やまぐち文化芸術振興プラン
～ 多彩な“人財”が輝く夢あふれる文化県をめざして ～

山口県

はじめに

文化芸術には、日々の暮らしに潤いを与え、人々に心
の安らぎや感動、生きる喜びをもたらすとともに、地域
の魅力を高め、活性化させる大きな力があります。
また、山口県は、進取の気風に富み、人づくりを重ん
じる教育風土があるといわれており、こうした風土は、
明治維新に活躍した先人をはじめ、これまで幅広い分野
で多くの逸材を生み出し、文化芸術の分野でも全国に誇
る文化人を多数輩出してきました。
こうした中で、近年は、厳しい社会経済情勢の下、
人口の減少や急速な少子・高齢化の進展、また長期にわたる経済の低迷と、それを背景に
した厳しい雇用環境など、県政はさまざまな課題に直面しております。
私は、これらの課題を解決し、そして地域を創るのも、時代を拓くのも、すべては
「人の力」であり、人は地域の、時代の財産であることから、本県の「人財力」を育み、
そして伸ばしていく環境づくりを積極的に進めていきたいと考えております。
「やまぐち文化芸術振興プラン」は、このような考えの下、今後４年間における文化芸
術の振興に関する基本的な方針として、今回、新たに策定いたしました。
県では、このプランに基づき、多彩な“人財”が輝く夢あふれる文化県をめざして、文
化芸術振興施策を総合的かつ計画的に推進してまいりますので、皆様の御理解と御協力を
賜りますようお願い申し上げます。
終わりに、このプランの策定に当たり、熱心に論議いただきました山口県文化芸術審議
会の委員の方々をはじめ、貴重な御意見や御提言をいただきました多くの皆様に心からお
礼申し上げます。

平成２５年３月
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第１章 策定に当たって

第１章 策定に当たって
１ 策定の趣旨
本県では、平成１６年３月に策定した「やまぐち文化ビジョン２１」に基づき、
「心ときめく やまぐち文化の創造」をめざして、これまで文化芸術の振興を図ってき
たところです。
この間、平成１８年に開催した「第２１回国民文化祭・やまぐち２００６」では、
準備段階から多くの県民が自発的に参画し、その英知を結集して県民手づくりで進めら
れたことから、県民力や地域力が飛躍的に向上するとともに、文化芸術に対する意識が
高まるなど、多くの成果を収めることができました。
こうした国民文化祭の成果を継承・発展させるため、平成１９年１２月に「山口県文
化芸術振興条例」を制定し、条例に基づく文化行政を進める中、国民文化祭で培われた
県民力、地域力は、平成２３年の「おいでませ！山口国体・山口大会」にも引き継がれ、
両大会の成功へと結びついていきました。
条例では、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
の「文化芸術の振興に関する基本的な方針」（基本方針）を策定するものとされており、
現行の「やまぐち文化ビジョン２１」をこの基本方針として位置付け、様々な施策を展
開しています。
このたび、ビジョンの計画期間が終了し、社会経済情勢や文化を取り巻く環境も変化
していることから、条例の規定に則して、本県のさらなる文化力の向上、ひいては、
輝く夢あふれる県づくりに向けて「やまぐち文化芸術振興プラン」として、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新たな計画を策定します。
２ 計画の位置付け
この計画は、山口県文化芸術振興条例第６条第１項に定める「文化芸術の振興に関す
る基本的な方針」となるものであり、「輝く、夢あふれる山口県」の実現に向けた本県
の文化芸術の振興に関する施策の推進方向を示すものです。
３ 計画の期間
平成２５年度（２０１３年度）から平成２８年度（２０１６年度）までの４年間とし
ます。
４ 計画の対象範囲
この計画は、次に掲げる分野を対象としています。
○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（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）
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第２章 文化芸術に対する基本認識
１ 文化芸術の定義と役割
文化芸術は、その領域が広範囲に及びますが、このプランでは次のように捉え、その
役割について整理しています。
（１）文化芸術の定義
文化とは、一般的に、人間が学習によって社会から習得した生活の仕方の総称であ
り、衣食住をはじめ、技術、学問、芸術、道徳など、生活形成の様式と内容とを含み、
物質的・精神的成果の一切を指すものとされています。
この計画では、次の区分による「芸術と生活文化を中心とする文化」を指す言葉と
して、「文化芸術」という語を用います。
芸術等

文化

芸術、芸能、伝統芸能
文化芸術
生活文化、国民娯楽、民俗芸能、伝統行事
生活文化等
など
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

※「芸術等」とは、プロの芸術家や専門家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
組まで広く含みます。
※「生活文化」とは、人の衣食住の生活に根ざした幅広い営みを「文化」としてとらえるものです。
※ 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
ものとします。

（２）文化芸術が果たす役割
○ 文化芸術は、私たちの住む地域の魅力を高め、人々が自信と誇りを持って、長い
間生き生きと暮らすことのできる社会づくりの基盤となります。
○ 文化芸術は、人々に安らぎと感動、心の潤いを与え、生きる喜びをもたらすとと
もに、社会に活力を与える栄養剤とも言えるものです。
この文化芸術を中心として、人々が地域、世代、立場の違いを越えて集まり、連
帯意識を育み、共に生きる社会を築くことにつながります。
○ 文化芸術は、「創造性」と「継続性」を合わせ持つことによって、その力を大き
く発揮するものであり、過去から受け継ぎ、連綿と途切れることなく次代へ継承し
ていく営みは、厳しい試練の時代であっても、それを乗り越えようとするエネルギー
を生み出します。まさに文化芸術は、地域や人々を支える底力を持っていると言え
ます。
◆文化芸術活動とは
文化芸術に関する次の活動を文化芸術活動といいます。
①文化芸術を創造し、これに参加し、又は鑑賞する活動
②文化芸術を保護し、又は文化芸術活動を支援する活動
③文化芸術を企画し、又はこれを創造する人等をとりまとめ、プロデュースする活動
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２ 山口県の特性と文化芸術
本県の豊かな自然や風土、産業、歴史の中で、本県の文化芸術は育まれてきました。
これらの特性を背景に育まれた文化芸術は、人々の生き方や暮らし方から経済活動にも
大きな影響を及ぼしています。
（１）自然
本県は、本州最西端に位置し、中央部を中国山地が走り、日本海、響灘、瀬戸内海
と三方が海に開け、中国山地周辺の緑豊かな森林、多数の島や湾、砂浜や干潟などに
恵まれ、多彩で豊かな自然を形成しています。
温暖な気候で、自然災害の少ない環境に恵まれています。
（２）生活・風土
多彩で豊かな自然に恵まれた本県は、中小都市が分散する都市構造もあって都市と
農山漁村が近接し、整備された交通網と相まって非常に住み良い住環境が形成されて
います。
古くから大陸との交流や数々の歴史の舞台ともなった本県は、進取の気風に富み、
人づくりを重んじる教育風土があるといわれており、こうした風土は、明治維新に活
躍した先人をはじめ、これまで幅広い分野で多くの逸材を生み出し、多数の文化人を
輩出してきました。
（３）産業
瀬戸内海沿岸地域を中心に、石油、化学、鉄鋼などの基礎素材型産業をはじめ、自
動車、鉄道、造船といった輸送機械など、日本を牽引する多様な企業が立地しており、
その周辺には関連産業が集積しています。
第一次産業においても、地域の特性を生かした農産物、内海や外海の豊かな水産資
源に恵まれています。
（４）歴史、伝統
古くから大陸、九州への門戸であり、さらに都に続く瀬戸内海路や山陽道の起点と
いう国内外の交流の重要な拠点でもあったことから、日本史の舞台に幾度となく登場
してきます。
源平最後の決戦地・壇ノ浦を中心に語り継がれる平家滅亡の哀話、室町時代の西の
京として繁栄を極めた山口に残る大内文化の遺産、幕末から明治維新へと時代を変え
る激流となった風雲児たちの力強い足跡など、数々の史跡や伝承は、今なお本県の風
土の中に脈々と息づいています。
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３ 近年の社会経済の潮流
○ 構造改革の進展により民間と行政の役割分担の見直しや地方分権の推進が図られ
ています。また、規制緩和などにより新たな分野への民間の進出が可能となり、多様
なサービスが効率的に提供されることへの期待が高まっています。
○ 家族について人々の意識が変化する中で、結婚や出産を選択しない人の増加や晩婚
化の進行などにより少子化が進展する一方で、高齢化も急速に進行しています。
こうした中で、我が国の人口構成の中で大きなかたまりを形成する世代、いわゆる
「団塊の世代」（第１次ベビーブーム世代、1947～1949 年生まれ）の蓄積された技術
や知識は貴重な財産と言われており、人口減少社会の中で健康で時間的、経済的にゆ
とりのある世代の持っている力を最大限に活用することが、地域の活性化のために重
要であると認識されています。
○ 自由時間の増大や生活水準の向上など社会の成熟とともに、心の豊かさや生きが
い、安らぎなどを求める傾向は、余暇活動や文化活動、生涯学習などに対する需要の
増大となって現れてきています。また、高度に発展したインターネット社会の中で、
個々人は自分の興味のある情報を取捨選択して行動喚起しており、少子高齢化や産業
構造の変化とともに、情報化社会の進展は家族や国民のライフスタイルに大きな影響
を与えています。
○ 国においては、文化芸術の振興についての基本理念を明らかにしてその方向性を示
すとともに、文化芸術の振興に関する施策を総合的に推進し、心豊かな国民生活及び
活力ある社会の実現を図ることを目的に、「文化芸術振興基本法」が平成１３年１２
月７日に公布、施行されました。
この法律に基づく国の施策の基本方針（＝第３次基本方針。平成２３年度～２７年
度）では、文化芸術活動に対する効果的な支援など、「文化芸術立国」の実現をめざ
す６つの重点戦略が掲げられています。
また、平成２４年６月公布施行の「劇場、音楽堂等の活性化に関する法律」で文化
施設の機能発揮について定められ、同年９月には、古典に親しむことを促進するため
の「古典の日に関する法律」が公布施行されました。
○ 平成２３年３月に発生し、我が国に未曾有の被害をもたらした東日本大震災からの
復興に向けて、前向きに生きていく原動力として、文化芸術の果たす役割が極めて重
要であると認識されています。
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４ 山口県の文化行政を取り巻く状況
（１）これまでの取組と成果
本県では、やまぐち文化ビジョン２１策定以来、「心ときめく やまぐち文化の創造
をめざして」を基本目標に、県民一人ひとりの感性・創造性を育む環境づくりや、世界
にはばたく多様な人材づくり、豊かな文化資源の活用と自然と調和したまちづくり、文
化の交流・創造の基盤づくりなどに取り組み、国民文化祭の開催や山口県文化芸術振興
条例の制定をはじめ、様々な成果が得られました。
○ 平成１３年に開催した「山口きらら博（２１世紀未来博覧会）」では、多くの県民
の参加、特にボランティア活動に支えられ、大成功を収めましたが、これによって個
々人の参画意欲の向上、様々な人材ネットワークなどが培われました。
○ 平成１８年に開催した国民文化祭では、県全域を舞台に、期間中県内外から１４５
万人を超える来場者を迎え、１０５の多彩なイベントを繰り広げ、「山口県まるごと
国民文化祭」として、山口県の文化、魅力、元気を発信しました。市町、文化団体、
ボランティアなど多くの県民が参加し、英知を結集して県民手づくりで進めたことに
より、協働の精神が大いに発揮され、山口きらら博で飛躍的に高まった「県民力」や
「地域力」※がさらに向上しました。また、次代を担う子どもたちに視点を当て、全
国初となる「子ども夢プロジェクト」などの取組により、子どもたちの豊かな感性や
創造性を育む「子どもたちのための文化環境づくり」の重要性が県民の中に浸透しま
した。
※「県民力」「地域力」
県民力… 県民の総合力。県民一人ひとりが持っている知恵と力を結集し、新
たな価値を創造する力。
地域力… 地域の総合力。自然、歴史、伝統、文化、人、産業など、地域の存
在感を発揮する力。
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○ 国民文化祭の成果を継承・発展させ、本県の文化力の向上を図り、「住み良さ日本
一の元気県づくり」に資するため、平成１９年１２月、文化芸術の振興に向けた施策
の基本となる「山口県文化芸術振興条例」を制定しました。
また、県民が一丸となってパワーを結集し、一つの方向へと向かった国民文化祭の
成果は、平成２３年の「おいでませ！山口国体・山口大会」両大会でも存分に発揮さ
れました。
○ 昭和３９年度から開催していた山口県芸術祭を、平成９年度から、県民が文化に触
れあい、親しむ県民総参加型の文化の祭典「やまぐち県民文化祭」として発展させて
きました。平成１９年度からは、国民文化祭の成果等を踏まえ、「山口県総合芸術文
化祭」を創設して、県民の自主的・主体的な文化芸術活動を促進し、その活動の成果
を発表する場として開催しています。
〈「総合芸術文化祭」における参加者数、事業数〉
年度
参加者数
事業数

