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平成１９年７月
山口県文化振興課

第１

１

条 例制 定 に 当 たっ て の 考 え方

制定の 趣旨
県では 、平 成１ ８年 １１月 に開 催し た第 ２１ 回 国民文 化祭 ・や まぐ ち ２００６ の成果 を継

承 ・発展 させ、 本県の 文化力 ・県民力 の向上 を図り 、住み 良さ日 本一の元 気県づ くりに
つ なげる ため、 平成１ ９年度 に、文化 振興条 例（仮 称）を 制定す ることと してい ます。

２

制定の 必要性

(1)

社会構造 や環境変化 への対応
少子高 齢化、 情報化 、人口 減少な どの社会 構造や 環境の 変化に 伴い、 人や地 域の連
帯感の 希薄化 や青少年 の問題 行動の 深刻化 等の問 題が顕著 になっ てきて おり、 豊かな
心や感性を はぐくむ社 会環境を整 備・充実す ることが求 められてい ます。

(2)

文化芸術 振興基本法 との連携
国にお いて、 平成１ ３年１ ２月に 文化芸術 振興基 本法が 制定さ れ、文 化芸術 を基盤
とする 国づく りの方向 が示さ れたこ とに伴 い、県 において も、国 との連 携のも と、地
域の特性に 応じた文化 振興施策を 推進する必 要が生じて います。

(3)

国民文化 祭の成果の 継承・発展
我 が 国 最 大 の 文 化 の 祭 典 で あ る 国 民 文 化 祭 を 本 県 で開 催 し た こ と に よ り 、「山 口 県
まるごと国 民文化祭 」とし て 、文化の重要 性に対する 認識が県内 全域で高ま りました 。
また、 国民文 化祭で は、開 催準備 段階から 県民の 英知を 結集し た自主 的な取 組を通
じて、県民 力、地域力 の飛躍的な 向上がもた らされまし た。
そこで 、これ ら国民 文化祭 の成果 を継承・ 発展さ せるこ とによ り、本 県の文 化力を
更に高め、 文化による 県づくりを 進めていく 必要があり ます。

３

県民の 意見の反映
・ 条例の 制定に 当たっ ては、 県民の皆 様の多 様な御 意見を 踏まえ て制定す るため 、県内
有 識 者 １ ０ 名 に よ り 構 成 さ れる 「 山 口 県 文 化 振 興 条 例検 討 懇 話 会 」（ 以 下 「懇 話 会 」
という 。） を設置し、 条例に盛り 込むべき内 容の検討を 進めています 。
・ この懇話会 において 、意 見を取りま とめるに当 たり 、あらか じめ「 中間案 」を 公表し 、
広く県民の 皆様の御意 見をお聴き することと しています 。
・ 今後、 懇話会 におい て、皆 様から寄 せられ た御意 見等を 参考に しながら 更に内 容を整
理、検討し 、懇話会の 最終意見を 県に報告す ることとし ています。
・ 県にお いては 、懇話 会の意 見を踏ま えて条 例案を 作成し 、年内 の制定を 目指す ことと
しています 。
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文 化 振 興条 例 （ 仮 称 ）中 間 案 の 主な 構 成

題名

頁

山口県文 化振興条例 （仮称）
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２

３ 総則
(1) 目的
(2)

基本理念

①
②
③
④
⑤
⑥

(3)

県民の 自主性及び 創造性の尊 重
県民が 等しく文化 活動に参加 できる環境 づくり
県民、 市町、関係 機関等の連 携と協働
国内外 に発信でき る文化の発 展
地域の 特性を生か した文化の 発展と次世 代への継承
文化力 を生かした 地域づくり

県の責務

① 文化振 興施策の総 合的な策定 と実施
② 県民等 の連携の促 進、意見の 反映、能力 発揮
③ 文化的 視点を取り 入れた施策 の推進

(4)

県民の役割

① 文化が 果たす役割 についての 理解
② 地域の 文化の発展 と将来の世 代への継承

４ 基本的施策
(1) 基本方針の策定
(2)

