山口県 の文化振 興に関 する条例 検討報 告書

平成１９年１１月
山口県文化振興条例検討懇話会

序

文

私たちの 住む山 口県は 、三方 が海に 開け、 美しく変 化に富 んだ地 勢に恵 まれて います。
幾 たびも歴 史の表 舞台と なった この地 では、 古くから 多くの 人と文 物が交 流し、 中世の大
内 文化をは じめと する多 彩な文 化芸術 がはぐ くまれ、 歴史を 今に伝 える個 性豊か なふるさ
とが 形づくられ てきました 。
この文化 的な風 土のも と、山 口県か らは多 くの逸材 が輩出 し、明 治維新 の偉業 を成し遂
げ 、我が国 の近代 化の基 礎を造 ってき ました 。その後 、戦後 の経済 発展に よって 、今日、
物 質的な豊 かさが もたら されま したが 、その 一方で、 経済効 率優先 の風潮 は、人 間関係の
希薄 化を招き、 心のゆとり を失わせて います。
このよう な時代 にあっ て、日 々の暮 らしに 潤いを与 え、人 々に生 きる喜 びをも たらして
く れる文化 芸術を 、いっ そう身 近にす ること が求めら れてい ます。 今、県 民一人 一人が自
信 と誇りを 持ち、 互いの 価値観 を尊重 し、手 を取り合 って生 きてい くため に、誰 もが子ど
も の頃から 文化芸 術に親 しむこ とので きる、 真に豊か な社会 を創造 してい かなけ ればなら
ない と思います 。
これまで 培われ てきた 歴史と 伝統を 尊重し 、多様な 文化芸 術を生 活の中 に生か していく
と ともに、 ふるさ と山口 県の魅 力を内 外に発 信し、将 来にわ たって 、人々 と喜び を分かち
合っ ていくこと は、県民の 願いである といえます 。
そのため には、 第２１ 回国民 文化祭 ・やま ぐち２０ ０６で 発揮さ れた、 文化芸 術を尊重
し 、その創 造に挑 戦する 文化維 新の精 神を受 け継ぎ、 県民一 人一人 が燦め く元気 県を築く
ため の条例を制 定すること が必要であ ります。
本懇話会 は、本 年５月 に、１ ０名の 委員を もって設 置され 、国民 文化祭 の成果 を踏まえ
た今 後の山口県 の文化振興 の方向性を 定める条例 について検 討してまい りました。
そしてこ のたび 、これ までの 検討結 果を報 告として 取りま とめま したの で、県 におかれ
て は、この 趣旨を 踏まえ 、日々 の県民 生活に 文化芸術 が根付 いた住 み良い 元気な 山口県の
実 現のため 、条例 を制定 の上、 積極的 に文化 芸術の振 興に取 り組ま れるよ うお願 いいたし
ます 。
平成１９ 年１１月２ １日
山 口県知事
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第１
１

条 例 制 定の 背 景

社会構 造や環境の変化
少子高 齢化、 情報化な 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。
また、 市町村 合併の進 展や、 文化施 設への 指定管 理者制度 導入な ど、地 域の文 化政策
の 推進体 制が新 たな局 面を迎 えている ほか、 地域で はぐく まれて きた伝統 的な民 俗芸能
が 人口減少に より継続が 困難となる 状況が各地 で生まれて います。
一方、 文化芸 術が、地 域の新 たな魅 力を創 造する とともに 内外に 発信し 、交流 の促進
を 通じて地域 経済の活性 化をもたら すなど、新 しい役割が 期待されて います。

２

文化芸 術振興基本法の制定
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 ま し た 。 平 成 １９ 年 ２ 月 に は 、「 文 化芸 術 の 振 興 に 関 す る 基 本的 な 方 針

（ 第二次 方針 ）」が策定さ れ 、
「 文化力は 国の力 」と位置づ け 、「 文化芸術立 国を目指す 」
と いう方 向性が 示され るなど 、文化芸 術が社 会の基 盤とし て不可 欠なもの として 認識さ
れ ていま す。県 におい ても、 国の施策 と連携 し、地 域の特 性に応 じた文化 芸術振 興の施
策 を推進する 必要があり ます。

３

国民文 化祭の成果の継承・発展
平成１８年１１月、我が国最大の文化の祭典である第２１回国民文化祭・やまぐち
２ ０ ０ ６ が 本 県 で 開 催 さ れ ま した 。 国 民 文 化 祭 は 、「 山口 県 ま る ご と 国 民 文 化祭 」 と し
て 、県内 全域で １０５ の事業 が展開さ れ、１ ４５万 人の来 場者数 を数えた ほか、 美術、
文 芸等の 作品応 募数が 国民文 化祭史上 最高を 記録す るなど 、かつ てないほ ど県民 が文化
芸 術を身近に 感じること ができ 、文 化芸術の重 要性に対す る県民の認 識が高まり 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 が様々
な 成果を上げ 、県民力、 地域力の飛 躍的な向上 がもたらさ れました。
このよ うな、 県民総参 加によ る連携 と協働 で達成 された国 民文化 祭の成 果を決 して一
過 性のも のに終 わらせ ること なく、将 来に継 承・発 展させ ること により、 本県の 文化力
を 更に高め、 文化芸術を 基盤とする 新たな県づ くりを進め ていく必要 があります 。
こ の こ と か ら 、 国 民 文 化 祭 で発 揮 さ れ た 、「 文 化 芸術 を 尊 重 し 、 そ の 創 造 に挑 戦 す る