Ｈ19年度

Ｈ20年度

Ｈ21年度

（単位：人、事業）
Ｈ22年度

Ｈ23年度

73,969

57,519

47,869

52,864

42,906

27

26

24

27

22

第６回山口県総合芸術文化祭「シンフォニア音楽祭」

○ 国民文化祭で培われた幅広い文化のネットワークを今後の山口県の文化振興に活
かしていくことを目的として、旧文化連盟が発展的に改組され、平成１９年３月、県
内の文化芸術団体や関係機関が幅広く結集した新しい「山口県文化連盟」が発足しま
した。
○ 文化行政は、地域文化の振興に関すること以外は主に教育委員会で行っていました
が、文化芸術活動に対する県民の関心の高まりに応え、平成９年度に知事部局に「文
化振興課」を設置。国民文化祭後の平成１９年度には、県立美術館と県立萩美術館・
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浦上記念館を知事部局に移管し、文化行政の一元化を推進したほか、「おいでませ！
山口国体・山口大会」後の平成２４年度には、スポーツ・文化局を新設し、スポーツ
と文化の振興を全庁的に一層推進する体制を整えました。
○ 新しい公益法人制度の下で、平成２４年４月、山口県文化振興財団、やまぐち県民
活動きらめき財団、やまぐち女性財団の３つの財団が合併し、新たに「公益財団法人
山口きらめき財団」が設立され、強化された活動基盤をもとに、地域性豊かで多彩な
文化芸術活動への支援などの事業が展開されています。
○ 「シンフォニア岩国」「萩美術館・浦上記念館」（平成８年）、「秋吉台国際芸術
村」（平成１０年）に続き、「ルネッサながと」（平成１２年）と特色ある県立文化
施設を順次整備し、これらを活用した様々な文化芸術活動の展開を図っています。
ビジョンの期間中では、萩美術館・浦上記念館に陶芸美術館の機能を付与し、美術
館としてのより一層の魅力を発揮するため、隣接地に「陶芸館」を整備（平成２２年）
したほか、県立美術館では、最新の照明設備や畳を備えた展示室の改修、エントラン
スホールの拡張、散策路の整備などを行い、明るく開放的な、県民の皆様により親し
まれる美術館としてリニューアルオープン（平成２４年）しました。
また、地方自治法の一部改正（平成１５
年９月２日施行）を踏まえ、平成１８年度
から３つの文化施設に指定管理者制度を
導入するとともに、美術館においても平成
２３年度から管理運営部門を対象に一部
導入を行いました。
LED 照明を採用した山口県立美術館のリニューアル

〈県立文化施設の利用者数の推移〉
人
580

250,000

540
150,000

520

100,000

500
480

50,000

460
440

0
Ｈ19

Ｈ20

H21

シンフォニア岩国
ルネッサながと
県立萩美術館・浦上記念館
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H22

H23 年度

秋吉台国際芸術村
県立美術館
県立山口博物館

６施設合計（千人）

560

200,000

第２章 文化芸術に対する基本認識

（２）現状と課題等
計画の策定に当たっては、こうしたこれまでの取組の成果を考察するとともに、本
県の文化芸術の振興をめぐる現状や課題を把握するため、県民意識調査や文化団体に
対するアンケート調査を実施し、山口県文化芸術審議会での審議を行いました。
【現状把握数値】
全国比較のできる、山口県の文化芸術の現状を把握する数値としては、国が実施
した平成２３年社会生活基本調査（５年ごと）があります。
この調査による、鑑賞や活動を一年間で経験した割合を種類別で例示すると、次
表のとおりであり、本県は概ね中位に位置しています。
山口県
美術鑑賞

全国順位

全国

鑑賞

16.4%

15 位

16.5%

演芸・演劇・舞踊鑑賞

9.7%

23 位

11.7%

クラシック鑑賞

7.8%

28 位

8.6%

11.3%

19 位

12.4%

楽器の演奏

9.4%

15 位

9.6%

コーラス・声楽

3.1%

8位

2.8%

洋舞・社交ダンス

1.8%

6位

1.7%

絵画・彫刻の制作

3.0%

18 位

3.2%

ポピュラー・歌謡曲鑑賞
活動

【今後の課題等】
○ 普及啓発と情報発信
・ 国民文化祭以降、文化芸術活動の推進は、行政、文化団体、地域社会等全体が
組織的、系統的になってきましたが、しかし、それが県民の日常的な普段の暮ら
しにどれほど浸透しているかを見た場合、必ずしも県民の意識付けや、行動に結
びついていない現状があります。
文化芸術活動に携わっている人たちだけでなく、文化芸術の持つ意義や重要性
が多くの人に認識され、一般の人たちの普段の日常の暮らしの中にも、文化芸術
をいかに浸透させていくかが課題であり、多くの人が見て、触れて、その良さを
実感できるような機会の充実に加えて、無関心層への意識や行動の動機付けにな
るような普及啓発と情報提供が必要といえます。
・ 文化芸術に関する情報提供の面では、必要な情報を身近に入手できることが重
要ですが、県民意識調査では、情報が不足していると感じている人が３割近くと
なっており、テレビや新聞、県市町の広報誌やホームページなど、各種媒体によ
る効果的な情報提供を行っていく必要があります。
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○ 担い手の育成
少子高齢化が進行する中、特に伝統芸能の保存・継承の分野をはじめ、各種の文
化団体の担い手が減少、また高齢化しており、文化芸術活動の担い手の育成が急務
の課題となっています。こうした中で、県民意識調査では、本県の文化芸術の担い
手育成が十分に行われているとはいえない、もしくは十分に行われているかわから
ないと感じている人がいずれも４割前後と多く、
能力発揮の機会や活躍の場の提供、
指導者等の確保、
指導者の活動支援などに積極的に取り組んでいく必要があります。
また、
人づくりには長期間を要するものであり、
学校や地域における取組のほか、
４０～５０代の中堅層を含めた若手の担い手育成確保に向けた対策が必要です。
○ 子どもの文化芸術体験
県民意識調査によると、子どもの文化芸術体験は「日本の文化を知り、国や地域
に対する愛着を持つようになる」「美しさなどへの感性が育まれる」などの高い効
果が期待されており、
学校における鑑賞体験や、
地域に密着した伝統的な文化体験、
美術館やホール等における鑑賞機会の充実など、子どもや青少年の文化芸術に親し
む機会の拡大が求められています。
○ 団塊の世代の参加促進
いわゆる「団塊の世代」といわれる方々の大量退職後の文化芸術活動の需要は一
層高まる一方、蓄積された豊富な知識や経験は貴重な財産であり、時間的・経済的
にゆとりのある方々の社会参加、社会貢献について、文化芸術面でも有効に活用し
ていく必要があります。
○ 文化芸術を通じた地域経済の活性化
国の「文化芸術の振興に関する基本的な方針（第３次基本方針）」において、文
化芸術の振興は「成熟社会における成長の源泉」とうたわれているように、地域経
済の活性化にも文化芸術の果たす役割は大きいことから、文化芸術の振興を通じて
本県産業力、観光力の増強につなげていくことが重要です。
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第３章 基本目標及び基本的視点
１ 文化芸術振興の基本目標

多彩な“人財”※ が輝く夢あふれる文化県をめざして

県民のだれもが、「山口に生まれ、育ち、働き、住んで心から良かった」と実感でき
る「輝く、夢あふれる県づくり」に文化芸術の振興は欠かせません。
夢を持ち、夢を語り、夢を創り、夢を実現していく・・その担い手は「人」であり、
私たちの夢あふれる未来・地域を創っていくのは「人の力」です。
人々の心を豊かにし、活力を与える文化芸術は、そうした「人の力」を大きく育むと
ともに、地域の活性化に資するものであることから、文化芸術の振興による本県の文化
力を高めていくことは、夢あふれる未来を創造することに直結しています。
歴史上、明治維新をはじめ、時代の転換期にあって、本県は「人の力」を発揮し、次
の時代を切り拓いてきましたが、文化芸術分野においても、本県はこれまで多くの文化
人を輩出してきました。
そうした過去における「人財」を顕彰し、その取組を継承・発展させながら、現在・
未来における多彩な「人財」の文化芸術活動の充実や育成に向けた取組を展開していき
ます。

※人財
「人」は「財産」であることを意味する造語です。
地域を創り、未来を作るのは「人の力」であり、人こそが、地域の、時代の「財産」、
そして山口県の「宝」であるとの考えの下、「人財」という言葉を使っています。
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■ 目標実現に向けた指標
文化芸術には、幅広い多様な分野があり、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ところですが、基本目標の実現
に向けて、文化芸術への県民参加を促進し、文化力を高めていく指標として、次のとお
り設定します。
指標名

内

容

文化芸術の観覧・鑑賞 一年間にホール・劇場、映画館、美術館、博物館などに直接出
を行った県民の割合

向いて、文化芸術を観覧・鑑賞した経験のある県民の割合

文化芸術活動へ参画 一年間に音楽、演劇、美術等を習ったり、演奏会への出演や展
した県民の割合

示会への出品などを行ったりした経験のある県民の割合

■ 目標値の設定
現状値※

目標値

［平成 24 年度］

［平成 28 年度末］

文化芸術の観覧・鑑賞を行った県民の割合

75.0％

80％以上

文化芸術活動へ参画した県民の割合

27.7％

30％以上

指標名

※平成２４年１１月実施「文化芸術の振興に関する県民意識調査」（県）による。

第６回山口県総合芸術文化祭「シンフォニア音楽祭」

山口県文化連盟の講師派遣によるフラワーアレンジメント教室
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２ 施策展開の基本的視点
この計画に定める基本目標の実現に向けて、各種の施策を展開するに当たっては、山
口県文化芸術振興条例第２条に掲げる次の６つの基本理念に従い各種の取組を進めま
す。

（１）県民の自主性及び創造性の尊重
文化芸術発展の原動力は、県民の自由な発想に基づく自主的かつ主体的な取組で
あり、文化芸術活動を行う者をはじめとする県民の活動を支える基盤づくりや、県
民の能力が遺憾なく発揮されるような環境づくり、条件整備に努めます。

（２）県民が等しく文化芸術活動に参加できる環境の整備
県民が、居住する地域、年齢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づくりに努めます。

（３）県民と様々な主体の協働による取組
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、県の
それぞれが役割を担っており、社会全体でともに考え、互いに協力して取り組んで
いくよう努めます。

（４）多様な文化芸術の発展及び国内外への発信
それぞれの地域で受け継がれてきた伝統的な文化芸術や、新しい文化芸術を保護
し、発展させ、その魅力を発信し、山口県の文化芸術が国内外で評価されるよう努
めます。

（５）地域の特色ある文化芸術の発展と継承
地域の歴史や伝統（伝統芸能、伝統工芸等）、気候風土などが生かされた特色あ
る文化芸術を発展させ、県民の共通財産として将来の世代に継承されるよう努めま
す。

（６）地域社会の発展の基盤である文化力の向上
文化芸術が、人々に感動を与えたり、地域の魅力を高めたりする力である「文化
力」は、豊かな人間性を育み、地域社会を発展させるために欠かすことのできない
基盤であり、この文化力が向上するよう努めます。
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第４章 文化芸術振興の取組の方向
基本目標の実現に向けて、「誰もが文化芸術を楽しみ感動できる環境づくり」「文化芸
術を担う『人財』の育成」「特色ある文化芸術活動を活かした地域づくり」「文化芸術を
支え育む基盤整備」を柱に各種の施策を展開していきます。
■ 施策体系
（１）誰もが文化芸術を楽しみ感動できる環境づくり
① 県民の鑑賞、参加及び創造の機会の充実
② 高齢者、障害者等の文化芸術活動の充実
③ 身近な文化芸術活動の場の充実

（２）文化芸術を担う「人財」の育成
① 子どもの文化芸術活動の充実
② 学校教育における文化芸術活動の充実
③ 文化芸術の担い手の育成及び確保

（３）特色ある文化芸術活動を活かした地域づくり
① 地域の特色ある文化芸術の振興
② 文化芸術に関する交流の促進と国内外への発信
③ 文化芸術で活躍し、振興に寄与した人々の顕彰
④ 文化芸術に関する情報の収集及び提供

（４）文化芸術を支え育む基盤整備
① 文化施設の充実
② 民間の支援活動の活性化
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１ 誰もが文化芸術を楽しみ感動できる環境づくり
文化芸術に触れあうことは、豊かな感性や創造性を育み、人々の心を豊かにする
ことにつながります。
県民が居住する地域、年齢、その他の条件に関わりなく、文化芸術を創造・発表
したり、鑑賞・体験して楽しみ、文化芸術に親しめる企画の実施や環境の整備を行
い、文化芸術活動の機会を充実していきます。
また、少子高齢化の進行やライフスタイルの多様化を踏まえ、気軽に身近な場所
で自主的、主体的な文化芸術活動に取り組めるよう、利用しやすい活動の場づくり
を進めていきます。

