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（議事について事務局より説明） 

（会議の公開、傍聴の許可を決定） 

 

議題１ 平成 29 年度かながわ文化芸術振興計画 年次報告（素案）について 

事務局から資料１-１、１-２に基づいて説明後、次のとおり審議を行った。 

 

○伊藤会長  

ありがとうございました。それでは、ただいまの議題１平成 29 年度神奈川文化芸術振興計画

年次報告（素案）についてご意見をお願いします。なお、例年ですと、この議題で２時間費や

していますが、今回は後の議題で計画改定の素案の検討がありますので、大体 15 分ぐらいを目

途に、ご意見をお願いします。そのために今回、資料１－２を用意していただき、特に重要な

ポイントについて１枚の紙にまとめてもらいました。また、他の部分に関しても、ご意見やご

指摘があればお願いします。 

○平山委員  

重点施策５の文化芸術の振興を図るための環境整備というところで、維持・保全、施設の利

用者数と書いてありますが、この維持・保全の他に、人材というのを考えてみてはいかがかと

思います。例えば、各施設において、それぞれ各企画やテーマ等の催しをしていると思います

が、異なる分野においても、共通したテーマで何か物事を進めていくというようなことがあっ

てもよいと思います。 

そうした時に、それを担当する人材等がいると、いろいろと物事が広がっていくと思われま

すが、その辺の文化施設の維持・保全に関して、新たな人材の補充か何か、考えられているの

か、それとも現状の職員の中で、既にそのような方が何人かいて、全体を、各施設をスムーズ

に繋げるような流れというのがあるのか、お伺いしたいです。 

○伊藤会長  

資料１-１の 25ページにも出ていますが、少し補足をお願いします。 

○事務局（大場課長）  

人材育成については、25 ページに記載のものもありますが、その他にもいろいろな部分があ

り、建物の維持、修繕については、それぞれの施設を担当する職員がいます。それから、例え

ば、舞台人材の演じる側、舞台技術のような方ですと、青少年センターで支援も行っておりま

す。 

また 25 ページに記載のとおり、神奈川芸術劇場においても、劇場間の人材交流や劇場運営、

それから舞台技術のインターンを受け入れて、そういった人材養成等を行っています。こうい

った人材養成は必要だと思いますので、引き続き取り組んでいくべき課題と考えています。 

○伊藤会長  

いかがでしょうか。 

○平山委員  

今の話は、それぞれの所にはそういった人材が配置されているということだと思いますが、

うまく全体を見渡すような、そういう人材ということについては、何か考えていますか。 

○事務局（大場課長）  

全体を見渡す人材とは。 

○平山委員  

施設の人材を上手く繋げていくような形で、人の流れというか。一つ一つはしっかりしてい

るが、それを上手く繋げて、県内として、例えば、同じ企画でも、分野が異なっていても、共

通したテーマで物を動かすようなことをすると、さらに面白くなると思います。それを上手く

まとめていけるような人材、何かそういったものがあった方がおもしろいと思います。 
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○事務局（大場課長）  

具体的なセンター機能ということではありませんが、それはまさに 25 ページに記載のとお

り、KAAT においても、他の施設の職員の受入れ、また、KAAT の職員を他の劇場等に派遣すると

いうようなことも行っています。話は変わりますが、例えば、昨年度のベトナムのサーカスで

ア・オ・ショーというものを開催し、今年度はそれを県内の他の市町村、大和市や横須賀市の

各劇場でも公演するような形で行います。それは KAAT の支援や、協力といったものをもとに実

施する連携の取組みを、一層強化していくものです。 

○伊藤会長  

これについては、計画改定素案の方でも第５番目の環境整備のところで、人材をもっと強化

していきたい旨のことは書いてありますので、そこのところでご意見をお願いします。他にい

かがでしょうか。 

○岡崎委員  

今、平山委員の仰ったことに関連しますが、多分 25 ページに書いてあるアートマネジメント

のことだと思っています。私自身も、アートマネージャーというものの育成の必要性を感じて

います。強いて言えば、それが発信力ということにも繋がりますし、幅広い年齢層がいろいろ

なアートに触れる機会がもっと増えていくのではないかなと思い、先ほどの平山委員の話を聞

いていましたが、アートマネジメントについて、分からない部分があるので、説明をお願いし

ます。 

○事務局（大場課長）  

申し訳ありません。ご質問の趣旨がうまく理解できていないのですが。 

○岡崎委員  

芸術文化を広めるために、アートマネジメントの教育のようなものが、非常に盛んだと、何

かで見たことがあるのですが、何かそういったものが、県の方でもなされていると思ったので

質問しました。 

○事務局（大場課長）  

いろいろな芸術分野の振興ということでは、いろいろな取組みを行っていると思っていま

す。舞台技術の話は先ほどご説明したとおりですし、美術の点では、県では近代美術館を持っ

ていますし、あるいは文化課でも、全国の公募展を開いて、一流の先生方に講評していただい

て、そういった人材育成につなげるような取組みを行っています。 

アートマネジメントをいろいろな芸術分野の中で、中心的になるような人材、そういった方

にいろいろと指導してもらうことが重要かと思っていますが、舞台芸術でいいますと、KAAT や

青少年センターといったところに、全国で名のある方に来ていただいています。そういった

方々に、いろいろな人を指導していただいて、そういった人材を育てていくのかなと考えてい

ます。 

○岡崎委員  

いろいろな専門的な方がたくさんいると思います。その方々達が、それぞれの専門ごとにや

るのではなく、もっと広い視野を持って、いろいろなことをつなげていくとか、そのような人

材、特に若い人なんかにぴったりだと思いますが、今後、そういう人材が必要なのではないか

と思います。 

○伊藤会長  

ぜひこの話も、今後の計画のところで取り入れていきたいと思いますが、少々補足します

と、私自身が関わったいくつかの件で、財団が中心となり、県下の市町村の文化施設の職員の

研修、あるいは、NPO や市民団体等で活動している人達の中で、そういうアートマネジメントを

学びたいという人達の研修をやっているところも、いくつかの県ではありますので、こういっ

たことを今後の計画の中にも取り込んでいくという形で、今の岡崎委員からいただいた意見を
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受けていきたいと思います。他にいかがでしょうか。 

