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第１回 広陵町文化芸術推進審議会 議事要旨

会議の名称 第１回 広陵町文化芸術推進審議会

開 催 日 時 令和５年１月２２日 １０時００分から１１時５５分まで

開 催 場 所 広陵町役場 ３階 大会議室

出席委員の 中川幾郎委員、岡田誠治委員、立花初代委員、辻博暢委員、
氏名及び人数 杉本洋之委員、林原延雄委員、金秀一委員、寺本忍委員、

松下真純委員
計９人

欠席委員の 池端範泰委員
氏名及び人数 計１人

町長 山村吉由、教育振興部長 村井篤史
出席職員等の職、生涯学習文化財課：課長 尾崎充康、係長 寺田章、主任 岡本彩華、
氏名及び人数 参与 吉村昌代、スポーツ振興課：課長補佐 池島清隆

計７人

公開･非公開の別 公開 傍 聴 者 ０人

議題

１ 開会
２ 委嘱状交付（代表受領）
３ 町長あいさつ
４ 委員の自己紹介
５ 会長及び副会長の選出
６ 諮問
７ 議題
(1) これまでの経緯及び広陵町文化芸術推進審議会の役割について
(2) 大まかなスケジュールについて

８ まとめ
９ その他

会議の記録（要旨）

発言者 発言要旨

１ 開会

事務局 ・開会
・配付資料確認

２ 委嘱状交付（代表受領）

山村町長 第１回目の会議に際し、町長から委員の委嘱が行われ、中川幾郎
委員が委員を代表して委嘱状を受領した。



- 2 -

３ 町長あいさつ

山村町長 皆様、おはようございます。この度は広陵町文化芸術推進審議会
委員をお願い致しましたところ、ご承諾並びにご応募を賜り、誠に
ありがとうございます。
本日は、公私ご多用の中、第１回広陵町文化芸術推進審議会にご

出席をいただき、重ねて御礼を申し上げます。
後ほど担当から経緯についてご説明申し上げますが、この審議会

は、広陵町広陵中央公民館の早期の建て替えに関する要望書に、一
万筆の署名が提出されたことに端を発しまして、２年間にわたる広
陵町の公民館建替及び文化芸術の振興のあり方検討委員会での議論
を経て、答申をいただいた内容にあります、文化芸術に関する取組
の実施に向けたご議論をいただくものでございます。
答申やそれに基づく計画書にありますように、広陵町には文化芸

術活動を行っておられる方が本当に、たくさんおられるわけでござ
いますが、町としての文化芸術の取り組みは、そういった方々に全
面的にお任せしているという状態でございます。
いわゆる町として主体的にまだ取り組んできていなかったこと

が、実態として浮かび上がったわけでございます。また、反省点を
踏まえまして、いただいた答申によります文化芸術に関して、町と
して取り組んでまいらなければならないことが、明らかになったわ
けでございます。この課題解決に当たりご意見をいただくため、幅
広い分野から識見をお持ちの皆様にお集まりをいただきました。
本町は、令和元年７月１日にＳＤＧｓ未来都市に選定されており

ます。ぜひとも皆様には、その取り組みの大きな柱として、持続可
能な誰もが親しみ、そして享受できる広陵町ならではの文化芸術の
推進について、ご意見を頂きますようお願い申し上げまして、冒頭
のご挨拶とさせていただきます。慎重なるご審議よろしくお願い申
し上げます。
ありがとうございました。

・事務局紹介

事務局 委員紹介に先立ち、生涯学習文化財課長から事務局の紹介が行わ
れた。

４ 委員の自己紹介

各委員 各委員から、自己紹介が行われた。

５ 会長及び副会長の選出

事務局 続きまして、次第の５番、当審議会の会長と副会長の選出をお願
いしたく存じます。お手元の資料２広陵町文化芸術推進審議会設置
条例をご覧ください。この中の第５条でございます。当委員会の会
長につきましては、これからご審議をいただくに当たり、委員の皆
さまの中から互選するとなっておりますが、如何させていただきま
しょうか。
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委員 事務局としての案はありますか。

事務局 事務局といたしましては、文化施策や生涯学習の専門家で、滋賀
県文化審議会の会長や、当町の公民館建替及び文化芸術の振興のあ
り方検討委員会の委員長をお務めになった中川幾郎様を会長に推薦
したいと思いますが、いかがでしょうか。