“ 文 化 維 新 の 精 神 ”」 を 生 か し、 文 化 芸 術 の 力 で 、 心豊 か な 県 民 生 活 と 活 力 に満 ち た 地
域 社会を 実現す るため の条例 を制定し 、総合 的かつ 計画的 に文化 芸術の振 興施策 を推進
す ることが必 要です。
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第２

条 例 の対 象

条 例により振 興を図る対 象は、次の 表の「文化 芸術」とす る。
文
化

文
化
芸
術

芸
術
等

○芸術 （文 学、音楽、 美術、写真 、演劇、舞 踊、メディ ア芸術その 他）
○芸能 （講 談、落語、 浪曲、漫談 、漫才、歌 唱、奇術、 大道芸その 他）
○伝統芸能 （雅楽、能 楽、文楽、 歌舞伎、地 芝居その他 ）

生
活
文
化
等

○生活文化（ 茶道 、華道 、書道 、フ ァッション 、民族衣 装 、着 付 、礼道 、
食文化、 造花、押し 花、盆栽そ の他衣食住 に関わる文 化）
○国民娯楽 （囲碁、将 棋、かるた 、トランプ 、カラオケ その他）
○民俗芸能 、伝統行事 （民踊、神 楽、獅子舞 、盆踊りそ の他）
○その他 （ 景観、自然 環境その他 ）

学術、法 律、道徳、 宗教、スポ ーツその他 の人間の行 動様式、習 慣等
【考 え方】
・ 今 日 、「 文 化 」の 概 念 は 幅 広 く と ら えら れ て お り 、 芸 術 や 生 活文 化 、 民 俗 芸 能 な どの 文
化 だけでなく 、学術 、教育 、スポー ツのほか 、人間の生 活に関わる 営みすべて が「 文 化 」
と 呼ばれてい る。
・ 平成１３ 年に制 定され た「文 化芸術 振興基 本法」で は、文 化政策 による 振興の 対象とな
る 分野として 、「 芸術 、 メディア芸 術 、伝統 芸能 、芸 能 、生活文 化 、国民 娯楽 、出 版物 、
民 俗芸能」そ の他の分野 を掲げてい る。
・こ の条例は 、文化芸術振 興基本法が 対象とする 分野を中心 として振興 を図ること により 、
文 化の質 を高め るとと もに、 県民生活 に広く 普及さ せ、根 付かせ ていくこ とを目 指すも
の とする。
・ 上 記 の 表 の う ち 、「 芸 術 等 」 と は 、 プロ の 芸 術 家 等 が 行 う も のだ け を 指 す の で は なく 、
ア マチュアや 子どもの取 組まで広く 含むもので ある。
・ ま た 、「 生 活 文化 」 と は 、 人 の 衣 食 住に 根 ざ し た 幅 広 い 営 み を「 文 化 」 と し て と らえ る
も のである。
・ なお、時 代の変 化等に よって 生まれ る新た な文化芸 術のジ ャンル につい ても、 柔軟に取
り 入れて運用 することが 望ましい。
・ 条例の本 文にお いても 、基本 理念と して、 多様な文 化芸術 の保護 及び発 展を図 ることを
明 記するもの とする。
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第３
１

条 例 の構 成

題名
山口県文化 芸術振興条 例（仮称）

２

前文

３

総則

(1)

目的

(2)

基本理念
① 県民の自 主性・創造 性の尊重と 能力発揮
② 県民が等 しく文化芸 術活動に参 加できる環 境づくり
③ 県民、団 体、学校、 文化施設、 事業者、市 町、県等の 協働
④ 多様な文 化芸術の発 展と国内外 への発信
⑤ 地域の特 色ある文化 芸術の発展 と継承
⑥ 地域社会 の発展の基 盤としての 文化力の向 上

(3)

県の責務
① 文化芸術 振興施策の 総合的な策 定と実施
② 県民の意 見の反映及 び関係機関 等の連携の 促進
③ 文化芸術 の振興と連 携した施策 の推進

(4)

市町との 連携
① 県の施策 策定及び実 施における 連携
② 市町の施 策策定及び 実施に対す る支援

(5)

県民の役 割
① 文化芸術 が果たす役 割について の理解
② 地域の文 化芸術活動 の発展と継 承に対する 配慮

４
(1)

基本的 施策
基本方針 の策定

(2)

文化芸術 の振興と普 及
①県民 の鑑賞 、参加、 創造の 機会の 充実 ②高齢 者、障害 者等の 文化芸 術活動 の充実
③子どもの 文化芸術活 動の充実 ④学校教育 における文 化芸術活動 の充実
⑤地域 の特色 ある文化 芸術の 振興 ⑥文化 芸術に 関する交 流の促 進と国 内外へ の発信

(3)

文化芸術 振興の基盤 づくり
①担い 手の育 成及び確 保 ② 顕彰 ③文化 施設の 充実 ④ 身近な 文化芸 術活動 の場の
充実 ⑤文 化芸術に関 する情報の 収集と提供 ⑥民間の 支援活動の 活性化

(4)

文化芸術 振興施策の 推進体制
①推進体制 の整備 ② 財政上の措 置

(5)