○椎原委員  

アートマネジメント人材の育成に関しては、もう 10 年以上、いろいろと取り組むということ

を言っていますが、県としてどこまでできるか、難しいところがあります。ただ、文化庁がや

っているような大学を活用した人材育成事業では、本年度神奈川県では昭和音楽大学と東京藝

術大学の映像研究科が採択され、以前には関東学院などの採択もあるわけです。それらは独自

の事業としてやっていて、地方自治体と連携することもあります。しかし、なかなか県レベル

でうまくシナジーといったことができていません。県でやることには限界があるので、そうい

った情報を、文化課で意識しそれを活用する方向で、相乗効果を狙うような方向性を考えてい

ただけたらいいと思います。 

○伊藤会長  

私から二つありまして、一つは、重点施策２のアウトリーチ関係ですが、正直ここは県が全

てやるのは不可能な分野なので、県が行った数を書くと非常に少ないです。県下全体を考える

と、ごく一部しかできていないので、これをもう少し幅広く行っていくための仕組みを作らな

いとまずいのではないかなと思います。やはり、市町村、あるいは関連団体との連携というこ

とが、ここにも掛かってくる話ではないかと思います。 

それからもう一つ、同じように重点施策４のマグカルの全県展開事業ですが、20 ページにも

ありますが、調査を行ったと記載があります。このような調査結果をどのように活用していく

のか、まだ見えてきていませんので、もし成果があれば、ご説明願います。 

○事務局（大場課長）  

20 ページに記載の③はマグカル全県展開推進事業です。これは昨年度から始めた事業で、神

奈川芸術文化財団に委託し、県と協力しながら行っています。先ほど担当から説明もありまし

たとおり、場とコンテンツをそれぞれ調査してマッチングするということで、この右側の実績

の欄に記載してありますとおり、昨年度から始まった事業なので、これから花開いていくこと

も多いかと思います。 

例えば、下の方に書いてある、秦野の公園で行った野外劇で「実朝出帆」は、野外の公園に

おいて、地域に密着した題材を探し出して、地域の人材も活用しながら、舞台公演を行ったも

のです。それから、KAAT で行っている少々大掛かりなものとして、先ほども話題に出しました

が、ア・オ・ショーというベトナムの新しいサーカスも昨年度見つけて取り組み、昨年度は

KAAT での公演でしたが、今年度は４か所で実施となり、花が開くような形にしております。ま

た、鎌倉市の芸術館の髙田博厚展では、キュレーターを派遣して、展覧会の支援を行ったりす

るなど、実績に結びついています。 

○伊藤会長  

ありがとうございます。他にどうでしょうか。 

○米屋委員  

大変多岐に渡っている事業をまとめるというのは大変だったと思いますが、そういったまと

め方については概ねよろしいかと思いつつ、先ほど会長がご指摘なさったことと少々被るかも

しれませんが、各重点施策の課題と改定に向けた今後の方向性というパラグラフがそれぞれに

ついていて、より参加者が増えるように、今後は市町村や関係団体、学校との連携を深めてい

くという、割とパターンになってしまっている気がします。 

その連携というものの中身を、先ほど会長がおっしゃったように、連携プログラムが増え

る、県がやるものが増えるというよりは、むしろ、市町村がやるものをサポートするというこ

とで、県全域にわたる面的なものが支えられていくというようなところを目指す、というぐら

いまで、この連携の中身はもっと、下支えというところが求められているのではないかと思い

ます。ここの書きぶりを変えるということもありますが、次の改定計画の素案のところでの議
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論を、よりそちらの方向を明確にするということで、今後もう少し県の役割を強めるといいま

すか、直接の事業だけではない視点をどう入れ込むかということを、書き込めたらいいと感じ

ています。 

○伊藤会長  

ありがとうございます。他になければ、今の議論というのは、次の計画づくりにも関連しま

すので、もう１つぐらいご発言いただきたいと思いますがいかがでしょうか。なければ、次の

議論と重ねて、後で審議会としての意見のまとめについては、事務局と一緒に原案を作ってい

きたいと思います。 

私の感想としても、先ほどの重点施策５も含めて、やはり人材育成に関しても、アウトリー

チに関しても、あるいは全県展開にしても、センター的な機能を持つ、直接やるのではなく、

市町村、あるいは民間の様々な団体をサポートしていくようなセンター的な機能というものを

考えてく必要があるのではないか、財団だけに全部押し付けてできる問題ではないと思います

ので、この辺について、ぜひ考えていただきたいなと思います。 

○伊藤会長  

それでは、もし他にあれば、後の議論の場で意見を出していただいても構いませんので、今

日の一番大きなテーマであります、議題２「かながわ文化芸術振興計画の改定素案について」

事務局から説明をお願いします。 

 

 

 

議題２ かながわ文化芸術振興計画の改定素案について 

事務局から資料２-１、２-２、２-３、２-４に基づいて説明後、次のとおり審議を行った。 

 

○伊藤会長  

ありがとうございます。では、ただいまの議題２「かながわ文化芸術振興計画の改定素案に

ついて」ご意見をお願いしたいと思います。進め方ですが、非常に膨大な量がございます。最

初の第１部、第２部については、今まで議論を行ってきた話ですので、もし修正等々があれ

ば、ご意見をお願いします。 

なお、第２部の後ろに参考という形で付いているものは、現行計画では第３部の方の参考に

入っていましたが、これについては、この５年間の評価をまとめたものになっています。これ

については新しい文章ですので、議論の対象といたします。 

それから、第３部も、最初の図に関しては、今まで議論されていたものですが、８ページ以

降について重点施策の具体的な内容が入れ込まれてきました。これは今ご説明がありましたよ

うに、前回の審議会で出た意見等々をかなり盛り込んだ形になっています。これについてはか

なりご意見があるのではないかと思いますので、ここを中心的に議論したいと思います。 

13 ページ以降の施策体系については、条例に基づいた形になっていますが、より細かい施策

が書かれていて、重点施策との関連も、すべて重点１や重点２と書き込みました。それによっ

て、関連するものがより具体的な形になったのが 13 ページ以降になっていますので、ここもお

気づきの点があればご指摘をお願いします。 

それからもう一つ、第５部の推進体制、現行計画では第６部にあるものですが、やはり国の

基本法の改正もそうですし、それから良い計画を作っても、推進体制が曖昧ですと、結局は絵

に描いた餅になってしまいますので、推進体制については、これも後で時間をかけて議論をし

ていきたいと思います。 

まずは、５ページのこの５年間の総括の部分と、それから８ページ以降の重点施策を中心に

議論をしていきたいと思いますがよろしいでしょうか。ではご発言をお願いしたいと思いま
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す。 

○米屋委員  

沢山ありますが、まず第１部の用語のところの概念整理をさせていただきたいと思います

が、1 ページの５で、三つ丸がある最後のところですけれども、伝統的な芸能、有形文化財、無

形文化財などの伝統的な文化芸術とありますが、伝統的な芸能というのは無形文化財の中に入

ると思いますので、この有形文化財、無形文化財というのと重複するというのがありますの

で、ここの書きぶりは変えていただきたい。 

○福冨委員  

これは文化芸術基本法からの分類なので、伝統的な芸能というのは文化財とは違う項目で

す。後でもう一度言います。 

○米屋委員  

そうですか。その辺の概念整理がどうなっているのかということと、次のページの上のとこ

ろに文化芸術団体の説明について注が付いております。これは多分、現行計画のままだと思い

ますが、国で言う文化芸術団体というのは、非営利性のある芸術団体に限っていません。例え

ば、分かりやすく言いますと劇団四季やジャパンアーツなど、株式会社になっている文化事業

者も含めて、文化芸術団体というように定義をしています。 

県が助成をする対象としては、こういった非営利性のある団体に限るのかもしれませんが、

一般的に文化芸術団体といったときには、営利、非営利を含めて、考えておくということだと

思いますので、こちらは、ここのままでいいのかどうかということは、少しご検討いただけれ

ばと思います。第１部については、まずそれだけです。 

○福冨委員  

原則的なことだけ、毎回同じですが、私はメディア芸術というジャンルの人間ということに

なると思いますので、そこの観点から言いますと、まず先ほどの皆さんのお話でも、文化芸術

という概念、領域が芸術分野にかなり偏って扱われていて、ただ、これの元となっている文化

芸術基本法ではそのようにはなっていません。 

憲法に芸術という言葉はありません。でも文化という言葉があるので、これを基に基本法が

成立しています。その中で、神奈川県文化芸術振興条例から、先ほどの１ページの５で対象と

する文化芸術の分野というものを導き出しているわけですが、神奈川県の文化条例は、文化芸

術基本法の項目から抜いてあるものがあります。国民娯楽というものです。 

それから分類上も文学、音楽とメディア芸術が、文化芸術基本法では別の項目です。さら

に、生活文化と国民娯楽も別の項目になっています。その他、この伝統的な文化芸術という言

い方よりも、文化財の部分と伝統的な芸能というのが一項目でありますが、別の項目としての

扱いで、これはそのままでいいと思いますが、個人的には、全項目を対象にしているというこ

とを明確にしていただきたい。 

特に、国民娯楽というのは、遊びのように思われていると思いますが、後の方で出てくる具

体的な施策で、高校総文の開催等が書かれており、高校総文には国民娯楽が入っております。

今で言うと、囲碁、将棋、百人一首は、国民娯楽のジャンルです。それから、高校総文には新

聞放送というメディア芸術のジャンルが入っています。 

これら全体を扱うとした上で、神奈川県としては、これまで舞台芸術を中心に、芸術分野を

重点化して施策を展開してきたので、そういう判断だと明解にすべきだと思います。でない

と、これまでも他の調査で見ても、例えば行きたい文化芸術となると、アニメ、映画、やりた

いのは、例えばポピュラー音楽を聞きたい、というような県民ニーズからも、このジャンルと

文化施策とがずれたたものが出てきている訳です。それにも拘らず、神奈川県としては、継続

的な施策として、舞台芸術やファインアートに、重点化するのだというべきだと思います。こ

こを曖昧にして欲しくない。神奈川県はメディア芸術には力は入れない、神奈川県は国民娯楽
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には力入れない、というべきだと思います。そうでないと、施策として成果が結果として出に

