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講話：無形民俗文化財における伝統文化親子教室の活用

福持昌之（京都市文化市民局文化財保護課）
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はじめに

京都市指定・登録文化財の補助対象事業を定めた
「京都市指定文化財等補助金交付基準」別表第1に
よれば、 無形民俗文化財の場合、(I)修理事業（用
具の修理 ・ 新調、公開施設の修理）、（2)管理事業（用
具の収蔵施設の設置及び修理）、（3)伝承者の養成
事業（講習会， 研修発表会の開催や実技指導、 それ
らのための資料の収集や作成）、（4)記録の作成、

(5)公開事業（本市が勧告した場合のみ）、 の5つ
のメニュ ー がある。 しかし、 私が京都市の文化財保
護行政に携わってきた 12 年余りの間、 さまざまな
補助事業を通じて市内の無形民俗文化財を支援して
きたが、 そのほとんどが 「用具の修理」てあった。

「用具の修理」は、 長年の使用により老朽化した
用具を修理 ・ 新調するにあたり、 資金にやや不安が
あるという状況て

，'

、 行政から補助をうけることが多
い。 いわば 「用具の修理」の補助事業を希望される
保護団体は、 ある程度、 健全に継承がて

‘
きている状

況にあるといえるのてはないだろうか。
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迫りくる後継者難
無形民俗文化財は、 地域に根差した生活と密接な

ものであり、 そこで日常を過ごすなかて自ずと身に
着けてきた、 いわば常識ともいえる身体知て

‘

ある。
もちろん男女の別や年齢別、 一定の経験やある種の
習練が必要なものもあるが、 そこで暮らす人たちに
とっては自然なものであった。交通・情報が発達し、
さらにはグロ ー バル化へと進展していくなかて

，'
、 個

人の生活も志向も多様化した現代においては、 当た
り前にあった地域の伝統行事の地位が相対的に低く
なリがちてある。 行事等の開催日にはそれなりに人
が集まるが、 準備や練習には人手が足らない。 「人
はいるが、 後継者は育っていない」状況は、 過疎地
における深刻な人材難に比べて軽度とはいえ、 全国
各地にみられる共通の悩みて

‘
あろう。

ところが、無形民俗文化財の保護団体の後継者（伝
承者） の養成事業には、 いくつかの壁がある。 まず
対象者がいなくてはならない。 そして、 教える側も
相応の覚悟が必要になる。 したがって、 事業を開始
するのに相当な準備が必要となる。 裏を返せば養成
事業に踏み切れる保護団体は、その時点である程度、
目的は達成しているともいえる。

「伝統文化親子教室事業」とその効果
文化庁が、 平成 15 年度 (2003) に始めた 「伝統

文化こども教室事業」は、 伝統文化の次世代への継
承を確実なものにするため、 全国各地の子供たちに
伝統文化を体験・修得させる機会を設けるためのも
のて

，'

、 有志の団体が実施する場合、 講師謝金、 会場
借料、 用具の購入などの費用を助成するというもの
てある。 この事業は、 民主党政権による事業仕分け
により、 平成 22 年度て

‘
いったん終了したが、 平成

23 · 24 年度は文化遺産を活かした地域活性化事業
の一部として復活し、 平成 25 年度からは 「伝統文
化親子教室事業」として継承されている。

京都市内て
，'

は、 国指定重要無形民俗文化財 「京都
の六斎念仏」が、 初年度から 20 年近く、 この制度
を活用している。 小学生が参加することて

，'

、 その保
護者も理解を示すようになり、 その積み重ねが地域
の文化財として住民に再認識していただけるという
仕組みがてきている。 そして、 この事業て

，'

六斎念仏
に触れた小学生のなかには、 中学生に進学して以降
も活動を続ける場合もあるという。

「伝統文化親子教室事業」は、 厳密には後継者育
成て

，'

はなく、 普及啓発事業に類するものてある。 し
かし、 現実には無形民俗文化財の継承に、 非常に役
立っているといえる。

この事業は、 1 教室当たりの補助額の上限が 50

万円と少額であるが、 事務作業も比較的簡便なのが
利点て

‘

ある。 そもそも無形民俗文化財にとって、 普
及啓発事業や後継者育成事業は、 日常の練習の延長
ておこなわれることが自然てあって、 大金をかけて
するものてはない。 また、指導する側も、いつか担っ
てくれたらありがたいという、 長いスパンを想定し
た指導になる。 これは、 まさに自然な継承の場であ
り、 「伝統文化親子教室事業」はそれを支援する仕
組みとして価値がある。