（１）県民の鑑賞、参加及び創造の機会の充実
広く県民が各ライフステージにおいて文化芸術に触れたり、活動に参加したり、作
品を創作・発表したりする機会を充実するため、文化祭の開催、文化芸術に関する公
演、展示等の実施に取り組むほか、県民や文化団体等が主体的に行う文化行事に対す
る後援、支援等を行います。
【施策・取組の方向性】
○ 県総合芸術文化祭の充実
○ 県立文化施設における鑑賞事業の充実
○ 県立美術館におけるコレクションを活用したウィークイベントや、地域と連携・
協働したアートイベントの実施
○「山口県美術展覧会」ゆかりのアーティスト作品展などの移動展示
○ 県立文化施設におけるアウトリーチ※１活動の推進
○ 文化芸術分野における指導者等の派遣
○ 文化芸術の香りを地域に届ける出前講座、出前演奏会、企画展等の開催
○ 文化芸術に関する研修講座、ワークショップ（体験型講習会）の開催
○ 日本ジャンボリーや世界スカウトジャンボリーなど、国内外から参集する大規
模行事への参画
○ 一定の基準を満たす文化芸術事業への後援名義の提供、知事賞の交付、情報提
供、広報協力、助言

（２）高齢者、障害者等の文化芸術活動の充実
高齢者、障害者、子育て中の保護者などが文化芸術活動に容易に参加でき、活発に
活動できるような条件整備を進めます。
文化芸術によって、生涯を通じて生き生きと活躍できる生涯現役社会づくりにつな
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げるほか、高齢者等の豊富な知識や経験を活用して、地域で育まれた個性的な文化の
発展や子どもたちへの継承を図るための取組を推進します。
【施策・取組の方向性】
○ 健康福祉祭、障害者芸術文化祭の開催など、
高齢者、障害者等の創作活動等の発表の場の
確保と充実
○ 高齢者が持つ豊かな経験や知識等の活用
○ 乳幼児とその保護者を対象とした鑑賞機会
の充実や託児サービスの促進
○ 地域の文芸作品の点字化などによる文化の
バリアフリー※２化の推進
○ 文化施設における高齢者等の入場料等の減免
○ 各種文化芸術イベント等における専用駐車
場の確保、休憩スペース・授乳室の設置及び
ユニバーサルデザイン※３の推進
○ 第２８回全国健康福祉祭（ねんりんピック）
やまぐち大会における文化交流大会の実施

（３）身近な文化芸術活動の場の充実
県民が、日常的に練習や創作活動等を行う場を充実するため、最も身近な地域にあ
る文化施設、学校施設、社会教育施設その他施設を利用した文化芸術活動の促進に取
り組みます。
【施策・取組の方向性】
○ 公的施設の利用可能時間、利用料金、利用可能条件、利用受付期間等の制度改善
または運用改善による文化芸術活動への開放の推進
○ 学校の施設開放と連動した文化芸術活動の場としての活用の促進
○ 県民の企画する身近な文化芸術イベント、講座等の開催の促進と支援の充実

※１ アウトリーチ：芸術活動の一つで、芸術に接する機会や関心がない人々に対し、芸術への興味と関
心をもたせるために、芸術家・企画者側から働きかける様々な活動。音楽家が学校や病院などの音
楽ホール以外の場所に出張して行う演奏活動や、美術館・博物館の館外活動などを意味します。
※２ バリアフリー：「障壁のない」ことを指します。
※３ ユニバーサルデザイン：高齢者や障害のある人などを含む誰もが、はじめから利用しやすいように、
施設・製品・サービスなどに配慮を行うという考え方で、「すべての人のためのデザイン」ともい
われています。
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２ 文化芸術を担う「人財」の育成
次代を担う子どもたちが、地域や学校などで直に文化芸術に触れて、興味や関心
を持ち、豊かな感性や創造性を育むことにより、文化芸術の分野をはじめ、将来様
々な分野で活躍できるよう教育環境づくりを進めます。
また、少子高齢化や過疎化が進行する中、地域の歴史や伝統、気候・風土などが
生かされた特色ある文化芸術を継承・発展させ、次代に引き継いでいくため、伝統
芸能・民俗芸能の伝承者、文化財の保存活動に従事する者など、文化芸術の担い手
の養成に努めます。

（１）子どもの文化芸術活動の充実
次代を担う子どもたちが日ごろから文化芸
術に触れあい、体験し、発表していく機会の
充実を図り、個性や感性・創造性を育む環境
づくりを積極的に展開します。
文化ホールや美術館、博物館、図書館等の
文化施設においては、積極的に子どもたちと
関わっていくような取組を進めます。
【施策・取組の方向性】
○ 県総合芸術文化祭における子どもの出演機会の確保及び分野別フェスティバル
における子ども部門の実施
○ 子どもを対象とした学校や地域での優れた芸術の鑑賞・体験学習機会の充実
○ 第一線で活躍する芸術家等と子どもの創作・交流機会の確保と充実
○ 文化施設における子どもの入場料等の減免
○ 子どもを対象としたプログラムなど県立文化施設における自主企画事業の充実
○ 水辺の楽校など農山漁村等をフィールドとした自然体験学習の推進
○ 学校や地域団体への学習支援及び教育普及講座の充実
○ 子どもの読書活動の推進

（２）学校教育における文化芸術活動の充実
学校は、文化芸術の担い手（創造者、指導
者、後継者等）の育成や、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の場で
あるとともに、地域の伝統芸能を知り、理解
し、伝承していく上で重要な場であるという
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認識の下、授業、クラブ活動、生徒指導等、学校教育の中で、子どもたちが文化芸術
について鑑賞し、参加し、創造し、または学習する機会の充実を図るための取組を進
めます。
【施策・取組の方向性】
○ 県高等学校総合文化祭、県中学校総合文化祭等の充実
○ 学校教育における伝統文化や生活文化への取組の促進
○ 芸術家や文化アドバイザー等指導者の派遣
○ 地域の文化施設等との連携による児童・生徒の芸術鑑賞事業・体験学習への支援
○ 学校への巡回公演等の充実

（３）文化芸術の担い手の育成及び確保
文筆家、画家、工芸家、演奏家、作曲家、
脚本家、演出家、デザイナー、舞踊家、振付
師等の創造的活動を行う者、伝統芸能及び民
俗芸能の伝承者、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、アート
マネジメントを行う者やプロデューサーと
いった文化芸術活動の企画を行う者の育成確
保に取り組みます。
【施策・取組の方向性】
○ 国内外への研修派遣など新進芸術家や芸術団体の育成・活動支援
○ 伝統芸能の若手後継者の育成
○ 歴史や伝統を伝える「三世代交流教育」の推進
○ 文化芸術活動のリーダーやプロデューサーなどの育成
○ 文化ボランティア（施設ボランティア等）や指導者（文化アドバイザー、生涯学
習アドバイザー等）の育成、派遣等を行うコーディネート機能の充実
○ 地域の人材を有効活用する文化人材バンク、女性人材バンク、生涯学習人材バン
ク等の整備・充実
○ 県内の公立文化施設職員の資質向上を図る研修、ワークショップの開催
○ 県主催の文化イベントにおける指導者、演出家、出演者等としての登用
○ 文化施設のワークショップ、アウトリーチ事業等における指導者としての登用
○ 文化政策、文化事業等の推進に係る各種実行委員会、協議会における委員として
の登用
○ 市町や公益財団法人山口県ひとづくり財団等が実施する各種の生涯学習講座や
文化講座などへの家族ぐるみや若年層の参加の促進
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３ 特色ある文化芸術活動を活かした地域づくり
県内各地域における住民の主体的な文化芸術活動や、地域の歴史、風土、先人、
文化財その他の文化資源を活かした地域の特色ある文化芸術活動を活性化させるた
めの取組を実施し、地域コミュニティの形成、観光交流の活性化と観光力の増強、
文化芸術に関する地域産業の育成などにつなげていきます。
また、県民の自主的・主体的な文化芸術活動の行動の動機付けとなる効果的な情
報提供や、国内外に地域の特色ある活動や本県の「人財」を積極的に発信すること
で、地域のイメージアップや様々な国や地域と交流の促進を図り、活力のある地域
づくりにつなげます。

（１）地域の特色ある文化芸術の振興
地域固有の伝統芸能、民俗芸能の保
存継承のほか、地域の歴史や伝統、自
然、産業、先人、方言その他文化的保
有資源を活用した特色ある文化芸術
活動により、住民の自信や誇り、地域
社会の魅力創造やアイデンティティ
形成を促進する取組を進めます。
【施策・取組の方向性】
○ 文化回廊構想の推進（維新史回廊構想、やまぐち文学回廊構想など）
○ 中原中也、種田山頭火、金子みすゞ、まど・みちお、星野哲郎などの「詩」をテー
マとした本県の文化的魅力を発信する企画の実施（ポエムやまぐち構想の推進）
○ 県立美術館におけるコレクションを活用したウィークイベントの実施
○ 貴重な文化遺産等をデジタル化し積極的な利活用を図るデジタルアーカイブ※１
化などによるＷｅｂコンテンツ※２の充実
○ 公益財団法人山口きらめき財団による助成事業の充実
○ 文化資源を活かした観光の振興
○ 保存、後継者育成等を通じた伝統芸能、伝統工芸の振興
○ 山口県景観形成基本方針に基づく景観づくりの促進
○ 指定文化財等の保存整備と活用
○ 市町文化財保存施設の充実
○ 各地の伝統芸能、行事、生産技術等の生活文化など特色ある地域文化の継承や掘
り起こし、再生の促進
○ 豊かな自然の恵みを活かした各地の食文化の継承と再発見
○ 地域に眠る文化資源の掘り起こし
○ 県史の編さん
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○ 一定の基準を満たす文化芸術事業への後援名義の提供、知事賞の交付、情報提供、
広報協力、助言（再掲）
○ 明治維新１５０周年に向けた本県の歴史や文化的魅力の発信

（２）文化芸術に関する交流の促進と国内外への発信
国際交流や地域間交流など、様々な国や地域との異なる文化芸術の交流を通じ、自
らの文化芸術の再認識や触発による新たな文化芸術の創造を促進します。
また、歴史や文化を活かした情報、地域の文化芸術を国内外に発信し、地域のイメー
ジアップにつなげるほか、新たな地域間の交流を促進し、観光力の増強につなげてい
きます。
【施策・取組の方向性】
○ 総合芸術文化祭その他の全県規模の文化芸術イベントの実施
○ 全国規模の文化芸術イベントの開催
○ 日本ジャンボリー、世界スカウトジャンボリーの各種プログラムへの参画
○ 中原中也、種田山頭火、金子みすゞ、まど・みちお、星野哲郎などの「詩」をテー
マとした本県の文化的魅力を発信する企画の実施（ポエムやまぐち構想の推進）
（再掲）
○ 国民文化祭への県民、文化芸術団体の派遣
○ 中国四国九県による「中四国文化のつどい」への参加
○ 国内外との交流の促進による文化芸術活動の活性化と技能の向上
○ 友好協定・姉妹提携先との文化交流の促進
○ 外国文化の紹介展開催、海外芸術家の招へい等の促進
○ 日本や本県の文化芸術を海外へ紹介する機会の充実
○ 海外からの留学生、研修生等との交流の促進
○ フィルムコミッション※３による本県を舞台とした映画やテレビドラマのロケの
誘致・支援
○ 文化芸術団体等の国内外への派遣や受入の促進
○ 海外の子どもたちとの絵画展等による交流展覧会の開催
○ 国内外からの芸術家を一定期間招へいし、滞在中の創作活動を支援するアーティ
スト・イン・レジデンス※４事業の充実
○ もてなしや触れあいを大切にした県内外の人々や地域との交流・連携の促進
○ 明治維新１５０周年に向けた本県の歴史や文化的魅力の発信（再掲）
○ 世界文化遺産（九州・山口の近代化産業遺産群※５）の登録に向けた取組の実施
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（３）文化芸術で活躍し、振興に寄与した人々の顕彰
文化芸術活動で活躍したり、文化芸術
の発展に尽くしたりした人々を顕彰し、
世の中に周知することによって、県民の
文化芸術に対する関心や意欲を高めると
ともに、文化芸術の発展のために優れた
「人財」を地域資源として活用していく
ように取り組みます。
山口県の誇る「人財」を積極的に顕彰
し、伝え、アピール・発信することで、観光や地域産業に活用していきます。
【施策・取組の方向性】
○ 文化芸術関係各賞（山口県文化特別功労賞、山口県選奨（芸術文化功労）、山口
県文化功労賞、山口県芸術文化振興奨励賞、山口県文化特別褒賞、メダル栄光（文
化賞））の表彰
○ 文化芸術に係る優れた業績の事例集（記録集、作品集等）の発行、出前講座の実
施、広報誌またはＷｅｂサイト※６等での紹介
○ 受賞した芸術家による公演や作品をテーマとした展覧会等への支援
○ 芸術家の生涯または作品等を素材とした演劇等の創作作品の制作、上演への支援
○ 研究者またはコレクターによる蒐集品を活用した美術展等への支援

（４）文化芸術に関する情報の収集及び提供
個人、グループ、地域単位で行われることの多い文化芸術に関する情報や、文化芸
術活動の振興に有効な人材情報・支援制度に関する情報を広く収集し、県民に提供す
るように取り組みます。
【施策・取組の方向性】
○ 本県文化芸術の国内外に向けた情報発信の促進
○ 多様な本県文化芸術をインターネット上でわかりやすく発信する際の総合窓口
となるポータルサイト※７の充実
○ インターネット上の交流ツールであるソーシャルメディア※８をも含めた各種メ
ディアを活用した文化芸術情報の発信
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インターネット上での情報提供