くい。何となくやりましたといっても、実際やってないわけなので、それを明解にして欲し

い。 

将来的には条例を変えていただきたいというのが、個人的な意見です。私はメディア芸術の

ジャンルなので、映像とかを明解に入れていただきたいですし、それから、多分オリンピック

に関連してくるものでいうと、アジア室内競技会から、この前言いましたとおり、e スポーツが

入ってきますし、それからシャンチーのような囲碁将棋の類もマインドゲームとして入ってき

ます。これには対応しないのかという問題も出てきます。ですので、それをやらないのであれ

ば、この分野に絞っていますというような言い方にしていただきたいのが、私の希望です。抽

象的ですみません。 

○伊藤会長  

まとめますと、定義をもう少し明確にした上で、県が取り組む対象は何かということを、よ

り明確化していくということではないかと思います。 

○福冨委員  

そうです。 

○伊藤会長  

そのためには多分、次期計画の中でも、どこまで絞っていくかという事もあると思います

が、これを議論するとなると、結構大変な議論になってまいりますので、場合によっては、次

期計画では一部整理をする程度で、次々期のときに、県が取り組むべき対象というものを、よ

りはっきりさせていくということ、今後の審議会の課題にしていくということも考えられるの

ではないかと思います。どこまでできるかは分かりませんが、福冨委員からの問題提起は、事

務局の方で整理していただければと思います。他にいかがでしょうか。 

○事務局（木口担当局長）  

今の意見につきまして、福冨委員にお聞きしたいのですがよろしいでしょうか。県は対象を

絞った方がいいのではないかというお話でしたが、今までは、対象を絞った立ち位置だったか

もしれませんが、これからのスタンスも絞ったほうがいいという、その理由は何なんでしょう

か。 

○福冨委員  

要するに予算の関係もあります。そのため言いましたが、もちろん絞らなくて済むのならば

そうしていただきたい。事実上は、継続的におやりになっているのは、舞台芸術分野が重点化

しているので、それは県の特色であるので、この特色を継続するかどうかについて議論すべき

です。 

○事務局（木口担当局長）  

対象を最初から絞ってしまうと、その計画期間中に方向変更できないわけです。対象を幅広

く取っておけば、その中で重点的にやるかどうかは、運用の中の話になるわけですが。 

○福冨委員  

でもそれは、県民から見ると不公平感があります。それから元々ニーズに見合っていないで

す。県民のニーズとしては、調査されていますが、県民のニーズでは、アニメとかそういった

ものを見たい、ポピュラー音楽を聴きたいわけです。ですが、それらの施策をやられていな

い。 

○事務局（木口担当局長）  

でも、それを変えるという選択肢もあるわけですよね。 

○福冨委員  

でも、継続性は無くなります。 

○事務局（木口担当局長）  
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行政の継続性という意味で言われている継続性であれば、継続性の範囲の中には拡張とか、

要は齟齬が出ていると継続性に欠けるわけですが。 

○福冨委員  

そうではなく、文化芸術というのが、例えば 1回のイベントで定着するようなものではない

と思うので、神奈川県の文化芸術を考えた場合は、ある程度、継続性が必要だと思います。 

○伊藤会長  

今日の議論も踏まえて、絞れるものがあれば、少々絞っておいてもいいのかなとも思いま

す。 

これは、重点政策の書き方にも関連してくるのではないかと思いますが。 

○米屋委員  

先ほど文化芸術基本法のことを言及されましたので、基本法の三章以下の芸術だとか芸能だ

とかというところは、あくまで文化庁の政策に沿った例示であって、文化庁も何々等というよ

うに、「等」で読み込めるようにしております。ジャンルが名指しされてない分野について

も、排除するものではないという附帯決議も付いていますので、かなり幅広に用意されている

例示であるということを前提にお考えいただいたほうがいいということです。 

それと県には、メディア芸術の施策を持っているか持っていないかではなく、県民にどうい

う供給がなされているのか、それが民間であるのか市町村か、供給する主体が何であるのか、

県が直接なのかということに関係なく、その総体の供給状況というところを見るべきなのであ

り、県がやっている、やっていないということで、不公平感を持つのではなく、供給がどうい

う状況かという判断を文化政策は考慮しなければいけないと思います。 

その辺を踏まえて、今後の計画のところで、県がこのまま継続的にパフォーミング・アーツ

に力を入れるのか、やめるのかということも、やはり総体の供給状況というところを見ないこ

とには判断できない問題ではないかと思います。 

○伊藤会長  

実際に議論しようと思うと、予算の問題もあり、アクターもたくさんいますので、県がやる

よりは民間がやった方がいいものがあるなど、様々なパターンがありますから、その辺の議論

を整理していきますと多分１年掛かりになるのではないかと思います。 

きちんとした議論は、次々期の計画の方に反映させるとしても、今回も可能な範囲では、

少々意識をしておきたいという程度で、検討していきたいと思います。他の具体的な施策につ

いて、ご意見をお願いします。ちなみに、今日ご欠席の合唱連盟の志澤委員からご意見も来て

おります。こちらも見ていただいた上で、お願いしたいと思います。ホールの確保の問題だと

か、やはり地域との問題、指導者の問題、いくつかのことが書かれています。特に、一般の方

たちも含めた幅広い人のことや、地域格差の問題等について改定の方向性のところを述べてい

ます。 

○椎原委員  

私は今日で最後ですが、委員を 10年やりまして、10 年の間に助成金の仕事をしてきました。

そうしますと、例えば助成金の申請には、舞台芸術の応募が多いだとか、それに比べて造形芸

術の方が少ないとか、様々な芸術団体の間で格差、差異が出てきます。 

さらに、横浜や川崎を中心とするところとか、県央や県西とか、そういった地域格差があり

ますが、それでも、例えば綾瀬でオペラをやるとか、いろいろな動きも出てきていることを実

感しているところです。 

それでも、地域格差というのはかなり大きな問題として残っているのではないかと思いま

す。たしかに、その格差というものをどのように判定するかというのも難しいのですが、ある

いは格差と言いながらも、それは地域の独自性みたいなものとして、押し出すような方向性の

ようなこともあるのかもしれないと思います。 
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例えば、メディア芸術に強いエリアというのも出てくるだろうし、あるいは伝統芸能にすご