「伝統文化親子教室事業」活用の工夫

この 「伝統文化親子教室事業」は、 採択状況を見
ると、日本の（どこにてもある） 文化が主流て

‘
あり、

地域固有の民俗文化は少ない。 平成 2q 年度に分析
したところ、 華道・茶道・書道など 「生活文化」が
35.3%、 次いて邦楽や和太鼓といった 「伝統芸能」
が 24.6%とダントツに多い。 無形民俗文化財に区

分されるであろう 「民俗芸能」 「祭リ行事」は合わ
せても 16.4％に留まっていた。 そのため、 京都市
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平成2q年度伝統文化親子教室の採択分野 一 覧

大分類 分野 件数 小計 ％ 

神楽 75 

民俗芸能
獅子舞 q1 

473 11. q%
お囃子 1qo 
その他の民俗芸能 117 

祭行事 祭行事 181 181 4.5% 
民謡民舞 55 

和太鼓 203 

伝統芸能 能楽 123 q7q 24.6% 
邦楽 242 
邦舞 356 

伝統工芸 伝統工芸 50 50 I. 3% 
百人一 首・ カルタ 151 

国民娯楽 囲碁 125 42q 10.8% 
将棋 153 

華道 858 
生活文化 茶道 456 1405 35.3% 

書道 82 
武道 武道 70 70 1.8% 

その他 その他の分野 3q7 3q7 10.0% 
3q75 3q84 I. 00

※採択数は3.508件て
｀

あるが、 複数の分野にまたがっ
ている教室があり、 ここては合計が3,q84件となる。

（出典：福持昌之2018)

文化財保護課て
‘

は説明会を開催し、 また保護団体に
は個別に指導・助言するなどして、 無形民俗文化財
ての活用をうながしてきた。

民俗芸能は練習が必要なため 「教室」はイメ ー ジ

しやすいが、祭り行事の保護団体からは 「教室といっ
ても何を体験させればよいかわからない」という声

を聞いた。 そこて＼①祭り行事の歴史等の座講、②現
地見学、③当日参加、④感想文等の制作、⑤その発表
会といった5回開催のプランや、 地域内の複数の行
事を体験するプログラムを提案し、 いくつかの団体
がそれに沿って応募し、 採択された。

令和 2 年度 (2020) 以降、コロナ禍によって応募数 ・

採択数が少なくなる一方、 動画撮影やウェブを活用
した教室も現れはじめている。しかし、京都市ては、
平成 30 年度 (2018) に文化財保護課の指導・助言
により、 動画制作を取り入れた 「伝統文化親子教室
事業」の実施例がある。

子供に教えることをだしにして、 工夫して楽しみ
ながら、 活動を広げていくことが重要てある。

教室の主催者と指導者の役割
「伝統文化親子教室事業」の応募団体（事業者）

の要件は、 社団法人 ・ 財団法人（公益・一般は問わ
ない）、 特定非営利活動法人、 その他規約等を有す
る任意団体と規定されている。 したがって、 無形民
俗文化財の保護団体も実施をすることが可能て

‘
あ

リ、 京都の六斎念仏も保存会が教室を実施していた
時期がある。 しかし、 近年は有志による保存会とは
別の組織が教室を実施し、 保存会は講師として子供
達への指導を担う形式が多い。

教室の実施者が講師を兼任し、 申請した本人が謝
金も受け取るというマッチポンプを防ぐため、 要項
に 「内部講師は補助対象外」と記されたことがある 屯‘

（現在は最低賃金程度なら認められている）。 無形民
俗文化財は通常、 講師を地域外や他団体から招くと
いうことはあり得ず、 保護団体は相当反発もした。
また、 その対策として、 保護団体のOBや家族、 地
域の学校関係者などて受け皿となる組織を作り、 書
類事務などを担うことて

‘
、 教室運営と子供達への指

導を分担する方式が整った。

私も、 学校関係者が運営に関与しているこども六
斎教室を視察して、 地元保存会の老壮年が、 太鼓打
ちの技を教えることに集中てきるような環境が整っ
ていることを実感した。

子供達へふんわりと夢を託す
近年、 文化庁も 「伝統文化親子教室事業に」ー エ

夫を加えた。 ある教室に参加したが自分に合わな
かった場合、 これまでは他の教室を探す手段はな
かった。 それが昨年度あたりから公式ウェブサイト
上て検索てきるようになり、 開催地や連絡先も掲載
されるようになった。 ぜひ、 いろいろな日本文化に 賣

