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アーティスト・プロジェクト

「大浦一志：自然と人間−雲仙普賢岳との20年」

記念シンポジウム
「災害と美術−ひとりの美術家 の営みが問いかけるもの」
2012年1月15日 埼玉県立近代美術館
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「Saitama Art Platform」
（仮称）設立準備アンケートから
今後、設立準備を進める予定の「Saitama Art Platform」
（仮称）
が、
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第２部：パネルディスカッションと会場との意見交換
「災害と美術−ひとりの美術家の営みが問いかけ
るもの」
原田光 本田雄峰 大浦一志
〔進行：中村誠
（埼玉県立近代美術館）
〕
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している問題については、
さまざまなご意見をいただきましたが、
「 制作・発

「各種助成制度の情報」、
「 芸術家個人の活動情報」、
「 芸術資料アー

さまざまなニーズに対応してどのような役割を持ち、
どのような組織によっ

ディネーター」
「サポーター」
「 芸術文化施設職員」
「アートスペース等運

表スペースの不足」
がもっとも多く、
そのための資金や予算の確保、助成

カイブの情報」がトップ３となりましたが、
「 廃校や空きビルなどの空きス

て運営されるべきか、
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営者」でした。
また主として活動をおこなっているジャンルは、
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などに高い関心を持っているところが目立ちました。
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ペースを一時的に活用した芸術文化活動の情報」
や「芸術系ＮＰＯ等の

（Saitama Muse Forum）
と新たなPlatformとの関係はどうあるべきかな

72％で圧倒的に多くなっています。団体については会員数が「10〜30

ティストをやっている人間は、意欲はあっても毎回のボランティアは経済

活動情報」
にも関心が集まっていました。

どについて、2011年10月から12月にかけて、埼玉県内で活動するさまざ

人」
が20％、
「30〜50人」
が28％で、
「100人未満」の団体が80％で

的に無理。企画者はしっかりとした予算の確保をし、協力者の善意に頼る

まな分野のアーティストや芸術系団体・ＮＰＯなどにアンケート票を送付

した。多くの団体・個人が、文化芸術活動に対する環境整備や地域活動

だけではない運営を考えるべき」
などの声もありました。
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ＳＭＦの活動の認知や参加については、
回答者の71％が
「知っていた」
と答え、
そのうち40％が
「出展者やボランティアとして参加の経験がある」
と

し、
アンケート調査への協力を依頼しました。アンケートは、次の3部に分

振興条件の最上位に
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を挙げていま
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「ＳＭＦが認定ＮＰＯ法人となって

けて構成しました。

した。
また国・県・市町村・財団などの各種助成を受けた実績のある団体

「必要・ぜひ必要」
と回答し、期待される効果としては「連携・協働の促

運営すべき」
が41％、
次いで
「県内の芸術関係者の新たな連合組織をつ

①文化芸術を巡る環境と回答者自身の背景や現在の課題について

は40％で、今回の回答者に実績や経験のある団体・個人が多かったの

進」
がもっとも多く、
「 問題共有による環境の改善、交流・ネットワーク・拠

くって運営」
が27％でした。
メンバーシップ制にした場合の年会費について

②「Saitama Art Platform（仮称）」の必要性と構想について

がうかがえます。その反映で、
「 他のアーティストや芸術団体とのコラボ

点づくり」
などが上位に並びました。
プラットフォームに期待される機能とし

は
「個人3,000円」
「団体10,000円」
、
というのがもっとも多い回答でした。

③ＳＭＦのこれまでの活動について
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が50％、
「経験なし」
と答えた団体の65％が「機
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ＮＰＯとの協働については、
「 経験

芸術活動の総合調整機能」、
「自治体や各機関との調整を図るコーディ

アンケート結果は次年度以降に活かしてまいります。今後ともよろしくお

あり」
が全体の32％ですが、近年しだいに増加しつつあるようです。直面

ネート機能」に期待が集まりました。活性化のために必要な情報では、

願いいたします。

以下、
そのアンケート結果の一部をご紹介します。

（詳細については、
2012年4月にホームページで公開予定）
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回答者は、個人では62％が「創作者・表現者」
で、30％ほどが「コー

「雲仙普賢岳との20年」
大浦一志
（美術家 武蔵野美術大学教授）
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ご回答をいただきました皆様、
ご協力たいへんありがとうございました。
小田浩子・中村誠
（ＳＭＦ事務局）
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