く力を入れているところも出てくるだろうし、そういう多様性を認めながらも、満遍なく助成

していくしかないかと思います。県はそういったところで、独自性をうまく引き出すような施

策ができればいいのかなと思っています。 

そう考えますと、先ほど冨田委員がおっしゃったような、狭めるような方向性よりは、やは

り文化芸術基本法の改正に関係して、生活文化、国民娯楽を含めた観光など、一体化した条例

を改正する動きというのもあるようですので、幅広く、しかもうまく地域性を意識すべきかと

思います。理想論ばかりで大変申し訳ないですが、地域活性やいろいろな特性を容認しうるよ

うな、そしてお互いの文化、芸術を尊重し合えるような形での条例というものを、どうにかし

て文案化できればと思っています。以上です。 

○伊藤会長  

他に意見が出にくいようですので、８ページ以降、順を追って見ていく形で検討をしていき

たいと思います。まず、重点施策１の地域の伝統的な文化芸術の保存、継承、活用、ここでは

前文は課題が書かれ、その下で重点施策として、四つほど上げられています。特に、下の二つ

目が、新しく付け加わったものとして、この文化の定義の範囲の問題も絡んできますが、芸能

だけでなく工芸が入ってきたこと、それから文化の記録の保存もしていこうというようなこと

が追加されているところが新しい箇所かと思います。この辺は地域に根差した、先ほど椎原委

員からもご指摘ありましたが、地域格差、量的な格差は問題かもしれませんけど、質的な格差

というのは当然あった方が、個性だと思いますので、そういう部分を配慮した文章になってい

るのかどうか、このあたりが一つあると思います。 

重点施策２についても見ていきたいと思います。２の方は、子どもや高齢者や障がい者な

ど、あらゆる人の、これは前回も出ましたが、今回追加されたところです。あらゆる人の文化

芸術活動の充実で、このあらゆるというところには、志澤委員から指摘がありました、一般の

人という視点が抜け落ちているのではないかという指摘において、当然、あらゆるというとこ

ろには、一般の方々も入っているという理解になってくるのかと思いますが、施策としては、

５つ上げられていて、舞台芸術人材の育成は、前は多分、マグカルの重点施策４のところに入

っていたものがこちらに移ったものだと思いますが、全部含めて、共生社会、特にこれは重点

施策３とも関連しますが、内なる国際化の方も意識した文章が追加されていると思います。 

また、効果的な取組みの促進のところに、県内市町村に紹介していく等、市町村との交流に

関わる文章もあります。少々短くて分かりにくいかなという感じもしないでもないかとも思い

ます。特に、アウトリーチも含めて、子ども、高齢者、障がい者等との問題が、結構これまで

の審議会でも議論になったところですので、これでよいかどうか、ご意見があればお願いしま

す。 

○田村委員  

先ほどの９ページの文章の表現ということだけに限らないのですが、今回の向こう５年間の

重点施策の作りについて、今までの５年間に比較して、関連する法律が変わってきたからとい

うことにより、高齢化の問題のことや、障がい者のこと、国際化のことなど、文化芸術の振興

審議会の計画と言っている中、間口がどんどんと広くなり過ぎている、という印象を受けま

す。 

そのため、これを各項目ごと５年後に、重点施策についてどうだったかという評価を、審議

会でやるということを考えていくと、例えば９ページの最後の重点施策に、文化芸術を通じた

共生社会の実現という幅広い表現があり、子どもから大人まで、障がい者も含めてと、対象が

広がっているわけですが、こういう作りをある程度、実現できるのかというところを考えて、

作っていった方がいいのではないかと、思います。 

要するに、神奈川県でも横の組織が連携してやれるのであれば、県土整備や、政策局も、そ



9

れを全員で、これに向かってやりますということであればこの表現でいいと思います。しか

し、あくまで文化芸術振興計画としてやっていくものは、関連する法律が変わったからといっ

て、障がい者や、高齢化社会や、インバウンドの項目も入れ、間口を広げてもいいものでしょ

うか。ここは意見が分かれるところかもしれないので、ご意見があれば、皆さんからいただき

たいと思います。以上です。 

○伊藤会長  

先ほどの、文化の範囲をどこまで広げるべきか、あるいは狭めるべきか、ということが大き

な問題になっていますので、そのあたりに関連する形でも、ご意見あればお願いします。 

○岡崎委員  

先ほどの話に関連しますが、先ほどの芸術のカテゴリがどうかとの議論がありましたが、私

はあまり重要ではないと思っています。むしろ、いろいろなカテゴリが融合して、進んでいく

ことがむしろ大事であり、先ほど話しましたが、そういうのをうまくマネジメントできる人間

が必要であり、人材の育成ということになるかと思います。 

やはり、芸術文化とは何だろうと考えたときに、みんなが楽しみとか、面白いと感じさせる

ものを発信していかないと、多分難しいと思います。そこに触れること、そのためには、そう

いう機会を作る人がやはり必要ではないかなと。 

どういうことかというと、例えば何かのアートイベントをやる際に、イベントのプログラミ

ングというかアイディアを、一般の人、例えば高齢者の方や、小さい子どもなどの人達を、そ

この会議に参加させて、意見を吸い上げていくということも、非常に興味を持っていかせると

いう手法の一つでないかなと思います。 

そのために、そういう仕掛け作りをする人というのが、先ほどのそのアートマネージャーで

はないかと考えていますので、先ほど、メディアアートや、伝統芸能など、非常に相反する、

対極するカテゴリにあるものを、それをうまく融合させて何かできるのではないかなと思いま

す。ただそれは、おそらく今の仕組みの中ではなかなか難しいので、それを柔軟な発想ででき

る人作りといいましょうか、それが重要になってくるのではないかと思います。 

○伊藤会長  

ご自由にご意見をお願いします。 

○椎原委員  

１番目の重点施策の伝統的という言葉が、旧来の伝統芸能を中心としているというのは致し

方ないと思います。とはいえ、例えば川崎ではアニメとか、あるいは横浜の映画とか、もう 10

年、20 年もやっているので、そういうものを伝統として読み込んでいけると思います。だか

ら、伝統的な文化芸術といったときの間口というのは、かなり広がるのではないかと思いま

す。 

例えばメディア芸術を伝統と呼ぶような土壌ができているという気がするので、そういう視

点でこの文章を見ていくと、伝統というのが本当に古い伝統とか、そればかりになっているの

ではないか、もう少し広く読んでもいいのではないかと思います。 

工芸もそうですが、食事というか食文化が入ってくることもあります。例えば鎌倉の食事と

か、そのようなことも、広く読めるという形になるのでしょう。そうすると、一方で、曖昧に

広くやるということが、本当にいいのかという議論も出てくるかもしれません。そういう方向

性は、法律が変わった流れの中では致し方ないかなというのが私の感想です。 

それと２番目の施策で、高齢者、障がい者、あらゆる人というところで、あるいは最近の

LGBT とか、それを入れるか入れないかというのは、今後の話かもしれません。県の中央部のと

ころは、外国人の労働者が確かに多いので、そのようなところを書き込めば書き込むほど、か

なり複雑になってしまうということもありますが、やはりどこかで意識すべきかと思います。 
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○伊藤会長  