５

③施策 の状況等の 公表

県民の施 策形成への 参画体制

施行期 日
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第４
１

条 例 の概 要

題 名

山 口県文化芸 術振興条例 （仮称）
【考 え方】
・題 名は、条例 の趣旨、内 容等を的確 に表す、簡 潔なもので ある必要が ある。
・ 従 来 は 、「 文 化 振 興 条 例 」 と す る 例 が 多 か っ た が 、「 文 化 」 と い う 語 は 、 今 日 、 様 々 な
意 味や用法で 使用されて いるため、 条例の対象 範囲がわか りにくい面 がある。
・文 化芸術振興 基本法の制 定後 、「文 化芸術」と いう言葉や 概念が広がり つつある。
・ この条例 は、文 化芸術 振興基 本法の 「文化 芸術」と 同様の ものを 対象と するた め、条例
の 名称に ついて も整合 を図る ことによ り、解 釈の混 乱を避 け、県 民に理解 しやす いもの
と することが 望ましい。
・な お 、「文化 芸術」とい う語は 、「 生活文化と 芸術を中心 とする様々 な文化」と 解釈し、
説 明する ことに より、 条例の 運用に当 たって 、対象 範囲が 狭まる ことのな いよう 十分留
意 することが 必要である 。

２

前 文

【 要旨】
○ 山口県の豊 かな歴史と 文化的風土 について
山口 県は、 三方が海 に開け 、美し く変化 に富み 、古くか ら文化 芸術が はぐく まれ
た豊かな県 であること 。
○ 経済の発展 と社会の現 状について
明治 維新後 の近代化 の結果 、物質 的な豊 かさが 達成され たが、 一方で は、人 間関
係が希薄化 し、心のゆ とりが失わ れているこ と。
○ 文化芸術が 果たす役割 の重要性に ついて
人々 に生き る喜びを もたら す文化 芸術を より身 近なもの とし、 子ども の頃か ら文
化芸術に親 しむことの できる、真 に豊かな社 会を創造す る必要があ ること。
○ 文化芸術に よる県づく りの決意
本県 の歴史 と伝統を 尊重し 、文化 芸術を 発展さ せていく ことに よって 、本県 の魅
力を内 外に発 信してい くこと 。そこ で、国 民文化 祭やまぐ ち２０ ０６で 発揮さ れた
文化維新の 精神を受け 継いだ元気 県づくりの ための条例 を制定する こと。
【考 え方】
・ 国民文化 祭の開 催を契 機とし て、文 化芸術 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 芸術の 振興が必 要であ る理由
や 、文化芸術 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 さを表すも のとする。
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３

総 則

（１ ）目 的
【 要旨】
文化芸 術の振 興につ いて、 基本理念 を定め 、県の 責務を 明らか にし、施 策の基 本と
な る事項 を定め ること により 、文化芸 術振興 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 化芸術振興 施策の推進 に当たって 基本となる 理念、精神 を定める。
・県 の条例とし て、県が果 たすべき責 務及び施策 の基本とな る事項を定 める。
・文 化芸術振興 施策を総合 的かつ計画 的に推進す る。
・ 心豊かで 潤いの ある県 民生活 の実現 に寄与 するとと もに、 個性豊 かで活 力に満 ちた地域
社 会の実現に 寄与する。

（２ ）基本 理念
① 県民の自 主性・創造 性の尊重と 能力発揮
【 要旨】
文化芸 術の振 興に当 たって は、県民 の自主 性及び 創造性 が十分 に尊重さ れると とも
に 、その能力 が十分に発 揮されるよ う考慮され 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。
・ 文化芸術 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 、文化芸術 の個性と多 様性が尊重 されなけれ ばならない 。
・ また、文 化芸術 活動を 行う者 をはじ めとす る県民の 能力が 遺憾な く発揮 される ような環
境 づくりに努 める必要が ある。
・ そこで、 県民の 自主性 と創造 性の尊 重並び に県民の 能力発 揮を、 文化芸 術振興 の基本理
念 の筆頭とし て位置づけ る。

② 県民が等 しく文化芸 術活動に参 加できる環 境づくり
【 要旨】
文化芸 術の振 興に当 たって は、文化 芸術を 創造し 、及び 享受す ることが 人々の 生ま
れ ながらの権 利であるこ とにかんが み 、県民が その居住す る地域にか かわらず等 しく 、
文 化芸術 を鑑賞 し、こ れに参 加し、又 はこれ を創造 するこ とがで 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 、県内 ２２市 町のう ち１６ 市町でフ ェステ ィバル が開催 された ほか、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 が 実 施 され 、「 山
口 県まるごと 国民文化祭 」として、 文化芸術の 裾野が広が った。
・ 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
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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。
・ 文化芸術 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、 世代そ の他の条 件に関 わりな
く 、等しく文 化芸術活動 に参加でき るような環 境の整備を 図ることが 必要である 。

③ 県民、文 化芸術団体 、文化施設 、学校、事 業者、市町 、県等の協 働
【 要旨】
文化芸 術の振 興は、 県民、 文化芸術 団体、 文化施 設、学 校、事 業者、市 町、県 等が
そ れぞれ その果 たすべ き役割 を認識し 、かつ 、協働 して取 り組ま 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、 文化芸 術団体 、経済 団体、ボ
ラ ンティ ア、学 校、市 町、県 等の地域 ぐるみ で推進 され、 地域力 の向上に つなが った。
・ 文化芸術 を県民 に身近 なもの として 振興す るには、 県の力 だけで なく、 市町に 期待され
る 役割も 大きい 。また 、県民 に身近な 地域の 学校、 文化施 設等と の連携を 充実し なけれ
ば 、県全体の 文化芸術の 保護、発展 は困難であ る。
・ したがっ て、文 化芸術 の振興 は、縦 割りを 排し、県 民総参 加によ り、県 民その 他の関係
機 関がそれぞ れの役割を 認識し、協 働すること により進め ることが必 要である。

