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視野を広げて考える視野を広げて考える

包摂と排除をセットで考える• 包摂と排除をセットで考える
• 福祉政策・社会政策の流れをふまえて考える
視野を広げた上で• 視野を広げた上で、
「芸術文化による社会包摂」だからできること（オリジ
ナリティー）を考えるナリティ ）を考える

＜本日の構成＞＜本日の構成＞
1. 語源の話（概念の成り立ち）
2 独自性の話（「アートと社会包摂」だからできること）2. 独自性の話（「ア トと社会包摂」だからできること）
3. 訳語の話（戦略としての選択）
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アートと社会包摂～視野を広げて考える～

１．語源の話（概念の成り立ち）

ア トと社会包摂 視野を広げて考える
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Social Inclusion（ＳＩ）とは？Social Inclusion（ＳＩ）とは？

「社会的排除（S i l E l i ）」という概念• 「社会的排除（Social Exclusion）」という概念
に対応するものとして、用いられるように
なった概念なった概念
→「排除」を考えずに「包摂」を考えるのはア
ンバランスンバランス

• 主に社会政策、福祉政策の分野で議論され
きたが 近年文化政策にお も関心がてきたが、近年文化政策においても関心が

高まっている
当然ながら 文化政策 専売特許 な→当然ながら、文化政策の専売特許ではな

い
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社会的排除（Social Exclusion）社会的排除（Social Exclusion）

1960年代半ばのフランスに端を発する（諸説あ• 1960年代半ばのフランスに端を発する（諸説あ
り）

• 1974年に刊行されたR ルノワ ル（R Lenoir）著• 1974年に刊行されたR.ルノワール（R.Lenoir）著
『排除された人びと―フランス人の10人に1人』で
注目されるようになった注目されるようになった

• 1980年代には「新たな貧困」として排除の問題
が政策課題として顕在化し始めるが政策課題として顕在化し始める

• 1980年代後半に主に若年者の失業問題を契機
としてEUでも議論が開始されるも議論 開始される

• 1990年代初頭になって用語として本格的に使わ
れるようになった
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「貧困」との相違点
「新たな貧困」としての「社会的排除」
貧困が所得という単 の要因によるのに対し• 貧困が所得という単一の要因によるのに対し、
社会的排除は多次元的な要因による

貧困が状態 静的概念であるのに対し 排除に• 貧困が状態＝静的概念であるのに対し、排除に
至る過程も射程に入れた動的概念である

動的という意味で アマルティア・センのケイパビリ– 動的という意味で、アマルティア・センのケイパビリ
ティに注目した「貧困」の定義は「社会的排除」と類似
性がある

– 排除に至る過程において関係性の喪失・欠如が問題
視される点で、ロバート・パットナムの社会関係資本
の考え方にも近いものがあるの考え方にも近いものがある

• 貧困が個人の状態に焦点を置くのに対し、「社
会の中の個人」や、「社会そのもの」の問題に目会の中の個人」や、 社会そのもの」の問題に目
を向けることを可能にする概念
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Social Inclusion（ＳＩ 社会（的）包摂）Social Inclusion（ＳＩ、社会（的）包摂）

• 社会的排除に対する政策として浮上した概念で• 社会的排除に対する政策として浮上した概念で、
「社会的排除／包摂」のようにセットになって議
論されてきた

• その生い立ちからわかるように欧州由来の概念
であり、アメリカでは社会的排除と同様の事象が
「 ダ ク 論 と 論 られ る「アンダークラス論」として論じられている

• 就労（ワークフェア）、所得（最低限所得とベー
シ ク イ カム） シ ズ シ プ 排除されたシック・インカム）、シティズンシップ、排除された
人々に対する個別的支援サービス、以上4つが
主な政策領域主な政策領域

• 「社会的排除／包摂」ともに明確な定義はなされ
ておらず そのための政策も国によって濃淡がておらず、そのための政策も国によって濃淡が
異なる
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日本におけるＳＩ日本におけるＳＩ

日本において 社会的排除の問題を本格的に取• 日本において、社会的排除の問題を本格的に取
り上げた最初の研究は2000年12月に厚生労働
省社会・援護局が発表した『社会的援護を要する省社会・援護局が発表した『社会的援護を要する
人々に対する社会福祉のあり方に関する検討会
報告書』