私も個人的な意見で一つ上げたいと思いますが、一つは２番目の丸のアウトリーチやワーク

ショップのところの２行目に、県立文化施設等と書いてありますが、各県立文化施設だけでは

なく県立文化施設や、関連する NPO 等というぐらいのことを入れておいた方がいいのかなと感

じたことが一つです。これはたいした問題ではありません。 

もう一つは少々大きな問題ですが、あらゆる人という中で、今回の法律の改正の中にも経済

の問題が入っています。貧困の問題があって、それを入れるか入れないかは、結構大きな問題

になります。つまり経済格差が広がっている中で、あらゆる人と考えた場合には、結構お金の

問題とも絡んでくる話となり、書いてしまうと、後で首を絞めるということも当然起こります

ので、その辺については、皆さんのご意見をいただきたいところです。 

○福冨委員  

先ほどの意見はちょっと置いておき、気になっているのが、最近、重要文化財の散逸という

ことが問題となっています。神奈川県として大丈夫なのかということもあり、計画上に入れら

れれば入れた方がいいのではないかと思います。 

それから、先ほどの経済の件ですが、それは多分、まさしく憲法の、文化的な最低限の生活

というのが憲法にある文化という唯一の箇所ですが、そこから文化芸術基本法ができているの

で、何らかの形で、確実に保証するというよりも、計画の中にニュアンスとして入れられれば

ベターかと思います。 

○伊藤会長  

文化財の問題、あるいは昨年には版画のすり替え事件というものもありましたが、その辺も

含めて、文化財に関するセキュリティの問題等、何かありますか。 

○太田委員  

すみません。今のことではなく、先ほどの話に戻して申し訳ありません。 

オリンピックのスポーツも文化だという、そういう考え方もありますけれど、やはり、オリ

ンピックとパラリンピックと二つあります。しかし文化に関しては、例えば小説を書く、絵を

描くということに、一般の健常者と高齢者、障がい者で、垣根はないと思います。ですから、

文化というのは、大人だけのもの、子どもだけのものと考えず、以前にも申し上げましたが、

展覧会は、大人も子どもも一緒に、20 年以上前のように、山下公園で写生大会をみんなで絵を

描いていた光景がとても好きだったもので、そのように高齢者、障がい者の方だけの文化芸術

活動というのは、逆に私は、正直、違和感があります。 

70 歳になっても芥川賞を受賞される方がいますし、別に芥川賞は 70 歳でも 20 歳でも構わな

いし、障がいを持っている方で、文学に寄り添っている方もとても多いので、あえてこのよう

に区分けはしない方がいいのではないかと、個人的には感じます。 

文化は垣根を越えるものだと、垣根のないものだと、そこがすばらしいと思っています。も

っとシンプル、いろいろ細やかにこのように決めることも大切なことだと思いますが、一個人

としては、写生大会を、コンクールを、中高校生のために取り入れていただいていて、大変あ

りがたいと思いますが、もっと垣根を越えて、山下公園で、大人も子どもも一緒に楽しく描け

ば、絵を描く喜びというものが、すごく身近に感じられてくると思います。 

絵を描くというのは、年配者の、お年寄りの趣味の問題ではなく、子どものためでもあり、

年配の方のものでもあり、誰でも自由に入っていける。そのように考えて、今後、例えば、神

奈川近代文学館で子どもの読み聞かせについて、子どもだけではなく、子どもを持ったお母さ

んとか、おばあちゃんやおじいさんが一緒に来て、一緒に読んで考えようという窓口であれ

ば、小さい時から美術館でも絵を楽しく観ましょう、文学館に行って文字を見ることで、その

後楽しく本を読みましょうということに繋がると思います。 

そういう特別な地域ではなく、美術館や博物館、文学館が特別な場所と思わないように、子
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どもの時から接するというところは、やはり欧米では、そういうところに行く度に、美術館に

行ってもみんな子どもたちはワイワイとしています。こんなことを日本の美術館でしたら、日

本美術は静かに観ることが必要かもしれませんが、西洋絵画においては、ワイワイしていて

も、アメリカでもヨーロッパでは叱られることはないし、ルーブルでも好ましい光景として、

みんな許容しています。そのように、そこに行くことが、特別なことと思わないで、すごく自

然に美術館や博物館、文学館に行ける、そういう流れに持っていくこと、楽しみというものを

持たせるには、もっとシンプルに考えることも必要かと思います。 

例えば、毎月１回は子どもの日とか決めて、その日は子どものみではなく、大人も入場無料

とか、そのようにしないと、私は昔、横浜の大学で十年間、芸術論の講師をしていた時に、神

奈川県の 20 歳の学生の９割が美術館は初めてという子ばかりだと知った時、私はとても愕然と

しました。それで心を決めて、上野美術館に行くと、ほとんどの学生が喜んでいて、それはや

はり、小中高で伝統芸術に触れることはもちろん大切で、とても素晴らしいことだと思います

けど、もっと美術館に行ってほしいと思いました。文学館へも博物館へも、もっと子どもに行

ってほしい。それは私たち大人の責任だと思います。もっと身近なものだという、堅苦しいも

のではないということも、そんなに難しいことではないと思うのですが、どうでしょうか。 

○伊藤会長  

ありがとうございます。どうしてもこういう話だと、子どもに関しても、する方に力を入れ

てしまう傾向にありますが、一番の基本は見るということが大きな要素だと思いますので、そ

のニュアンスも少々強めた方が良いかと感じました。 

時間の関係がありますので進めますが、三番目の国際文化交流の充実、そこでは多文化理解

が絡まっていて、それから、関係団体等との連携が入っています。 

それから、重点施策４のオリパラを契機とした施策に関しては、多言語化対応は前回から出

てきている課題ですが、重点施策の１と２に関連するものがいくつかありますので、そういっ

たものが述べられています。それから最後の５番目が、先ほども出ましたが、例えば人材育成

の問題というものについて、ここの書き方は、施設の機能としての人材育成だけでいいのかど

うか。先ほどアートマネジメント人材のような話もありましたが、こういったところについ

て、追加のご意見等があればお願いします。 

○石井副会長  

重点施策５の人材育成ですが、学校の教員の育成や研修というものが必要だと思います。い

くら立派な美術館があったても、立派な芸能があっても、それと子どもたちを結びつける教員

がしっかりしていないと、うまくいかないと思います。 

地域でいろいろな行事が行われていますが、その行事に対して、子どもを連れて行くのは教

員です。それがない。先ほど太田委員も言っていましたが、私もつい最近、高校の先生方と話

をしていて、能を見たことがない国語の教員がたくさんいました。それで教科書を出してき

て、能がこうだと語るのはおかしい。歌舞伎鑑賞教室は青少年センターでやっていますが、そ

れの宣伝も兼ねて他の学校にも行きましたが、全然、興味も関心も無い。そういう教員がたく

さんいる学校の中でこういうことを語っても、空しい気がしてなりません。 

ここの人材の育成というところの中に、教員研修と具体的に書くのはまずいかもしれません

が、何かしらの形で、学校教育の場における、接点となる人材の育成のようなことを、何か少

し加えていただくと良いと感じました。 

○米屋委員  

今の重点施策５の三つ目の丸で、市町村・関係団体等との連携・協力とありますが、ここに

ぜひ、文化芸術団体という言葉を入れていただきたいと思います。 

それと今更ですが、重点施策の１が、文化資源や伝統芸能の活用という言葉があり、あちこ

ちに散見されていますが、伝統芸能も文化資源の一つだと思うのですが、文化資源は、かなり
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包括的な概念だと思います。ただ、読んでいきますとここで言っている文化資源というのは、