文化の振興と普及

県民 の参 加等の 機会の 充実、高 齢者、 障害者 、次世 代等の 文化活動 の充実 、
学校教育 における文 化活動の充 実、地域に おける文化 の振興、文 化交流の促 進

(3)

文化振興の基盤づくり

･･････････････････

９

担い 手の 育成及 び確保 、顕彰、 文化施 設の充 実、地 域にお ける文化 活動の 場
の充実、 民間による 支援活動の 活性化、情 報の収集及 び提供

(4)

文化振興の推進体制
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推進体 制の整備、 財政上の措 置、施策の 公表

(5)
５

県民の施策形成への参画
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第３

注

１

文化 振 興 条 例（ 仮 称 ） 骨子

以下の各項目の枠囲みの 内容は、条例の規定として 検討している内容の要旨・ 骨子である。

題 名

山 口県文化振 興条例（仮 称）
【考 え方】
・条 例の目的や 、その内容 、特色等を 端的に表す 題名を検討 するものと する。

２

前 文

○ 山口県の豊 かな歴史と 風土につい て
○ 社会の状況 や文化の現 状について
○ 文化が果た す役割の重 要性につい て
○ 文化振興に よる県づく りの決意及 び新しい県 のすがたに ついて
【考 え方】
・ この条例 が、国 民文化 祭の開 催を契 機とし て、文化 の力で 住み良 い元気 な山口 県づくり
を 進める 基盤と なる、 意義の ある条例 である ことを 示すた め、文 化の振興 が必要 である
理 由や、文化 による県づ くりに対す る県民の決 意を明らか にした前文 を設ける。
・ 前文は、 国民文 化祭で 培われ た“文 化芸術 を尊重し 、その 創造に チャレ ンジす る文化維
新 の精神 ”を生 かした 、山口 県らしい 前文と する。 また、 前文は 、県民に 親しみ やすい
表 現に努め、 文化を愛す るすべての 県民の共通 のことばと なるように 検討する。

３

総 則

（１ ）目 的
○ 文化振 興施策 を総合 的かつ 計画的に 推進し 、心豊 かで潤 いのあ る県民生 活と個 性豊
かで活力に 満ちた地域 社会の実現 に寄与する こと。
【考 え方】
・文 化振興施策 を推進する ための基本 となる条例 として、そ の目的を定 める。
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（２ ）基本 理念
① 県民の自主 性及び創造 性の尊重
文化 の振興 に当たっ ては、 県民の 自主性 と創造 性が尊重 されな ければ ならな いこ
と。
【考 え方】
・ 国民文化 祭では 、文化 維新お ひろめ ☆たい 志、文化 維新と きめき 隊、県 民ボラ ンティア
な ど、県民の 自由な発想 による自主 的な取組が 大きな成果 を上げた。
・ 文化の発 展には 、県民 の自主 性と創 造性に 裏付けら れた、 自由な 発想が 不可欠 であり、
文 化の個性と 多様性が尊 重されなけ ればならな い。
・そ こで 、県民の自 主性と創造 性の尊重を 、文 化振興の基 本理念の根 幹として位 置づける 。

② 県民が等し く文化活動 に参加でき る環境づく り
文化 の振興 に当たっ ては、 県民が 等しく 文化芸 術を鑑賞 し、参 加し、 創造で きる
ような環境 の整備が図 られなけれ ばならない こと。
【考 え方】
・ 国民文化 祭では 、病院 、福祉 施設、 学校、 離島など に芸術 家を派 遣する アウト リーチ事
業 を行い 、生の 文化芸 術に触 れる機会 が乏し い人に 文化芸 術を届 ける取組 が行わ れた。
・ また、多 くのフ ェステ ィバル でワー クショ ップ等の 体験型 企画を 取り入 れるな ど、誰で
も 身近に文化 芸術に触れ ることがで きる環境づ くりが図ら れた。
・ 文化を創 造し、 享受す ること は、人 々の生 まれなが らの権 利であ るとい う文化 芸術振興
基 本法の 理念に 基づき 、県民 が、その 居住す る地域 や世代 その他 の条件に 関わり なく、
等 しく文化活 動に参加で きるような 環境の整備 を図ること を基本的な 考え方とす る。