④ 多様な文 化芸術の発 展と国内外 への発信
【 要旨】
文化芸 術の振 興に当 たって は、芸術 、伝統 芸能、 民俗芸 能、生 活文化そ の他の 多様
な 文化芸 術の保 護及び 発展が 図られる ととも に、国 内外に おいて その価値 が認め られ
る ような文化 芸術が発展 するよう考 慮されなけ ればならな いこと。
【考 え方】
・ 国民文化 祭では 、１０ ５の多 彩な文 化芸術 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 。また 、文芸、 美術な どの応 募作品 数は、 過去最高 を記録 した。
・ 今後も、 文化芸 術の振 興に当 たって は、多 様な文化 芸術の 保護と 発展が 図られ ることに
よ り、文化の 多様性のあ る社会を作 ることが必 要である。
・ また、地 域レベ ル、生 涯学習 規模の 文化芸 術の振興 だけで なく、 一流の 文化芸 術に触れ
た いとい う県民 の要望 は大き い。アマ チュア の水準 向上や 、プロ とアマの 交流等 による
文 化芸術の活 性化も望ま れている。
・ 更に、国 内外に 発信で きるよ うな文 化芸術 をはぐく むこと が、山 口県の 新たな 観光資源
と なり、地域 の存在感の 世界への発 信につなが ることも期 待されてい る。
・ そこで、 本県の 文化芸 術の内 容の充 実と水 準の向上 のため 、国内 外にお いてそ の価値が
認 識されるよ うな文化芸 術の創造と 発展を図る ことが必要 である。
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⑤ 地域の特 色ある文化 芸術の発展 と継承
【 要旨】
文化芸 術の振 興に当 たって は、地域 の歴史 、風土 等を反 映した 特色ある 文化芸 術の
発 展が図 られる ととも に、そ れが県民 共通の 財産と して将 来の世 代に引き 継がれ るよ
う 考慮されな 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 と少子 高齢化 が進む 社会に あって 、地域の 伝統的 な芸能 や民俗 芸能が 消滅して
い くような状 況がある。
・ 地域の歴 史、風 土等を 反映し た特色 ある文 化芸術は 、住民 の自信 と誇り の源と 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 もつな
が る。
・ また、地 域の伝 統的な 民俗芸 能は、 現代の 文化芸術 のルー ツ、原 型とし ても重 要な意味
を 持っている 。
・ そこで、 このよ うな地 域の特 色ある 文化芸 術を発展 させ、 県民共 通の財 産とし て将来の
世 代に継承し ていくこと が不可欠で ある。

⑥ 地域社会 の発展の基 盤としての 文化力の向 上
【 要旨】
文化芸 術の振 興に当 たって は、豊か な人間 性の涵 養及び 地域社 会の発展 のため の不
可 欠な基盤と して、文化 力が向上す るよう考慮 されなけれ ばならない こと。
【考 え方】
・「 文 化 力 」 は 、文 化 芸 術 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 化芸術 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 、文化芸術活 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、 今後の ひとづ くりや 地域づ くりを 支える社 会基盤 として 、文化 力が向 上するよ
う 努めていく ことが必要 である。
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（３ ）県の 責務
① 施策の総 合的な策定 と実施
【 要旨】
県は、 基本理 念にの っとり 、文化芸 術の振 興に関 する施 策を総 合的に策 定し、 及び
実 施する責務 を有するこ と。
【考 え方】
・ 文化芸術 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 化芸術 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 、県の責務 を定める。
・ 文化芸術 の振興 を今後 の県づ くりの 柱の一 つとして 位置づ け、県 は、文 化芸術 振興施策
を 総合的に策 定し、実施 するものと する。
・「 総 合 的 」 と は、 文 化 芸 術 担 当 部 局 だけ で な く 、 県 の 他 の 関 連部 局 を 含 み 、 全 庁 横断 的
な 視点で 施策を 捉え、 取りま とめてい くこと が必要 である 。また 、県だけ でなく 、国、
市 町、民間の 役割等も踏 まえた整合 性のある施 策とするこ とが必要で ある。

② 県民の意 見の反映及 び関係機関 等の連携の 促進
【 要旨】
県は、 文化芸 術の振 興に関 する施策 の策定 及び実 施に当 たって は、県民 の意見 の反
映 に努め るとと もに、 県民、 文化芸術 団体、 文化施 設、学 校、事 業者、市 町等の 間の
連 携を促進す るよう努め ること。
【考 え方】
・ 文化芸術 振興施 策の策 定及び 実施に 当たっ ては、文 化芸術 活動の 主体で ある県 民の意見
の 反映に努め ることが必 要である。
・ 文化芸術 の振興 は、県 民総参 加で、 各主体 がそれぞ れその 役割を 認識し 、連携 し、協働
し て行わ れるこ とが必 要であ り、県は 、その 仲介役 として 、県民 その他関 係機関 等の連
携 の促進に努 めることが 必要である 。