文化財のことを念頭に置いて書かれているという印象を受けます。逆に、基本的な施策の文化

資源を活用した地域づくりの推進というところでは、景観ですとか、街並みとか、そのような

ところも含めて使われていて、書く場所によって文化資源という言葉でさしている意味が結構

限定されているところがありますので、用語の使い方をもう一度ご検討いただけたらなと思い

ました。 

○伊藤会長  

ありがとうございます。文化資源については、志澤委員の方からも少々分かりにくいという

指摘があるので、ちょっと注釈を付けるなり、あるいは使い方について気を付けた方が良いと

思います。それから今出ました教員の話も、すごく重要な話ではないかと思いますので、ぜひ

検討していただきたいと思っているところです。他にどうでしょうか。 

○事務局（木口担当局長） 

今のお話で、芸術文化団体という言葉を使ったらどうかという話について確認させて下さ

い。 

○米屋委員 

 関係団体ではなく。 

○事務局（木口担当局長） 

 関係団体を芸術文化団体に置き換えるということですか。 

○米屋委員 

 文化芸術団体等と置き換えるということです。 

○事務局（木口担当局長） 

分かりました。あと、今の教員の資質の向上のお話も出ましたが、先ほど田村委員から出た

話で、要はこの計画の守備範囲をどうするかという問題と結構リンクする話になると思います

が、限定するのであれば、教員の資質向上的なものは、本当に教育行政というかなり独立性の

高い、行政分野の中の話になるので、なかなか難しいのかなと思いますし、そうでなく、今の

施策はかなり融合していますので、そうした中で言うのであれば、一応幅広に捉えていくとい

う議論ともセットになるのかなと思います。 

○伊藤会長  

教員の資質向上までいってしまうと、範囲が広くなると思いますが、実際に多くの美術館で

アウトリーチをする際、まず先生たちに来てもらい、考慮した後、子どもたちを呼ぶというこ

とをよくやっています。そうしないと先生たちが接点を得られない。子どもたちは、やはり学

芸員の話よりも先生の話の方に耳を貸すという傾向が高いので、そのようにアウトリーチのや

り方も工夫次第で解決できる部分が結構多いのではないかと思います。この辺は重点施策に書

くよりは、具体的な施策の中で、ぜひ検討していただければと思ったところです。 

それとこちらも結構重要な話ですが、もう一つ気になっているのが、20ページの推進体制で

す。現在の案では、検討が間に合わなかったということで、現行計画とあまり大きな記述の変

更がなく、庁内連携の方が法律の改正に伴って、少し関連部署との話し合いが入りましたが、

ここについて、先ほどの文化芸術団体の役割をもう少し重視していくという話、あるいは学校

においても、教員の話等も含めていくつか連携をしていかなければいけないことは当然起こっ

てきます。 

また、私個人の意見としては、文化団体に近いですが、庁内の連携に接点があるところにお

いて、県が持っている財団等との位置付け等をもう少し明確にしてく必要があるのではないか

と思います。こういった部分も含めて、少し議論を進めていく必要性を感じます。後で条例の

改正の話も出てきますが、良い悪いは別として、国の法律が文化の概念をどんどん拡大してい

こうという傾向がある中、県の方でもどこまで対応できるのか、そういった部分が推進体制と
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一緒に関わってくるのではないかと思いますので、この辺についてご意見があれば、ここも意

見が非常に分かれるところかと思いますけども、お願いします。 

○米屋委員  

今の、20ページの三番目の文化芸術団体について、二つ目のパラグラフで、文化芸術団体は

地域の文化施設や学校等の教育施設云々というように連携することが望まれますと書かれてい

ますが、現状の文化芸術団体の多くが、芸術活動の創造、継承、発展ということだけでも汲々

としていて、その上、福祉と連携することをやっていくだけの余裕が、全然持てないという状

況の団体が大半だと思います。ですので、文化芸術団体の本分は、芸術の創造、文化の創造と

継承というところだと思いますが、ここでこれを書くのであれば、とりわけ基幹的な文化芸術

団体とか、文化芸術拠点施設というように、少し限定した方がよいと思います。例えば、具体

的に言うと、財団が運営するような県立の文化施設を念頭にしていると思いますが、そういう

ところが中心となって、他分野と連携するということを推奨する一方で、個々の芸術団体とい

うのは、その芸術活動に専念できるような、そういったような書き分けというのをお願いした

いと思います。 

また、次の学校のところで、大学が地域の文化芸術振興の中心的な担い手と書いてしまうの

は、少々書き過ぎではないかと思いますので、大学の中でも、芸術文化に関係する部分ではそ

ういったことがいえるのかもしれませんが、担い手の一つとして、芸術団体などと連携してい

くというように、ワンクッションを置いた書き分けが必要かと思いました。 

○伊藤会長  

ありがとうございます。 

○事務局（木口担当局長）  

すみません。今のこの担い手としてというのは、副詞的に使っていて、期待されますに掛か

っています。今先生が言われた趣旨として、現在大学が担い手となっているということをここ

で書いてあるわけではなく、そういう担い手としての機能が、役割が期待されますという、後

ろに掛かっている言葉です。 

○米屋委員  

ですが、本文は「教育・研究機関として」となっています。 

○事務局（木口担当局長）  

「施設を有していることから」で、文章上はここで切れて、中心的な担い手として役割が期

待されます、ということになります。今後こういう形の役割を担ってもらいたい、というのを

ここに書いています。 

○伊藤会長  

中心的なことを下に持ってきた方がよいかもしれません。 

○事務局（木口担当局長）  

副詞なので動詞の前に持っていくかどうかです。 

○伊藤会長  

ここに関しては、私も意見があります。文化芸術団体という言葉と、芸術文化団体という言

葉が、今ごっちゃごちゃになってきていて、法律ができてから、文化芸術団体という本来は日

本語になかった言葉が一人歩きをしていますが、この芸術文化の団体だけなく、文化施設だと

か様々な、いわゆるつなぎ手たちの集団と呼んでいますが、芸術家ではないが市民が中心とな

って、地域でまちおこしのために文化イベントを行っているような団体も、文化芸術団体に入

ってきます。非常に範囲が広くなってくると思いますので、ここもやはり書き方を注意した方

がいいという気がします。 

他に推進体制のところで、市町村との連携は当然重要になってくると思いますが、連携と言

ってしまえば一言で済んでしまいますが、実際に県がどういう役割をするのかということが明
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確にされていないと、市町村の方も、はいそうですかとは言い難いところもあるのではという

