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１ はじめに 

 本稿では、静岡県内の地域劇団のこれまでの活動を日本の演劇史と比較すると共に、今後の課題を

考察すること、さらに静岡の地域の劇団や演劇の歴史を記録することを目的としている。主にインタ

ビュー調査を行った。対象は静岡県内の、仕事や学業の傍ら活動をする劇団員から構成される劇団を

メインとし、各劇団の代表にインタビューを行った。 

 

２ 静岡県の演劇史 

図表 1:戦後から静岡県演劇協議会が発足するまで 

西暦 
その年注目された舞台・
トピックスなど 

演劇関係のできごと その年誕生した劇団 

1945 GHQ検閲開始(9/10) ユネスコ発足(11/16) ・勉強座（下田） 

1946  静岡県文化団体懇談会(三島) 
・みどり座(清水) 
・劇団たんぽぽ(浜松) 

1947  
静岡自立劇団連絡協議会 
15劇団参加(清水) 

・浜松放送劇団 

1948  

静岡自立劇団連絡協議会 
第１回発表会(清水小糸製作所内) 
◎発表職場劇団など/小糸製作所・巴川製
紙・全逓・国鉄・静銀・日東紡・県職・農
林・静芸・日立清水工場(原源一中心) 

・静岡芸術劇場<静芸>(静岡) 

1949  
静大教育学部(どん底) 
磐田南(破戒) 

・三島演劇研究会 

1950 
入場税率 15 割から 10 割
に引き下げ 

ユネスコ主催 
第１回高校演劇コンクール(浜松) 

・吉原演劇研究会 

1951  県西部高校演劇コンクール 
・児童劇団つくしの会(富士) 
・富士演劇研究会 
・創芸(旧•吉原演劇研究会) 

1952 GHQ検閲・廃止 
静岡市民演劇祭(第１回) 
浜松ユネスコ協会(改称) 

・創芸研究会(三島) 
・伊東市民劇団(伊東) 

1953 民衆の敵（民藝） 

静岡市職場演劇協議会(静岡) 
・静大・東大合同演劇勉強会(なまはげ・三
角帽子) 
・劇団たんぽぽ公演(浜松) 
・浜松演劇愛好会結成 

・富士宮演劇研究会(富士宮) 
・劇団あすなろ(静岡) 
・全電通演劇サークル(静岡) 

1954 

神は知っていた(民藝) 
どん底・夕鶴・スカパンの
悪だくみ 
深いきず(自由舞台) 

・県東部高校演劇コンクール(三島) 
・ユネスコ協会主催浜松市芸術祭演劇部門
(第１回) 

・麦座<旧•創芸>(三島) 

1955 
敵(新協劇団) 
サークル物語(新演) 
人形の家(x中芸) 

・第１回青年演劇コンクール 
 南山大学(蛙昇天) 
・三島演劇連盟結成合同公演 
・浜松市芸術祭(第１回) 
・浜松職場演劇コンクール 
◎参加職場劇団/国鉄浜松・本田技研・松
菱・内外編物 

・沼津演劇研究会<沼演研> 
・劇団からっかぜ(浜松) 
・岩松青年団青年学級クラス(富
士) 

1956 
三人の紳士(仲間) 
楢山節考(豊川芸術劇団) 

・静大演劇研究会(結末のない話) 
・南山大学(天使が二人天降る) 

三島市民芸術劇場 

(「静岡県演劇協会 30 周年記念誌 戦後静岡県の演劇その 1」5 ページより) 

 静岡県の演劇史については、2012 年に発行された『静岡県演劇協会 30 周年記念誌 戦後静岡県の

演劇その 1』を基にまとめていった。 
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 戦後から様々な発表会やコンクールが開催されており、特に県西部の活動や、学生演劇の活発さ

が見えた。1960 年「日米安保保障条約改定阻止運動」の影響を受け、静岡市役所演劇サークル機関

紙『えんげき』に、平和憲法と民主主義を守り戦争に対する抵抗の意を表した「声明書」が掲載さ

れた。1975 年には『新劇』3 月号にて、静岡県演劇協会の活動が全国に紹介された。その後も、「ア

ングラ」が流行していた時代には紅テント、黒テントの上演が静岡・浜松で行われ、時代の流れの

影響を受けながら静岡の演劇は発展して行ったことがわかった。 

 

