのためにも、私たちの様な福祉事業所と一緒
　にできる事を考え、SDGSを意識した活動となるよう、伴走していただけるとありがたいです。と、抽象的
　な事を書きましたが、具体的には、高齢者の就労支援の取り組みとして、行なっているものづくりに文化
　芸術分野とのコラボができ、それぞれの分野の活性化に繋がればと考えています。よろしくお願い致し
　ます。 
●支援者が文化芸術に親しむ事は利用者の生活の質を向上させることに役立つと信じています。期待し
　ております。
●作品の展示や発表出来る機会を作っていただければと思います。
●京都市の特性を生かしより良い文化芸術支援に繋げていきたいです
●利用者が文化に触れられる場が創出されるといいと思う
●新型コロナウイルスの影響で気持ちが沈んでいる人も多いです。文化芸術などで一人でも多くの方が笑
　顔になられる取り組みをして下さることを期待しております。
●活動に熱意がある人財を、市外に出す＝京都では活動ができないとならないようにわかりやすい施策
　を打ち出していっていただければ幸いです。
●高齢者に限らず、京都市民が気軽にアートや芸術に触れる機会を増やしてもらいたい。

●児童館は健全育成や子育て支援を軸に地域社会のコミュニティー機能を復権させ、共生のまちづくりに
　貢献するために、京都市の文化芸術支援施策の協力を期待します。
●保育所の子どもたちが、文化芸術にふれることが少なくなってきているので、そのような機会があれば
　いいと思っている。 例えば、和太鼓の演奏など開くことにより、子どもたちがやってみたいと思えるなど、
　そのことによりいい刺激になる機会があればと思っています。
●コロナの心配が治まったら、もっと深く文化芸術について関心を寄せられると思います。
　今は日々のコロナ対応などで手一杯ですが、このように少しでも文化芸術を守るために動いて
　くださる方がいることはありがたいです。

【その他】
●文化施策をとおし、他者を理解し自己を解放する経験が積み上げられていることを、さらに発信してい
　くこと。特に、差別や抑圧、貧困などによる社会的疎外を解決していく取り組みのひとつとしても、文化
　芸術支援の役割を発揮していただくこと。
●京都市の文化芸術支援施策というものを初めて知ったので、またどのようなものなのか知り、考えてい
　けたらよいと思いました。何も知らずすみません。

●身近に接する機会があればいいと思う。
●活動に消極的な方も多く、多彩な活動をしても、結局は同じ方が参加するというジレンマがある。多くの
　方に参加いただけるよう、なにがしかの仕掛けを考えていきたい。導入に関してや運営の場でのレジュ
　メ作成やオーディエンスの巻き込み方のアドバイスが欲しいです。 
●ご入居者、ご利用者が地域と繋がる意味でも、人生の一場面で生活を豊かに続けていくためにも、豊
　かな趣味活動や生きがいとなる活動が必要ですが、現状の施設職員だけでの対応は仕事量としても対
　応が難しく、また専門性のないものは大人の趣味としては不十分と考えます。専門家と繋がることがで
　きるコーディネートがあり、またそのサポート、継続の仕方に関するマニュアルがあると、さらに活動して
　いくことができると考えます。その点のご支援をお願いしたいです。
●このアンケートの主旨がいまひとつ理解できていない為、各設問に適切に回答できていますか？また、
　施設向けの質問が多いように感じましたが、当方は「居宅支援」を担当する部署であり、回答してもよかっ
　たのでしょうか？　「様々な社会問題を文化芸術を通じて、解決をはかり、人々の共生を目指す」という
　内容をもう少し、詳しくお伺いしたかったです。我々は対象者の日常の支援をしていますが、複数の職種
　が関り、対象者の自立支援を目指しています。それと「文化芸術による共生社会実現に向けた基盤づく
　り」というものがどのように関連してくるのか、現在の私では理解できていませんでした。
●文化芸術活動を取り組む事で、ご利用者の生活が豊かになる事を望みます。その為には情報や企画の
　取得が必要となるため、そこに期待しています。
●高齢者が積極的に取り組むということは、事業所によってはとてもハードルが高いです。観るも造るも施
　設にどなたかが来ていただくことで取り組めることは増えていくような気がしますが、いかんせん業務
　の忙しさ故、普段は中々時間を多く割くということは難しいです。またコロナ禍では、いつも以上に感染
　対策等様々な細かい仕事が増えている状態です。正直文化芸術というところよりも、清掃業者の協力な
　どの直接的な支援がほしいという思いもあります。 心豊かにいていただき、楽しみを増やすことはとて
　も大事なので、文化芸術の活用も行いたくはありますが。
●芸術と福祉のコラボレーションで、地域、社会、福祉、芸術などさまざまな分野で効果が発揮できると思
　いますので、継続な取り組みの期待と、様々な事例を共有できればいいのにと感じております。
●芸術と福祉のコラボレーションを実施することにより、当施設の利用者の生活意欲が高まり、職員のモ
　チベーションも向上しています。  一方で、どうしても私たちの経験の無さが芸術家の方々への負担を増
　やしてしまっているなぁ思うことが多くがあります。  私たちと芸術家の方の間に入っていただけるような
　相談役の存在が必要だと感じているところです。  福祉施設が自立して芸術家の方 と々協働させていた
　だくには、それ相応の時間と経験が必要であり、可能であれば、京都市の文化芸術支援施策で、コーディ
　ネート役のような形で伴走して頂ければ、大変嬉しく思います。　