気がします。最後のところに、県は広域的な自治体としての要素が書いてありますが、若干抽

象的だと感じました。庁内連携に関しては、先ほども田村委員からご意見がありましたが、文

化振興の中でどこまでできるのか、庁内セクションとの連携が無いと不可能なものも結構盛り

込まれていますので、そのための仕組みをもう少し具体化しても良い気がします。この辺りに

ついては、どう考えているのでしょうか。 

○事務局（大場課長）  

庁内連携については、今現在もいろいろな部局、担当セクションと連携を取りながら進めて

いるところですが、昨年の法改正もありまして、観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、

産業といろいろと関連分野が出てきましたので、より幅広に連携を取りながらやっていくよう

な体制が必要なのかなと考えています。 

○伊藤会長  

この第５部にこだわらずに、最後に全体を通して、これだけは言っておきたいというのがご

ざいましたらお願いします。 

○藤井委員  

推進体制というのは、やはり推進する場というか、環境の整備の問題と密接に関係があると

思いますが、先ほど文化の重要性として、触れることがいかに大事かという話がありました。

もっと進んで考えると、触れたり鑑賞したりすることと同時に関わること、それから、あるい

は創造する側に加わって作っていくこと、というように、どんどんと道筋が発展するように、

関わったことがきっかけとなって作る側に転化できるような道筋が、施策全般に見えているの

かどうかも結構重要だと思います。 

先ほど、合唱連盟の方の文書を読ませていただいて、やはり関わり合う場が少ないという

か、例えば、練習場所とかそういうのは極めて少ないということがあり、私も芝居をやってい

る関係で、痛切にそれを感じます。稽古場となるべきものが少ない、特に合唱だとか芝居等で

発表会を目指して、例えば長期間の稽古があったりします。そうする場合、その練習場所の確

保というのはすごく大事な問題としてあって、それは大変苦労しているというのが実態です。

例えば、それをもっと重要視すると良いかなと思います。ですから、文化施策を考えていく上

での重点として、例えば文化遺産の問題だとか、それから触れる、触れ合うという関係だと

か、どうやって作り合うかという関係だとか、そういう一貫性が見えてくるような、流れをも

っと感じたいというのが、私の希望です。 

○伊藤会長  

ありがとうございます。12 ページの環境整備のところの施設関係のところに、今、藤井委員

が言ったこと、それから志澤委員も抱えている、練習場といった発表の場、もう少し実用的に

使えるような場所について、これを県が用意するかどうかはまた別問題ですが、そういったも

のを、全県下に整備していくための何かイニシアチブを県がとって欲しいなと思いますので、

そのようなことも少し可能な範囲で書き込んでいただけると良いと思います。他にどうでしょ

うか。 

○髙田委員  

今回、私も法案の改正からきていることで、今までは文化芸術を振興するためのものであっ

て、それをどうできるかというところが、振興ではなく施策になりました。でも、施策になっ

たということは、どう持っていくかというところが、計画の中では当然問われていることで、

私はこの推進体制というのは非常に重要、一番重要なことだろうと思います。 

特に、今回、観光とかまちづくりとか、国際交流とか、ここにいる私たち、専門の方が多い

と思われますが、それ以外のところの動きがどうマッチングされ、どのように展開されていく

のかというのが、想像の付きにくいところもあり、やはり総合的な中での文化芸術、これがど
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ういう施策であるべきなのかというところを、ここである程度審議するにあたっては、やはり

その前提として、もう少し、だからこういうものをやる、つまり県の観光行政でもこういうと

ころでこういうエリアに重点を置いているから、だからここでこういうものもやっていくこと

になっていますとか、国際交流もこれが重点的にこれからの交流都市になっていくという流れ

が全体的にあります、だからベトナムだと、そういった流れの説明があって、私たちも、なる

ほどと腑に落ちます。ここの審議会に求められるところが非常に大きくなってきてしまってい

るのだなという気がしますが、そういった意味での問題提起の仕方というのを、今後こういう

計画になっていくのであれば、少し今までの議論とちょっと違うテーブルで、私たちもまた、

頭を回転させなければいけないのだと思いました。 

あとは、やはり市町村の全体像を吸い上げて、県民にすべてを見せるというのは難しいと思

いますが、各市町村が行っている取組みがもう少し、こういったところで、年間を通して、ど

んなものがあったかということが見えると、県ではここをやっています、県下全体としては、

こういうエリアでこういうものが具体的になされてきます、といったような特徴的な取組みだ

とか、そういったものが見えてくると、全体を把握して、私たちの役割も見えてくるのではな

いかなと思います。 

○伊藤会長  

それでは今出たご意見をもとに、素案の修正をしていただきまして、また各委員の方にも通

知をしていただければと思います。事務局はそのような形で素案を取りまとめていただければ

と思います。 

○伊藤会長  

では次の議題に移ります。今出た話とも関連しますが、議題３として神奈川県文化芸術振興

条例の見直しの検討について、事務局からご説明お願いしたいと思います。 

 

 

 

 

議題３ 神奈川県文化芸術振興条例の見直しの検討について 

事務局から資料３、参考資料１-１に基づいて説明後、次のとおり審議を行った。 

 

○伊藤会長  

ありがとうございます。多分議論すべきポイントは三つぐらいに分かれると思います。国の

法律が変わったから、自治体の方も条例の改定をすべきであるかどうか、別に国の法律に準じ

て変えなければいけないという義務はありませんので、別に放っておくという考え方も一つあ

ります。 

しかし、今述べられたように、国の法律の改正の中で大きく三つぐらいの大きなポイントが

あると思いますが、そのうちの一つ、文化の振興だけではなく、広い意味で、文化とか他の政

策との繋がりみたいなのを国の方では意識して、振興を取ったということがあり、条例の方で

も振興を取り、他の政策との連携というものをきちんと明記した方がいいのではないかという

のが、今回出された事務局案だと思います。 

その他、より細かく改正するならば、今日の状況に応じて、国の法律の改正もありますし、

県民のニーズ、あるいは文化の範囲という話が先ほどありましたが、そういったものも含め

て、大改正をすべきだという考え方、大きく三つ位の改正の仕方があって、今回事務局が出さ

れたのは真ん中のプランで出している訳ですが、この辺について、ご意見あればお願いしま

す。 
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○伊藤会長  

この問題提起については、私もこの法律の改定についてはずっと気にしていたので、意見を

述べますと、私の個人的意見としては、改正する必要はないと思っています。ただこの辺につ

いては、当面はそのままで将来的には改正すべきかと思いますが、条例の中では５年に１回、

見直しをしていくことが書いてあり、ちょうど今年がこの５年に当たっていて、改正するとし

た場合、今年がチャンスだということがあり、事務局も、この際、最低一か所でも変えておき

たいというのが案として出てきています。 

私の考えとしては、次の５年後に向けて、もう少し審議会で１年ぐらいかけて、先ほど福冨

委員の意見で、県が取り組むべき文化の範囲が何かとか、そういったこともきちんと踏まえた

上で、県独自のより独自性が高い条例を作る方がベターなのではないかと思っています。 

今年改正しても最小限にしておき、もう一度５年後に向けて、審議会で検討していくという

ことを私自身は提案したいと思っていますが、この辺について皆さん方のご意見があれば、ぜ

ひお願いします。 

名称変更という、結構大きな問題も提案されております。ちなみに条例の名称を変更すると

審議会の名前も振興が取れるのですか。 

○事務局（大場課長）  

それは検討すべき課題と考えています。 

○椎原委員  

振興を取って、基本とか入れますか。 

○太田委員  

細やかに書いてあって、どのような方々が草案されているのでしょうか。 

○事務局（大場課長）  

法律については当然国会で審議されていますし、条例については、案は事務局の方で作成す

るような形になると思いますが、議会の審議、議決をいただいて決める形になります。 

○米屋委員  

振興条例改正案を見たところ、今回の基本法の改正の中で、私がここは大事だと思って評価

しているところは、この振興条例のところに反映されていないので、あまり積極的に改正しな

くてもいいのかなと、会長と同じような意見を持っています。 

また、今回その振興を取ってしまうことの影響というのは、案外大きいかもしれませんの

で、十分な検討なく、国に倣ってしまうというのは、急がなくてもいいのかなと思っていま

す。 

ちなみに、大事なところというのは、芸術支援のあり方みたいなところが、今までは公演、

展示等に支援すると言っていて、等と書いてはあっても公演、展示に限られてきたわけで、例

えば先ほどからも再三ご意見が出ている、練習の場を作る、稽古の場を作るとか、教員の方々

との連携の接点を作るとか、そういった仕組づくり、場づくりというところが、それこそ支援

として、結構大事な課題なのではないかなと思います。 

イベントを中心にやられてきたというところが、非常に反省があり、非常に条文として分か

りにくいですけれども、３章の例示のところの言葉が変わったのはそういう意味だということ

で、ご理解いただきたいということと、それから、文化政策の評価の仕方というものについて

も、国でも指標を決めて、全体像がどうなっているのかということを評価していくというよう

に、議論が変わってきており、何々をやった、成果があった、という事業評価ではない仕方を

導入していく途上にありますので、やはりその二つが、今回の改正では大きな点かなと思って

います。 

表面的には観光やまちづくりに活かしつつ、文化の価値を生み、それを再投資するという、

経済発展に引っ張られた部分が目立っていますが、根源的には、そういった大きな変化もあり
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ますので、条例の改正については、もう少し議論を深める必要があると感じています。 