委員 （拍手）

中川委員 （承諾）

事務局 続いて副会長につきましては、設置条例にありますとおり、副会
長は委員のうちから会長が指名する。となっておりますで、中川会
長、ご指名をお願いします。

会長 それでは、この会議が広陵町の文化芸術を中心に据えた会議とな
っていますので、先ほどの自己紹介にもありましたように、言葉に
よる文化芸術活動を行っておられる素人落語家の、杉本洋之様を指
名したいと思います。杉本様、副会長にご就任いただきますことご
了承いただけますでしょうか。

杉本委員 （承諾）

６ 諮問

町長 町長から会長に諮問書に基づき諮問が行われた。

７ 議題

(1) これまでの経緯及び広陵町文化芸術推進審議会の役割について

中川会長 それでは、改めまして皆様、よろしくお願いいたします。
会議の終了は、正午までを目処にと伺っておりますので、そのよ

うに私も進行に努めますので、よろしくご協力のほどお願いいたし
ます。
早速入ります、次第の７番議題のまず１番のこれまでの経緯及び

広陵町文化芸術推進審議会の役割について、事務局からご説明をい
ただきます。お願いします。

事務局 事務局から資料に基づき、これまでの経緯及び文化芸術推進審議会
の役割について説明があった。

中川会長 はい、ありがとうございます。今、事務局から審議会の役割につ
いてのご説明をいただきましたが、これにつきまして何かご質問ご
ざいますか。よく分からないところがありましたら。よろしいでし
ょうか。
私の司会進行のルールを自分で課しているのですが、必ず全員に

発言してもらって、と考えてますので、一番最後にまたこの発言時
間を担保します。その時に思い出したことなどの発言があっても結
構です。
それでは、続きまして次第７番の２の大まかなスケジュールにつ

いて事務局からご説明いただきます。
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事務局 事務局から資料に基づき、大まかなスケジュール説明があった。

会長 ありがとうございます。今の説明につきましても、ご質問ご意見
ございましたら出していただけますでしょうか。はい委員さん。

委員 さっきのスケジュール表の例えば審議会の事業の検証というとこ
ろで、青いバーとベージュのバーがありまして、この色には何か意
味がありますか。

会長 令和４年度と令和５年度の色分けです。
翌年の３月末までが前年の年度になります。だから令和４年度は

令和５年３月まである。
そういう意味で色分けされています。
例えば、アウトリーチという言葉とか、あとアートスタート事業

とかというカタカナが入ってますけども、この辺についてはよろし
いですか。

委員 パブリックコメント時には、多分私はアウトリーチとかサーバー
とか色々と質問させていただいたところなんですけど、一般的には
分野によってアウトリーチの解釈が変わったりしますので、町民向
けのものでしたら、ある程度全部に定義していただきたいというも
のです。
パブリックコメントさせていただいた時は、アウトリーチは何で

すか、定義なしでずっと使って、最後に言ってしまう。そしたら解
釈は多岐にわたりますので、カタカナの場合は多分そういうことが
多いんじゃないかなと思います。

会長 事務局どうですか。

事務局 基本計画のところに、追加で使う時に解説を入れさせていただい
たと認識しております。
こちらのスケジュールのところなんですけども、当面の目標の案

としまして、考えられるものを少し列挙した形でございます。その
辺の資料の方にも、この定義をきっちり入れるべきであると思いま
す。今話が出てましたとおり、このアウトリーチ活動の意味は分野
によって違ってくるというご指摘でございまして、こちらの分野で
の意味につきましては、例えば公民館活動されてる方が、公民館だ
けではなくて、さまざまな福祉施設だったりとか学校とか、あるい
は文化芸術に接することのできない方のいる方に出向いて行ってさ
まざまな活動を行っていく活動という意味です。今後の資料の作り
こみにつきましては、専門用語等につきましては、それぞれの詳細
説明を付け加えた上で皆様にお配りしたいと考えます。ご指摘あり
がとうございます。

会長 それでは、皆さんもうお読みいただいているとは思いますが、今
後の私たち審議会としてやるべき仕事というものがある程度見えて
きたと思いますが、これにつきましてもご助言なり、ご意見でも構
いません。どうぞご自由にご発言いただきたいと思います。
お一人だいたい３分見当以内で話していただいて、そこにまた疑

問が出てくれば、それについての討論をするということで良いでし
ょうか。
それでは順番をどういたしましょうか。そちらの方からお願いし

ます。
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委員 今回は、スケジュール管理、進捗状況の管理ということですので、
この基本計画の中にたくさんの項目が書かれております。広陵町の
芸術という概念は比較的分かり易いかと思うのですけども、なかな
か文化というのをどういう捉え方をするのかというふうに思ってお
りまして、その進捗状況を管理していく中で、この達成度によって、
広陵町の文化がだんだんとアップしていくんだという事だと思うん
ですけども、この中にはたくさんの管理項目が書いてあります。
この管理項目が達成されれば、町の文化のレベルが上がっていっ