各種のリーフレット

※１ デジタルアーカイブ：散在している有形・無形の文化財、膨大な遺跡、自然環境などをデジタル映
像や文書として記録・保管するシステムのこと。遺跡の劣化、書物など文化財の老朽化が懸念され
る中で、これらの永久的保存に役立つ手段として注目されています。
※２ Ｗｅｂコンテンツ：インターネット上で提供される動画、音声、文字などの情報の内容をいいます。
※３ フィルムコミッション：映画、テレビドラマ、ＣＭなどのロケーション撮影を誘致したり、実際の
撮影をスムーズに進めるための自治体等の非営利的組織をいいます。
※４ アーティスト・イン・レジデンス：国内外からアーティストを一定期間、特定の場所に招へいして、
そこでの創作活動に専念できる環境を提供するなど、滞在中の活動を支援する事業をいいます。
※５ 九州・山口の近代化産業遺産群：「幕末期から明治期の飛躍的な日本の近代化」をテーマとして複
数の資産から連続的に構成される遺産群。幕末期の 1850 年から明治期の 1910 年代にかけて築かれ
た近代化産業遺産とその社会的経済的背景を共有する同種の歴史的文化的範ちゅうに属する資産
で、九州・山口を中心とした８県１１市にある８エリア２８件の構成資産からなります。
※６ Ｗｅｂサイト：インターネット上で、1 冊の本のように、ひとまとまりに公開されているページ群。
※７ ポータルサイト：ポータルは本来、「入り口、玄関」といった意味の英単語で、転じて、インター
ネットを利用する際に、最初に閲覧するページのことをいいます。
※８ ソーシャルメディア：インターネット上で、個人が情報を発信することにより展開される情報交流、
人の結びつきを利用した情報流通など、社会的な要素を含んだメディアのこと。
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４ 文化芸術を支え育む基盤整備
県民が多様な文化芸術を創造・発表したり、参加・体験したり、鑑賞したりする拠
点として、文化施設の果たす役割は重要であることから、施設機能の充実や事業の充
実、マンパワーの充実等を図るための取組を行います。
また、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による
支援活動を活発化させるための環境づくりを進めていきます。

（１）文化施設の充実
文化芸術の拠点である文化施設を充実するため、施設
の整備、コンサートや展覧会の実施、人員の適材配置、
所蔵作品の充実などに取り組みます。
【施策・取組の方向性】
○「劇場、音楽堂等の活性化に関する法律」の施行を
踏まえた、山口県総合芸術文化祭等の文化芸術公演
の企画・実施
○ 芸術家・芸術団体のための発表や練習の場の確保
○ 県立文化施設が行う舞台公演や講習会などの自主
事業の充実
○ 国内外の第一線で活躍する芸術家等と地域との創
作・交流機会の確保と充実
○ 美術館・博物館の所蔵品等及び図書館の図書の充実
○ 美術館所蔵作品等のデジタル化など各種文化情報
のデータベース※１化の推進
○ 図書館情報提供システム、生涯学習情報提供システ
ムの整備・充実
○ 民間のノウハウを活かした県立文化施設の運営や
利用促進
○ 美術館や博物館などの県立施設相互の連携（美術
館・博物館などネットワーク構想の推進）、及び県
立文化施設と市町文化ホール等との連携の推進
○ 県内の公立文化施設職員の資質向上を図る研修、
ワークショップの開催（再掲）
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（２）民間の支援活動の活性化
文化ボランティア活動や企業メセナ活動※２といった個人や団体、事業者等の自主性
に基づき、民間による文化芸術を支える活動が活発に行われるように取り組みます。
【施策・取組の方向性】
○ ＮＰＯ等県民活動団体自らが行う文化芸術を支え
る活動への支援
○ 文化ホール、美術館その他の文化施設におけるボラ
ンティアの充実と活動の促進
○ 企業メセナ活動への気運醸成
○ 企業メセナにより実施される文化事業に対する県
の後援
○ 企業等による支援活動の状況などの情報の収集及
び提供

※１ データベース：コンピューターで、相互に関連するデータを整理・統合し、検索しやすくしたファ
イル。また、このようなファイルの共用を可能にするシステムのことを意味します。
※２ メセナ活動：企業の社会貢献活動として行われる支援活動であり、即効的な販売促進や広告宣伝効
果を求めるものとは異なるもの。
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第５章 文化芸術振興に向けた推進体制の充実
１ 連携強化のための多様なネットワークづくり
山口県文化芸術振興条例の基本理念に基づき、この計画に定める文化芸術の振興に向
けた取組を推進するに当たっては、県民、文化芸術団体、文化施設、学校、事業者、市
町、国その他関係機関などと連携・協力しながら積極的に文化芸術に関する施策を推進
するための組織づくりやネットワークづくりに取り組みます。
（１）県民との連携
多様で高度化していく県民ニーズに迅速に対応し、県民の自主的・積極的な文化芸
術活動を促進するため、県民、ボランティア等と行政との連携を強化し、パートナー
シップに基づいた文化芸術振興の環境づくりを進めます。
（２）文化芸術団体等との連携
文化芸術団体、文化芸術関係者の相互の連携と協働を一層促進するため、山口県文
化連盟と協力して、文化芸術団体の幅広いネットワークづくりを促進します。
また、地域における県民の文化活動等への助成や情報発信等を行う「公益財団法人
山口きらめき財団」と密接に連携し、適切な役割分担の下で協働して文化芸術振興の
環境づくりを図ります。
（３）文化施設との連携
文化施設が地域の文化芸術活動の拠点としての役割を担っていけるよう、様々な文
化施設と行政機関相互の情報の共有や文化施設相互のネットワークづくりを促進しま
す。
（４）学校との連携
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、集団生活の中で、次代
を担う子どもたちの豊かな感性や創造性を養うための取組を進める上で、学校とより
一層の連携を図ります。また、大学等との積極的な連携を進め、教職員や学生による
専門的または先進的な教育活動や、学術研究としての文化財保護など、文化芸術振興
につながる取組を促進します。
（５）事業者との連携
事業者自らの文化活動や事業者の有する施設開放あるいは資金援助などによるメセ
ナ活動の展開の促進、定着化を図るため、事業者と行政とのパートナーシップによる
連携を進めます。
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第５章 文化芸術振興に向けた推進体制の充実

（６）市町との連携
県民の自主的、主体的な文化活動を支援するため、県と市町との適切な役割分担の
下でパートナーシップによる連携の強化を図り、文化芸術振興施策の一体的、総合的
な推進に努めます。
（７）国や他の都道府県等との連携
広域的な文化交流、情報交換等の促進を図るため、国や他の都道府県等との連携を
図り、本県文化芸術の活性化とともに、国内外に向けた情報発信に努めます。

２ 県としての推進体制等
（１）計画の推進に当たって
文化芸術が、
県民の暮らしや地域づくりに大きな役割を果たしていることを踏まえ、
この計画の推進に当たっては、県の各部局との緊密な連携・協力の下、県民、文化芸
術団体、文化施設、学校、事業者、市町、国その他関係機関等と連携しながら、総合
的な文化芸術振興施策を推進します。
また、まちづくりや地域産業などの地域振興の部門と連携しながら文化行政を進め
るとともに、地域の歴史や文化等を反映したデザインの採用など、あらゆる分野の施
策、事業、事務処理において、文化的な視点を取り入れ、「産業力」「観光力」の増
強にもつなげていけるよう取り組みます。
（２）計画の進行管理と点検評価
県は、この計画を着実に推進するため、毎年度、計画に掲げる施策の取組状況や進
捗状況を把握し、進行管理と評価を行うとともに、取組の成果について、条例第２１
条に定める県議会への年次報告を行い、一般には白書として公表します。
また、施策の取組状況等については、毎年度開催する山口県文化芸術審議会（条例
第２２条）において審議し、社会情勢の変化等を踏まえた必要な見直しを行った上で、
次年度以降の施策展開と予算化に向けた検討を行っていきます。
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付属資料
山口県文化芸術振興条例

山口県文化芸術振興条例
平成１９年１２月２５日公布・施行
平成１９年山口県条例第５５号
目次
前文
第一章
第二章
第三章
附則

総則(第一条―第五条)
文化芸術の振興に関する基本的施策(第六条―第二十一条)
山口県文化芸術審議会(第二十二条)

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る。い
く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た。
この文化的な風土のもと、先哲の教えを受けて輩出した多くの逸材が明治維新の偉業を
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たものの、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る。
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、一層身近なものとすることが求められている。今こそ、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。
私たちは、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、将来にわたり、人々と喜び
を分かち合っていきたいと願う。
ここに、私たちは、国民文化祭・やまぐち二〇〇六で発揮された、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、県民一人一人が燦きらめく元気県を築く
ことを決意し、この条例を制定する。
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、文化芸術の振興について、基本理念を定め、及び県の責務を明らか
にするとともに、文化芸術の振興に関する施策の基本となる事項を定めることにより、
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し、もって心豊かで潤いのある
県民生活及び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を目的とする。
(基本理念)
第二条 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。
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２

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。
３ 文化芸術の振興は、県民、文化芸術に関する活動(以下「文化芸術活動」という。)を
行う団体(以下「文化芸術団体」という。)、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。
４ 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。
５ 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。
６ 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(文化芸術が人々及び社会に及ぼす影響力をいう。)が向上する
よう考慮されなければならない。
(県の責務)
第三条 県は、前条に規定する文化芸術の振興についての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。
２ 県は、前項の施策を策定し、及び実施するに当たっては、県民の意見を反映させるよ
う努めるとともに、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ものとする。
３ 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、文化芸術の振興に資するように配慮した施策を推進するよう努
めるものとする。
(市町との連携)
第四条 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
との連携に努めるものとする。
２ 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、技術的な助言その他の必要な支援を行
うよう努めるものとする。
(県民の役割)
第五条 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、地域における主体的な文化芸術活動の発展及び将来の世代への継承に
配慮するよう努めることによって、文化芸術の振興に積極的な役割を果たすものとする。
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第二章 文化芸術の振興に関する基本的施策
(基本方針)
第六条 知事は、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的な方針(以下「基本方針」という。)を策定しなければなら
ない。
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ものとする。
３ 知事は、基本方針の案を作成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ものとする。
４ 知事は、基本方針を策定するに当たっては、あらかじめ、山口県文化芸術審議会(以下
「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
５ 知事は、基本方針を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
６ 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。
(県民の鑑賞、参加及び創造の機会の充実)
第七条 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、展示等の実施その他の必要
な施策を講ずるものとする。
(高齢者、障害者等の文化芸術活動の充実)
第八条 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ものとす
る。
(子どもの文化芸術活動の充実)
第九条 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
講ずるものとする。
(学校教育における文化芸術活動の充実)
第十条 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ものとする。
(地域の特色ある文化芸術の振興)
第十一条 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ものとする。
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(交流の促進及び国内外への発信)
第十二条 県は、県民による魅力ある文化芸術の創造及び享受に資するため、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よう努めるものと
する。
(担い手の育成及び確保)
第十三条 県は、文化芸術に関する創造的活動を行う者、伝統芸能及び民俗芸能の伝承者、
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を担う者(以下「担い手」と
いう。)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ものとする。
(顕彰)
第十四条 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及び文化芸術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を図るため、優
れた業績の調査、記録及び周知、過去又は現在の優れた芸術家その他に係る公演、展示
等への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。
(文化施設の充実)
第十五条 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、担い手の配置、文化芸術に関する作品の記録及び保存その他の必要な施策を講ずる
ものとする。
(身近な文化芸術活動の場の充実)
第十六条 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
置を講ずることその他の必要な施策を講ずるものとする。
(情報の収集及び提供)
第十七条 県は、県民による自主的な文化芸術活動の促進を図るとともに、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を収集し、及び提供するよう努めるものとする。
(民間の支援活動の活性化)
第十八条 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(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。)
その他文化芸術活動を支援する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ものとする。
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(推進体制の整備)
第十九条 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ものとする。
(財政上の措置)
第二十条 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
ずるよう努めるものとする。
(年次報告)
第二十一条 知事は、毎年、県議会に、文化芸術の振興の状況及び文化芸術の振興に関す
る施策について報告するとともに、これを公表しなければならない。
第三章 山口県文化芸術審議会
第二十二条 文化芸術に関する重要事項についての調査及び審議並びに文化芸術に関する
施策についての建議に関する事務を行わせるため、審議会を置く。
２ 審議会は、委員二十人以内で組織する。
３ 委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。
４ 前三項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定
める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
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主な助成制度一覧［平成 24 年度］
助成主体

助成事業名

助成対象事業（支援内容）

助成対象

公 益 財 団 法 人 地域文化活動支援 民間の地域文化活動であって、

山口県内で主に活動

山 口 き ら め き 事業

①地域文化の振興に寄与する事業

する民間の団体又は

財団

②文化交流を促進する事業

個人

③地域文化を担う人材及び団体を育成する事業
④文化意識の高揚に資する事業

郷土文化活動支援 民間の郷土文化活動であって、

山口県内で主に活動

事業

①他の郷土文化活動を行う団体との交流事業

する郷土文化活動を

②郷土文化活動を広く普及する事業

行う民間の団体

③衰退した郷土文化を新たに掘り起こし、伝承す
る事業
④郷土文化の後継者を育成する事業
⑤郷土文化を保存及び伝承するために、その活動
を記録する事業
⑥毎年の活動等により劣化した郷土文化に関す
る衣装、用具等を修繕又は更新する事業