③ 県民、市町 、関係機関 等の連携と 協働
文化 の振興 は、県民 、団体 、文化 施設、 学校、 事業者、 市町、 県等が それぞ れの
役割を 認識し 、連携し 、協働 して取 り組む という 理念に立 って、 行われ なけれ ばな
らないこと 。
【考 え方】
・ 国民文化 祭では 、開催 市町ご とに実 行委員 会が組織 され、 文化団 体、経 済団体 、ボラン
テ ィア、 学校、 市町、 県等に よる地域 ぐるみ で推進 され、 地域力 の向上に つなが った。
・ 国民文化 祭の成 果を生 かし、 文化の 振興は 、県民総 参加に より、 県民そ の他の 機関がそ
れ ぞれの 役割を 認識し 、対等 な立場で 連携し 、協働 するこ とによ り行うこ とを基 本的な
考 え方とする 。
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④ 国内外に発 信できる文 化の発展
文化 の振興 に当たっ ては、 国内外 に発信 できる ような文 化の発 展が図 られな けれ
ばならない こと。
【考 え方】
・ 国民文化 祭では 、１０ ５のイ ベント が県内 全域で開 催され 、本県 の文化 力が全 国に発信
さ れたこ とから 、県民 の文化 活動が活 発に行 われる ような 環境づ くりを進 めるこ とを基
本 として 、国内 外に発 信でき るような 独創的 、個性 的、又 は高水 準の文化 芸術の 創造と
発 展を図るこ とを基本的 な考え方と する。

⑤ 地域の特性 を生かした 文化の発展 と次世代へ の継承
文化 の振興 に当たっ ては、 地域の 歴史、 風土等 を反映し た特色 ある文 化の発 展が
図られ るとと もに、県 民の共 通の財 産とし て将来 の世代に 引き継 がれな ければ なら
ないこと。
【考 え方】
・ 国民文化 祭では 、地域 の文化 資源（ 歴史、 民話、人 物等） をテー マに取 り上げ た創作作
品 が数々制作 され、地域 の魅力の再 発見と住民 の自信の向 上につなが った。
・ 人口減少 が続く 中にあ って、 地域の 歴史、 風土等を 反映し た特色 ある文 化が、 住民の誇
り として 地域コ ミュニ ティを 形成する 核とな るとと もに、 地域の 魅力を発 信し、 交流の
促 進につ ながる こと、 更には 、それが 広く県 民共通 の財産 ともな ることか ら、地 域の特
性 を生かした 文化の育成 、発信、継 承を図るこ とを基本的 な考え方と する。