て、町民全体が享受できる文化ができていくんだというふうに思う
のですけども、これだけを管理すれば良いということではなくて、
これを管理することによって、全体的な文化のレベルが高くなって
いくというものであろうと思います。
特に、これは町だけでできる話でもありませんし、住民だけでで

きる話でもありませんので、それぞれのその役割や立場で、これを
推進していくということになろうかと思います。
例えば今コロナでこういう状況で、なかなか活動ができないとい

う中にあって、遅れ気味になる訳ですけども、この進捗管理、進捗
の目標が遅れた場合に、どうやってそれをフォローしていって、設
定された期限にそれらを達成するかというような事などにしても、
十分な検討をしていかなければならないというふうに思っておりま
す。
文化についても、例えば、文化協会があって、その中にその活動

の拠点を設けておられ、公民館には育成クラブというものがありま
して、そこでたくさんの方が文化について行っておられます、それ
以外にも、例えば昔から伝わる古い文化もありますし、文化の捉え
方自体が難しいわけですけども、それらについても進捗状況を管理
することによって達成ができるであろうというふうに思います。

委員 当日資料３を見ますと、広陵町の文化芸術の推進や発展とあるん
ですけれども、これを見ますと、広陵町の文化というものは、素晴
らしいと思います。けれども、どうしても何か町民と町が一緒にな
って、広陵町の文化をまとめようっていうのがこの図でわかるんで
すけれども、公民館活動にしても古典芸能にしても、広陵町の公民
館活動や古典芸能は素晴らしいと思うんですけれども、やはり広陵
町だけのものではなく、広陵町とどこかの町とか、広陵町と県とか
コラボして、さまざまな活動していかないと、どうしてもあの共感
とか発信とか交流とか、そういうものが何か広陵町だけに限られて、
公民館を使うのは、広陵町の人たちが何人か集まると、講座が開け
ますよというのは、すごく大切なことと思うのですが、いろんなコ
ラボで、さまざまな人の芸能とかさまざまな活動とか、そういうも
のを広陵町と合わせて発信すると、さまざまな分野の人とか、いろ
んな地域の人たちがそれを見てくれて、広陵町が素晴らしい文化芸
術の町なんだということをわかってもらえるので、もう少し広陵町
の文化芸能を発信することが必要だと思いました。
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委員 この文化芸術推進審議会の役割というところを見せていただきま
すと、学校教育は、町行政という所に入れていただいてるわけなん
ですけども、特に部活動が中学の場合にはありまして、合唱部とか
美術部という部がありまして、その中で活動しております。
運動部でしたら、大会とかいう形で外部に出て、自分たちの活動

の成果を発揮する所があるわけですが、文化部におきましては、な
かなかこういった発表の場というものがないというところで、発表
の場というものを設けていただきたい。
町の文化祭であったりすると思うんです。そういうふうな形で、

つながりを持って行って、それがもう当たり前になっていくと言い
ますか、そうすることで広陵町らしさということで、つなげていけ
るのではないかなと考えております。

委員 この審議会では、基本計画の進捗管理をするため「文化芸術推進
の具体的施策を精査する仕組みづくり」についてまず検討を行い持
続できるシステムをつくる。それにより現状把握し、その現状が基
本計画どおりオンライン上にあるかを確認していく必要があると思
います。
ゴルフに例えるとグリーン上でスライスラインなのかフックライ

ンなのか把握する。基本計画をみますと２２
ページから３９ページにかけて成果指標として数値化し記載されて
おります。現状を把握した結果、成果指標がそのままでよいのか、
あるいは修正、変更が必要なのかを審議し決定するということが審
議会の役割ではないかと考えます。
では、現状把握をするため持続できるシステムづくりはどうした

ら良いか。私見ですが、「情報カード」を関係各部門がその都度作
成し日常的に審議会事務局へ「情報カード」が流れてくる仕組みづ
くりが必要ではないかと思います。
「情報カード」の内容については、審議委員の意見や他市町のサン
プルなどを参考にして広陵町独自のカードが出来たらと考えます。
これさえ出来上がれば、審議会の課題解決はそう難しいものではな
い思います。