• 比較研究としては、発端の地フランス、EUの政策
のほか、ブレア政権期(1997‐2007)のイギリスの
政策もよく参照される政策もよく参照される

• 北欧の福祉国家も、社会的包摂と重なるものとし
て言及されるて言及される

• 諸外国の動向と同様に、積極的労働参加の強調
が基本にあるが基本にある
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ここまでのスライドへの疑問ここまでのスライドへの疑問

・・・アートの話はア トの話は
どこに？？？
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アートと社会包摂～視野を広げて考える～

２．独自性の話
（「ア トと社会包摂 だからできること）

ア トと社会包摂 視野を広げて考える

（「アートと社会包摂」だからできること）
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「アートと社会包摂」の立ち位置
～視野を広げたから見えること～

日本でも諸外国でも 厚生労働省系の福祉政• 日本でも諸外国でも、厚生労働省系の福祉政
策・社会政策におけるSIの議論においては、
主に雇用や所得の問題が関心の中心になり主に雇用や所得の問題が関心の中心になり
がち

• それに対して、アートが取り組むことのできる
SIの問題は、先の4領域【就労（ワークフェア）、
所得（最低限所得とベーシック・インカム）、シ
ティズンシップ、排除された人々に対する個別ティズンシップ、排除された人々に対する個別
的支援サービス）】で言えば、シティズンシップ
や排除された人々に対する個別的支援サーや排除された人々に対する個別的支援サ
ビスに関わる領域
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「アートと社会包摂」だからできること「アートと社会包摂」だからできること

• 個別具体的なエンパワーメント、アイデンティ
ティの再構築やつながりの回復における支援ティ 再構築や な り 回復 おける支援
でこそ、アートが本領発揮できるのではない
かか

• SIにおける「承認の場の多元化」を目指すに
あた て ア トならではの の可能性もあるあたって、アートならではのSIの可能性もある
のではないか
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創造都市論からみる可能性
（佐々木、2009）

• 単なる所得の保障に留まらずに排除された
人々（障害者や老人、ホームレスの人々、移人 （障害者や老人、ホ 人 、移
民労働者など）の社会的参加やアイデンティ
ティの再確立といった個人のレベルの支援にティの再確立といった個人のレベルの支援に
まで拡張される「社会包摂」は、EUにおける都

市再生の目標の つとして掲げられ よ て市再生の目標の一つとして掲げられ、よって
イギリスの都市計画家チャールズ・ランドリー

創 創ら欧州の創造都市論者は当然この問題を創
造都市論の射程に含めている
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文化施設の果たせる役割
（平田、2013）

「出会 場 ペ となる• 「出会いの場＝コミュニティスペース」となる
「『新しい広場』の一つとなることが、劇場や、
音楽 美術館 役割な な音楽ホールや、美術館の役割なのではない
か」と問いかけ、「人々を社会に包摂
（ ）する と 結果的 共（inclusion）することによって、結果的に共同
体全体のリスクとコストを低減していこう」とい
う「社会包摂（あるいは社会的包摂ともいう）
＝social inclusion」の考え方にあって、「文化
的な活動が、大きな要素となることは容易に
想像がつくだろう」と指摘
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文化施設の果たせる役割
（衛、2015）

• 文化芸術の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る イ ゥ イ ケ
ションの場」であり、コミュニケーションが繰り
返されることによって「自己肯定感の回復の返されることによって「自己肯定感の回復の
機会」と、他者と共生する「コミュニティ形成の
機会」がもたらされる つまり体験を共有する機会」がもたらされる、つまり体験を共有する
「機会」の創出こそが「社会的孤立」というリス
クを回避して問題解決に人々を導く「文化芸
術の社会包摂機能」である
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「社会包摂」を掲げる
個々の事業・プロジェクトの例

2014年度 大阪市立大学（文化庁「大学を活用した• 2014年度～、大阪市立大学（文化庁「大学を活用した
文化芸術推進事業」採択事業）「社会包摂型アートマ
ネジメント・プロフェッショナル育成事業 アートの活用ネジメント プ フ ッショナル育成事業 ア トの活用
形？」