○伊藤会長  

ありがとうございます。他にどうでしょうか。 

○事務局（木口担当局長）  

もしよろしければ、ここの話は結構重要な話なので、皆さんに一言ずつお願いします。 

○伊藤会長  

分かりました。それでは皆さん方、一言ずつで構いませんので、条例の改正について賛成、

反対も含めて、ご意見をお願いします。藤井委員、いかがでしょうか。 

○藤井委員  

事前に検討していませんが、慌てて改定する必要はないかと思います。 

○福冨委員  

法律の改正は割と定義を明解にするみたいなことですが、これに対応していくとなると、や

はり、先ほど言ったような、例えば国民娯楽がどうして入っていないのか、ということがある

かと思います。改正するのであれば、文化芸術基本法にも国の独立行政法人、地方公共団体、

文化芸術団体、民間事業は連携すべきだと書いてあるわけなので、そこの役割を明解にする意

味では、定義を一致させた方がいいのではないかと思います。その作業が大変であれば、今回

はやらない方が良いと思います。 

○平山委員  

私も、先ほど会長が言われた意見と同じです。やはり今の段階ですぐに改正ということでは

なく、今はこのままでとおしたほうがベターかと思います。 

○石井副会長  

皆さんのご意見に準じて、急ぐ必要はないと思います。 

○田村委員  

先ほどご質問したところが正にここに繋がっていて、間口があまりに広がった印象の度合が

強いです。具体的には、当財団が民俗芸能祭で地元の団体と付き合っていると、草の根運動で

活動を広げて、地に足が着いたところの運動をしている。こういう目線で議論していきたいと

思います。急に観光や、インバウンド、障がい者に関してなど、また別の切り口では、産業労

働局とフォーラムをやっていますが、まず障がい者の雇用の促進をやった上で、初めて社会に

出て行けますから、その次にこの文化に触れることに進めるので、順を追うべきものがまだあ

るかなと思っています。結論からすると、やはりまだ間口を広げるのは少し早い気がします。

以上です。 

○髙田委員  

私も先ほどお話したことがここに繋がりますが、私も、時期尚早ではないかなと思います。

個人的な感覚と意見としては、やはり文化芸術振興ということが取れることに対して、ものす

ごく違和感があり、やはり振興されて、文化芸術が盛り上がってこそ、そこに生まれるものが

ある。振興を取らずともマイナス要素は無いと思うので、個人的にはもう少し議論を重ねた上

で、範疇も広くなってきていますので、その辺りとの融合性をどのように取るのかというとこ

ろを踏まえた方がよいと思います。 

先ほど委員の方からいろいろ出ています、その文化の範疇ということで、娯楽だとかそうい

ったものもどう捉えるか、囲碁・将棋は正にそうだと思いますが、今こうやって観光とかイン

バウンドとか、そういうところが入っていたときに、今話題となっているカジノだとか、ああ

いったものも娯楽といえば娯楽の一つになってしまうのだろうなと、そんな発展性も考える

と、もう少し勉強してからでいいのではないのかと思います。 
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○椎原委員  

今回、審議会の過半数以上が改選となるわけで、ほんの短い間でやるよりは、新たな審議会

で揉んでやった方がいいのではないかと思います。でも私自身の方向性としては、広げていく

方向も、それを積極的に評価するのもありかなとは思っていますが、今変えるのは時期尚早と

思います。 

○岡田委員  

資料の中の星印が非常に気になったので、お聞きしたい。 

○事務局  

星印は、今回の議題を検討するにあたり、該当箇所なので目立つように付けています。 

○太田委員  

すいません。この資料の文化芸術基本法の３ページの中に星印がありますけれども、ここに

関して細やかに書かれていることは、なかなかよろしいことではないかと思います。文化芸術

に関する施策の推進にあたっては、文化芸術により生み出される様々な価値を文化芸術の継

承、発展及び創造に活用することが重要であることに鑑み、文化芸術の固有の意義と価値を尊

重しつつ、いろいろな分野における施策との有機的な連携が図られるよう配慮されなければな

らないというところです。 

そのようなところから、手短に申し上げますが、この間、皆さんご存知の 78 歳の尾畠春夫氏

が個人で、ボランティアで、地域の人々が見つけられなかった２歳の子どもを発見できました

が、やはり文化においても、個人の力というものをもっと見直す、その良き模範になられたと

思います。 

私は文化ボランティアというのは、もっと神奈川県でも推奨して、例えば、これは大変難し

いことかもしれませんが、横浜美術館は、第３セクターが館内を監視されています。第３セク

ターから派遣された方は、マニュアルどおり、私がカルチャーセンターの講師をする中で、例

えば少し声が大きくなると注意が飛びます。それはごもっともだと思う一方で、私は、ヨーロ

ッパではこのぐらいの声を出していても全く問題にされないということを思うと、第３セクタ

ーから派遣されているのではなく、芸術を本当に愛するボランティアの方がよいと思います。

例えば茨城県立近代美術館は全員ボランティアの方が館内にいます。少し大きな声で説明して

いても、ニコニコと一緒に聞いて下さる。そのように神奈川県も、文化ボランティアをもっと

広めて普及して、美術が大好き、音楽が大好き、伝統芸能にすごい素養がある、そういう方が

そこでご説明をされることによって、子どもも年齢差を超えた親しみ、近代文学館には既にボ

ランティアの方もいらっしゃると思いますが、そういう文学への親しみ、おじさんの説明が面

白いなという感じで、芸術への親しみが湧く。私はボランティアを公募して、そういう方たち

に美術館や文学館をお任せしてもいいですけれども、やはり、文化ボランティアというものの

存在、個人で芸術を愛する年配の方々にとってもそれを説明することは喜びに繋がりますか

ら、文化においても、ボランティアの必要性、登用するということをもっと考える意味では、

この法の第２条第 10 項を県文化振興条例ではこの部分があまり扱われていないので、この部分

は具体的に分かりやすい言葉で入れ、カットすることなく入れたらいいと思います。 

様々な、本当にそうだと思いますが、文化というのは、一部の人たちのものではなく、みん

なで共有し合うものが文化芸術だという点からすれば、是非ともボランティアという個人の力

こそ、私は素晴らしく、ここにいらっしゃる方々がボランティアになればすばらしいと思いま

す。だから、議論ではなく、実践という段階で考えていただきたいと思います。生意気なこと

を言いますが、私は心からそう思います。 

○伊藤会長  

ありがとうございます。一応、本日出席の審議会の個々の委員の意見はこのような結果でし

た。条例改正については、最終的には県が判断すべきことと思います。 
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一応時間がきましたので、その他として、審議会委員の改選について事務局からご報告願い

します。 

 

 

 

 

その他 審議会委員の改選について 

 

○事務局（大場課長） 

８月末をもちまして、石井副会長、太田委員、岡崎委員、垣内委員、草薙委員、椎原委員、

平山委員、米屋委員の８名の委員がご退任されることとなりました。退任される委員につきま

しては、今回の審議会が最後の会議となります。各委員の皆様方には、本県の文化芸術振興施

策について、幅広い御見識に基づきます適切な御意見、御助言をいただきましたことに、深く

感謝申し上げます。 今後とも、本県行政の推進につきまして、御指導、御支援をお願いいたし

ますとともに、ますますの御活躍を心からお祈り申し上げます。なお、後任の委員につきまし

ては、公募委員の方も含めて人選を終え、御内諾をいただいており、今後、正式な手続きを進

める予定となっております。 

○伊藤会長  

ありがとうございます。８名の委員が変わっていくことで、次の審議会をどのように進めて

いけばいいのか困っているところですが、長年、どうもありがとうございました。それでは、

予定の議題は終了いたしました。他に皆様から何かありますか。特にご退任の方から、もし、

一言ございましたら、ぜひお願いしたいと思います。 

特にございませんので、議題については以上で終了いたします。 