（５分間休憩）

委員 ガールスカウト活動をしながら、ひとり親支援の活動であったり、
そういった分野の活動もしておりますので、いろんな子育て世代の
方と交流をする中で、特に広陵町内でお子さんを持ちながら活動さ
れてるような方々は、他の地域の方に比べて私の印象ですけれども、
すごく教育熱心な方々が多いのではないかというふうに感じており
まして、テーマは文化とか芸術や生涯学習活動というものにも関心
を持っておられる方々というのが、特にこの委員会が目指すところ
のニーズになってくるのかと私自身は思います。私もガールスカウ
ト活動をしながら、この町の施設を利用させてもらってる中で、よ
く見かけるのは、高齢の方が文化活動を熱心にされてると思います
ので、特に今の関心を持っているけれども参加していないだとか、
そういうところをターゲットにした活動というのがこの委員会で目
指して、できたら良いのではないかと思っております。
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委員 この役割の当日資料３を拝見しておりまして、私が委員会の一員
として何ができるのかということを、皆さんの話をされている中で
考えておりました。
私は、自社でイベントの企画とかもやっておりますので、広陵町

の文化芸術の発信を何かお手伝いできるような委員の役割を果たし
ていけたら良いと思っております。
また、配付資料で先に配付されていた資料３の中にも、新しいメ

ディア芸術文化、映画、漫画、アニメーションなどといった古典で
はないような文化もまた含まれておりますので、私はＳＮＳとかも
すごく得意なので、その点で発信をするお手伝いなんかもしていけ
たらと思っております。
私自身の趣味でもあります文化財巡りなどもございますので、以

前、新山古墳というところで出土しております三角縁三神三獣鏡と
いうものがございまして、あの卑弥呼の鏡と言われている三角縁神
獣鏡を検索しましたら、その鏡が一番トップに出て参ります。そう
いうものも趣味で、自分で復元したものを持っておりますので、そ
ういった中の多方面にＰＲできるような、広陵町の有名な出土品と
か文化財とかを、もっとよりよくＰＲしていけるような、そういっ
た計画をサポートしていけるように、意見を出していけたらと思っ
ておりますのでよろしくお願い致します。

委員 私は、先ほどから言葉が出ていますように、広陵町らしさの文化
は何かとずっと考えています。なかなか分からなかったのですけれ
ども、結婚して広陵町に住むようになってもう３２年になります。
私自身が感じた広陵町は、東側は田んぼです。西側は新興住宅地な
のです。何故か、新と旧が交差すべきところなのに、なぜか交差し
ていない。分断されたまま、それを今、すごく強く感じておりまし
て、それを何とか少しずつ融合させるのに何をしたら良いか、それ
が悩みの種なんですけども、それについて私も探索しながらやって
いきたいと思います。
もう一点は、私は今は退職しましたけれども、前職は実に十数年

ＩＴ関係の仕事をずっとしておりまして、一番感じたのは、広陵町
の中央公民館でも何でもネット環境がすごく悪いということです。
例えば無料で子供達にＩＴ教室をやろうとしても、ネット環境がな
いとできない。お寺でやろうとしてもない。今の世の中でおかしい
んじゃないか、それは最低限の事で、特にこのコロナになってから
は、オンラインは必須になったりしています。
何を言いたいかと言うと、これを常に変えていかないと、公民館

行こうとしても、結局年寄りばっかりで、若い子にしたら道具がな
い。趣味が合わない。それではどうやって発展させ、そこも世代の
分断ではないかと思います。
なので、少しまとめきれないのですけども、広陵町らしい文化は、

新旧の融合を全面に出せたらと思います。
やり方もこれから多分皆さんと一緒に話していただけたらと思い

ます。
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委員 広陵町の文化芸術の推進ということで、いろんな文化の種、芸術
の種が広陵町にもたくさん転がってると思うのですが、私も落語を
やらせてもらっていまして、やっていて良かったなと思うことだけ
を簡単にしゃべります。
もう１２～１３年前から広陵寄席というイベントを、ずっとやっ

ております。初めのうちは、身内で楽しんでるという感じだったん
ですけども、だんだんと会場を大きくしていきまして、ついこの間
の第２０回は、かぐや姫ホールをお借りしてやらせていただきまし
て、１７０名ほど入っていただきました。最初の方は町内だけでし
たけれども、だんだんと町外からも来ていただいたり、県外から来
ていただいたりで、これがなければ広陵町なんか来ていなかったと
いう声も聞かせてもらったりすると、すごく嬉しいんです。
何かご自分たちがお笑いを通じて、広陵町を知ってもらうことの