③ 文化芸術 の振興と連 携した施策 の推進
【 要旨】
県は、 地域の 振興に 関する 施策と連 携して 文化芸 術の振 興を図 るよう努 めると とも
に 、行政の各 分野におい て、文化芸 術の振興に 配慮した施 策の推進に 努めること 。
【考 え方】
・ 文化芸術 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 振興の 基盤と なり、 施策の 効用を高 めるこ とも期 待され ること から、県 は、行 政の各
分 野において 、文化芸術 と連携して 施策を推進 することが 必要である 。
・ たとえば 、公共 土木工 事や建 築にお いて、 地域の歴 史、文 化等を 反映し たデザ インを取
り 入れる など、 文化芸 術を活 用して、 行政施 策の魅 力や効 用を高 めようと する施 策を推
進 することに より、文化 芸術の振興 にも寄与す ることが望 まれる。
・ また、文 化芸術 に関連 した産 業を育 成する など、文 化芸術 の振興 と地域 の振興 とが連携
し た施策を推 進すること が望まれる 。
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（４ ）市町 との連携
① 県の施策 策定及び実 施における 連携
【 要旨】
県は、 文化芸 術の振 興に関 する施策 を策定 し、及 び実施 するに 当たって は、市 町と
の 連携に努め ること。
② 市町の施 策策定及び 実施に対す る支援
【 要旨】
県は、 市町が 自主的 かつ主 体的にそ の地域 の特性 に応じ た文化 芸術の振 興に関 する
施 策を策 定し、 及び実 施する ことを促 進する ために 、技術 的な助 言その他 の必要 な支
援 を行うよう 努めること 。
【考 え方】
・県 民に身近な 文化芸術の 振興を図る 上で 、市町 に期待され る役割は大 きいものが あるが 、
現 実には、各 市町ごとに 、文化芸術 振興の体制 、施策、事 業等の状況 には差があ る。
・ 国民文化 祭では 、県内 ２２市 町のう ち１６ の市町で イベン トが開 催され 、各地 域の創意
工 夫を凝 らした 取組が 成果を 上げたが 、その 成果が 今後各 地域で 継承され ていく のかど
う かについて 、県民の不 安は大きい ものがある 。
・ 文化芸術 を創造 し、享 受する ことは 人々の 生まれな がらの 権利で あり、 文化芸 術の振興
に 当たっ ては、 県民が 、どこ に住んで いても 県民の 一人で あると いう気持 を持つ ことが
で きるように することが 重要である 。
・ したがっ て、市 町の自 主性と 主体性 を基本 としつつ 、県の 施策策 定及び 実施に ついて市
町 との連 携に努 めると ととも に、市町 の施策 策定及 び実施 につい て、県も 市町に 対し積
極 的な助言そ の他の支援 に努めるこ とが必要で ある。

（５ ）県民 の役割
○ 文化芸 術が果 たす役 割につ いての理 解・地 域の文 化芸術 活動の 発展と継 承に対 する
配慮
【 要旨】
県民は 、文化 芸術が 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 るとと もに、 地域の 主体的 な文化芸 術活動 が発展 し、及 び継承 されるよ う配慮 する
こ と。
【考 え方】
・ 文化芸術 の振興 につい ては、 県民の 自主性 を尊重す ること を基本 としつ つ、文 化芸術が
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 ることが必 要である。
・ また、文 化芸術 活動を 行う者 だけで なく、 県民全体 の問題 として 、地域 の主体 的な文化
芸 術活動 が発展 し、及 び継承 されるよ うに、 可能な 形で配 慮、協 力等をし ていく ことが
必 要である。
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４

基本的 施策

（１ ）基本 方針の策定
【 要旨】
① 県は 、文化 芸術の 振興に 関する施 策の総 合的か つ計画 的な推 進を図る ため、 文化
芸術の振興 に関する基 本方針を策 定しなけれ ばならない こと。
② 基本 方針は 、文化 芸術の 振興に関 する施 策を総 合的か つ計画 的に推進 するた めの
基本的な事 項その他必 要な事項を 定めること 。
③ 県は 、基本 方針の 案を作 成し、又 は変更 しよう とする ときは 、あらか じめ、 県民
の意見 を反映 すること ができ るよう に適切 な措置 を講ずる ほか、 県民代 表によ る審
議会等の意 見を聴かな ければなら ないこと。
④ 県は 、基本 方針を 策定し 、又は変 更した ときは 、遅滞 なく、 これを公 表しな けれ
ばならない こと。
【考 え方】
・ 文化芸術 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 芸術振興を 推進するた めの基本方 針（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 又は変 更に当 たって は、パブ リック ・コメ ントの 実施や 、県民代
表 との協議機 関を設ける 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 、又は変更 したときは 、これを公 表するもの とする。
・ 現在、各 地域に おいて は、国 民文化 祭の成 果継承の ほか、 市町村 合併後 におけ る地域間
の 文化環 境の格 差等が 新たな 課題とし て生じ ており 、これ に対す る対応も 、基本 方針の
中 で検討する 必要がある 。

（２ ）文化 芸術の振興と普及
① 県民の鑑 賞、参加及 び創造の機 会の充実
【 要旨】
県は、 広く県 民が自 主的に 文化芸術 を鑑賞 し、こ れに参 加し、 又はこれ を創造 する
機 会の充 実を図 るため 、文化 祭の開催 、文化 芸術の 公演、 展示等 その他の 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、山 口県総 合芸術 文化祭 等、県 民の発表 機会を 設ける ととも に、文 化施設の
企 画事業 等を通 じて、 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 文化芸術活 動の充実
【 要旨】
県は、 高齢者 、障害 者等が 行う文化 芸術活 動の充 実を図 るため 、これら の者の 文化
芸 術活動が活 発に行われ るような環 境の整備そ の他の必要 な施策を講 ずること。
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【考 え方】
・ 県民誰も が文化 芸術を 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 化芸術 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。
・ 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、 高齢者 の豊富な
知 識や経験が 重要な意味 を持ってい る。