• 2015年3月、社会包摂型若手オペラ等人材育成事業
「歌によるソ シ ル インクル ジ ン イン 福島「歌によるソーシャル・インクルージョン・イン・福島」
「東京二期会×藤原歌劇団 夢の共演コンサート」

• NPO法人「こえとことばとこころの部屋」代表・詩人のNPO法人「こえとことばとこころの部屋」代表 詩人の
上田假奈代の芸術選奨新人賞（平成26年度・第65
回・芸術振興部門）受賞
– 文化庁による贈賞理由「アートによる社会包摂という概念
が一般的でない頃から，地域社会で特色ある活動を継続
してきた点は高く評価できる点 高 評価
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活動当事者の問題提起
（上田、2015）

「社会包摂は釜ヶ崎やまちづくりの活動している人々に• 「社会包摂は釜ヶ崎やまちづくりの活動している人々に
おいて1990年代からすでに言われていたことであり、
アートによる社会包摂が出遅れたとするなら、それはア トによる社会包摂が出遅れたとするなら、それは
アート業界の人々がじぶんの胸に問うべきこと」

• 「わたしの活動が社会包摂だとされると、とても違和感
があります 「釜 崎においての活動では おじさんたがあります」、「釜ヶ崎においての活動では、おじさんた
ちに励まされ喜ばせてもらっているのはわたしの方だ
からです」、「人生は誰にも代わることができないことをからです」、 人生は誰にも代わることができないことを
ひきうけ、じぶんのありのままをひきうけ、一回きりの人
生を生きていこうとするいのちの現れに、魅きつけられ
ます」ます」

• 「今回の受賞で、まずます社会包摂ということばに簡単
に回収されないよう、ひとりひとりの声にならない声にに回収されないよう、ひとりひとりの声にならない声に
耳を澄まし、じぶんの言葉をもちたいと思いました」
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アートと社会包摂～視野を広げて考える～

３．訳語の話（戦略としての選択）

ア トと社会包摂 視野を広げて考える
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戦略としての訳語の選択
～地味だけれど馬鹿に出来ない？！

は 「社会的包摂 と訳される とが圧倒的• ＳＩは、「社会的包摂」と訳されることが圧倒的
に多いが、一部で「社会包摂」と訳される事例
もあるもある。
– Cinii（国立情報学研究所学術情報ナビゲータ）の
日本語論文検索（2015年8月現在）

「社会的包摂」：308件に対し、「社会包摂」17件
– Ciniiの大学図書館所蔵書検索（2015年8月現在）
「社会的包摂」：59件に対し、「社会包摂」5件

• 確かに「社会的包摂」という5文字熟語は座り
が悪い、とはいえ・・・が悪い、とはいえ
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厚生労働省訳「社会的包摂」厚生労働省訳「社会的包摂」

社会政策分野 お 「社会的排除 と対• 社会政策分野においては、 「社会的排除」と対に

なって「社会的包摂」という訳語がもっぱら用いら
れている

• SIを主に扱ってきた厚生労働省訳「社会的包摂」SIを主に扱ってきた厚生労働省訳 社会的包摂」

– 厚生労働省のウェブサイト内検索（2015年8月現在）

「社会包摂」のみを検索（ 「社会的包摂」を除外）：2件「社会包摂」のみを検索（ 「社会的包摂」を除外）：2件
「社会的包摂」のみを検索（ 「社会包摂」を除外）：338件

• 「社会包摂」という使用例も見られるものの、今日
ではほぼ「社会的包摂」という訳語が定着している
と言っていい
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文化庁訳「社会包摂」文化庁訳「社会包摂」

• 第3次基本方針第3次基本方針

（2011年2月8日閣議決定 ※3.11、東京2020決定前）
「文化芸術は 子ども 若者や 高齢者 障害者 失業者– 「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」

→基本方針における「社会包摂」の初出

• 第4次基本方針（2015年5月22日閣議決定）
– 「文化芸術は 子供・若者や 高齢者 障害者 在留外国「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」

→2011年に注目され始め、2015年によりはっきりと明言
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文化庁訳「社会包摂」文化庁訳「社会包摂」