面白さ、良さを知ってもらうきっかけになっているのではないかと
思って、やって参りました。そして、これからも行います。もう一
つは、先ほど言いました「広福亭ぽい」という高座名をいただいた
のは、町が主催していただいて、予算もちゃんと付けていただいて、
落語教室をやっていただいたんです。それも参加費無料で、広陵町
太っ腹やなと言いながら、奈良からも来られる、橿原からも来られ
るということで、これが一つのきっかけになりまして、私もあちこ
ちで落語をしていますけども、そのメンバーもそれぞれやってます
し、何が大きかったというと、子供なんです。はにかんで、全然ち
ゃんと人前で喋れなかった子どもが、落語を通して人前で堂々と喋
れるようになって、落語のコンテストにも出たりしているんです。
去年でしたが、かぐや姫ホールでもやらせてもらったりして、子

どもの成長を見ていける。そんな生涯学習的なことも実感しながら
やっています。そのような形で、それぞれがいろんなことを考えて、
推進していって広陵町の良さを知ってもらえたら、そういったとこ
ろから、また他町や他の市と一緒にコラボをしたりということも生
まれてくるのかと思います。

会長 少しまだ時間がありますので、第二ラウンドでは発言いただいた
ら結構かと思いますが、この基本計画を子細にお読みいただいて、
ご理解頂きたいと思うところも、少し私の方からも、重点的に念を
押してお話しすることになろうかと思いますので、少々皆さんより
も多い目の時間を頂戴したいと思います。
まずは、この基本計画を作る委員会の長もしておりましたけれど

も、皆様のお話をお聞きして、やっぱり貴重なご意見が出てくるな
と思ったこともいくつかあります。
例えば、委員からは、計画の進捗管理ということに私たちが注力

することで、全体のレベルアップするのだということに期待してい
る。ということをおっしゃったわけですが、これは、別の委員もお
っしゃった個別事業ごとの情報を、一元的に担当部局が管理して集
約するという作業がもう片一方で必要です。つまりそれは、私がい
つも他の自治体でも言っております事業カードを、完成してくださ
いということになります。この事業カードのイメージが分からない
こともないと思うのですけれど、私が別の自治体で委員長をしてい
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会長 ます堺市とか、東大阪市は、この事業カードを完成していますので、
その両市に様式を取り寄せていただいたら、ほとんど真似してでき
ると思います。
東大阪の事例を言いますと、よく担当が分かってない時期があり

まして、五つのリージョンセンターという市民活動センターがある
のですが、各リージョンセンター毎に１枚のカードで上がってきま
した。リージョンセンターの管理運営で２千何百万円。以上、終わ
り。なので突っ返したことがあります。リージョンセンターで年間
どれだけの事業をやってるのか。その事業毎に一枚のカードを書い
てくださいと。そんな膨大なカードなんかとんでもない作業になり
ます。というのですが、やってくださいと返した。現在、１ｃｍ５
ｍｍぐらいの厚さの事業カード集になっています。
それを完成させていただきたい。大変な作業ですが、完成までの

途中は、年度途中でまだ未完成ですということでも構いません。と
にかく１年かかろうが２年かかろうが、全数把握するということを
お願いしたい。その事業カードの中に、かかっているコスト、そこ
から生み出したサービス産出量は、自動的に出るように担当部局も
トレーニングしてください。その事によって、成果がどれくらい上
がったか、成果目標は何に置いてるのかということも、担当部局に
考えてもらいたい。どうしても分からないというならば、この基本
計画を読んでください。早い話が警察官の数を増やした結果、交通
事故が減ったとするならば、交通事故が減ったことが成果、効果で
す。警察官の数を増やした、警察官の実人員数がアウトプット。つ
まり、サービス産出量です。その警察官の人件費がこれだけかかっ
たというのがコストです。コストとパフォーマンスの関係だけでは
なく、アウトプットに伴うアウトカム。達成しようと思ったある価
値に基づく変化の目標。それを出していただきたい。けれどもそれ
を出すのは難しいと、長期的にでないと出ないということがありま
す。例えば、学校における不登校の子どもを減らすという事業があ
ったとします。その場合、この不登校の子どもは、どれだけ減った
かというのは、短期では出ないというケースもあります。その場合
は、代理指標としてサービス産出量、単純アウトプットでも２、３
年は大目に見ますと言う妥協はできます。つまり、計画行政のレー
ルに乗せようということですので、これは何も文化関係だけではな
く、広陵町の総合計画に基づく各部門ごとの計画行政と全く一緒だ
ということをご理解ください。それから二つ目に、また別の委員か
ら、学校教育の部活動とかが非常に盛んに行ってるけれども、社会
教育との連携をもっとはっきり取ってもらえないかというご依頼か
と思います。
これは、実は文部科学省が、スポーツクラブのリーダーを地域に