●いつもお疲れ様です。
●民族、年齢、価値観、心身状態などなど、いろんなちがいを尊重できる、誰もが自分らしく生きることが
　できる地域づくりの一翼を担っていただきたいです！
●高齢者と地域住民の関係が希薄となっている時代に、文化芸術を通して地域住民の繋がりができるこ
　とで公助的な役割を果たし、地域生活が継続できることを期待する。
●日常の厳しい人手不足の中で文化芸術活動を大切に考え位置付けるためには、人手不足の緩和が必要
　です。またそれと同時に、双方向のコミュニケーションに大きな制約のある人たちが多く暮らしておられ
　る特養ホームにあっては、それでも日常の忙しさを超えてでも意義あるものとして現場の職員たちが
　しっかりと認識しなければ実行につながりにくい面があります。

【児童等】
●乳幼児向けの文化芸術支援の充実
●子ども達に本当に日本の文化を伝え、心に残してあげたい気持ちはいっぱいですが結構値段が高額な
　ので悩みます。
●公の場所の提供。資金の援助。
●文化芸術が高いところにあるのではなく、普通の暮らしの中にあることを促進してください
●文化芸術活動を行っていると答えてきたが実質教室内だけで完結していることなので、地域のアーティ
　ストなどお招きしてワークショップなどできたら素晴らしいなと考えている。「繋がれる場」を提供してい
　た開けたら助かります。
●コロナ禍での活動ガイドラインを京都市としてしっかりと出してほしい。
　障がいがある子どもたちの作品が、ただ単に【障害者アート】というジャンルで扱われることに違和感を
　感じています。
●どんな施設であろうと、利用者や職員が楽しみながら、取り組むことが大事であり、それを支援できるよ
　うな取り組みをやってほしい。
●保育所の子どもたちでも楽しめるものを紹介してほしい。 このアンケートは保育所にとっては答えにくい
　かなと感じました。
●伝統文化を大切にする京都市ですので、伝承発展するための施策が必要です。
●個別の施設に必要な機会、経費の支援があると助かります。文化施設へのアクセスがよろしくない場合
　の支援など。
●児童に新しい文化、領域を体験させ新たな興味に触れる機会を作っていきたい。
●児童が情緒豊かに育つような身近な取組の提案をお願いしたいです。
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Q6
京都市の文化芸術支援施策（Social Work / Art Conference 事業含む）に期待
することを、ご自由にお聞かせください。｜自由回答

【障害のある方】
●知識の無い、利用者、支援者に一から教えていただける環境を作ってもらう事。
●希望する方が任意で集まれるセンターのようなものがあればA型でも支援できるでしょう。
●より多くの団体が、より頻繁に活動や製品・成果の発表の機会を得られるようにしてほしい。
●芸術関係や伝統工芸等に興味をお持ちの方がおられるので、就労に繋がるような見学や体験・実習な
　ど受け入れておられるところとの橋渡しや案内をして頂けると助かります。
●アンケートだけはなく、どんなことをしているのか実際にアトリエに来て頂いて見てほしいです。是非お
　越し下さい。
●支援職員は芸術の素人なので、作品の評価や見せ方のアドバイスなどがほしい
　支援を受ける側だけでなく、芸術、美術を提供する側の新たな雇用の機会や活躍の場が生まれること
　に期待します。
●とっておきの芸術祭や北区民文化フェスティバルふれあい発表会には、毎年参加させていただいていま
　すが、こうした発表の場や審査していただく機会があると大変うれしいです。
●アドバイスをいただける専門家の派遣など考えてください。 
●様々な人たちが、自由に参加できる場として期待します。その中で差別や偏見なく学べる機会を多く
　作ってほしいです。
●当事者の収入面が優先ですが、販路等マーケティングまでを含めた商品開発からの一貫した取り組み
　が必要であると考えます。
●制作時間と賃金の兼ね合いを素人で考えるのは少し難しいと感じております
●就労系の為、なかなか芸術まで手が回らないのが現実です。芸術系と合わせてなにか授産製品が出来
　ないかなとは考えてはいます。
●福祉とアートがコラボレーションしていくために、資金面とマンパワーの支援を期待しております。
●利用者の休日の余暇活動の幅が広がればいいと思います。
●利用者支援は職員でできますが、芸術のコーディネートの専門家ではないので、そのサポートをしてい
　ただけるのは助かります。
●今後の取り組みを見て、自分たちに活かせるかどうかを検討したい
●コロナウィルス蔓延により今のところなかなか余裕が持てない状態なので、少なくともコロナがおさまる
　迄は積極的な取り組みがむずかいしいと思われます。