③ 子どもの 文化芸術活 動の充実
【 要旨】
県は、 子ども が行う 文化芸 術活動の 充実を 図るた め、子 どもを 対象とし た文化 芸術
の 公演、 展示等 への支 援、子 どもによ る文化 芸術活 動への 支援そ の他の必 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、 文化芸 術によ り子ども 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 文化芸 術に親 しむ環 境づくり を通じ て、県 民の暮 らしの 中に文化
芸 術が根付い た、潤いの ある豊かな 地域社会を 作ることが 必要である 。
・ そ こ で 、 子 ど もを 対 象 と し た 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、子 どもに よる文化 芸術活 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 化芸術活動 の充実
【 要旨】
県は、 学校教 育にお ける文 化芸術活 動の充 実を図 るため 、文化 芸術に関 する体 験学
習 その他 の教育 の充実 、芸術 家、文化 芸術団 体等に よる学 校にお ける文化 芸術活 動に
対 する協力へ の支援その 他の必要な 施策を講ず ること。
【考 え方】
・学 校は 、子どもたち が一日の相 当部分を過 ごす場所で あり 、また 、集団生活 の場として 、
子 どもたちの 人格形成や 感性、創造 性をはぐく む上で極め て重要な場 である。
・ 文化クラ ブ活動 の経験 者が、 大人に なって 文化芸術 の指導 者とな るケー スが多 いことか
ら わかる ように 、学校 教育に おける文 化芸術 活動は 、文化 芸術の 担い手（ 創造者 、指導
者 、後援者等 ）を育成す る土壌でも ある。
・ また、学 校にお ける文 化芸術 の鑑賞 体験は 、文化芸 術の発 展を支 えるた めに必 要な「良
き 鑑賞者」の 育成にもつ ながる。
・ 更に、次 世代の 子ども たちが 、その 地域独 自の伝統 芸能、 民俗芸 能等を 知り、 理解し、
伝 承していく 上でも、学 校という場 が果たす役 割は大きい ものがある 。
・ そこで、 学校は 文化芸 術振興 の重要 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 文化芸 術につ いて鑑賞 し、参 加し、
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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 。
・ 具体的な 取組と しては 、文化 芸術に 関する 体験学習 、美術 館等に よる出 前講座 その他文
化 芸術に関す 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 の授業・部 活動等に対 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。
・ 更に、学 校現場 におい て意欲 を持っ て文化 芸術活動 に取り 組んで いる教 職員が 活動しや
す い環境づく りに努める ことも必要 である。
・ 一方、学 校にお いても 、必修 科目の 増加や 、地域と の交流 など、 様々な ニーズ に対応す
る ことが求め られており 、円滑な調 整に留意す ることが必 要である。

⑤ 地域の特 色ある文化 芸術の振興
【 要旨】
県は、 地域の 特色あ る文化 芸術の振 興を図 るため 、地域 におけ る文化芸 術の公 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 その他 の必
要 な施策を講 ずること。
【考 え方】
・各 地域におけ る文化芸術 を基盤とし て 、住民のコミ ュニティの 形成 、観光交流 の活性化 、
文 化芸術に関 する地域産 業の育成な どの地域振 興を図るこ とが期待さ れる。
・国 民文化祭の 成果を生か し 、各 地域におけ る住民の主 体的な取組 や 、地 域の歴史 、風土 、
先 人その 他の文 化資源 を生か して、地 域の特 色ある 文化芸 術の振 興を図る ことが 必要で
あ る。
・ 一方、特 に地域 固有の 伝統芸 能及び 民俗芸 能につい ては、 過疎化 や少子 高齢化 により、
後 継者がいな いなど、危 機的な状況 も見られる 。
・地 域における 文化芸術の 振興 、特に 地域固有の 伝統芸能及 び民俗芸能 の振興につ いては 、
地 元市町 の役割 も大き いこと から、各 地域の 主体的 な取組 を基本 としつつ 、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 。

⑥ 文化芸術 に関する交 流の促進と 国内外への 発信
【 要旨】
県は、 県民に よる魅 力的な 文化芸術 活動が 創造さ れ、ま た、享 受するこ とがで きる
よ うにす るため 、文化 芸術に 関する交 流を促 進する ととも に、地 域の文化 芸術を 国内
外 に発信する こと。
【考 え方】
・ 文化芸術 交流は 、県民 の自主 的な活 動成果 の発表の 機会と して、 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 芸術の 創造や 鑑賞を 可能にし 、また 、新た
な 文化芸術活 動の動機付 けなど、文 化芸術活動 の促進につ ながる。
・ 文化芸術 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。
・ 文化芸術 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 定にも 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 まれるこ とも期 待され
る。
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（３ ）文化 芸術振興の基盤づくり
① 担い手の 育成及び確 保
【 要旨】
県は、 文化芸 術に関 する創 造的活動 を行う 者、伝 統芸能 の伝承 者、文化 財の保 存及
び 活用に 関する 専門的 知識及 び技能を 有する 者、文 化芸術 活動の 企画を行 う者、 文化
施 設の管 理及び 運営を 行う者 その他の 文化芸 術の担 い手の 育成及 び確保を 図るた め、
教 育の充 実、研 修への 支援、 能力を発 揮する 機会の 確保そ の他の 必要な施 策を講 ずる
こ と。
【考 え方】
・文 化芸術の振 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。
・ 一部の分 野につ いては 、活動 してい る県民 の高齢化 が進行 してお り、指 導者等 の後継者
の 確保が大き な課題とな っている。
・ 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。
・山 口県立大学 の文化創造 学科を始め 、大学その 他の教育機 関との連携 も重要であ る。