触れ、 気に入ったものとは長く付き合ってもらいた
いと思う。 それが無形民俗文化財ならば、 さらにう 員

れしい。
以前、 こども六斎教室の関係者が 「小学生に教え

ても、 受験や進学て
‘

たいがいは辞めてしまう。 続い
ても大学や就職て

‘

京都を離れたりする。 それても、
その子らに子供が生まれて小学生になったころ、 保
護者として関わってくれるのもいい」と言っていた
のを思い出す。

伝承者の養成事業は、 一朝 ー タには成し遂げられ
ない。 芽が出るのは 30 年先、50 年先かもしれない。
しかし、 ある保護団体の長老はこう言う、 「20 年、
30 年なんて、 あっという間だ」と。

【参考文献】

·『 |3 年間のあゆみ伝統文化活性化国民協会一平•成 13 年 7 月 16 日～平成 26 年 6 月 25 日ー』（ 伝統文化活

性化国民協会編・発行、 2014 年 ）
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‘

の 「伝統文化親子教室」の活用案ー」（『帝塚山大
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民俗芸能は練習が必要なため 「教室」はイメ ー ジ

しやすいが、祭り行事の保護団体からは 「教室といっ
ても何を体験させればよいかわからない」という声

を聞いた。 そこて＼①祭り行事の歴史等の座講、②現
地見学、③当日参加、④感想文等の制作、⑤その発表
会といった5回開催のプランや、 地域内の複数の行
事を体験するプログラムを提案し、 いくつかの団体
がそれに沿って応募し、 採択された。

令和 2 年度 (2020) 以降、コロナ禍によって応募数 ・

採択数が少なくなる一方、 動画撮影やウェブを活用
した教室も現れはじめている。しかし、京都市ては、
平成 30 年度 (2018) に文化財保護課の指導・助言
により、 動画制作を取り入れた 「伝統文化親子教室
事業」の実施例がある。

子供に教えることをだしにして、 工夫して楽しみ
ながら、 活動を広げていくことが重要てある。

教室の主催者と指導者の役割
「伝統文化親子教室事業」の応募団体（事業者）

の要件は、 社団法人 ・ 財団法人（公益・一般は問わ
ない）、 特定非営利活動法人、 その他規約等を有す
る任意団体と規定されている。 したがって、 無形民
俗文化財の保護団体も実施をすることが可能て

‘
あ

リ、 京都の六斎念仏も保存会が教室を実施していた
時期がある。 しかし、 近年は有志による保存会とは
別の組織が教室を実施し、 保存会は講師として子供
達への指導を担う形式が多い。

教室の実施者が講師を兼任し、 申請した本人が謝
金も受け取るというマッチポンプを防ぐため、 要項
に 「内部講師は補助対象外」と記されたことがある 屯‘

（現在は最低賃金程度なら認められている）。 無形民
俗文化財は通常、 講師を地域外や他団体から招くと
いうことはあり得ず、 保護団体は相当反発もした。
また、 その対策として、 保護団体のOBや家族、 地
域の学校関係者などて受け皿となる組織を作り、 書
類事務などを担うことて

‘
、 教室運営と子供達への指

導を分担する方式が整った。

私も、 学校関係者が運営に関与しているこども六
斎教室を視察して、 地元保存会の老壮年が、 太鼓打
ちの技を教えることに集中てきるような環境が整っ
ていることを実感した。

子供達へふんわりと夢を託す
近年、 文化庁も 「伝統文化親子教室事業に」ー エ

夫を加えた。 ある教室に参加したが自分に合わな
かった場合、 これまでは他の教室を探す手段はな
かった。 それが昨年度あたりから公式ウェブサイト
上て検索てきるようになり、 開催地や連絡先も掲載
されるようになった。 ぜひ、 いろいろな日本文化に 賣

触れ、 気に入ったものとは長く付き合ってもらいた
いと思う。 それが無形民俗文化財ならば、 さらにう 員

れしい。
以前、 こども六斎教室の関係者が 「小学生に教え

ても、 受験や進学て
‘

たいがいは辞めてしまう。 続い
ても大学や就職て

‘

京都を離れたりする。 それても、
その子らに子供が生まれて小学生になったころ、 保
護者として関わってくれるのもいい」と言っていた
のを思い出す。

伝承者の養成事業は、 一朝 ー タには成し遂げられ
ない。 芽が出るのは 30 年先、50 年先かもしれない。
しかし、 ある保護団体の長老はこう言う、 「20 年、
30 年なんて、 あっという間だ」と。
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