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2020 年東京オリンピック・パラリンピックに向けて
障害者芸術文化活動のこれから

田中　正博

報告

公益社団法人 日本発達障害連盟　常務理事

スポーツ文化と教育との融合
　

オリンピック憲章と「オリンピックアジェンダ 2020」

では、オリンピック開催にあたりスポーツのみならず

教育を含めた文化オリンピアード（Cultural Olympiad）

の実施を義務付けています。オリンピック憲章では「ス

ポーツを文化と教育と融合させることで、教育的価値、

社会的責任、普遍的・基本的・倫理的諸原則の尊重に

基づいた生き方の創造」を目指すとしています。

過去、1964 年の東京オリンピックでは、スポーツ

に関係なく「五輪期間中に日本最高の芸術品を世界に

紹介する」という方針を掲げ、美術部門４種目（古美

術・近代美術・写真・切手）と芸能部門６種目（歌舞伎・

文楽・雅楽・能楽・古典舞踊邦楽・民俗芸能）の展覧会・

上演会を組織委員会主催で実施しました。1998 年の

長野オリンピックの際には障害者芸術「アートパラリ

ンピック展」が開催された経緯があります。

ロンドン五輪の実績
　

2012 年のロンドンオリンピック / パラリンピック

では、主要な文化プログラムのひとつとして、806 人

にもなる障害のあるアーティストの創造性あふれる活

動を支援するプログラム「アンリミテッド」が英国全

体で展開されました。英国では 1980 年代から障害の

あるアーティストが注目されはじめ、さらに、このロ

ンドン五輪の文化プログラムに「アンリミテッド」が

組み込まれたことで障害のある人の発表の機会は飛躍

的に増えたと言われています。

文化オリンピアード

オリンピンク・パラリンピックなどのスポーツ教育

による文化交流・平和貢献・人格育成などを目指しま

す。日本は東京オリンピック・パラリンピックに向け

国際支援活動「Sports for Tomorrow」を公約に掲げ、

東京オリンピック・パラリンピック文化プログラムは、

2016 年のリオデジャネイロオリンピック後から開始さ

れます。2016 年 10 月 19 ～ 22 日に京都と東京で開催

される「スポーツ・文化・ワールド・フォーラム」を

オリンピック・パラリンピックに向けた最初の国際イ

ベントとし、スポーツ選手や芸術家による文化発信を

行う予定があります。これは 2020 年の東京大会に向

けて福祉や教育ものづくりなどの分野とも連携しなが

ら 20 万件のイベントを開催するにあたり、キックオ

フの位置づけとなります。政府では、これらの企画を
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「文化オリンピアード」として位置づけ、日本の文化を