⑥ 文化力を生 かした地域 づくり
文化 の振興 は、文化 力が県 民と地 域の活 力の源 であって 、地域 社会を 形成す る基
盤であると いう理念に 立って行わ れなければ ならないこ と。
【考 え方】
・「 文化力」は 、文化が人 々を引き付 ける魅力や 社会に与え る影響力のこ とをいう。
・ 今日、文 化は、 人間が 人間ら しく生 きるた めの糧と して、 豊かな 人間性 や創造 力の涵養
を もたら し、ま た、人 間相互 の連帯感 を生み 出し、 共に生 きる社 会の基盤 を形成 するこ
と により、豊 かな県民生 活と経済発 展を支える ということ が評価され てきている 。
・ たとえば 、文化 芸術に よる心 の解放 （アー トセラピ ー、ヒ ーリン グ）等 、文化 が人間の
活 力を内面か ら支え、伸 ばしていく 力が評価さ れている。
・ また、文 化活動 を通じ た出会 いと交 流が、 人間社会 の相互 理解を 促進す るとと もに、新
た な経済 需要の 創出に つなが っていく 。更に 、文化 芸術の 活性化 によって 、人々 の感性
や 創造性が高 められると ともに、地 域の魅力の 増進につな がっていく 。
・ そこで、 文化振 興を、 今後の 山口県 を支え る社会基 盤とし て位置 づけ、 文化力 を生かし
た 地域づくり を進めるこ とを基本的 な考え方と する。
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（３ ）県の 責務
① 文化振興施 策の総合的 な策定と実 施
県は、文 化振興施策 を総合的に 策定し、実 施すること 。
② 県民等の連 携の促進、 意見の反映 、能力発揮
県は 、県民 、団体、 関係機 関等の 連携の 促進と 意見の反 映に努 めると ともに 、県
民等の能力 が発揮され るよう配慮 すること。
③ 文化的視点 を取り入れ た施策の推 進
県は、そ の行う施策 について、 文化的な視 点を取り入 れるよう努 めること。
【考 え方】
・ 文化活動 は、県 民の自 主的か つ創造 的な取 組により 行われ ること を基本 として 、県は、
県 民の自 主的な 文化活 動が促 進される ような 環境づ くりを 進める という立 場から 、県の
果 たすべき役 割を定める 。
・ ①として 、文化 振興が 県づく りの柱 の一つ となるこ とから 、県は 、文化 振興施 策を総合
的 ・計画的に 策定し、実 施するもの とする。
・ ②として 、文化 振興は 、県民 総参加 で行わ れるもの であり 、県は 、その 仲介役 として、
県 民、団 体、市 町、そ の他関 係機関の 連携の 促進を 図ると ともに 、これら の意見 の反映
に 努め、また 、県民等の 能力が発揮 されるよう に努めるも のとする。
・ ③として 、文化 は心豊 かな県 民生活 の実現 や地域活 力の増 進につ ながる など、 県民福祉
や 地域振 興施策 の下支 えとな ることか ら、県 は、行 政の各 分野に おいて、 文化的 な視点
を 取り入れる よう努める ものとする 。

（４ ）県民 の役割
○ 県民は 、文化 が県民 生活及 び地域社 会にお いて果 たす役 割につ いての理 解を深 める
ことにより 、地域の文 化が発展し 、将来の世 代に継承さ れるよう努 めること。
【考 え方】
・文 化振興につ いては 、お仕着 せではなく 、県 民の自主性 を尊重する ことを基本 としつつ 、
文 化が果 たす役 割の重 要性に ついて一 人一人 の県民 が理解 を深め ることに より、 文化振
興 の促進 と、文 化が将 来の世 代に継承 される ような 環境づ くりに つなげる 必要が ある。
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４

基本的 施策

（１ ）基本 方針の策定
○ 県は、 文化振 興施策 を長期 的な視点 で総合 的・計 画的に 推進す るため、 基本方 針を
策定するこ と。
【考 え方】
・ 文化の振 興は、 長期的 な視点 で総合 的・計 画的に取 り組む 必要が あるこ とから 、文化振
興 を推進する ための基本 方針（文化 振興の将来 ビジョン） を策定する ものとする 。
・ 基本方針 は、概 ね５年 ～１０ 年の間 におけ る県の施 策の基 本的な 方向性 や、主 要な施策
に ついて定め るものとす る。
・ 県は、基 本方針 の策定 に当た っては 、パブ リック・ コメン トの実 施や、 県民代 表による
審 議会、懇話 会等の意見 を聴くなど 、県民の意 見の反映に 努めること が必要であ る。
・県 は、基本方 針を策定し 、又はこれ を変更した ときは、こ れを公表す るものとす る。

（２ ）文化 の振興と普及
① 県民の鑑賞 、参加、創 造の機会の 充実
県は 、県民 が自主的 に文化 芸術を 鑑賞し 、これ に参加し 、又は 創造す る機会 の充
実を図るた め、必要な 施策を講ず ること。
【考 え方】
・ 県民誰も が、文 化を創 造する ととも に、こ れを享受 する生 まれな がらの 権利を 有すると
い う基本理念 に基づき 、県民 の発表機会 、鑑 賞機会等の 充実に努め ることが必 要である 。
・ 具体的に は、文 化施設 の企画 事業や 、山口 県総合芸 術文化 祭等の 文化イ ベント の開催等
を 通じて 、各地 域にお ける文 化芸術の 公演、 展示等 の機会 の提供 及び支援 、情報 の提供
等 に努めるこ とが必要で ある。