劇場 音楽堂等 活性化 関する法律（通称• 劇場，音楽堂等の活性化に関する法律（通称
劇場法、2012）

→「劇場，音楽堂等の事業の活性化のための
取組に関する指針」（2013）取組 関す 指針」（ ）

– 「劇場，音楽堂等は（中略）個人の年齢若しくは
性別又は個人を取り巻く社会的状況等にかかわ性別又は個人を取り巻く社会的状況等にかかわ
りなく，全ての国民が，潤いと誇りを感じることの
できる心豊かな生活を実現するための場として，
また，社会参加の機会を開く社会包摂の機能を
有する基盤として，常に活力ある社会を構築する
ための大きな役割を担 ている 」ための大きな役割を担っている。」
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文化庁訳「社会包摂」文化庁訳「社会包摂」

• 文化庁においては「社会包摂」と訳される場面
の方が「社会的包摂」の4倍近く

– 文化庁のウェブサイト内検索（2015年8月現在）

「社会的包摂」のみを検索（「社会包摂」を除外）：16件「社会的包摂」のみを検索（「社会包摂」を除外）：16件
「社会包摂」のみを検索（「社会的包摂」を除外）：67件
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インターネット上の分布
Google検索（ 2015年8月現在）

• 「社会的包摂」のみを検
索（「社会包摂」を除
外） 約 件外）：約 55,100 件

• 「社会包摂」のみを検索
（「社会的包摂」を除
外）：約 5,400 件

→「社会包摂」の使用例

は、「社会的包摂」の使は、 社会的包摂」の使
用例の1割程度
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インターネット上の分布
Google検索（ 2015年8月現在）

それぞれの上位 件の見出しを比較すると 見• それぞれの上位50件の見出しを比較すると、見
出しから一見して芸術文化政策に関連する内容
であると判断できるものは「社会的包摂」の2件であると判断できるものは「社会的包摂」の2件
（4%）に対して「社会包摂」では35件（70%）
に 「社会包摂 と う少数派 訳語を→SIについて、「社会包摂」という少数派の訳語を

用いているのは、主に芸術文化政策関連分野
の主体だと言えるの主体だと言える

→「アートと社会包摂」の議論が「社会的包摂」の
議論全体の中で、孤立してタコツボ化する危険
性がある
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たかが訳語 されど訳語たかが訳語、されど訳語

わたしたちは 言葉（日本語）を使 て議論する• わたしたちは、言葉（日本語）を使って議論する

• 検索技術の進展した今日、たった一文字の訳語
が 脈 議論 起の相違が、文脈と議論の分断を引き起こす？！

– 「社会的包摂」に関心のある人が「社会包摂」の議論に
触れる機会を持 な 逆もまた然り触れる機会を持てない、逆もまた然り

• 言葉による分断が縦割りを促してしまう
– 文化庁始めとする芸術文化政策関連分野において
「社会包摂」に関心が高まりつつある一方、元来社会
政策に取り組んできた厚生労働省の「社会的包摂 の政策に取り組んできた厚生労働省の「社会的包摂」の
議論において、芸術文化の持つ可能性が十分に議論
されているか？されているか？
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2種類の訳語をめぐる現状2種類の訳語をめぐる現状

厚生労働省をはじめとする社会政策の分野では そもそも• 厚生労働省をはじめとする社会政策の分野では、そもそも
の問題意識である「社会的排除」と対になって、解決する
方向性を指し示すものとして「社会的包摂」という訳語が用
いられてきたいられてきた

• 芸術文化政策の分野では「社会包摂」という訳語を用いて
SIについて議論がなされ、それは結果として、社会政策のSIについて議論がなされ、それは結果として、社会政策の
SIでは雇用や所得保障に対し、どうしても後手に回りがち
だった個々人の承認やエンパワーメントに注目し、そのた
めに芸術文化の力を活用する方向性を切り開くことにつなめに芸術文化の力を活用する方向性を切り開くことにつな
がっている

• 社会政策と文化政策に親和性はあるものの、厚生労働省
象と文化庁の使用する訳語の違いに象徴されるように、現

時点で「アートと社会包摂」の可能性について、関連業界
に留まらず広く共有されているとは言い難いのが現状留まらず広く共有され る は言 難 現状
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どちらの訳語を使うか？
～選択という戦略～