② 顕彰
【 要旨】
県は、 文化芸 術活動 で顕著 な成果を 収めた 者及び 文化芸 術の振 興に寄与 した者 を顕
彰 することに より 、県民 の文化芸術 に対する関 心や活動を 行う意欲を 高めるとと もに 、
文 化芸術活動 を行う者の 能力を活用 した文化芸 術の発展に 努めること 。
【考 え方】
・ 文化芸術 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、文 化芸術 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 技術の 向上や 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 の技術 の向上 及び地 域の文 化芸術の
発 展につなが ることが期 待される。
・ 顕彰の対 象者と しては 、県内 在住者 に限ら ず、本県 の文化 芸術の 振興に 寄与し た者であ
れ ば、県にゆ かりのある 県外在住者 も対象とす るものとす る。

③ 文化施設 の充実
【 要旨】
県は、 文化施 設の充 実を図 るため、 施設の 整備、 文化芸 術の公 演、展示 等の実 施、
文 化芸術 に関す る作品 の記録 及び保存 、担い 手の配 置その 他の必 要な施策 を講ず るこ
と。
【考 え方】
・ 県民が多 様な文 化芸術 を享受 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。
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・ 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 、県立 施設の施
設 設備等 の整備 、公演 ・展示 等の実施 、人材 の配置 、作品 の記録 及び保存 、施設 相互の
連 携の促進等 に努めるこ とが必要で ある。
・ 文化施設 にも指 定管理 者制度 が導入 されて いるが、 制度の 運用が 経済的 合理性 に偏重し
な いよう に留意 する必 要があ る。施設 ・事業 の企画 運営に 関わる 人材の確 保、事 業の内
容 の充実 、その 他県民 サービ スが低下 するこ とのな いよう に、文 化芸術の 振興の 拠点と
し て、長期的 な視点で県 民の立場に 立った制度 運用に努め ることが重 要である。
・ 県立文化 施設の ほか、 各地域 におけ る市町 の文化ホ ールや 民間の 文化施 設も併 せた充実
が 必要であり 、県と各施 設の連携や 施設間の連 携を図るこ とが必要で ある。

④ 身近な文 化芸術活動 の場の充実
【 要旨】
県は、 県民に とって 身近な 文化芸術 活動の 場の充 実を図 るため 、文化施 設、学 校施
設 、社会 教育施 設その 他の施 設を容易 に利用 するこ とがで きるよ うにする ための 措置
そ の他の必要 な施策を講 ずること。
【考 え方】
・ 国民文化 祭で高 まった 県民の 文化芸 術活動 に取り組 む意欲 の受け 皿とし て、県 民の日常
的 な文化 芸術活 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。
・ そこで、 県民が 行う文 化芸術 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 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。
・ 文化施設 以外の 公共施 設の開 放に当 たって は、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。
・ また、県 立施設 だけで なく、 市町の 施設等 とも連携 し、計 画的に 施設開 放を促 進してい
く ことが望ま しい。

⑤ 文化芸術 に関する情 報の収集及 び提供
【 要旨】
県は 、県民による 自主的な文 化芸術活動 の発展及び 県民 、文化芸術団 体 、文化施設 、
学 校、事 業者、 市町等 が行う 文化芸術 の振興 のため の取組 を支援 するため 、文化 芸術
に 関する情報 の収集及び 提供に努め ること。
【考 え方】
・ 文化芸術 活動は 、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、 それが県外 はもちろん 県内でも知 られていな いことが多 い。
・ また、文 化芸術 活動の 振興に 有効な 人材情 報や支援 制度に 関する 情報が ありな がら、そ
れ が県民に浸 透しておら ず、十分に 活用されて いない状況 もある。
・ 文化芸術 の振興 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 県民が共有 することが 重要である 。
・ また、地 域の個 性的又 は伝統 的な文 化芸術 活動や、 芸術家 等に関 する情 報を積 極的に発
信 することに よって、交 流等の促進 や、地域の イメージア ップにもつ ながる。
・ そこで、 県は、 文化芸 術の振 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 、文化芸術 に関する情 報の積極的 な収集と提 供に努める ことが必要 である。
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⑥ 民間の支 援活動の活 性化
【 要旨】
県は、 個人又 は民間 の団体 が行う文 化芸術 に関す るボラ ンティ ア活動、 メセナ 活動
（ 事業者 等が社 会貢献 活動と して文化 芸術を 保護し 、又は 文化芸 術活動を 支援す る活
動 を い う 。） そ の 他 の 支援 活 動 の 活 性 化 を 図 るた め 、 こ れ ら の 活 動 が 活発 に 行 わ れ る
よ うな環境の 整備その他 の必要な施 策を講ずる こと。
【考 え方】
・ 文化芸術 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 、情 報提供 、職場の 理解の促進 その他の環 境整備を行 うことが必 要である 。

（４ ）文化 芸術振興施策の推進体制
① 推進体制 の整備
【 要旨】
県は、 県民、 文化芸 術団体 、文化施 設、学 校、事 業者、 市町等 と連携し つつ、 文化
芸 術の振興に 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。
【考 え方】
・ 県は、県 民、関 係機関 等との 連携と 協働に より文化 芸術の 振興を 図るた め、県 と市町、
文 化芸術 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。

② 財政上の 措置
【 要旨】
県は、 文化芸 術の振 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。
【考 え方】
・文 化芸術振興 を総合的か つ計画的に 進めるため には 、財政上の 措置が必要 である 。特に 、
文 化施設 ができ たらそ れが作 りっぱな しとい うこと になら ないよ うに、財 政的な 裏付け
が 必要である 。

③ 施策等の 公表
【 要旨】
県は、 毎年、 文化芸 術の振 興の状況 及び文 化芸術 の振興 に関す る施策に ついて 取り
ま とめ、県議 会その他県 民に公表す ること。
【考 え方】
・ 文化芸術 振興施 策に対 する県 民の理 解と関 心を深め るとと もに、 県民と の連携 により文
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化 芸術振 興を進 めてい くため 、文化芸 術振興 の状況 につい て県議 会その他 県民に 対して
公 開すること が必要であ る。