② 高齢者、障 害者等の文 化活動の充 実
県は 、高齢 者、障害 者等が 行う文 化活動 の充実 を図るた め、必 要な施 策を講 ずる
こと。
【考 え方】
・ 県民誰も が文化 を創造 すると ともに 、これ を享受す る権利 を有す るとい う考え 方に基づ
き 、高齢 者、障 害者、 子育て 中の保護 者など が文化 芸術の 鑑賞、 参加、創 造等の 活動に
容 易に参加で きるような 環境の整備 が必要であ る。
・ 文化芸術 に容易 にアク セスで きるよ うな条 件を整備 し、す べての 人々が 自己の 感性や創
造 性をいかん なく発揮で きるように することが 、文化の発 展にとって 重要である 。
・ 団塊の世 代が定 年退職 を迎え るに当 たり、 文化によ って、 人々が 生涯を 通じて 生き生き
と 活躍するこ とのできる 生涯現役社 会づくりに 資すること が必要であ る。
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・ 高齢者の 豊富な 知識や 経験が 、地域 ではぐ くまれた 個性的 な文化 の発展 や次世 代への継
承 を図る上で 重要な意味 を持ってい る。

③ 次世代の文 化活動の充 実
県は 、子ど も、青少 年その 他次世 代の県 民が行 う文化活 動の充 実を図 るため 、必
要な施策を 講ずること 。
【考 え方】
・ 国民文化 祭の成 果を生 かし、 引き続 き子ど もたちの 感性や 創造性 をはぐ くむ施 策を講じ
る ことにより 、子どもた ちの健全な 成長を図る ことが必要 である。
・ また、子 どもの 頃から 文化に 親しむ 環境づ くりを通 じて、 県民の 暮らし の中に 文化が根
付 いた、潤い のある豊か な地域社会 を作ること が必要であ る。
・ 具 体 的 に は 、 次世 代 を 対 象 と し た 文 化 公演 、 展 示 等 へ の 支 援 や 、「 子 ど も 夢 プ ロ ジェ ク
ト 」のよ うな、 子ども たちの 感性や創 造性を はぐく む取組 など、 次世代に よる文 化活動
へ の支援に努 めることが 必要である 。
・ また、文 化ホー ル、美 術館、 博物館 、図書 館等の文 化施設 が積極 的に子 どもた ちと関わ
っ ていくよう な場づくり が必要であ る。

④ 学校教育に おける文化 活動の充実
県は、学 校教育にお ける文化活 動の充実を 図るため、 必要な施策 を講ずるこ と。
【考 え方】
・ 文化の振 興を図 る上で 、学校 は重要 な推進 主体の一 つであ るとの 基本理 念に基 づき、学
校 教育（ 授業、 部活動 等）に おいて、 子ども たちが 文化に ついて 鑑賞し、 参加し 、創造
し 、又は学習 する機会の 充実を図る ことが必要 である。
・ 具体的に は、文 化に関 する体 験学習 、美術 館等によ る出前 講座そ の他文 化に関 する教育
の 充実を図る ことが重要 である。
・ また、芸 術家等 による 学校訪 問公演 や、学 校の文化 活動に 対する 芸術家 等の指 導、協力
活 動に対する 支援に努め ることが必 要である。

⑤ 地域におけ る文化の振 興
県は 、各地 域におけ る文化 の振興 と文化 を基盤 とした地 域の振 興に資 するた め、
必要な施策 を講ずるこ と。
【考 え方】
・ 国民文化 祭の成 果を生 かし、 地域の 歴史、 風土、先 人その 他の文 化資源 を生か した文化
の 振興を 図るこ とによ り、魅 力ある地 域づく りや、 住民が 協働で 支えてい く地域 振興を
図 ることが必 要である。
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・ そこで、 各地域 の主体 的な取 組を基 本とし ながら、 各地域 におけ る文化 の振興 が図られ
る ような環境 づくりを行 うことが必 要である。
・ 具体的に は、各 地域の 歴史、 風土等 を生か した文化 の公演 、展示 等への 支援、 地域固有
の 伝統芸能及 び民俗芸能 に関する活 動への支援 、情報の提 供に努める ことが必要 である 。