（問合せ先）(公財)山口きらめき財団 TEL083-929-3600
文化庁

優れた劇場・音楽 ①重点支援劇場・音楽堂

地方公共団体、特例民

堂からの創造発信 ②地域の中核劇場・音楽堂

法法人並びに一般社

事業

団法人・一般財団法人

③共同制作公演

及び公益社団法人・公
益財団法人、特定非営
利活動促進法（平成
10 年法律第７号）に
より設立された法人、
その他の法人格を有
する団体

地域発・文化芸術 舞台芸術（音楽，演劇，舞踊等），美術，メディ 地方公共団体
創造発信イニシア ア芸術などを中心とした地域振興のための事業
チブ事業
優秀映画鑑賞推進 東京国立近代美術館フィルムセンターが所蔵す 市町、公立文化施設
事業

る映画フィルムによる公開上映の実施

映画製作への支援 日本映画（劇映画、記録映画、アニメーション映 映画の製作活動を行
画）の企画から完成までの製作活動で、国内にお うことを主たる目的
いて一般に広く公開されるもの

とする団体

新進芸術家海外研 美術、音楽、舞踊、演劇等の各分野における新進 18 歳以上の部、15 歳
修制度

芸術家の海外留学

以上 18 歳未満の部
（音楽、舞踊）

（問合せ先）山口県文化振興課地域文化班 TEL083-933-2610
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付属資料
助成制度一覧

助成主体

助成事業名

助成対象事業（支援内容）

助成対象

日 本 芸 術 文 化 芸術文化振興基金 地域の文化の振興に資する文化施設等が行う公 文化施設の管理者又
振興会
助成金
演・展示活動等
は設置者等
アマチュア文化団体等が行う文化活動等

アマチュア等の文化
団体

①歴史と伝統を持った集落・町並みの保存・活用 地方公共団体、財団法
を図る事業等

人、ＮＰＯ法人等

②民俗文化財の保存、伝統工芸技術の伝承等に資
する事業等

国内映画祭、日本 ①国内映画祭
②日本映画上映活動
映画上映活動等

映画の上映活動又は
製作活動を主たる目
的とする我が国の団
体

トップレベルの舞 ①公演単位支援型
台 芸 術 創 造 事 業 自主公演の創作活動について、一活動毎に助成
（文化芸術振興費 ②年間活動支援型
自主公演の創作活動について、原則３年間継続
補助金）
し、複数の活動に助成

最近３か年間におい
て、定める回数以上の
自ら主催する有料公
演の開催実績を有す
る芸術団体

（問合せ先）日本芸術文化振興会
TEL03-3265-6214（文化会館公演活動）
基金部地域文化助成課
03-3265-6407（美術館展示活動、文化財関係）
03-3265-6373（アマチュア等の文化団体活動）
企画調査課
03-3265-6312（国内映画祭等）
芸術活動助成課
03-3265-6338 他（トップレベルの舞台芸術創造事業）
財 団 法 人 地 域 地域の文化・芸術 地方公共団体等が自主的に実施する、創造的で文 地方公共団体、指定管
創造
活動支援事業
化的な芸術活動のための環境づくりを支援する 理者等
事業

地域伝統芸能等保
存事業
公共ホール等活性
化支援事業

地域の伝統芸能等を映像に記録、保存、収蔵する 実行委員会
事業

公共ホール等

＜音楽＞
①公共ホール音楽活動活性化事業
②公共ホール音楽活性化支援事業
③公共ホール音楽活性化アウトリーチフォーラ
ム事業
＜ダンス＞
①公共ホール現代ダンス活性化事業
②公共ホール現代ダンス活性化支援事業
＜演劇＞
①公共ホール演劇ネットワーク事業
②リージョナルシアター事業
＜邦楽＞
①邦楽地域活性化事業
＜美術＞
①市町村立美術館活性化事業
②公立美術館巡回展示支援事業

（問合せ先）(財)地域創造総務部振興助成課 TEL03-5573-4050
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付属資料
助成制度一覧

助成主体

助成事業名

助成対象事業（支援内容）

助成対象

財 団 法 人 自 治 宝くじ文化公演

交響楽団等による演奏会、演劇及び文化に関す 地方公共団体

総合センター

る講演その他の文化事業

宝くじまちの音楽 上質な音楽を提供するとともに、地元合唱団等 地方公共団体
会

と一流プロとの共演の場を設ける事業

宝くじふるさとワ 地域の人々に明るく健康的な笑いを提供する事 地方公共団体
クワク劇場

業

宝くじおしゃべり 上質な音楽を提供し、心豊かな地域社会の推進 地方公共団体
音楽館

に資する事業

地域の芸術環境づ 企画制作能力の向上及び公立文化施設等の利活 地方公共団体、指定管
くり助成事業

用の推進を図るため、自ら企画・制作する音楽 理者等
・演劇・ダンス・古典芸能・美術分野などの文
化・芸術事業のうち、「地域交流プログラム」
を伴うもの

（問合せ先）(財)自治総合センター文化振興部 TEL03-3504-0841
公 益 財 団 法 人 地域住民のための 質の高いクラシックコンサートの開催

地方公共団体

三 井 住 友 海 上 コンサート
文化財団

文化の国際交流活 （音楽・郷土芸能などの分野で有意義な国際交 アマチュア団体
動に対する助成

流活動を行うアマチュア団体への助成）

（問合せ先）(公財)三井住友海上文化財団事務局 TEL03-5296-8069
公 益 財 団 法 人 エネルギア文化・ 美術の展示活動、音楽の公演活動及び伝統文化 中 国 地 域 に 所 在 す る
エ ネ ル ギ ア 文 スポーツ財団助成 の保存・伝承・復活・復元・発表活動であって、 文化団体、公益法人、
化・スポーツ財 事業

中国地域在住者が過半数を占め、中国地域内で 地方公共団体

団

行われる事業

（問合せ先）(公財)エネルギア文化・スポーツ財団事務局 TEL082-542-3639
公 益 財 団 法 人 西京教育文化振興 （山口県において、教育、スポーツの振興又は 団体、学校
西 京 教 育 文 化 財団助成事業

芸術文化の向上に著しい成果を見せた、他の模

振興財団

範とするに足る団体等への資金の補助を行う。）

（問合せ先）(公財)西京教育文化振興財団 TEL0834-22-7665
公 益 財 団 法 人 助成団体募集

①音楽部門、②美術展部門、③演劇部門、

①③④アマチュア団

三菱ＵＦＪ信

④伝統芸能部門

体、②美術館等

託地域文化財
団
（問合せ先）(公財)三菱ＵＦＪ信託地域文化財団 TEL03-5296-8069
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付属資料
文化芸術に関する県の表彰制度

文化芸術に関する県の表彰制度
制度名

概要
創設 平成１４年

本県出身者又は本県にゆかりがある者で、長年にわたり芸
山口県文化特別 対象 術文化の分野において全国的に顕著な功績を挙げるとと
もに、本県の誇りとなる者
功労賞
時期 不定期
備考 浦上敏朗、澄川喜一、古川薫、星野哲郎、三輪壽雪（敬称略）
創設 昭和３９年
県選奨
(芸術文化功労)

対象

芸術文化の分野において、芸術、学術、文化の振興発展に
尽力し、功労の顕著な者や団体

時期 年１回（１１月）
件数 毎年３件程度
創設 平成８年

文化に関する創作や地域の文化団体の活動を通じて、文化の
山口県文化功労 対象
振興に顕著な功績があった者や団体（概ね５０才以上の者）
賞
時期 年１回（１１月）
件数 毎年１０件程度
創設 昭和２５年
芸術文化の分野において高い水準の創作活動を続け、か
山口県芸術文化 対象
つ、将来性のある者や団体（概ね５０才未満の者）
振興奨励賞
時期 年１回（５月）
件数 毎年２件程度
創設 平成２３年
全国的に注目を浴びるような顕著な功績があり、今後も活
山口県文化特別 対象
躍が期待できる者又は団体
褒賞
時期 不定期
備考 田中慎弥（敬称略）
創設 昭和４９年
メダル栄光
（文化賞）

学校教育又は社会教育部門で、世界的コンクール等におい
対象 て優秀な成績を収めたもの又は全国的コンクール等にお
いて最優秀又はそれに準ずる成績を収めたもの
時期 年２回（１０月、２月）
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付属資料
県内の文化関連施設

県内の文化関連施設
１

文化ホール
（平成２４年４月１日現在）
施設の名称

所在地

下関市菊川ふれあい 〒750-0317
会館
下関市菊川町下岡枝117
〒750-0025
下関市民会館
下関市竹崎町4-5-1
山口県国際総合セン 〒750-0018
ター(海峡メッセ下関) 下関市豊前田町3-3-1
〒750-0016
下関市生涯学習プラザ
下関市細江町3-1-1
宇部市楠総合センター 〒757-0216
(ﾙﾈｯｻﾝｽﾎｰﾙ)
宇部市船木442-11
〒755-0041
宇部市文化会館
宇部市朝日町8-1
〒755-0041
宇部市渡辺翁記念会館
宇部市朝日町8-1
宇部市シルバーふれ 〒755-0033
あいセンター
宇部市琴芝町2丁目4-25
維新百年記念公園野 〒753-0811
外音楽堂(ビックシェル) 山口市吉敷3995-1
クリエイティブ・ス 〒753-0088
ペース赤れんが
山口市中河原町5-12
健康文化センター
〒754-1277
(フィッカルあじす) 山口市阿知須4836-7
ニューメディアプラ 〒753-0077
ザ山口
山口市熊野町1-10
〒753-0072
山口県教育会館
山口市大手町2-18
山口市大海総合センター 〒754-1101
(らんらんドーム)
山口市秋穂東1130-5
山口市小郡ふれあい 〒754-0002
センター
山口市小郡下郷1440-1
〒747-0231
山口市徳地文化ホール
山口市徳地堀1527-3
〒753-0074
山口市民会館
山口市中央2-5-1
〒753-0075
山口情報芸術センター
山口市中園町7-7
〒754-0892
山口南総合センター
山口市名田島1218-1
〒758-0025
サンライフ萩
萩市土原526
萩市旭マルチメディ 〒754-0411
アセンター
萩市明木2959-1
〒759-3411
萩市須佐文化センター
萩市須佐4570-1
萩市田万川コミュニ 〒759-3113
ティセンター
萩市江崎338
〒758-0041
萩市民館
萩市江向495-4

ＴＥＬ
ＦＡＸ
083-287-0302
083-287-3050
083-231-6401
083-235-0800
083-231-5600
083-231-5598
083-231-1234
083-242-6234
0836-67-1200
0836-67-2227
0836-31-7373
0836-31-7306
0836-31-7373
0836-31-7306
0836-38-7000
0836-38-7000
083-922-2707
083-928-3374
083-928-6666
083-928-6611
0836-65-4858
0836-65-5046
083-921-1125
083-921-0700
083-922-5766
083-922-5766
083-984-2053
083-984-5699
083-973-0003
083-973-1122
0835-52-0095
083-923-1000
083-928-8488
083-901-2222
083-901-2216
083-972-8333
083-972-4777
0838-26-1333
0838-26-1355
0838-55-0001
0838-55-0077
08387-6-2310
08387-2-0211
08387-2-1649
0838-25-1234
0838-25-3149
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開館
平成10年
9月1日
昭和52年
5月8日
平成8年
7月20日
平成22年
3月20日
平成3年
11月1日
昭和54年
11月1日
昭和12年
7月
平成7年
5月1日
平成6年
8月
平成4年
5月
平成3年
5月25日
平成2年
5月1日
昭和58年
4月1日
平成6年
8月21日
昭和59年
4月1日
平成10年
4月25日
昭和46年
8月
平成15年
11月
平成2年
5月8日
平成11年
8月
平成9年
4月1日
平成15年
4月
昭和49年
12月
昭和43年
10月5日

管理者
下関市教育委員会
(財)下関市文化振興財団
(財)山口県国際総合セン
ター
株式会社ドリームシップ
宇部市社会福祉協議会
宇部市
宇部市
宇部市社会福祉協議会
(財)山口県施設管理財団
(NPO)こどもステーション山口
(財)阿知須まちづくり財団
(財)山口県ニューメディア
推進財団
(財)山口県教育会
山口市
山口市
山口市
(公財)山口市文化振興財団
(公財)山口市文化振興財団
(株)さんびる
萩公共サービス(株)
萩市
萩市
萩市
萩市