３ 劇団静芸について 

 本稿では、静岡県内で長い歴史を持つ劇団静芸を主な事例としている。 

 劇団静芸は 1948 年に「静岡芸術劇場」を正式名称として初代代表・山崎欣太を中心に、戦争を経

験してきた若者たちが集まり発足した。参加者は比較的学生が多く、静岡大学、東海大学、静岡女子

大学の学生がいた。「働く人々のために、働く人々の生んだものを、再び働く人々の元に」という指針

を掲げ、翌年 4 月に第 1 回公演「愛と死の戯れ」を静岡公会堂にて上演している。1953 年に上演した

「ロシヤ問題」では、土方与志が静芸を訪れ、山崎の演出を指導した。1963 年に稽古場が完成した。

それまでの稽古は公民館や学校を借りて行なっていた。しかし、22 時までという時間の制限や、大道

具の設置ができないなど十分な稽古ができない状態であったが、これにより改善された。同年に稽古

場にて、名古屋演劇集団、岐阜はぐるま、静岡芸術劇場(劇団静芸)、京浜協同劇団の 4 劇団により話

し合いが行われ、東日本リアリズム演劇会議1が発足した。その後定期的に公演を行い、2000 年に稽

古場を改装している。2010 年の秋公演後に前代表が倒れ、一度解散の危機を迎えるが、現代表が 1 年

をかけ引き継いだことで存続に至った。2016 年、スタッフ力及び役者が弱まったことでホールでの

上演が難しくなり、稽古場でも上演ができるようにと劇場化リフォームを行う。コロナの影響により

公演や稽古が中止されるが、zoom による稽古の実施、ラジオ制作などを行いながら活動を続け、2020

年 12 月には、完全予約制、検温などの対策を実施、舞台と客席の間に仕切り幕を垂らした状態で「瞽

女峠」を上演した。今後もコロナ対策と公演の両立を目指しながら活動していくという。 

 

図表 2: 「愛と死の戯れ」パンフレット(劇団静芸提供) 
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図表 3:「愛と死の戯れ」公演時写真(劇団静芸提供)図表 4: 劇団静芸改装後内観写真(劇団静芸 HPより) 

 

４ 静岡の地域劇団 

４—１.人宿町やどりぎ座(静岡) 

 人宿町やどりぎ座は劇団渡辺の運営するコミュニケーション劇場である。運営している劇団渡辺は、

2004 年に静岡大学演劇サークルの OB・OG によって結成された。2008 年から、劇団らせん劇場の誘

いで寿町倉庫の管理団体となり主な活動場所とする。しかし 2010 年に、それまで企業からあった支

援が停止2となり、活動場所としての存続が難しくなる。そこで、代表の渡辺が中心となり「ブキッチ

ョプロジェクト」という存続運動を始める。そして 2011 年よりアトリエみるめと名前を変え存続す

る。2015 年、寿町倉庫の売却に伴い拠点を七間町に移し七間町このみる劇場を開館するが 2017 年に

閉鎖となる。その後はあそ viva!劇場などを活動の場とし、2018 年に人宿町やどりぎ座をオープンさ

せる。「たくさんの人や作品が集まる「やどりぎがたくさんついた大きな木」のような劇場にしたい」

という思いから、やどりぎ座の名前をつけた。自主公演に限らず、貸館公演、ワークショップ、学生

演劇などを行っている。2019 年 12 月に代表が失踪し仕事にもキャンセルが出るが、劇団は存続する

結論を出した。コロナの影響は、公演キャンセル、休館などがあったが、リモートでの上演、対策を

しての劇場での上演を行なった。 

  

図表 5,6: コロナ対策をした舞台(左：OKな演劇 右：SD なお見合い 人宿町やどりぎ座 HPより) 

 

４—２.劇団らせん劇場(静岡) 

 劇団らせん劇場は、1975 年に静岡大学芝居もさく会らせん劇場として創立した。大学サークルとし

て始まったが、参加者に地域の人が多くなったことで地域劇団へと姿を変え、1980 年頃に劇団らせん

劇場となる。1990 年に同世代の 5 劇団で集まり「演劇ショック」という演劇祭を開催した。その後い

くつかの拠点を転々とした後、1992 年に、アルバイトタイムス社員であった、他劇団の劇団員の仲立

ちと社長の好意により、元本社屋の生活文化実験室を 3 つの劇団(劇団らせん劇場/秘密結社演劇倶楽

部/GM 企画)でシェアすることとなる。1999 年、再び「演劇ショック」のようなイベントを開催した

いという声が上がり、サールナートホールにて「演劇カタログ」を開催した。一度開催が途絶えたが、

静岡市民文化会館、清水マリナートにて開催された。しかし 2017 年の開催を最後に消滅している。

生活文化室実験室が使えなくなり、劇団らせん劇場の団員が見つけた寿町倉庫に拠点を移す。アルバ

イトタイムス社の支援は続くが、支援ができなくなり寿町倉庫から拠点を移す。その後については、
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人宿町やどりぎ座の項に書かれたものと同様である。現在は団員の運営する写真館くりえを主な稽古