●発表の場の提供 利用者のデザインを取り入れた商品開発など
●具体的な情報発信を望む
●京都ならではの文化に触れる機会を楽しみにしています。

【高齢者】
●私共は高齢者施設を運営しております。重度化に伴い作品づくり等は難しくなり、映画等の見て楽しむ
　ことも長時間は困難な状況である。楽器や歌等の演奏を聴くことが一番効果があるように思います。し
　かし、皆さん本物志向というか昨今はあまり未熟な技術は望まれず、ある程度プロの演奏者に近い技
　術がないと満足されないようです。特養では自分たちで何かを発表することは難しく、上手な人に見せ
　ていただいて満足していただいているのが現状です。一度現状を見に来ていただいてもよいかと思いま
　す。できればバイオリニストの五嶋みどりさんの活動されている団体のように、本物でお年寄りの心を震
　わせていただけるとありがたいです。
●当施設では、デイサービスなどの支援を受ける立場と捉えられる利用者がいつまでも社会参加し、その
　人らしい生活の継続を目指した取り組みをしています。自身の今まで取り組んでこられた活動としてや、
　新たにチャレンジする活動、思いを発信するための活動として様々な意味をもって、文化芸術活動に取
　り組んでいます。そして、その活動は、レクリエーションにとどまらない、本物の文化芸術に触れ、本物の
　作品制作や活動にしなければならないと考えています。そのためにも、私たちの様な福祉事業所と一緒
　にできる事を考え、SDGSを意識した活動となるよう、伴走していただけるとありがたいです。と、抽象的
　な事を書きましたが、具体的には、高齢者の就労支援の取り組みとして、行なっているものづくりに文化
　芸術分野とのコラボができ、それぞれの分野の活性化に繋がればと考えています。よろしくお願い致し
　ます。 
●支援者が文化芸術に親しむ事は利用者の生活の質を向上させることに役立つと信じています。期待し
　ております。
●作品の展示や発表出来る機会を作っていただければと思います。
●京都市の特性を生かしより良い文化芸術支援に繋げていきたいです
●利用者が文化に触れられる場が創出されるといいと思う
●新型コロナウイルスの影響で気持ちが沈んでいる人も多いです。文化芸術などで一人でも多くの方が笑
　顔になられる取り組みをして下さることを期待しております。
●活動に熱意がある人財を、市外に出す＝京都では活動ができないとならないようにわかりやすい施策
　を打ち出していっていただければ幸いです。
●高齢者に限らず、京都市民が気軽にアートや芸術に触れる機会を増やしてもらいたい。

●児童館は健全育成や子育て支援を軸に地域社会のコミュニティー機能を復権させ、共生のまちづくりに
　貢献するために、京都市の文化芸術支援施策の協力を期待します。
●保育所の子どもたちが、文化芸術にふれることが少なくなってきているので、そのような機会があれば
　いいと思っている。 例えば、和太鼓の演奏など開くことにより、子どもたちがやってみたいと思えるなど、
　そのことによりいい刺激になる機会があればと思っています。
●コロナの心配が治まったら、もっと深く文化芸術について関心を寄せられると思います。
　今は日々のコロナ対応などで手一杯ですが、このように少しでも文化芸術を守るために動いて
　くださる方がいることはありがたいです。

【その他】
●文化施策をとおし、他者を理解し自己を解放する経験が積み上げられていることを、さらに発信してい
　くこと。特に、差別や抑圧、貧困などによる社会的疎外を解決していく取り組みのひとつとしても、文化
　芸術支援の役割を発揮していただくこと。
●京都市の文化芸術支援施策というものを初めて知ったので、またどのようなものなのか知り、考えてい
　けたらよいと思いました。何も知らずすみません。