世界に発信する大きなチャンスと捉えています。

2016 年「スポーツ・文化・ワールド・フォーラ
ム」の概要

フォーラム実施の目的は、スポーツ・文化を通じた

「知徳体の向上」「人的交流の促進」「新しい経済・文化

の創発」への新たな可能性と必要性について、日本を

新しいパラダイムの事例としてアジア・世界の人々が

体感 ･ 議論し、誰もが直面している困難を乗り越える

原動力へと変える始めの一歩として位置づけられてい

ます。また、フォーラムは、スポーツや文化による国際

貢献や有形 ･ 無形のレガシー（遺産）等について議論、

情報発信し、オリンピック ･ パラリンピック ･ ムーブメ

ントを国際的に高めるためのキックオフイベントとして

開催されます。

「障害者の文化芸術活動を推進するネットワー
ク」始動

障害者分野でも「文化オリンピアード」の流れに沿っ

ていこうと、全国組織の主だった団体が集い、「2020

年東京オリンピック・パラリンピックに向けた障害者

の文化芸術を推進する全国ネットワーク（オリ・パラ

障害芸術ネット）」が発足しました。代表には全国手

をつなぐ育成会連合会の久保厚子会長が就任しまし

た。（23 団体の加盟）

オ リ・ パ ラ 障 害 芸 術 ネ ッ ト の 活 動 の 目 的 に は、

2020 年の東京オリ・パラ大会に向けて、全国津々浦々

の文化芸術活動を通して、我が国の障害者の芸術活動

の裾野を広げる事にあります。

また障害者の芸術文化が架け橋となって生み出され

る多様な文化・価値観を認め合う社会を創造する事を

目的として活動します。

情報発信としてのネットワーク

オリ・パラ障害芸術ネットでは、参加する団体や団

体に所属する人々がお互いに連携を図り、全国で開催

される各々の文化イベントについて団体間で紹介し合

い、関係者に広報していきます。

発信方法としては主に以下の通りです。

* 各団体が開催する研修会や、発行する機関誌などで

   取組みを紹介し連携した情報発信を行います。

* 共通のロゴを使用して一体感のある情報発信を行い 、

   この取組みを盛り上げていきます。

* 全国各地で開催される文化イベント情報などを、ネッ

   トで立ち上げ開設する共通のホームページに掲載し全

   国の皆さんに紹介します。

*各報道機関への周知の依頼を各団体が協力して行います。

オリ・パラ障害芸術ネットの活動
　

文化イベントの具体的な取組みとしては、先ずは「ス

ポーツ・文化・ワールド・フォーラム」で行われる「文

化セッション・文化イベント」で連携を図ることが期待

されています。活動はこれから具体化されていくよう

ですが、取組み例としては次の内容が示されています。

<展覧会の開催等>

♦絵画 ･ 陶芸・織物・写真などによる展覧会の開催

♦造形作品や写真・陶芸などの作品の公募事業

♦国内外で評価を受けたアールブリュット作品による展

　覧会の開催

♦造形活動などを行うアトリエやワークショップの開催

♦海外での作品展の開催

<音楽やダンスなどステージパフォーマンスの発表等>

♦手話コーラスやハンドベル、その他楽器演奏の発表会

♦ダンスの発表（車椅子ダンス、コンテンポラリーダンス等）

♦和太鼓や神楽など伝統芸能の発表

♦音楽やダンスのワークショップの開催

♦障害者が参加する劇団やロックバンドの公演

♦国内外での音楽祭や舞台芸術祭の開催

<研修会の開催等>

♦各団体が主催する研修会等で障害者の文化芸術活動

　をテーマとした講演会やシンポジュウム等を開催

♦障害者の芸術文化活動に関する調査研究の実施

<映画上映会の開催等>

♦既存の映画に副音声や字幕を入れるなど、耳や目が

　不自由な人たちも楽しむことができるバリアフリー
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　映画の制作や上映会の開催

♦障害者の芸術文化活動や支える人たちの日常を記録

　した映像の制作や上映会の開催

<鑑賞や視察を通して文化イベントに参加し楽しむ>

♦展覧会を訪れ。楽しく作品を鑑賞する

♦様々なステージ発表や舞台公演を鑑賞する

♦国外で開催される文化イベントに「2020 年東京オリ

　パラ親善大使」として出かけ、イベントの視察を通

　して、その国の人々と交流する

「スポーツ・文化・ワールド・フォーラム」で行う
「文化セッション・文化イベント」

障害のある方々の芸術活動や芸術表現の可能性につ

いて多様な議論の広がりの中、「スポーツ・文化・ワー

ルド・フォーラム」の機会を捉え、国立新美術館で障

害者の優れた芸術活動をテーマとして文化セッション

及び文化イベントを開催し、オリンピック・パラリン

ピック・ムーブメントを国際的に高め芸術文化の更な

る発展をめざしています。

(1) 文化セッション

オリンピック ･ パラリンピックを障害の有無にかか

わらず、誰もが才能を活かして活躍できる社会を実現

するためのきっかけとして、国内外の有識者による芸

術活動を通じた多様性を尊重する社会の実現について

セッションが行われます。

日時：平成 28 年 10 月 21 日（金）14 時から 17 時（予定）

場所：国立新美術館

(2) 文化イベント

文化セッションのテーマと連動し障害者による優れ

た芸術作品や障害者のための優れた取組みについて

様々な視点から広がりのあるイベントが実施されま

す。常設ステージとギャラリートークなどが予定され

ています。

①障害者による優れた芸術活動に関する展覧会

②障害者のための優れた取組・研究等の最新の動向

③障害者の優れた芸術作品をデザイン化した製品の展示 ･ 販売

日時：平成 28 年 10 月 21 日（金）～ 23 日（日）（予定）

場所：国立新美術館

海外との交流事業と更なる国内のネットワーク

国際交流ではアールブリュットをプラットホーム

にして活発化しようとする動きがあります。2015 年

～ 2019 年　アジア 5 カ国の交流（タイ、マレーシア、

ベトナム、フィリピン、台湾など）　2017 年フランス（ナ

ント）障害者の芸術文化による国際交流事業の実施　

2018 年スウェーデン（ストックホルム）日瑞国交樹

立 150 周年記念プロジェクト等が企画されています。

また国内では知事会連合会による「2020 年東京オ

リンピック・パラリンピックに向けた障がい者の芸術

文化活動推進知事連盟（仮称）」の設立も舛添知事 ( 東

京都）と平井知事 ( 鳥取県）が呼びかけ人になり、リ

オデジャネイロオリンピック・パラリンピック終了後

のキックオフイベントの実施（平成 28 年度）や連盟

県を巡回するアール・ブリュット展の開催が企画され

ています。オリパラ開催中に必要となるボランティア

を増やしていく構想もあり鳥取県が発起した「あいサ

ポート運動」等の活用も進められていきます。

「2020 年東京オリンピック・パラリンピックに向けた障害

者の文化芸術を推進する全国ネットワーク」加盟団体

・日本身体障害者団体連合会・全国脊髄損傷者連合会・

日本盲人会連合会・全日本ろうあ連盟・全国肢体不自

由児者父母の会連合会・全国重傷心身障害児（者）を

守る会・日本知的障害者福祉協会・全国精神保健福

祉会連合会・日本精神科看護協会・日本自閉症協会・

日本発達障害ネットワーク・全国社会就労センター協

議会・ＤＰＩ日本会議・全国社会福祉法人経営者協議

会・全国身体障害者施設協議会・日本相談支援専門員

協会・日本精神保健福祉事業連合会・全国児童発達支

援協議会・全国知的障害児者生活サポート協会・日本

ダウン症協会・バリアフリー映画研究会・全国手をつ

なぐ育成会連合会