自覚的に用いることが大事• 自覚的に用いることが大事
– 敢えて社会政策と親和性の高い「社会的包摂」という
訳語を用いるのもよし訳語を用いるのもよし

– 芸術文化ならではの「社会包摂」を主張するもよし

文脈に応じて使い分けるもよし– 文脈に応じて使い分けるもよし

• アート業界に限らず社会全体におけるSIを巡る
議論と実践の動向 の目配りは必要 視野を議論と実践の動向への目配りは必要→視野を
広げて考える
– でなければいくら「社会包摂」を語ったところで、芸術
の殿堂への引きこもりにすぎなくなってしまう
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“訳語に象徴される分断“の突破口？訳語に象徴される分断 の突破口？
• 厚生労働省の文化政策

– 憲法第25条第1項「すべて国民は、健康で文化的な最低限度
の生活を営む権利を有する」
厚生年金会館 国立総合児童センター「こどもの城」は終了– 厚生年金会館、国立総合児童センタ 「こどもの城」は終了

– 今日において辛うじて継続しているのは、障害者の文化芸術
活動支援、児童福祉文化財の推薦

– 「障害者」と「子ども」（加えるとしたら「高齢者」？）

• 2020東京オリンピック・パラリンピック
（20 2ロンドン大会の文化プログラムの成功を受けて）（2012ロンドン大会の文化プログラムの成功を受けて）

– オールジャパン体制による部局横断アプローチ
文化プログラムにおける「包摂」の視点– 文化プログラムにおける「包摂」の視点

• 2012ロンドン大会の文化プログラムの1つ「Unlimited（アンリミテッド）」
（障害のある芸術家への支援プログラム）

• 2012ロンドン大会の文化プログラムのテ マ：「英国の誰もがロンドン• 2012ロンドン大会の文化プログラムのテーマ：「英国の誰もがロンドン
2012に参加するチャンスを提供し、あらゆる文化に共通する創造性を、
とりわけ若者たちに、喚起させること」（吉本、2015閲覧） 292015年9月18日静岡県文化行政連絡会議
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参考文献など参考文献など

• 福原宏幸編（2007）『社会的排除／包摂と社会政策』法律文化社• 福原宏幸編（2007）『社会的排除／包摂と社会政策』法律文化社。
• 日本ソーシャルインクルージョン推進会議編（2007）『ソーシャル・インク

ルージョン―格差社会の処方箋』中央法規出版。
• 岩田正美（2008）『社会的排除』有斐閣• 岩田正美（2008）『社会的排除』有斐閣。
• 宮本太郎（2013）『社会的包摂の政治学―自立と承認をめぐる政治対抗』

ミネルヴァ書房。
• 佐々木雅幸（2009）「文化多様性と社会包摂に向かう創造都市」佐々木• 佐々木雅幸（2009）「文化多様性と社会包摂に向かう創造都市」佐々木

雅幸・水内俊雄編『創造都市と社会包摂』水曜社。
• 平田オリザ（2013）『新しい広場をつくる―市民芸術概論綱要―』岩波書

店。店。

• 衛紀生「「社会包摂は流行り言葉」という不見識。」可児市文化創造セン
ター館長の部屋エッセイhttp://www.kpac.or.jp/kantyou/essay_174.html
（2015年8月29日閲覧）

• 上田假奈代あなたのうえにも同じ空が / Kanayo Ueda Website
http://www.kanayo‐net.com/（2015年8月30日閲覧）

• 吉本光宏「東京五輪と文化プログラム」（NHK視点・論点）
http://www.nhk.or.jp/kaisetsu‐blog/400/198068.html （2015年8月31日
閲覧）
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※２０１６年７月４日改訂版での一部変更について※

• インターネット上で
の公開にあたり、

変更前スライド
（ 2015年9月18日
平成27年度

スライドの表現で
は誤解を招くと思
われた箇所を変更

平成27年度
静岡県文化行政連絡会議トークセッション
当日配布内容）

われた箇所を変更
しました。

変更箇所はスライ• 変更箇所はスライ
ドp29のみです。

変更前の表現は右• 変更前の表現は右
記の通りですが、
引用等は改訂後の引用等は改訂後の
スライドよりお願い
いたします。いたします。
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