⑥ 文化交流の 促進
県は 、県民 の自主的 な文化 活動及 び地域 の文化 の国内外 への発 信を促 進する とと
もに、 県民相 互及び県 民と国 内外の 人々と の相互 理解を深 めるた め、文 化交流 の促
進に努める こと。
【考 え方】
・ 文化交流 は、文 化活動 の成果 を発表 し、又 はこれを 鑑賞す る県民 等の出 会いを きっかけ
と して、 新たな 文化の 創造や 、新たな 文化活 動の動 機付け など、 文化活動 の促進 につな
が る。
・ 文化交流 は、地 域の魅 力を県 内のみ ならず 、県外、 国外に も発信 し、地 域のイ メージア
ッ プをもたら し、観光交 流その他の 新たな需要 の創出にも つながる。
・文 化交流は 、異な る文化の相 互理解につ ながり 、国内外 の平和と安 定に資する とともに 、
異 なる文化の 出会いから 新たな文化 の創造の可 能性が生ま れる。

（３ ）文化 振興の基盤づくり
① 担い手の育 成及び確保
県は 、文化に 関する担い 手の育成及 び確保を図 るため 、必要な 施策を講ず ること 。
【考 え方】
・文 化の振興に 当たっては 、それを支 える人材の 育成と確保 が重要であ る。
・ 具体的に は、芸 術家そ の他創 造的活 動を行 う者、指 導者、 助言者 、伝統 芸能の 伝承者、
文 化財等 の保存 活用に 関する 専門家、 文化活 動の企 画・コ ーディ ネート等 を行う 者、文
化 施設の専門 職員等の育 成と確保に 努めること が必要であ る。
・ 人材の育 成と確 保には 、長期 的な視 点が求 められる 。若手 の活動 家や専 門職員 等の能力
を 高める ための 研修や 、能力 発揮の機 会の確 保、活 躍の場 の提供 などに努 めるこ とが必
要 である。
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② 顕彰
県は 、文化 活動にお いて顕 著な成 果を収 めた者 及び文化 振興に 寄与し た者の 顕彰
に努めるこ と。
【考 え方】
・ 文化活動 におい て県民 の模範 となる 者（現 在活躍中 の者だ けでな く、郷 土の文 化の先人
等 を含む 。） の顕彰に努 めることが 必要である 。
・優 れた人材が 県民の目標 となり 、県 民の文化活 動の活性化 につながる ことが期待 される 。
・ 顕彰を通 じて、 本人の 活動意 欲や使 命感が 向上し、 更なる ステッ プアッ プにつ ながるこ
と が期待され る。
・ 顕彰に伴 い、本 人の活 躍の場 や機会 が拡大 し、本人 の技量 の向上 及び地 域の文 化の発展
に つながるこ とが期待さ れる。

③ 文化施設の 充実
県は 、文化 施設の充 実を図 るため 、その 運営、 事業、施 設設備 等の充 実に関 する
必要な施策 を講ずるこ と。
【考 え方】
・文 化施設は、 基本理念に 掲げられて いるとおり 、文化振興 の重要な推 進主体であ る。
・ 県民に文 化芸術 を提供 する拠 点とし て、文 化施設の 役割は 極めて 重要で あるこ とから、
そ の活動等の 充実のため の施策を講 ずることが 必要である 。
・ 具体的に は、文 化ホー ル、美 術館、 博物館 、図書館 等の文 化施設 に関し 、公演 ・展示等
へ の支援 、人材 育成等 に関す る支援、 作品の 記録等 への支 援、施 設相互の 連携の 促進等
に 努めること が必要であ る 。ま た 、施設設備の 充実 、改善等に努 めることが 必要である 。