●身近に接する機会があればいいと思う。
●活動に消極的な方も多く、多彩な活動をしても、結局は同じ方が参加するというジレンマがある。多くの
　方に参加いただけるよう、なにがしかの仕掛けを考えていきたい。導入に関してや運営の場でのレジュ
　メ作成やオーディエンスの巻き込み方のアドバイスが欲しいです。 
●ご入居者、ご利用者が地域と繋がる意味でも、人生の一場面で生活を豊かに続けていくためにも、豊
　かな趣味活動や生きがいとなる活動が必要ですが、現状の施設職員だけでの対応は仕事量としても対
　応が難しく、また専門性のないものは大人の趣味としては不十分と考えます。専門家と繋がることがで
　きるコーディネートがあり、またそのサポート、継続の仕方に関するマニュアルがあると、さらに活動して
　いくことができると考えます。その点のご支援をお願いしたいです。
●このアンケートの主旨がいまひとつ理解できていない為、各設問に適切に回答できていますか？また、
　施設向けの質問が多いように感じましたが、当方は「居宅支援」を担当する部署であり、回答してもよかっ
　たのでしょうか？　「様々な社会問題を文化芸術を通じて、解決をはかり、人々の共生を目指す」という
　内容をもう少し、詳しくお伺いしたかったです。我々は対象者の日常の支援をしていますが、複数の職種
　が関り、対象者の自立支援を目指しています。それと「文化芸術による共生社会実現に向けた基盤づく
　り」というものがどのように関連してくるのか、現在の私では理解できていませんでした。
●文化芸術活動を取り組む事で、ご利用者の生活が豊かになる事を望みます。その為には情報や企画の
　取得が必要となるため、そこに期待しています。
●高齢者が積極的に取り組むということは、事業所によってはとてもハードルが高いです。観るも造るも施
　設にどなたかが来ていただくことで取り組めることは増えていくような気がしますが、いかんせん業務
　の忙しさ故、普段は中々時間を多く割くということは難しいです。またコロナ禍では、いつも以上に感染
　対策等様々な細かい仕事が増えている状態です。正直文化芸術というところよりも、清掃業者の協力な
　どの直接的な支援がほしいという思いもあります。 心豊かにいていただき、楽しみを増やすことはとて
　も大事なので、文化芸術の活用も行いたくはありますが。
●芸術と福祉のコラボレーションで、地域、社会、福祉、芸術などさまざまな分野で効果が発揮できると思
　いますので、継続な取り組みの期待と、様々な事例を共有できればいいのにと感じております。
●芸術と福祉のコラボレーションを実施することにより、当施設の利用者の生活意欲が高まり、職員のモ
　チベーションも向上しています。  一方で、どうしても私たちの経験の無さが芸術家の方々への負担を増
　やしてしまっているなぁ思うことが多くがあります。  私たちと芸術家の方の間に入っていただけるような
　相談役の存在が必要だと感じているところです。  福祉施設が自立して芸術家の方 と々協働させていた
　だくには、それ相応の時間と経験が必要であり、可能であれば、京都市の文化芸術支援施策で、コーディ
　ネート役のような形で伴走して頂ければ、大変嬉しく思います。　

●いつもお疲れ様です。
●民族、年齢、価値観、心身状態などなど、いろんなちがいを尊重できる、誰もが自分らしく生きることが
　できる地域づくりの一翼を担っていただきたいです！
●高齢者と地域住民の関係が希薄となっている時代に、文化芸術を通して地域住民の繋がりができるこ
　とで公助的な役割を果たし、地域生活が継続できることを期待する。
●日常の厳しい人手不足の中で文化芸術活動を大切に考え位置付けるためには、人手不足の緩和が必要
　です。またそれと同時に、双方向のコミュニケーションに大きな制約のある人たちが多く暮らしておられ
　る特養ホームにあっては、それでも日常の忙しさを超えてでも意義あるものとして現場の職員たちが
　しっかりと認識しなければ実行につながりにくい面があります。

【児童等】
●乳幼児向けの文化芸術支援の充実
●子ども達に本当に日本の文化を伝え、心に残してあげたい気持ちはいっぱいですが結構値段が高額な
　ので悩みます。
●公の場所の提供。資金の援助。
●文化芸術が高いところにあるのではなく、普通の暮らしの中にあることを促進してください
●文化芸術活動を行っていると答えてきたが実質教室内だけで完結していることなので、地域のアーティ
　ストなどお招きしてワークショップなどできたら素晴らしいなと考えている。「繋がれる場」を提供してい
　た開けたら助かります。
●コロナ禍での活動ガイドラインを京都市としてしっかりと出してほしい。
　障がいがある子どもたちの作品が、ただ単に【障害者アート】というジャンルで扱われることに違和感を
　感じています。
●どんな施設であろうと、利用者や職員が楽しみながら、取り組むことが大事であり、それを支援できるよ
　うな取り組みをやってほしい。
●保育所の子どもたちでも楽しめるものを紹介してほしい。 このアンケートは保育所にとっては答えにくい
　かなと感じました。
●伝統文化を大切にする京都市ですので、伝承発展するための施策が必要です。
●個別の施設に必要な機会、経費の支援があると助かります。文化施設へのアクセスがよろしくない場合
　の支援など。
●児童に新しい文化、領域を体験させ新たな興味に触れる機会を作っていきたい。
●児童が情緒豊かに育つような身近な取組の提案をお願いしたいです。