付属資料
県内の文化関連施設

施設の名称
防府市公会堂
防府市地域交流セン
ター(アスピラート)
防府市文化福祉会館
下松市文化会館
（スターピアくだまつ)
下松市市民交流拠点施設
（ほしらんどくだまつ)
岩国市玖珂こどもの館
岩国市周東文化会館
(ﾊﾟｽﾄﾗﾙﾎｰﾙ)
岩国市美和文化会館
(ハーモニーみわ)
岩国市民会館
岩国市由宇文化会館
山口県民文化ホールいわ
くに(シンフォニア岩国)
光市民ホール
大和スポーツセンター
長門市中央公民館
山口県民芸術文化ホール
ながと(ルネッサながと)
ラポールゆや
サンビームやない
秋吉台国際芸術村
美祢市民会館
周南市熊毛勤労者総
合福祉センター
周南市市民館
周南市社会文化ホール
周南市新南陽ふれあ
いセンター
周南市文化会館
山陽小野田市文化会館

所在地
〒747-0026
防府市緑町1-9-1
〒747-0036
防府市戎町1-1-28
〒747-0026
防府市緑町1-9-2
〒744-0025
下松市中央町21-1
〒744-0015
下松市大手町2-3-1
〒742-0335
岩国市玖珂町5330
〒742-0416
岩国市周東町用田137-8
〒740-1225
岩国市美和町渋前1751
〒740-0022
岩国市山手町1-15-3
〒740-1423
岩国市由宇町中央1-1-15
〒740-0016
岩国市三笠町1-1-1
〒743-0063
光市島田4-13-15
〒743-0103
光市岩田849
〒759-4101
長門市東深川1326-6
〒759-4106
長門市仙崎818-1
〒759-4503
長門市油谷新別名833
〒742-0021
柳井市柳井3670-1
〒754-0511
美祢市秋芳町秋吉50
〒759-2212
美祢市大嶺町東分326-1
〒745-0643
周南市中村803-2
〒745-0071
周南市岐山通1-4
〒746-0016
周南市中央町4-21
〒746-0042
周南市福川南町2-1
〒745-0874
周南市徳山5854-41
〒757-0002
山陽小野田市郡1754

ＴＥＬ
ＦＡＸ
0835-23-2211
0835-23-2828
0835-26-5151
0835-26-5111
0835-23-1500
0835-23-3011
0833-41-6800
0833-41-7723
0833-41-0906
0833-41-0907
0827-82-5446
0827-82-0380
0827-84-1400
0827-84-4949
0827-95-0005
0827-95-0009
0827-24-1221
0827-24-1221
0827-63-0121
0827-63-1314
0827-29-1600
0827-29-1609
0833-72-1441
0833-71-3555
0820-48-5500
0820-48-5501
0837-23-1181
0837-22-3648
0837-26-6001
0837-26-6002
0837-33-0051
0837-33-0052
0820-22-0111
0820-22-7599
0837-63-0020
0837-63-0021
0837-52-1123
0837-52-2460
0833-92-0200
0833-92-0201
0834-22-8650
0834-22-8653
0834-63-5533
0834-63-5534
0834-63-5000
0834-63-4305
0834-22-8787
0834-22-8790
0836-71-1000
0836-71-1002
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開館
昭和35年
10月15日
平成10年
10月31日
昭和47年
6月1日
平成5年
11月1日
平成24年
5月8日
平成7年
8月19日
平成6年
4月
平成9年
4月1日
昭和54年
4月
昭和59年
4月1日
平成8年
6月30日
昭和47年
5月10日
平成5年
12月22日
昭和60年
4月1日
平成12年
3月4日
平成9年
12月
昭和61年
10月6日
平成10年
8月25日
昭和44年
5月1日
平成10年
6月25日
昭和31年
7月25日
昭和49年
4月
平成2年
11月1日
昭和57年
11月2日
平成6年
5月28日

管理者
(公財)防府市文化振興財団
(公財)防府市文化振興財団
防府市教育委員会
(財)下松市文化振興財団
下松市
岩国市教育委員会
(財)周東町勤労者福祉財団
岩国市教育委員会
アクティオ株式会社
岩国市教育委員会
サントリーパブリシティ
サービスグループ
(財)光市文化振興会
(財)光市スポーツ振興会
長門市教育委員会
(公財)長門市文化振興財団
長門市教育委員会
柳井市
(公財)山口きらめき財団
美祢市教育委員会
周南市
(財)周南市文化振興財団
周南市
周南市教育委員会
(財)周南市文化振興財団
山陽小野田市教育委員会

付属資料
県内の文化関連施設

施設の名称
山陽小野田市民館
和木町文化会館
周防大島町大島文化
センター
周防大島町橘総合セ
ンター
周防大島町東和総合
センター
上関町中央公民館
阿武町町民センター
文化ホール

２

所在地
〒756-0802
山陽小野田市栄町9-25
〒740-0061
玖珂郡和木町和木2-1-1
〒742-2106
大島郡周防大島町小松138-1
〒742-2806
大島郡周防大島町西安下庄445-2
〒742-2512
大島郡周防大島町平野269-44
〒742-1403
熊毛郡上関町室津847
〒759-3622
阿武郡阿武町奈古3078-1

ＴＥＬ
ＦＡＸ
0836-83-5700
0836-83-8361
0827-53-3123
0827-53-6776
0820-74-5300
0820-74-3999
0820-77-0100
0820-77-1673
0820-78-2205
0820-78-0909
0820-62-1460
0820-62-1601
08388-2-2044
08388-2-2075

開館
昭和48年
11月17日
平成4年
4月
平成9年
5月8日
平成元年
1月19日
昭和59年
8月31日
昭和49年
8月
平成8年
4月

管理者
山陽小野田市教育委員会
和木町教育委員会
周防大島町教育委員会
周防大島町教育委員会
周防大島町教育委員会
上関町教育委員会
阿武町

博物館、美術館、資料館、文学館等
（平成２４年４月１日現在）
施設の名称

赤間神宮宝物殿
忌宮神社宝物館
下関市立考古博物館
下関市立しものせき
水族館(海響館)
下関市立長府博物館
下関市立豊田文化財
資料室
下関市立美術館
下関市立豊北歴史民
俗資料館
住吉神社宝物館
土井ヶ浜遺跡・人類
学ミュージアム
下関市立東行記念館
豊田ホタルの里ミュー
ジアム
下関市立近代先人顕
彰館(田中絹代ぶんか館)
中本たか子文学資料
館

所在地
〒750-0003
下関市阿弥陀寺町4-1
〒752-0967
下関市長府宮の内1-18
〒751-0866
下関市綾羅木岡454
〒750-0036
下関市あるかぽーと6-1
〒752-0979
下関市長府川端1-2-5
〒750-0424
下関市豊田町矢田153-1
〒752-0986
下関市長府黒門東町1-1
〒759-5511
下関市豊北町滝部3153-1
〒751-0805
下関市一の宮住吉1-11-1
〒759-6121
下関市豊北町神田上891-8
〒750-1101
下関市吉田町1184
〒750-0441
下関市豊田町中村50-3
〒750-0008
下関市田中町5-7
〒759-5332
下関市豊北町角島630-3

ＴＥＬ
ＦＡＸ
083-231-4138
083-234-1248
083-245-1093
083-245-9426
083-254-3061
083-254-3062
083-228-1100
083-228-1139
083-245-0555
083-245-0783
083-766-3479
083-766-3490
083-245-4131
083-245-6768
083-782-1651
083-782-1651
083-256-2656
083-256-8309
083-788-1841
083-788-1843
083-284-0212
083-284-0219
083-767-0350
083-767-0355
083-250-7666
083-231-0469
083-786-2574
083-786-2574
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開館
昭和40年
4月23日
昭和46年
4月1日
平成7年
5月13日
平成13年
4月1日
昭和8年
10月20日
平成7年
7月25日
昭和58年
11月19日
昭和55年
11月1日
昭和25年
平成5年
5月1日
平成22年
6月1日
平成16年
6月5日
平成22年
2月13日
平成12年
10月

管理者
赤間神宮
忌宮神社
下関市教育委員会
(財)下関海洋科学アカデ
ミー
下関市教育委員会
下関市教育委員会
下関市教育委員会
下関市教育委員会
住吉神社
下関市教育委員会
下関市教育委員会
下関市教育委員会
(財)下関市文化振興財団
中本たか子文学資料館

付属資料
県内の文化関連施設

施設の名称
中山神社宝物殿
乃木神社宝物館
梅光学院大学博物館
藤原義江記念館
下関市烏山民俗資料館
宇部市石炭記念館
宇部市立図書館附設
資料館
逍雲堂美術館
緑と花と彫刻の博物館
(ときわミュージアム)
おおすみ歴史美術館
旧中川家住宅
(阿知須｢いぐらの館｣)
鋳銭司郷土館
中原中也記念館
のむら美術館
福田貝館
山口県立大学附属郷
土文学資料センター
山口県立美術館
山口県立山口博物館
山口市秋穂歴史民俗
資料館
山口市小郡文化資料館
山口市徳地文化伝承館
山口市歴史民俗資料館
山口大学埋蔵文化財
資料館
龍福寺資料館
瑠璃光寺資料館

所在地
〒751-0849
下関市綾羅木本町7-10-8
〒752-0967
下関市長府宮の内3-8
〒750-8511
下関市向洋町1-1-1
〒750-0003
下関市阿弥陀寺町3-14
〒759-6301
下関市豊浦町川棚5180
〒755-0003
宇部市則貞3-4-1
〒755-0047
宇部市島1-4-55
〒755-0029
宇部市新天町2-8-1
〒755-0025
宇部市野中3-4-29
〒753-0056
山口市湯田温泉3-1-26
〒754-1277
山口市阿知須3425
〒747-1221
山口市鋳銭司1422
〒753-0056
山口市湯田温泉1-11-21
〒753-0082
山口市水の上町5-27
〒747-0522
山口市徳地島地288
〒753-0021
山口市桜畠3-2-1
〒753-0089
山口市亀山町3-1
〒753-0073
山口市春日町8-2
〒754-1101
山口市秋穂東6570
〒754-0002
山口市小郡下郷609-3
〒747-0235
山口市徳地深谷1124
〒753-0073
山口市春日町5-1
〒753-0841
山口市吉田1677-1
〒753-0093
山口市大殿大路119
〒753-0081
山口市香山町7-1

ＴＥＬ
ＦＡＸ
083-253-0704
083-253-0957
083-245-0252
083-245-0252
083-227-1070
083-227-1071
083-234-4015
083-234-4015
083-774-3855
083-774-3856
0836-31-5281

開館

管理者

083-924-7001
083-924-7001
083-933-5035
083-933-5035
083-922-1009

平成8年
5月17日
昭和61年
7月
平成6年
4月1日
昭和58年
3月
平成22年
1月17日
昭和44年
11月1日
昭和38年
11月15日
平成7年
8月1日
平成19年
9月29日
平成8年
5月19日
平成20年
4月1日
昭和59年
4月15日
平成6年
2月18日
昭和57年
6月
昭和55年
4月17日
昭和61年
5月15日
昭和54年
10月7日
明治45年
4月8日
昭和61年
4月1日
平成6年
10月1日
平成10年
4月25日
昭和56年
4月15日
昭和53年
11月14日
平成5年

083-924-9139
083-924-9139

昭和57年 瑠璃光寺
3月1日

0836-21-4510
0836-21-2203
0836-44-4169
0836-37-2888
0836-37-2889
083-932-8862
083-924-2721
0836-65-2403
0836-65-2403
083-986-2368
083-986-2880
083-932-6430
083-932-6431
083-928-0995
083-928-0995
0835-54-1020
083-928-3409
083-928-3409
083-925-7788
083-927-7790
083-922-0294
083-922-0353
－
083-973-7071
083-973-7091
0835-52-0267
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中山神社
乃木神社
梅光学院大学
藤原義江記念館
下関市教育委員会
宇部市
宇部市教育委員会
逍雲堂美術館
宇部市
おおすみ歴史美術館
山口市教育委員会
山口市教育委員会
(公財)山口市文化振興財団
(財)香山文芸館
福田貝館
山口県立大学
山口県、サントリーパブ
リシティサービス(株)
山口県教育委員会
山口市教育委員会
山口市教育委員会
山口市教育委員会
山口市教育委員会
山口大学
龍福寺

付属資料
県内の文化関連施設

施設の名称
石井茶碗美術館
熊谷美術館(重要文
化財 熊谷家住宅)
重要文化財菊屋家住宅
松陰記念館
萩市立阿武川歴史民
俗資料館
萩市立須佐歴史民俗
資料館
萩史料館
萩陶芸美術館・吉賀
大眉記念館
萩博物館
山口県立萩美術館・
浦上記念館
阿弥陀寺文化財収蔵庫
防府市青少年科学館
（ソラール）
防府天満宮歴史館
毛利博物館
岩国学校教育資料館
岩国徴古館
岩国美術館
吉川史料館
本郷歴史民俗資料館
美和歴史民俗資料館
由宇歴史民俗資料館
伊藤公資料館
石城の里 三国志城
光市文化センター
光ふるさと郷土館