協力を求めてほしいということを言っているのと同じことで、文化
活動のリーダーの顧問とか、指導者も地域で派遣するということは
望ましいという方向になります。そうすると、この計画による学校
へのリーダー派遣ということを事業化していかなくてはならない。
その構想をどれぐらい具体的に持っていけるかとなると、芸術文化
協会さんの方からも、どれだけのメンバーを送れますよ。どれだけ
の方かは私たち把握してますよ。ということも教えてもらうのか、
極めてリアルで具体的な実務的な話をもう片一方で協議を進めてい
かなければならない可能性もあります。
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会長 ただ、一概にそうだと進まないと言うならば、向こう１年以内に
このように持って行こうかということも、検討しなければならない。
そういうこともこの審議会の役割になってくるのではないかと私は
思っています。それから、広陵町だけで文化、文化と言っていても
仕方ないのではないかと。そのとおりです。ただ、この基本計画よ
くお読みになったら分かるのですけども、発信ということに関して
は、当然のことを意識していますけれども、それよりも、公平かつ
平等に、漏れ落ちなく、弱い者も含めて全ての人にアートに触れて
もらう芸術や生活文化のいろんな知恵に触れてもらう。その不平等
がないようにすることが第一目標というのが、この計画の理念であ
りますので、それができてからの話と私は理解しております。つま
り、人権保障としての文化政策ができてもいないのに、いわゆる産
業振興とか、シティプロモーションに芸術文化を使うというのは邪
道であると私は思っています。産業振興の分野が勝手に考えられた
ら結構です。そうではなくて、この委員会は、人権保障として、子
供達や弱い人達、外国人に対するアートへの接近、あるいは自分の
アイデンティティ確立のための支援ということが第一目標ですので、
まずはそれを重点に置きたいと思っております。それから、委員さ
んがおっしゃったガールスカウト活動をなさってるということで、
非常に貴重な活動をなさったと思うのですが、私も実はボーイスカ
ウト活動を１８年やっていまして、カブスカウトの隊長を１０年間
やったことがあります。
なので、子どもと付き合うというのは、私は随分と経験してきまし
た。そういう意味では、そういう活動に参加できる家庭だけが得し
てるなという悔しさを感じたことがあります。
例えば、貧困家庭の子どもは、ボーイスカウトになかなか来られ

なかった。なぜかと言うと、デンマザーの役とか、デンダットの役
とかをお父さんお母さんができないんです。そういう人は働いてる
からで、そうすると、ボーイスカウト活動のリーダーのグループ
も、自分達の負担ばかり重くなるので、デンダットやデンマザーの
役ができない家庭の子どもは、ご遠慮お願いしますというようなこ
とになってしまうわけで、これは、結果的に経済的な格差をそのま
まボーイスカウト活動にも持ち込んでることになってしまってると
いうのが、私の非常に辛い思いです。だからといって、その子供た
ちを受け入れると、私たちのリーダーの負担がものすごく膨らむわ
けです。そこのところをどうすれば乗り越えられるかと悩んだとこ
ろです。
そういうことについても同じように、お金がある。時間的ゆとり

がある。健康に恵まれている。幸せな家族に恵まれている。社会的
に豊かな関係の中で生きることができている。という人が、お楽し
みになるような芸術文化活動を私たちは追求するつもりは毛頭あり
ません。私は、むしろ反対を行きたい。貧しい人に手が伸びていく
というもの。時間がない人が参加できるようにして欲しい。病気の
人にも届けたい。なので、私は滋賀県の文化審議会の会長してる時
に、全小学校の子どもに、びわ湖ホールのオペラの序幕を経験して
もらって、そして卒業してもらうという目標を掲げ、これをついに
昨年、全小学校の児童に成功するに至ったと思っていますが、最初、
これは学校にとっては、小さな親切、大きなお世話ですと批判され
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会長 たこともあります。現場からそういう声が聞こえました。学校がど
れだけ負担が重いか、あなた方は分かっているのか。良い事と思っ
てやってくれているのか知らないけど、学校にとったら、大変な迷
惑なんだとまで言われました。そういう問題も乗り越えていかねば
なりません。いかがでしょう。その後、さらに自信を付けたびわ湖
ホール財団及び県当局は、びわ湖ホール財団の持っている機能を使
って、病院、公立私立の病院を問わず、手を挙げている所に、順番
に小型のコンサートを届ける事業を行っています。これをアウトリ
ーチと言っています。当局は、ホールに子ども達を招待する事業は、
観光バスを仕立てて、観光バスの借り上げ賃は県費で出します。そ
のようなものをインリーチと言っています。
お招き事業、それから、アウトリーチは、お届け事業です。こう