Q6つづき ｜ 自由記述



3837

Q6
京都市の文化芸術支援施策（Social Work / Art Conference 事業含む）に期待
することを、ご自由にお聞かせください。｜自由回答

【障害のある方】
●知識の無い、利用者、支援者に一から教えていただける環境を作ってもらう事。
●希望する方が任意で集まれるセンターのようなものがあればA型でも支援できるでしょう。
●より多くの団体が、より頻繁に活動や製品・成果の発表の機会を得られるようにしてほしい。
●芸術関係や伝統工芸等に興味をお持ちの方がおられるので、就労に繋がるような見学や体験・実習な
　ど受け入れておられるところとの橋渡しや案内をして頂けると助かります。
●アンケートだけはなく、どんなことをしているのか実際にアトリエに来て頂いて見てほしいです。是非お
　越し下さい。
●支援職員は芸術の素人なので、作品の評価や見せ方のアドバイスなどがほしい
　支援を受ける側だけでなく、芸術、美術を提供する側の新たな雇用の機会や活躍の場が生まれること
　に期待します。
●とっておきの芸術祭や北区民文化フェスティバルふれあい発表会には、毎年参加させていただいていま
　すが、こうした発表の場や審査していただく機会があると大変うれしいです。
●アドバイスをいただける専門家の派遣など考えてください。 
●様々な人たちが、自由に参加できる場として期待します。その中で差別や偏見なく学べる機会を多く
　作ってほしいです。
●当事者の収入面が優先ですが、販路等マーケティングまでを含めた商品開発からの一貫した取り組み
　が必要であると考えます。
●制作時間と賃金の兼ね合いを素人で考えるのは少し難しいと感じております
●就労系の為、なかなか芸術まで手が回らないのが現実です。芸術系と合わせてなにか授産製品が出来
　ないかなとは考えてはいます。
●福祉とアートがコラボレーションしていくために、資金面とマンパワーの支援を期待しております。
●利用者の休日の余暇活動の幅が広がればいいと思います。
●利用者支援は職員でできますが、芸術のコーディネートの専門家ではないので、そのサポートをしてい
　ただけるのは助かります。
●今後の取り組みを見て、自分たちに活かせるかどうかを検討したい
●コロナウィルス蔓延により今のところなかなか余裕が持てない状態なので、少なくともコロナがおさまる
　迄は積極的な取り組みがむずかいしいと思われます。

●発表の場の提供 利用者のデザインを取り入れた商品開発など
●具体的な情報発信を望む
●京都ならではの文化に触れる機会を楽しみにしています。

【高齢者】
●私共は高齢者施設を運営しております。重度化に伴い作品づくり等は難しくなり、映画等の見て楽しむ
　ことも長時間は困難な状況である。楽器や歌等の演奏を聴くことが一番効果があるように思います。し
　かし、皆さん本物志向というか昨今はあまり未熟な技術は望まれず、ある程度プロの演奏者に近い技
　術がないと満足されないようです。特養では自分たちで何かを発表することは難しく、上手な人に見せ
　ていただいて満足していただいているのが現状です。一度現状を見に来ていただいてもよいかと思いま
　す。できればバイオリニストの五嶋みどりさんの活動されている団体のように、本物でお年寄りの心を震
　わせていただけるとありがたいです。
●当施設では、デイサービスなどの支援を受ける立場と捉えられる利用者がいつまでも社会参加し、その
　人らしい生活の継続を目指した取り組みをしています。自身の今まで取り組んでこられた活動としてや、
　新たにチャレンジする活動、思いを発信するための活動として様々な意味をもって、文化芸術活動に取
　り組んでいます。そして、その活動は、レクリエーションにとどまらない、本物の文化芸術に触れ、本物の
　作品制作や活動にしなければならないと考えています。そのためにも、私たちの様な福祉事業所と一緒
　にできる事を考え、SDGSを意識した活動となるよう、伴走していただけるとありがたいです。と、抽象的
　な事を書きましたが、具体的には、高齢者の就労支援の取り組みとして、行なっているものづくりに文化
　芸術分野とのコラボができ、それぞれの分野の活性化に繋がればと考えています。よろしくお願い致し
　ます。 
●支援者が文化芸術に親しむ事は利用者の生活の質を向上させることに役立つと信じています。期待し
　ております。
●作品の展示や発表出来る機会を作っていただければと思います。
●京都市の特性を生かしより良い文化芸術支援に繋げていきたいです
●利用者が文化に触れられる場が創出されるといいと思う
●新型コロナウイルスの影響で気持ちが沈んでいる人も多いです。文化芸術などで一人でも多くの方が笑
　顔になられる取り組みをして下さることを期待しております。
●活動に熱意がある人財を、市外に出す＝京都では活動ができないとならないようにわかりやすい施策
　を打ち出していっていただければ幸いです。
●高齢者に限らず、京都市民が気軽にアートや芸術に触れる機会を増やしてもらいたい。