所在地
〒758-0077
萩市南古萩町33-3
〒758-0052
萩市今魚店町47
〒758-0072
萩市呉服町1-1
〒758-0061
萩市椿悴ヶ坂1258
〒758-0141
萩市川上2319
〒759-3411
萩市須佐4441-10
〒758-0057
萩市堀内83-33
〒758-0011
萩市椿東永久山426-1
〒758-0057
萩市堀内355
〒758-0074
萩市平安古586-1
〒747-0004
防府市牟礼上坂本1869
〒747-0809
防府市寿町6-41
〒747-0029
防府市松崎町14-1
〒747-0023
防府市多々良1-15-1
〒741-0062
岩国市岩国3-1-8
〒741-0081
岩国市横山2-7-19
〒741-0081
岩国市横山2-10-27
〒741-0081
岩国市横山2-7-3
〒740-0602
岩国市本郷町本郷1526
〒740-1225
岩国市美和町渋前1751
〒740-1432
岩国市由宇町神東614-10
〒743-0105
光市束荷2250-1
〒743-0101
光市塩田2585-1
〒743-0011
光市光井9-18-2
〒743-0007
光市室積5-6-5

ＴＥＬ
ＦＡＸ
0838-22-1211
0838-25-1684
0838-25-5535
0838-24-3773
0838-25-8282
0838-25-8282
0838-22-9889
0838-22-9889
0838-54-2024
08387-6-3916
0838-25-2132
0838-25-2132
0838-26-5180
0838-26-5180
0838-25-6447
0838-25-3142
0838-24-2400
0838-24-2401
0835-38-0839
0835-38-0839
0835-26-5050
0835-23-6855
0835-23-7700
0835-25-0001
0835-22-0001
0835-24-2039
0827-41-0540
0827-41-0540
0827-41-0452
0827-41-0478
0827-41-0506
0827-41-0586
0827-41-1010
0827-41-3100
0827-75-2056
0827-75-2587
0827-96-0122
0827-96-1696
0827-63-1515
0827-63-1515
0820-48-1623
0820-48-1623
0820-48-4600
0820-48-4600
0833-72-5800
0833-72-5715
0833-78-2323
0833-78-2323
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開館
昭和44年
7月
昭和40年
4月24日
昭和59年
3月6日
平成4年
3月27日
昭和50年
3月19日
昭和62年
昭和51年
10月15日
平成6年
4月13日
平成16年
11月11日
平成8年
10月14日
昭和37年
6月24日
平成10年
4月29日
明治35年
3月
昭和42年
昭和47年
昭和19年
4月1日
昭和38年
10月15日
平成7年
11月
昭和52年
4月
昭和61年
4月1日
平成5年
6月9日
平成9年
9月2日
平成10年
9月13日
昭和55年
11月1日
平成5年
9月25日

管理者
石井茶碗美術館
(財)熊谷美術館
(財)菊屋家住宅保存会
(社)萩物産協会
萩市
萩市
萩史料館
(財)萩陶芸美術館
萩市
山口県、サントリーパブ
リシティサービス(株)
阿弥陀寺
(公財)防府市文化振興財団
防府天満宮
(財)防府毛利報公会
岩国市教育委員会
岩国市教育委員会
(財)岩国美術館
吉川史料館
岩国市教育委員会
岩国市教育委員会
岩国市教育委員会
光市
石城の里 三国志城
(財)光市文化振興会
(財)光市文化振興会

付属資料
県内の文化関連施設

施設の名称
香月泰男美術館
金子みすゞ記念館
くじら資料館
長門市日置歴史民俗
資料館
ながと歴史民俗資料室
八幡人丸神社古典樹苑
村田清風記念館
月性展示館
商家博物館「むろや
の園」
柳井市大畠郷土民俗
資料館
柳井市町並み資料館
柳井市しらかべ学遊館
美祢市秋吉台科学博
物館
美祢市化石館
美祢市立歴史民俗資
料館
美祢市長登銅山文化
交流館
周南市回天記念館
周南市鹿野民俗資料
展示室
周南市郷土美術資料
館・尾崎正章記念館
周南市熊毛歴史展示室
周南市新南陽民俗資
料展示室
周南市徳山動物園
周南市美術博物館
山陽小野田市歴史民
俗資料館
周防大島町大島歴史
民俗資料館

所在地
〒759-3802
長門市三隅中226
〒759-4106
長門市仙崎1308
〒759-4107
長門市通671-17
〒759-4401
長門市日置上5580-1
〒759-4101
長門市東深川2660-4
〒759-4503
長門市油谷新別名35
〒759-3803
長門市三隅下2510-1
〒749-0103
柳井市遠崎1245-2
〒742-0022
柳井市柳井津439
〒749-0103
柳井市遠崎1251
〒742-0022
柳井市柳井津442
〒742-0022
柳井市柳井津495
〒754-0511
美祢市秋芳町秋吉字台山1237-938
〒759-2212
美祢市大嶺町東分315-12
〒759-2292
美祢市大嶺町東分279-1
〒754-0213
美祢市美東町長登610
〒745-0057
周南市大津島1960
〒745-0304
周南市鹿野下1276-1
〒746-0034
周南市富田永源(永源山公園内)
〒745-0663
周南市中央町1-1
〒746-0062
周南市福川中市町1-7
〒745-0874
周南市徳山5846
〒745-0006
周南市花畠町10-16
〒756-0802
山陽小野田市栄町9-21
〒742-2106
大島郡周防大島町小松1648

ＴＥＬ
ＦＡＸ
0837-43-2500
0837-43-2577
0837-26-5155
0837-26-5166
0837-28-0756
0837-28-0756
0837-37-2340
0837-37-2370
0837-22-3703
0837-22-3564
0837-32-2511
0837-37-3397
0837-43-2818
0837-43-2818
0820-45-2226
0820-45-3680
0820-22-0016
0820-22-0016
0820-22-2111
0820-23-7371
0820-23-2137
0820-23-2137
0820-22-4518
0820-22-4633
0837-62-0640
0837-62-0324
0837-52-5474
0837-53-0189
0837-53-0189
08396-2-0055
08396-2-0055
0834-85-2310
0834-85-2310
0834-68-4141
0834-62-3119
0833-92-0254
0834-63-2506
0834-63-2506
0834-22-8640
0834-22-8641
0834-22-8880
0834-22-8886
0836-83-5600
0820-74-5300
0820-74-3999
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開館
平成5年
10月25日
平成15年
4月11日
平成5年
11月
昭和56年
7月
平成19年
1月15日
昭和10年
4月1日
平成7年
8月1日
昭和45年
11月
昭和53年
平成3年
5月
平成12年
4月
平成16年
10月
昭和34年
10月
平成7年
5月19日
昭和55年
1月26日
平成21年
4月25日
昭和43年
11月20日
平成5年
11月
平成8年
4月27日
平成22年
6月
平成12年
10月1日
昭和35年
3月20日
平成7年
9月4日
昭和57年
11月1日
昭和58年
8月

管理者
長門市
長門市
長門市教育委員会
長門市教育委員会
長門市教育委員会
八幡人丸神社
長門市教育委員会
月性顕彰会
財団法人小田家博物館
柳井市教育委員会
柳井市教育委員会
柳井市教育委員会
美祢市教育委員会
美祢市教育委員会
美祢市教育委員会
美祢市教育委員会
周南市教育委員会
周南市教育委員会
(財)周南市文化振興財団
周南市教育委員会
周南市教育委員会
周南市
(財)周南市文化振興財団
山陽小野田市教育委員会
周防大島町教育委員会

付属資料
県内の文化関連施設

施設の名称
周防大島町久賀歴史
民俗資料館
周防大島町橘民俗資
料館
周防大島町なぎさ水
族館
周防大島町星野哲郎
記念館
周防大島町立陸奥記
念館
周防大島文化交流セ
ンター

所在地

〒742-2301
大島郡周防大島町久賀1102-1
〒742-2805
大島郡周防大島町東安下庄
〒742-2301
大島郡周防大島町伊保田2111-3
〒742-2512
大島郡周防大島町平野417-11
〒742-2601
大島郡周防大島町伊保田
〒742-2512
大島郡周防大島町平野417-11
〒742-2103
日本ハワイ移民資料館
大島郡周防大島町西屋代2144
〒740-0062
和木町歴史資料館
玖珂郡和木町瀬田260
和木美術館
〒740-0061
（ｱｰﾄｳｨﾝｸﾞ）
玖珂郡和木町和木1-3-1
〒742-1511
田布施町郷土館
熊毛郡田布施町下田布施875-6
〒742-1101
平生町民具館
熊毛郡平生町平生町193-23
〒742-1101
平生町歴史民俗資料館
熊毛郡平生町平生町193-4
〒742-1111
阿多田交流館
熊毛郡平生町佐賀3900-14

ＴＥＬ
ＦＡＸ
0820-72-1875
0820-72-2655
0820-77-2265
0820-77-2265
0820-75-1571
0820-78-0365
0820-78-0365
0820-75-0042
0820-78-2514
0820-78-2514
0820-74-4082
0820-74-4082
0827-53-3123
0827-53-6776
0827-53-3123
0827-53-6776
0820-52-2620
0820-52-2620
0820-56-2310
0820-56-2337
0820-56-2310
0820-56-2337
0820-56-1100
0820-56-1100
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開館
平成6年
4月1日
昭和55年
4月
平成2年
2月
平成19年
7月25日
平成6年
4月
平成16年
5月18日
平成11年
2月8日
平成元年
11月
平成15年
12月
平成元年
11月3日
平成元年
11月
昭和60年
11月2日
平成16年
11月

管理者
(NPO) 周 防 大 島 自 然 体 感
クラブ
周防大島町教育委員会
大野工業株式会社
周防大島町
大野工業株式会社
周防大島町教育委員会
大島国際交流協会
和木町教育委員会
和木町教育委員会
田布施町教育委員会
平生町教育委員会
平生町教育委員会
平生町教育委員会
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文化芸術の振興に関する県民意識調査

文化芸術の振興に関する県民意識調査
Ⅰ．目的
県民の文化芸術に関する活動や意識を総合的に把握し、「文化芸術の振興に関する基本的な
方針」の策定に活用するなど、今後の文化振興行政推進のための基礎資料とする。
Ⅱ．調査方法・対象
(1) 調査名

文化芸術の振興に関する県民意識調査

(2) 調査地域

山口県全域

(3) 調査対象

県内に居住する 20 歳以上の男女

(4) 標本数

1,500 人（男女各 750 人）市町別人口比による割当

(5) 抽出方法

住民基本台帳からの無作為抽出

(6) 調査方法

郵送による調査票の配布及び回収（無記名式）

(7) 調査時期

平成 24 年 11 月

Ⅲ．回答状況
有効回答数

629 名（回収率 41.9％）

（１）回答者性別

無回答
0.6%

（２）回答者の年齢
無回答
0.3%

20～29歳
5.7%
30～39歳
11.4%

70歳以上
27.5%

40～49歳
13.2%

男性
48.2%

女性
51.2%

60～69歳
25.9%

全体（N=629)

（３）回答者の職業
無回答
1.3%
会社員（役員及び
従業員）
22.7%

無職
25.6%
その他
0.8%

自由・自営業
9.1%

学生
1.6%
専業主婦（主夫）
19.6%
議員、公務員、
教員、団体職員
6.7%

パート・アルバイ
ト、派遣従業員
12.7%
全体（N=629)
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50～59歳
15.9%

全体（N=629)
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Ⅳ．調査結果
１．過去１年間における文化芸術の観覧・鑑賞経験

問

あなたは、過去１年間、ホール・劇場、映画館、美術館、博物館などに直接出向いて、
次に掲げる分野での文化芸術を観覧・鑑賞しましたか。経験のあるものをすべて選んでく
ださい。（○はいくつでも）※県内、県外を問いません。

いずれかの選択肢に「○」をされた方を「鑑賞
経験あり」、何も記入がなかった方を「鑑賞経験

鑑賞経験
なし
25.0%

なし」として、経験の有無を集計したところ、「鑑
賞経験あり」が 75.0％、「鑑賞経験なし」が 25.0

鑑賞経験
あり
75.0%

％となっています。

全体（N=629)

鑑賞の内容を見ると、「映画」が 39.6％、「絵画・写真・版画」が 33.9％と高くなっており、
次いで「生活文化（生花、お茶、囲碁、盆栽など）」が 20.0％となっています。

0%

10%

20%

クラシック音楽

10.5

ポピュラー音楽

10.8

12.7

その他の音楽
1.0
4.9

ミュージカル・現代演劇

2.9

能・歌舞伎などの演芸

8.1

その他の演芸
3.8

バレエ・モダンダンス

4.6

日本舞踊
その他の舞踊

40%

5.9

日本の伝統音楽

オペラ

30%

2.4
39.6

映画
33.9

絵画・写真・版画
14.8

陶芸・彫刻
6.8

その他の美術
文芸

1.1
20.0

生活文化（生花、お茶、囲碁、盆栽など）
メディア芸術（コンピュータグラフィクス）

0.5

全体（N=629)
25.0

観覧・鑑賞はしていない
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２．過去１年間における文化芸術活動への参画状況

問

あなたは、過去１年間に、音楽、演劇、美術等を習ったり、演奏会への出演や展示会へ
の出品などを行ったりした経験がありますか。次に掲げる分野から該当のものをすべて選
んでください。（○はいくつでも）
※