いうことを、私はこの広陵町でも、あれこれの分野で実現できない
かということを、皆さんにお知恵を絞っていただきたいし、金さえ
あれはできるという話ではないので、そのためには、こういう人材
が必要だとか、こういう中間調整をする人材が必要だとかというこ
とも課題としても出てくると思います。学校との間でのアートのお
届け事業、これをミーツアート事業と言って、現在、堺市と東大阪
市はもう開始していますが、これは、とても学校との間の調整をす
る専門的なコーディネーターが必要なんです。役所の職員にそれを
させたら、とてもではないですけれど負担が重たい。重たすぎて振
り回されてしまいます。だから、ある程度の専門能力を持ったコー
ディネーターを雇うしかないんですが、その人材はどのように見つ
けるのかという課題もあります。実際に定期的に協議しなければ、
学校にとってみたら迷惑であるという面もありますので、どのよう
な演目が欲しいんですかということも、聞かなければいけませんし、
音楽ですか。演劇ですか。美術ですか。あるいは落語ですか。狂言
ですかとさまざまあるんです。それを調整する役も必要です。そう
いうことも皆様のお知恵を拝借したいです。
ちなみに、横浜市で一番小学校の子どもに人気がある演目は何で

すかと聞いて驚きました。狂言だそうです。狂言をみんな聞きたい
んです。狂言師が来たら、みんなが大拍手するそうです。やってい
て面白いんですって。表現が小学生の子どもには面白いそうです。
意外な発見でした。委員さんがいろんな発信をしたいとかおっしゃ
っていただいたことを、私は頼りにしたいと思ってまして、こうい
うことをすると、もっと発信できるよとか、こういうふうにやれば
うまくいくなであるとかを、ターミナルごとに、いろいろご提言い
ただけたら嬉しいと思っています。委員さんは、この町は新旧が分
断されているとおっしゃいました。私も痛感していることです。新
興住宅団地と言っては失礼ですけども、新造開発というか開発され
てきた地域と、そうではない旧来の地域との間が、何かうまく交わ
っていない。何かこう文化的にも、少し違いがあるというのは、や
はりどこかで克服していかなければならないと思うんですけれども、
それはこの委員会でも議論していきましょう。
公民館の使い方がよく分からないとおっしゃっておられたのです

ね。
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委員 公民館、一つは今インターネットの環境が全くないというのも一
つありまして、私は的場に住んでおります。地元の公民館は、かな
り古いんです。利用するのは多分、役員会とかあとは祭りの前の青
年隊の練習といった程度のもので、子どもを集めて、私は子ども会
長もやったことがありまして、集めて何かしようと思うとつまらな
い。何もない。テレビもない。そういうのは少し辛いなと思います。

会長 はい、分かりました。今、ご指摘あったことは、昨日、実は別の
行事で町長と大阪で偶然お会いしたことがあって、その時、二人で
話したことそのものです。つまり、広陵町の公民館は、貸し公民館
になってしまっていて、主催事業があまりなかったのです。ですか
らそれをどのような主催事業を起こしていくかというのが大きな課
題だと。やはり貸会場ばかりではまずいぞという話は、もう町長も
自覚しておられます。ですので、今後、こういうことを公民館でや
るべきだという話が出てくると思いますので、議論したいと思って
います。
最後に副会長さんがおっしゃった落語も含めて、私は芸術、アー