（５ ）県民 の施策形成への参画体制
【 要旨】
県は、 文化芸 術振興 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、
審 議会等の体 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 する審議 会その 他の県 民参画 の体制 を整備す ること が必要
で ある。
・ 文化芸術 には、 実に幅 広い多 様な分 野があ る。また 、文化 芸術振 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 。このた め、施 策の形
成 と評価 に当た っては 、県民 参加が不 可欠で ある。 専門的 識見を 有する者 が長期 的な視
点 で施策形成 に参画し、 客観的かつ 有効な評価 を行うこと が必要であ る。
・ 文化芸術 の振興 につい ては、 縦割り を避け 、県庁の 部局間 や、県 と市町 、民間 団体、文
化 施設等 との連 携を図 り、総 合的に推 進する 必要が あるこ とから 、これら の連携 の状況
や 、総合的な 施策推進の 状況を県民 が客観的に チェックす ることが必 要である。
・ 体制につ いては 、県が 必要に 応じて 不定期 に開催す る組織 ではな く、県 の施策 推進の状
況 を県民が定 期的かつ継 続的にチェ ックできる ものである 必要がある 。
・な お 、審 議会等は 、権威 主義的なも のに陥って はならない のであって 、県民 に開かれた 、
県 民の立 場に立 った審 議を行 うために 、審議 会等の 委員に は公募 委員を導 入する 必要が
あ る。
・ また、委 員構成 は、文 化芸術 の専門 家と、 専門外の 学識経 験者と のバラ ンスに 留意する
ほ か 、地域のバラ ンスや世代 間のバラン スにも留意 し 、幅広く目配 りをする必 要がある 。

５

施行期 日

【 要旨】
県は、条例 を速やかに 施行するこ と。
【考 え方】
・条 例について は、議会議 決後速やか に公布、施 行する必要 がある。
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第５
月

日

検 討 経過

内

容

会

場

平成１９年
５月２２日
（火）

第１回条 例検討懇話 会
・条例 の基本構成
・スケ ジュール

山 口 県庁 共 用 第１ 会
議室

６月２０日
（水）

第２回条 例検討懇話 会
・条例 の具体的内 容

重 要 文化 財 山 口県 旧
庁舎 （県政資料 館）

７月１９日
（木）

第３回条 例検討懇話 会
・中間 整理案

ク リ エイ テ ィ ブス ペ
ース 赤れんが

７月２７日
（金）

中間案に 対するパブ リック・コ メント
（～８月 ２７日）

８月

９月１３日
（木）

１０月２９ 日
（月）

地域懇談 会

（７日：下関 、９日：萩 、１０日：岩国 、
１８日： 山口、２０日： 周南）

第４回条 例検討懇話 会
・県民 意見整理
・取り まとめの方 向検討

山 口 ふる さ と 伝承 総
合セ ンター

第５回条 例検討懇話 会
・最終 取りまとめ 案

山 口 県庁 漁 業 調整 委
員会 室
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山口県 文化振 興条例 検討懇 話会設置 要綱
（設置）
第１条 山口県文化振興条例（仮称）の案の作成に当たり、県民の多様な意見を反映するた
め、山口県文化振興条例検討懇話会（以下「懇話会」という 。）を設置する。
（所掌事務）
第２条 懇話会は、山口県文化振興条例（仮称）の内容その他本県の文化行政の長期的な方
向性に関する事項について調査審議する。
（組織）
第３条 懇話会は、委員１０人以内で組織する。
２ 委員は、文化振興について識見を有する者のうちから、知事が委嘱する。
（任期）
第４条 委員の任期は、委嘱の日から平成１９年１２月３１日までとする。
（会長）
第５条 懇話会に、会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
２ 会長は、会務を総理し、懇話会を代表する。
３ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、そ
の職務を代理する。
（会議）
第６条 懇話会の会議（以下「会議」という 。）は、会長が招集する。
２ 会議の議長は、会長をもって充てる。
３ 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴
くことができる。
（庶務）
第７条 懇話会の庶務は、環境生活部文化振興課において処理する。
（その他）
第８条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営について必要な事項は、会長が懇話会
に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成１９年５月２２日から施行する。

委
区分
会長

氏 名
田村幸 志郎

委員

伊藤

知子

委員

臼杵

裕世

委員

河野

康志

委員

菊屋

吉生

委員

西崎

博史

委員

藤井

一之

委員

水谷由 美子

委員

横山眞 佐子

委員

和仁

皓明

員

名
職

簿
名

等

・山口県文化連盟会長
・元 国民文化祭実行委員会副会長
・ＮＰＯ法人たすけあいねっとわーく理事
・元 国民文化祭ボランティアセンター長
・山口県中学校文化連盟会長
・防府市立桑山中学校長
・山口商工会議所副会頭
・元 国民文化祭街なか生活文化祭推進委員長
・山口大学教授
・元 山口県文化振興ビジョン策定懇話会副会長
・（ 財）周南市文化振興財団常務理事兼事務局長
・元 国民文化祭企画委員会委員
・山口パフォーマンスネットワーク代表
・元 文化維新おひろめ☆たい志
・山口県立大学教授
・元 国民文化祭ファッションフェスティバル推進委員長
・子どもの本の専門店（株）こどもの広場代表取締役
・元 国民文化祭全国子どもブックフェスタ推進委員
・西日本食文化研究会主宰、元 東亜大学大学院教授
・元 国民文化祭食の祭典推進委員長
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