●児童館は健全育成や子育て支援を軸に地域社会のコミュニティー機能を復権させ、共生のまちづくりに
　貢献するために、京都市の文化芸術支援施策の協力を期待します。
●保育所の子どもたちが、文化芸術にふれることが少なくなってきているので、そのような機会があれば
　いいと思っている。 例えば、和太鼓の演奏など開くことにより、子どもたちがやってみたいと思えるなど、
　そのことによりいい刺激になる機会があればと思っています。
●コロナの心配が治まったら、もっと深く文化芸術について関心を寄せられると思います。
　今は日々のコロナ対応などで手一杯ですが、このように少しでも文化芸術を守るために動いて
　くださる方がいることはありがたいです。

【その他】
●文化施策をとおし、他者を理解し自己を解放する経験が積み上げられていることを、さらに発信してい
　くこと。特に、差別や抑圧、貧困などによる社会的疎外を解決していく取り組みのひとつとしても、文化
　芸術支援の役割を発揮していただくこと。
●京都市の文化芸術支援施策というものを初めて知ったので、またどのようなものなのか知り、考えてい
　けたらよいと思いました。何も知らずすみません。

●身近に接する機会があればいいと思う。
●活動に消極的な方も多く、多彩な活動をしても、結局は同じ方が参加するというジレンマがある。多くの
　方に参加いただけるよう、なにがしかの仕掛けを考えていきたい。導入に関してや運営の場でのレジュ
　メ作成やオーディエンスの巻き込み方のアドバイスが欲しいです。 
●ご入居者、ご利用者が地域と繋がる意味でも、人生の一場面で生活を豊かに続けていくためにも、豊
　かな趣味活動や生きがいとなる活動が必要ですが、現状の施設職員だけでの対応は仕事量としても対
　応が難しく、また専門性のないものは大人の趣味としては不十分と考えます。専門家と繋がることがで
　きるコーディネートがあり、またそのサポート、継続の仕方に関するマニュアルがあると、さらに活動して
　いくことができると考えます。その点のご支援をお願いしたいです。
●このアンケートの主旨がいまひとつ理解できていない為、各設問に適切に回答できていますか？また、
　施設向けの質問が多いように感じましたが、当方は「居宅支援」を担当する部署であり、回答してもよかっ
　たのでしょうか？　「様々な社会問題を文化芸術を通じて、解決をはかり、人々の共生を目指す」という
　内容をもう少し、詳しくお伺いしたかったです。我々は対象者の日常の支援をしていますが、複数の職種
　が関り、対象者の自立支援を目指しています。それと「文化芸術による共生社会実現に向けた基盤づく
　り」というものがどのように関連してくるのか、現在の私では理解できていませんでした。
●文化芸術活動を取り組む事で、ご利用者の生活が豊かになる事を望みます。その為には情報や企画の
　取得が必要となるため、そこに期待しています。
●高齢者が積極的に取り組むということは、事業所によってはとてもハードルが高いです。観るも造るも施
　設にどなたかが来ていただくことで取り組めることは増えていくような気がしますが、いかんせん業務
　の忙しさ故、普段は中々時間を多く割くということは難しいです。またコロナ禍では、いつも以上に感染
　対策等様々な細かい仕事が増えている状態です。正直文化芸術というところよりも、清掃業者の協力な
　どの直接的な支援がほしいという思いもあります。 心豊かにいていただき、楽しみを増やすことはとて
　も大事なので、文化芸術の活用も行いたくはありますが。
●芸術と福祉のコラボレーションで、地域、社会、福祉、芸術などさまざまな分野で効果が発揮できると思
　いますので、継続な取り組みの期待と、様々な事例を共有できればいいのにと感じております。
●芸術と福祉のコラボレーションを実施することにより、当施設の利用者の生活意欲が高まり、職員のモ
　チベーションも向上しています。  一方で、どうしても私たちの経験の無さが芸術家の方々への負担を増
　やしてしまっているなぁ思うことが多くがあります。  私たちと芸術家の方の間に入っていただけるような
　相談役の存在が必要だと感じているところです。  福祉施設が自立して芸術家の方 と々協働させていた
　だくには、それ相応の時間と経験が必要であり、可能であれば、京都市の文化芸術支援施策で、コーディ
　ネート役のような形で伴走して頂ければ、大変嬉しく思います。　