④ 地域におけ る文化活動 の場の充実
県は 、県民 に身近な 文化活 動の場 の充実 を図る ため、文 化施設 その他 の公共 施設
等を容易に 利用できる ようにする ための措置 その他の施 策を講ずる こと。
【考 え方】
・ 国民文化 祭で高 まった 県民の 文化活 動に取 り組む意 欲の受 け皿と して、 県民の 日常的な
文 化活動 の場（ 練習・ 創作の 場、公演 ・展示 の場、 作品・ 機材の 保管の場 等）の 充実を
図 ることが重 要である。
・こ のため 、県民が行 う文化活動 に対し 、各地域 における様 々な文化施設 、社 会教育施設 、
学 校施設 その他 の公共 施設等 の開放を 促進し 、県民 が利用 しやす い条件（ 利用時 間、利
用 料金、設備 備品等）の 整備を図る ことが必要 である。
・ また、文 化施設 以外の 公共施 設の開 放に当 たって、 県民の 公平な 利用を 図るた めのルー
ル づくりなど が必要であ る。
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⑤ 民間による 支援活動の 活性化
県は 、個人 又は民間 の団体 による 文化に 関する 支援活動 の活性 化を図 るため 、普
及啓発、情 報提供等に 努めること 。
【考 え方】
・文 化振興は 、基本理 念に掲げら れていると おり 、県民 、団 体 、文 化施設 、学校 、事業者 、
市 町、県それ ぞれがその 役割を認識 し、連携、 協働して行 われるもの である。
・ したがっ て、文 化の振 興を図 るため には、 公的な支 援だけ でなく 、個人 や団体 、事業者
等 の自主 性に基 づく民 間の支 援活動（ 文化ボ ランテ ィア活 動や企 業メセナ 活動） の活性
化 が期待され るところで ある。
・ そこで、 文化ボ ランテ ィア活 動や企 業メセ ナ活動を 促進す るため 、県民 、事業 者等に対
す る普及啓発 、協力要請 等を行うこ とが必要で ある。
・ 特に、県 民が文 化ボラ ンティ ア活動 に参加 しやすい 環境を 作るた めには 、職場 の理解・
協 力が必要で あることか ら、事業者 等の理解を 深めるよう 努めること が必要であ る。

⑥ 情報の収集 及び提供
県は 、県民 が行う文 化活動 の促進 を図る ため、 文化に関 する情 報の収 集及び 提供
に努めるこ と。
【考 え方】
・ 文化活動 や文化 事業は 、個人 、グル ープ、 地域の範 囲で行 われる ことが 多いた め、個性
的 で独創的な 活動であっ ても、それ が県内で知 られていな いことが多 い。
・ また、文 化活動 の振興 に有効 な人材 情報、 支援制度 情報な どがあ りなが ら、そ れが県民
に 十分に活用 されている とは言えな い状況があ る。
・ 文化振興 を、県 民総参 加・地 域ぐる みによ る連携と 協働に より進 めるた めには 、豊富な
情 報を共有す ることが極 めて重要で ある。
・ そこで、 県は、 文化振 興に当 たり、 市町、 文化施設 、教育 機関、 文化団 体等の 情報ネッ
ト ワーク の中心 となる ことか ら、イン ターネ ットや 県民ネ ットワ ーク等を 活用し た、文
化 に関する情 報の積極的 な収集と県 民への提供 に努めるこ とが必要で ある。

（４ ）文化 振興の推進体制
① 推進体制の 整備
県は 、県民 等と連携 しつつ 、文化 の振興 に関す る施策を 積極的 に推進 するた めの
体制を整備 すること。
② 財政上の措 置
県は 、文化 の振興に 関する 施策を 推進す るため 、必要な 財政上 の措置 を講ず るよ
う努めるこ と。
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③ 施策の公表
県は、毎 年、文化振 興の状況及 び文化振興 に関する施 策について 公表するこ と。
【考 え方】
・県 は 、県民総参加 の仲介役と して 、県民等と の連携と協 働により文 化の振興を 図るため 、
県 と市町 、文化 団体、 文化施 設、県庁 内各部 局等の 連携体 制の充 実に積極 的に取 り組む
こ とが必要で ある。
・文 化振興を総 合的かつ計 画的に進め るためには 、財政上の 裏付けが必 要である。
・ 文化振興 を県民 等との 連携に より進 めてい くため、 文化振 興施策 の状況 につい て公開に
努 めることが 必要である 。