創作・表現活動のほか、体験活動や企画プロデュース、ボランティア等の支援活動を
含みます。

いずれかの選択肢に「○」をされた方を「参画経
験あり」、何も記入がなかった方を「参画経験なし」

参画経験
なし
72.3%

参画経験
あり
27.7%

として、参画の有無を集計したところ、「参画経験
あり」が 27.7％、「参画経験なし」が 72.3％とな
っており、文化芸術活動への参画経験者は４人に１
人程度となっています。

全体（N=629)

内容を見ると、「生活文化（生花、お茶、囲碁、盆栽など）」が 8.7％で最も高く、次いで、「絵
画・写真・版画」（4.8％）、「その他の音楽」（4.1％）となっています。

0%
クラシック音楽
ポピュラー音楽
日本の伝統音楽

20%

2.7

4.1
0.0

ミュージカル・現代演劇

0.2

能・歌舞伎などの演芸

0.2

日本舞踊

1.9
1.0
1.9

その他の舞踊

2.1

映画

1.6
4.8

絵画・写真・版画
陶芸・彫刻

3.2

その他の美術

2.2

文芸

1.4
8.7

生活文化（生花、お茶、囲碁、盆栽など）
メディア芸術（コンピュータグラフィクス）

80%

1.3

オペラ

バレエ・モダンダンス

60%

2.1

その他の音楽

その他の演芸

40%

0.3

全体（N=629)
72.3

経験はない
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３．子どもの文化芸術体験について
（１）子どもが行った文化芸術体験の種類
問

あなたの子どもは、今までにどのような文化芸術体験を行ったことがありますか。次の
中から該当のものをすべて選んでください。（○はいくつでも）

「学校における公演などの鑑賞体験」が最も高いが 64.3％にとどまっており、次いで「ホール・
劇場や美術館・博物館など地域の文化施設における鑑賞や学習」（50.3％）、「地域の芸能や祭
りなどへの参加」（47.6％）となっています。
なお、「特に行ったものはない」（11.2％）と「無回答」（2.8％）を除いた約９割の親は、子
どもが何らかの文化芸術体験を行ったことがあると認識しています。
0%

20%

40%

60%

学校における公演などの鑑賞体験

80%
64.3

ホール・劇場や美術館・博物館など地域の
文化施設における鑑賞や学習

50.3
47.6

地域の芸能や祭りなどへの参加
音楽祭や演劇祭など、地域で行われる
文化的行事への参加

44.8

歴史的建物や遺跡などの見学

44.1

音楽、舞踊、華道、茶道、書道などの習い事

43.4
37.1

学校における演劇などの創作体験
11.2

特に行ったものはない
その他

2.1

無回答

2.8

全体（ｎ=143)

（２）子どもの文化芸術体験に重要なこと
問

あなたは、子どもの文化芸術体験には、何が重要だと思いますか。次の中から該当のも
のをすべて選んでください。（○はいくつでも）

「地域の祭りなど、地域に密着した伝統的な文化体験の機会をより多く提供する」が 44.8％で最
も高く、次いで「学校における公演などの鑑賞体験を充実させる」（43.4％）、「ホール・劇場
や美術館・博物館など地域の文化施設における子ども向けの鑑賞機会や学習機会を充実させる」
（42.8％）、「歴史的な建物や遺跡などについて学習する機会を充実させる」（41.6％）、「音
楽祭や演劇祭など、地域で文化的行事を開催し、文化芸術に親しむきっかけを提供する」（39.0
％）などとなっています。
0%

10%

20%

30%

40%

50%

地域の祭りなど、地域に密着した伝統的な文化体験
の機会をより多く提供する

44.8

学校における公演などの鑑賞体験を充実させる

43.4

ホール・劇場や美術館・博物館など地域の文化施設に
おける子ども向けの鑑賞機会や学習機会を充実させる
歴史的な建物や遺跡などについて学習する
機会を充実させる
音楽祭や演劇祭など、地域で文化的行事を開催し、
文化芸術に親しむきっかけを提供する

42.8
41.6
39.0
24.6

学校における演劇などの創作体験を充実させる
音楽、舞踊、華道、茶道、書道などの習い事の機会を
充実させる

24.1
4.4

特にない
その他

1.3
全体（ｎ=610)
7.5

無回答
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（３）子どもの文化芸術体験について期待する効果
問

子どもの文化芸術体験について、あなたが期待する効果は何ですか。次の中から該当する
ものをすべて選んでください。（○はいくつでも）

「日本の文化を知り、国や地域に対する愛着を持つようになる」が 63.4％で最も高く、次いで
「美しさなどへの感性が育まれる」（55.7％）、「他者の気持ちを理解したり想像するようにな
る」（40.3％）となっています。
なお、「特に期待することはない」（4.4％）と「無回答」（6.6％）を除いた約９割が、文化芸
術体験について何らかの効果を期待していることがわかります。
0%

20%

40%

60%

80%

日本の文化を知り、国や地域に対する愛着を
持つようになる

63.4

美しさなどへの感性が育まれる

55.7

他者の気持ちを理解したり想像するようになる

40.3

コミュニケーション能力が高まる

34.9

他国の人々や文化への関心が高まる

33.3

困難に直面したときの解決力が向上する

19.7

学校生活における自信が向上する

14.1

特に期待することはない
その他

4.4
1.1
全体（ｎ=610)

無回答

6.6
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４．文化芸術情報について
（１）文化芸術情報の入手満足度
問

あなたは、必要な文化芸術情報を身近に入手できていると思いますか。
（○はひとつだけ）

「十分に入手できる」と「十分ではないが不自由

必要ない
5.6%

はない」を合わせると 62.4％となり、「不足して

十分に
入手できる
5.6%

無回答
3.2%

いる」は 28.9％となっています。

十分では
ないが
不自由
はない
56.8%

不足
している
28.9%

全体（N=629)

（２）文化芸術情報の入手媒体
問

あなたは、文化芸術に関する情報をどちらから入手していますか。主なものを選んでくだ
さい。（○は３つまで）

４（１）の設問で「十分に入手できる」、「十分ではないが不自由はない」、「不足している」
と回答した対象者（574 人）では、「テレビ」（78.2％）が８割近くを占め最も高く、次いで「新
聞・雑誌」（64.1％）、「県市町広報誌・町内回覧板など」（43.0％）となっています。
0%

20%

40%

60%

80%

78.2

テレビ

64.1

新聞・雑誌

43.0

県市町広報誌・町内回覧板など

26.8

ポスター・チラシ・フリーペーパー

24.6

インターネット

21.8

口コミ（知人、家族）

11.8

ラジオ
専門情報誌

100%

4.4

携帯サイト

3.1

コンビニ・チケットセンター

2.3

その他

0.2

特にない

0.9

無回答

0.2

全体（ｎ=574)
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５．文化芸術を担う人材の育成について
（１）居住地域における文化芸術を担う人材の育成状況
問

あなたがお住まいの地域では、文化芸術を担う人材（創造的活動を行う者のほか、保存・
伝承、企画・プロデュース、文化施設の管理運営を行う者を含みます）が十分に育成されて
いると思いますか。（○はひとつだけ）

無回答
3.2%

育成されて
いると思う
2.7%

「育成されていると思う」（2.7％）と「ど
どちらかという
と育成されいる
12.6%

ちらかというと育成されている」
（12.6％）
の合計が 15.3％、「育成されていない」
（13.5％）と「どちらかというと育成され
ていない」（28.6％）の合計が 42.1％で、

わからない
39.4%

４割を超えています。
どちらかという
と育成されて
いない
28.6%

なお、４割近くの方が「わからない」と
回答しています。

全体（N=629)
育成されてい
ない
13.5%

（２）文化芸術を担う人材の育成のために必要なこと
問

文化芸術を担う人材の育成のためには、何が必要と思いますか。（○はいくつでも）

「能力発揮の機会や活躍の場の提供」（55.3％）と「指導者等の確保、指導者の活動支援」（54.1
％）の回答割合が高くなっています。
0%

20%

40%

60%

能力発揮の機会や活躍の場の提供

55.3

指導者等の確保、指導者の活動支援

54.1

若手活動家や新進の芸術団体による
先駆的イベントの開催支援

34.8

若手活動家や新進の芸術団体、専門職員等
の国内外への派遣・研修
新進芸術家や芸術団体等の顕彰
その他
無回答

18.0
3.5
1.0
8.4
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６．山口県における文化芸術活動について
（１）山口県における文化芸術活動の水準
問

あなたは、山口県における文化芸術活動は、盛んに行われていると思いますか。
（○はひとつだけ）

「高い水準で行われている」（1.7％）と「平均的なレベルで行われている」（35.5％）を合計
すると、37.2％となり、一方、31.5％の方は「盛んに行われているとは言えない」と感じていま
す。
なお、「わからない」（28.8％）が３割弱みられます。
高い水準で
行われている
1.7%

無回答
2.5%

わからない
28.8%

平均的な
レベルで
行われている
35.5%

盛んに行われて
いるとは言えない
31.5%
全体（N=629)

（２）山口県の文化芸術環境の充実度
問

あなたは、山口県の文化芸術環境についてどのように思いますか。（○はひとつだけ）

「充実している」（3.0％）と「どちらかというと充実している」（39.7％）を合計した『充実し
ている』が 42.7％、「充実していない」（7.8％）と「どちらかというと充実していない」（40.2
％）を合計した『充実していない』が 48.0％と、『充実していない』と考えている人がやや多く
なっています。

無回答
9.2%

充実している
3.0%

充実していない
7.8%

どちらかというと
充実している
39.7%
どちらかというと
充実していない
40.2%

全体（N=629)
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（３）山口県の文化芸術振興のために県が力を入れるべきこと
問

山口県の文化芸術を振興するためには、県はどのようなことに力を入れたらよいと思いま
すか。あなたが特に重要だと思うものを選んでください。（○は３つまで）

「子どもや青少年の文化芸術に親しむ機会の拡大」が 44.0％で最も高く、次いで「県民への文
化芸術に関する情報提供の充実」（26.7％）、「県立文化施設の主催音楽会・展覧会などの鑑賞
機会の充実」（24.5％）、「文化財・伝統芸能などの保存・継承」（23.5％）などとなっていま
す。
0%

20%

40%

子どもや青少年の文化芸術に親しむ
機会の拡大

44.0

26.7

県民への文化芸術に関する情報提供の充実
県立文化施設の主催音楽会・展覧会
などの鑑賞機会の充実

24.5

23.5

文化財・伝統芸能などの保存・継承

学校での文化芸術に関する教育の充実

20.5

文化の継承・保存や企画・プロデュース、
文化施設等の管理運営を行う人材や
文化ボランティアの養成

20.0

産業や観光と連携した取組の実施

19.2

練習などの活動できる文化施設の整備・充実

18.0

地域の文化資源を活用した取組の実施

14.6

高齢者、障害者等の文化芸術活動の充実

13.5

若手芸術家の育成・支援

12.2

文化芸術団体の育成・支援

9.2

文化芸術に関する国際交流や地域間交流

5.4

県内の文化芸術に関する情報の県外への発信

5.4

無回答

60%

6.0
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全体（N=629)

付属資料
文化芸術の振興に関する県民意識調査

７．自由回答
６．（３）で、山口県の文化芸術の振興のために、県が力を入れるべきことについて自由意見
を求めたところ、83 件の意見がよせられました。
＜山口県の文化芸術の振興のために、県が力を入れるべきこと＞
内容

件数

鑑賞・体験機会の増加

13

地域格差の改善

7

移動・交通の充実

6

環境づくり
情報提供

6
5

内容の充実や開催回数

5

鑑賞のしやすさ

5

施設の充実

5

行政のサポート

3

地域の魅力づくり

2

地域文化の伝承

2

評価システム

2

その他

22
計

83

主な意見（抜粋）
＜鑑賞・体験機会の増加＞
・子どもたちに学校の社会見学などの回数を増やし、県内の歴史的な建物や文化財などを見学させ興味を持たせ、
県内にはすばらしい所がたくさんあるということを認識させる。（男性・30 代）
・学生時代に、何も興味のない演劇、オペラ、ミュージカル等、学習時間に組み込まれると、興味のなかったこ
とにも意識を持ったり、大人になっても深く記憶に残り人生が豊かになると思うので、学校の授業の中に観劇
（特に身近にない伝統芸能等）の機会がたくさんあれば良いと思う。（女性・50 代）
＜地域格差の改善＞
・県中央で色々な文化、展覧会が催されても、いつもいける人は限られていると思う。地方にも少し分散して、
色々と鑑賞できる機会があれば良いと思う。（女性・60 代）
＜移動・交通の充実＞
・私はクラシックが好きですが、夜遅く終わるので遠いところに行くことができません。北九州に住んでいたの
ですが、バスとか交通の便が良いのでうらやましく思って、こちらの方は交通の便が悪く、車に乗れない老人
は行くことができない。（女性・70 代以上）
＜環境づくり＞
・子育て世代だが、芸術に関すること等何でもそうだが、家庭の考え方が大きいと思っている。日々芸術（とま
ではいかないかもしれないが）に触れさせることは大切では、と思う。（女性・30 代）
＜情報提供＞
・老齢になってくると情報をつかみ難くなるので、自主的に情報をつかむ努力も必要であるが、町内会等からの
情報の充実が大切と思う。（男性・70 代以上）
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