場とし、あそ viva!劇場などで公演を続けている。コロナの影響は、まず 2020年 2 月から 2 ヶ月間ま

ったく活動をせず、高齢の団員が退団した。まちは劇場プロジェクトのパフォーミングアーツ発信事

業奨励金3に応募するなどして資金調達をしているが、自分たちの拠点を持っていないため、上演を続

けることが難しくなっている。 

 

４—３.沼津演劇研究所(沼津) 

 沼津演劇研究所は、1954年に演劇サークルとバレエ教室を開設していた 2名を中心に創立された。

創立当初、静大生が人集めを行ったことで 20 名以上のメンバーで活動を開始した。1963 年に第 1 回

自主公演として初めての有料公演を行った。それまでは勉強会や発表会として、芸術祭の参加で上演

を行なっていた。1973 年に元代表が沼津市長となり、その繋がりから 1986 年に「屈原」を沼津岳陽

友好年記念として上演、沼津演劇研究所の総力をあげ、1 年以上の稽古を積み、沼津市民文化センタ

ー大ホールでの上演を実現した。「プロに負けない演劇を」をコンセプトに、ホールでの芝居を中心

に行ってきたが、1970 年代後半から人の集まりが少しずつ低迷し、1993 年頃から年 1 回の上演ペー

スが崩れる。2000 年の拠点移動とともに団員数にゆとりが出るが、2010 年以降新しい団員は増えて

いない。さらに 2018 年に拠点を失い、活動が低迷し存続も難しくなってきている。コロナの影響と

して、参加者の高齢化から活動自体の危険性を感じており、月 1 回の稽古に活動を抑えている。 

 

４—４.劇団からっかぜ(浜松) 

 劇団からっかぜは浜松演劇愛好会のメンバーにより 1954 年に創立された。1963 年に運営方針を

巡り議論が沸騰し解散、同年に新からっかぜとして再建した。1978 年頃、劇団員現象による事務所

維持困難や、公民館を借りての稽古は制約により充分なものができないなどの事態を受け、半年をか

けて中田町に自作の稽古場を建設した。1982 年から全 25 講座の演劇教室を開催し、プロの演出家を

講師として招いた。この講座は、外部の人間も参加可能であったが、主な目的は劇団員の教育であっ

た。中田町の土地の受け渡しを求められ、稽古場を解体するが、1984 年に篠原町に稽古場を建設し

た。その後も公開講座や演劇クラブなど、地域との関わりのある活動を多く行っている。2005 年か

らはアトリエの開放を行い、高校生や他劇団に稽古場や公演場所として貸し出している。コロナの影

響は、2020 年の春公演は無観客公演、秋公演は中止になった。一時活動は低迷したが、劇団内で感染

症対策のガイドラインを作成するなど、拠点の対策を徹底することで、普段の活動にできる限り近づ

けるようにしている。 

  

図表 7：稽古場写真           図表 8：稽古場内コロナ対策 
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５ 各劇団と歴史の比較 

図表 9: 日本、静岡の演劇と各劇団の年表 

 日本•静岡の演劇 劇団静芸 人宿町やどりぎ座 劇団らせん劇場 沼津演劇研究所 からっかぜ 

1940 〜
50年代 

1945 年以降：社
会主義リアリズ
ムの全盛期 
1957年：「静岡県
演劇連絡協会」
結成 
1958 年：モスク
ワ芸術座来日公
演 

1948 年：「静岡
芸術劇場(劇団
静芸)」創立 
1953年：土方与
志が演出の指
導に来る 

  1954年：「沼津
演劇研究所」創
立 

1954年：「劇団
からっかぜ」
創立 

1960 〜
70年代 

1960年代「新劇」
に対抗した「ア
ングラ・小劇場」
が登場 
1961 年：第 1 回
静岡県芸術祭開
催 
1978 年：静岡市
民文化会館開館 

1963 年：「合唱
団なかま」と合
同で稽古場を
建設、同年東日
本リアリズム
演劇会議発足 

 1975年：「静岡
大学芝居もさ
く会らせん劇
場」として創立 

1963年：第 1回
自主公演を行
う 
1977年：稽古場
を移転、活動方
針が変わる 

1963年：運営
方針の議論が
沸騰し解散、
「新からっか
ぜ」として再
建 
1979年：中田
町に稽古場を
建設 

1980 〜
90年代 

1980 年代：小劇
場 ブ ー ム が 到
来、自分探しの
演劇が盛り上が
る 
1997 年：静岡県
舞台芸術センタ
ー創立 (芸術総
監督・鈴木忠志) 
1999 年：グラン
シップ・静岡芸
術劇場開館 

1993,4,6年：静
岡県芸術祭大
賞受賞 

 1980年頃：「劇
団らせん劇場」
とする、この頃
存続の危機を
迎える 
1999年：第 1回
演劇カタログ
開催 

1986年：沼津岳
陽友好記念公
演上演 
1993年：稽古場
を移転、上演が
定期的でなく
なる 

1982年：全 25
回の演劇教室
を開催 
1984年：篠原
町に新たな稽
古 場 を 建 設
(1989年完成) 