（５ ）県民 の施策形成への参画
○ 県は、 文化振 興に関 する施 策形成及 び進行 管理に 県民の 意思を 反映する ための 体制
を整備する こと。
【考 え方】
・ 条例の理 念を形 骸化さ せず、 実効性 を担保 するため 、県民 総参加 で成功 した国 民文化祭
を 継承し、施 策の形成等 に関する県 民参画の体 制を整備す ることが必 要である。
・ 具 体 的 な 方 法 とし て は 、 県 の 附 属 機 関 とし て 条 例 で 設 置 す る 「審 議 会 」、 要 綱 等 で任 意
に 設置する「 懇話会 」、官 民協働によ る推進体制 である「 県民会議 」などが 考えられる 。
・ 文化には 、実に 幅広い 多様な 分野が あり、 また、文 化振興 施策の 成果は 、数値 化が困難
な ものや 、数値 の大小 だけで は評価で きない ものが 多いた め、専 門的識見 を有す る者が
長 期的な視点 で施策形成 に参画する 体制が必要 である。
・ 文化の振 興につ いては 、縦割 りを避 け、行 政部局間 や、県 と市町 、民間 団体、 文化施設
等 との連携を 図るため、 これらを県 民が客観的 にチェック する体制が 必要である 。

５

附 則

○ 条例の施行 期日等
【考 え方】
・条 例案が議会 で議決され た後に、公 布、施行す る。
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第４
月

文 化 振 興条 例 （ 仮 称 ）制 定 ス ケ ジュ ー ル

日

内

容

５ 月２２日

第１回条例 検討懇話会 （条例の基 本構成、ス ケジュール ）

６ 月２０日

第２回条例 検討懇話会 （条例の具 体的内容）

７ 月１９日

第３回条例 検討懇話会 （中間整理 案）

７ 月２７日

パブリック ・コメント （～８月２ ７日）

８月

地域懇談会

９ 月中旬

第４回条例 検討懇話会 （県民意見 整理）

１ ０月下旬

第５回条例 検討懇話会 （最終報告 書提出）

１ ２月

年内制定予 定

第５

（７日：下関、９日：萩、１０日 ：岩国、１８日 ：山口、２０日： 周南）

山 口 県 文化 振 興 条 例 検討 懇 話 会 委員 名 簿

会長
委員

田 村幸志郎
伊 藤 知子

山口県文 化連盟会長
ＮＰＯ法 人たすけあ いネットワ ーク理事

〃
〃
〃

臼杵
河野
菊屋

裕世
康志
吉生

山口県中 学校文化連 盟会長
山口商工 会議所副会 頭
山口大学 教育学部教 授

〃

西崎

博史

財団法人 周南市文化 振興財団常 務理事

〃
〃
〃

藤 井 一之
水 谷由美子
横 山眞佐子

山口パフ ォーマンス ネットワー ク代表
山口県立 大学国際文 化学部教授
株式会社 こどもの広 場代表取締 役

〃

和仁

西日本食 文化研究会 主宰、元東 亜大学大学 院教授

皓明

山 口県環境生 活部文化振 興課 〒753-8501 山 口市滝町１ －１
Ｔ ＥＬ ０８３－９３３－ ２６１０ ＦＡＸ ０８３－９３３－ ４８２９
E-Mail

ｂｕｎｋ ａｊｏｕｒｅｉ＠ｐｒｅｆ．ｙａｍ ａｇｕ ｃｈｉ．ｌｇ．ｊｐ （パブリック・コメント期間中）
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