●いつもお疲れ様です。
●民族、年齢、価値観、心身状態などなど、いろんなちがいを尊重できる、誰もが自分らしく生きることが
　できる地域づくりの一翼を担っていただきたいです！
●高齢者と地域住民の関係が希薄となっている時代に、文化芸術を通して地域住民の繋がりができるこ
　とで公助的な役割を果たし、地域生活が継続できることを期待する。
●日常の厳しい人手不足の中で文化芸術活動を大切に考え位置付けるためには、人手不足の緩和が必要
　です。またそれと同時に、双方向のコミュニケーションに大きな制約のある人たちが多く暮らしておられ
　る特養ホームにあっては、それでも日常の忙しさを超えてでも意義あるものとして現場の職員たちが
　しっかりと認識しなければ実行につながりにくい面があります。

【児童等】
●乳幼児向けの文化芸術支援の充実
●子ども達に本当に日本の文化を伝え、心に残してあげたい気持ちはいっぱいですが結構値段が高額な
　ので悩みます。
●公の場所の提供。資金の援助。
●文化芸術が高いところにあるのではなく、普通の暮らしの中にあることを促進してください
●文化芸術活動を行っていると答えてきたが実質教室内だけで完結していることなので、地域のアーティ
　ストなどお招きしてワークショップなどできたら素晴らしいなと考えている。「繋がれる場」を提供してい
　た開けたら助かります。
●コロナ禍での活動ガイドラインを京都市としてしっかりと出してほしい。
　障がいがある子どもたちの作品が、ただ単に【障害者アート】というジャンルで扱われることに違和感を
　感じています。
●どんな施設であろうと、利用者や職員が楽しみながら、取り組むことが大事であり、それを支援できるよ
　うな取り組みをやってほしい。
●保育所の子どもたちでも楽しめるものを紹介してほしい。 このアンケートは保育所にとっては答えにくい
　かなと感じました。
●伝統文化を大切にする京都市ですので、伝承発展するための施策が必要です。
●個別の施設に必要な機会、経費の支援があると助かります。文化施設へのアクセスがよろしくない場合
　の支援など。
●児童に新しい文化、領域を体験させ新たな興味に触れる機会を作っていきたい。
●児童が情緒豊かに育つような身近な取組の提案をお願いしたいです。

Q6つづき ｜ 自由記述

文責・データ集計    吉 澤 弥 生
共立女子大学文芸学部教授

※自由記述の内、明らかな誤字・脱字は修正した。
※回答者が特定される固有名詞については割愛した。
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鐧削״כױס
調査の検証

　本調査を設計するにあたり、コロナ禍でのア
ンケート調査ということもあり、冒頭で新型コロ
ナウイルス感染症の影響について伺った。コロナ
禍での活動への影響は、とくに高齢者施設で大
きく、６割が「利用、入所、面会を制限している」
と回答した。そのような中、高齢者施設では、
文化芸術活動についても「取り組んでいるが、
新型コロナウイルスの影響で中止している」と３
割が回答、他の施設と比較しても影響の大きさ
が見てとれた。　
　アンケートの回収率は、事務局にて電話依頼
等周知に向けた取り組みを行ったものの５％弱に
留まった。改めてインターネットを用いたアンケー
トの難しさが浮き彫りになった格好だが、それで
もコロナ禍において167件もの回答があったこと
に、感謝を申し上げたい。
　本調査の目的は、京都市と一般社団法人
HAPSが新しく立ち上げた「Social Work / Art 
Conference（SW/AC）」の周知とニーズ把握であ
る。回答から見えてくるSW/ACに“求められる支
援”は、「芸術家や文化団体の紹介、コーディネー
ト」（46.1%）、「文化芸術活動の企画立案や取り
組みへの伴走型の支援」（38.3%）であり、
SW/ACの今後の方向性を示唆するものとなった。
つまり、回答した福祉施設の多くは、文化芸術
活動に意欲的だ。これらの“求められる支援”は、
いずれも事業者との密接な関係構築が必要とな
る。今後、SW/ACがこうした支援を専門的に実
施していくならば、SW/ACの基本的な業務であ
る情報発信や相談といった「量的・面的」な公
共サービスの提供にくわえ、「質的・点的」な『ハ