2000 年
以降 

2007年：SPAC芸
術総監督に宮城
聰就任 

2000年：稽古場
を改装 
2011年：代表が
倒れ、存続の危
機を迎える 
2016年：稽古場
をアトリエ化 

2004年：劇団渡
辺結成 
2008 年：「劇団
らせん劇場」の
誘いで寿町倉
庫を活動場所
にする 
2018 年：「人宿
町やどりぎ座」
オープン 
2019年：代表が
失踪する 

 2017年：「袴垂
れはどこだ」で
60 人規模の公
演を行う、以降
公演は行なっ
ていない 
2018年：土地売
却の関係で稽
古場を失う 
2020 年：HP を
閉鎖 

2000年：公開
講座を開始 
2004年：篠原
地区健全育成
事業「悠遊ク
ラブ」演劇部
担当開始 
2005年：アト
リエ解放開始 

 まず、静岡の演劇の流れは日本の演劇史の流れに沿っていることがわかった。また、学生の存在が

劇団に影響しており、特に静大生の関わりが各劇団に必ずあった。時代の流れが劇団の活動に影響し

ており、特に人々の楽しみ方が「集」から「個」に変わったことで、劇団員数に影響が出ていると考

えられる。今回各劇団への調査でインタビューを行なったが、全員が「拠点」の重要性について発言

した。「拠点」があることで「時間の制限がない」「大道具などが製作でき、設置することが可能であ

る」、これにより十分な稽古が可能であるということが大切であるという。現状からも、拠点を持つ

劇団は安定した活動をしており、拠点のない劇団は存続の危機に直面していることから、その重要性

や劇団に対する影響の大きさが伺えた。コロナの影響も各劇団に生じているが、拠点の有無によりそ

の動きに違いがある。コロナの流行直後は、どの劇団も活動の中止を余儀なくされた。しかし拠点を

持つ劇団は活動の再開が早く、今後の活動についても「今できることをやっていこう」という積極的

な姿勢が見られる。拠点という存在は、社会が大きく変化した中でも変わらない存在であり、劇団活

動の大きな軸となると言える。 
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６ 地域劇団の課題 

 今回の調査により、地域劇団の活動における共通点が見られた。そこから考えられる地域劇団の課

題についてあげていく。 

 

①拠点の確保・維持 

拠点の有無が劇団の存続に影響しているため、拠点保持は必要条件と言える。 

②団員の確保 

団員の減少は劇団の資金減少にもつながり、劇団存続にも影響する。劇団の存在の認知と活動内容

の認知が解決につながる。 

③集客 

「観客を前に」芝居をすることこそが演劇であり、団員同様劇団の存続に影響する。リモートとい

う方法は演劇の定義から外れてしまうが、その兼ね合いも求められる。 

④コロナへの対応 

「集」である演劇はコロナとの相性が非常に悪い。マイかくな対策方法がない中で、拠点を持つ劇

団が積極的に対策と上演の両立方法を模索していく必要がある。 

⑤地域劇団のイメージの払拭 

「本格的な芝居=東京」と言うイメージや「地域劇団=学芸会」と言うイメージから、芝居に興味が

ある人ほど外へ出て行ってしまう。観客も同様であり、イメージの払拭は他の課題にも影響してい

るため、地域劇団の根本的な課題と言える。 

 

 どの課題においても、拠点を持つ劇団が様々な活動に取り組むことで、地域劇団全体の存続及び活

気に影響すると考えられる。 

 

７ おわりに 

 劇団活動において「拠点」と「人」の存在が重要であることがわかった。「人」の存在が大きいこと

で社会情勢や変化の影響を受けやすいことが明らかになり、地域演劇の賑わいは日本の豊かさを表す

とも言える。また、コロナの影響は無視できない。困難な状況ではあるが、共存などの解決方法を見

つけることができれば、地域劇団に限らず、演劇という世界の大きな一歩となり得る。共存の道を見

つけ地域演劇や演劇が前に進み、発展していくことを願う。 
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1のちに西日本の組織と合併し、全日本リアリズム演劇会議となる 
2劇団らせん劇場のインタビュー内容から「アルバイトタイムス社」であることがわかる 
3静岡市観光交流文化局まちは劇場推進課の行なっているプロジェクトである。静岡市に根付いた大

道芸や演劇、音楽などの芸術文化等の持つ創造性を活かし、誰もが気軽に楽しむことができる仕掛

けづくりを通じて、市民の芸術文化等への参加や活動を促すことで、市民が主役のまちづくりを進

めている。 

「「まちは劇場」とは」より(https://onstage.shizuoka.jp/profile/ )閲覧日：2021/01/08 
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