ンズオン支援』（現場での寄り添い型支援）に向
けた組織の体制構築が求められる。
　福祉施設等で行われている文化芸術活動の分
野を見ると、障害者施設は76.5%が造形活動に
取り組み、高齢者施設では音楽がもっとも高く
74.2%に達した。児童等関係施設では造形活動
が70.0%ともっとも高い傾向を示した。
　文化芸術活動に取り組む理由としてもっとも回
答が多かったのは、「利用者の生活の質の向上」
（87.9%）であり、「支援事業の一環として継続し
て取り組んでいる」と回答した施設は、75.8%に
上る。文化芸術が社会生活において不可欠なも
のであるという認識がここに見て取れる。また、
高齢者施設においては、コミュニケーションの手
段（80.6%）としても多く文化芸術を活用している
ことが伺えた。
　文化芸術活動を行う上での課題は、人員体制
の不足（36.8%）であった。他方、取り組んだ理
由の多くは利用者の意欲・関心（60.6%）であり、
いかに負担を増やすことなく、活動を継続する
かが今後の課題となろう。
　職員の理解を得ながら（43.1%）、専門人材の
協力（43.1%）のもと実施できるスキームが求めら
れている。
　割合としては15.5%と高いとは言い切れない
が、「職員に文化芸術活動の経験者がいる」こ
とも、活動の広がりにつながったという回答もあ
り、今後に期待を持たせる結果であった。

調査を受けて

　新型コロナウイルス感染症が広がりを見せる
2020年春、Social Work / Art Conference
（SW/AC）が誕生した。事業の目的は、福祉、
医療、教育などの領域に関わる専門機関や、支
援団体、コミュニティなどで、それぞれに取り組
まれる活動がより意味を深め、社会へとひらかれ
るために、文化芸術の側面からサポートを行って
いこうとする相談対応である。人との関わりの質
を求められるこれらの分野と文化芸術とがどのよ
うに接点を持ちうるのか、本アンケート調査の回
答結果を踏まえながら述べたいと思う。
　まず、調査結果の中に、SW/ACの支援内容を
反映しているものがあるので紹介したい。福祉
施設等で文化芸術活動に取り組む上で必要な支
援（Q５）として、「芸術家や文化団体のコーディ
ネート」、次いで「文化芸術活動の企画立案に
向けた伴走型支援」の回答が多かった。これら
は、SW/AC開設以降寄せられた団体からの相談
内容にも通じ、実際に伴走型の対応に当たって
いる。それが調査を行なった福祉事業所・団体
のニーズに即した対応であると確認できたこと
は、始まったばかりの相談事業の後押しとなった。
　一方で、潜在的なニーズも見えてきた。文化
芸術活動に取り組まない理由（Q３）として、「事
業所・団体の運営方針や支援目的と合致しない」
という回答が多かったのだ。これは、本アンケー
トの回答率が伸び悩んだ要因にも関連していると
考えられる。自由回答の中にも、「対象者の日常
や自立を支援する福祉現場と、“文化芸術による
共生社会実現に向けた基盤づくり”がどのように
関連するのか、まだ理解できていない」とする旨

の意見があった。
　私たちは、文化芸術を選ばれし人に与えられ
る特権や豊かさを象徴するオプションだとは考え
ていない。文化芸術は、本質的な問いを投げか
けたり、経験を超えた状況を想像させたりする
表現を通じて、私たちが生きる世界について考え
てきた。
　それは、様々な背景によって支援を必要として
いる人 と々日々対峙し、人や社会と関わりながら
ケアを担う現場においても、重なる部分を多く持
つはずである。SW/ACの役割は、双方が結びつ
く意義を実感できるための実践を地道に積み重
ね、各地の事例とともに、情報を発信していくこ
とであると言えるだろう。
　結びに、今回の調査は、障害のある方、高齢者、
子ども・子育ての支援を行う団体・施設3,400
件余りを対象に実施した。SW/ACの相談事業は、
様々な社会ニーズとその支援に取り組む現場に対
してひらいており、社会福祉の領域に関わりなが
らも公的な制度を利用しない団体や、不登校・
引きこもり、セクシュアルマイノリティなど今回調
査対象となっていない人 と々の関わりも想定して
いる。したがって、本調査結果に見られる福祉
施設の現状や文化芸術活動に伴う課題は、その
対象範囲や回答数から安易に一般化できるもの
ではないが、寄せられた声を真摯に受け止め、
相談に来られた方たちのサポートや連携の充実
を図っていきたい。

調査設計・分析担当     樋 口 貞 幸
大阪市立大学都市研究プラザ特別研究員

　   奥 山 理 子  ・  小 泉 朝 未
一般社団法人HAPS

Social Work / Art Conference