トと思っていますので、この場では芸能と芸術という言葉の使い分
けはしたくないと思っています。特に大衆芸能という言葉は嫌いで、
だったら大衆芸術もあっても良いのではないかと思います。日本で
は、芸術と芸能の使い分けをしていますが、英語では両方ともアー
ト（Art）です。アートとの違いはもう一つ言葉があってアーティザ
ン（Artisan）です。アーティザンというのは職人という意味です。
アーティストとアーティザンの違いは、アーティザンは、寸分違わ
ない同じものを作る高い能力や技量を持った人で、アーティストは
絶えず壊して新しく開拓していく人としての意味があるようですの
で、つまり創造者です。そういう意味で私はアーティザンとアーテ
ィストは区別すべきだと思いますが、落語家と西洋芸術やオペラの
歌手などと区別するという必要はないと思っています。なのでクラ
シックの上に「お」をつけるような文化がありますよね。おクラシ
ックみたいな。やかましいわと思います。私も実は鼻の筋が悪く
て、周りに鼻息が結構聞こえるらしいです。以前に自分の街の文化
ホールのこけら落としに招待された客が、隣に座っていたのです
が、その隣に座ってたなんか一見上品そうなお兄さんが、私の肩を
ポンポン叩いて「お宅、鼻息荒いですよ。」って言ったのです。音
楽鑑賞の妨げです。こんなに失礼な人は居ないと思いました。息を
するなということかと思います。息をしなかったら死ぬじゃないか。
自分の言っていることがどれほど失礼なことなのかが自覚できない
ような人が、おクラシックが好きなんですよ。その瞬間、憎悪の対
象になりますよね。あんたの聴きたいおクラシックはそんなもんか
よと。それは、排除の論理なんです。雑音を立てる奴は出て行け、
咳をするような奴は来るな。くしゃみをしてはいけない。それは、
それなりの配慮はあります、大きな声で喚いたり、ピーナッツを食
べたりして鑑賞するのなら駄目だけども、息もするなは、いきすぎ
じゃないかということを思います。ですので、この基本計画の根本
的な精神は、まずは人権、文化的な人権を守ることです。お金のな
い人にも届けよう。時間のない人にも何とか届けよう。家族に恵ま
れない人にも何とか関わってもらおう。自分が病気をしていても、
勇気を持ってもらうためのコンサートに参加してもらいたい。
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というふうなことをまずちゃんと整備するべきではないかと思うん
す。もう一回言います。暇と、金と、体力と、家族に恵まれ、社会
関係も豊かな人たちが、お楽しみになるような余暇活動のための芸
術文化政策はいらない。人集めのための芸術文化政策は、産業振興
の分野で考えてもらいたい。この委員会は、そこも所管はしますけ
れど、それを中心に考える委員会ではありません。シティプロモー
ションを追求する委員会ではない。このことだけは、はっきり皆様
お覚えいただきたい。広陵町の町を豊かにし、訪問者あるいは観光
客を呼び込んでいくための芸術文化事業なんてことを考える委員会
では今ありません。それより先にやるべきことがある。それを行っ
た上で次に乗せていきましょう。きちっと町民文化政策がきちんと
できた上に、広陵町の都市としての都市活性化政策を乗せる力がで
きてくると理解した方が良いかと思います。
ちなみに基本的考え方が、基本計画中に書いてありますが、後ろ

の方に文化芸術基本法とか劇場音楽堂活性化法とか障害者のための
文化芸術活動促進法とかいう法律が添付されていると思いますで、
それらの法律を一旦お目通しいただきたいと私は思っています。
これらの法律も、私にとっては、まだまだ甘ったるい法律ではあ

りますけど、改正後の文化芸術基本法、改正前は文化芸術振興基本
法という題名でしたが、改正されてからは、はっきりと初めて「文
化的に生きることは、人権である。」との記述が入りました。
だから、この法律があるから、この広陵町でも頑張りましょうと

いう意味に聞こえますけれども、この法律は、文化庁のための法律
であって、広陵町のための法律ではありません。ということは、何
かといえば、広陵町が文化行政をやる。図書館行政をやる。博物館
行政をやる。公民館行政をやる。この行政は全部広陵町の自主的か
つ、主体的な責任において行う政策分野であり、こういう施策は、
自治事務といいます。法律によって定められている法定受託事務で
はありません。極端なことを申しますと、図書館がなくてもＯＫ。
博物館がなくてもＯＫ。文化ホールがなくてもＯＫ。公民館がなく
てもＯＫ。それらがなくても別に構わない。法律違反ではありませ
ん。その中で、図書館もある。公民館もある。博物館もある。文化
ホールも作ろうという広陵町にとったら、自ら自治事務としての指
針を定めないと、とんでもないところに行ってしまうでしょう。な
ので、まずこの基本計画を定めたということです。なのでもっと強
い担保が欲しいということになりますと、広陵町文化芸術あるいは
文化基本条例というのを作らないとだめなんですけれど、それはま
だここで議論するのは置いておきませんかということです。
とりあえずは、自治事務としての広陵町の図書館、公民館、博物

館、劇場音楽堂等の関連施設については、ここに書かれている基本
計画に沿った行動をしていきますということを、ここに宣言されて
るわけですので、改めてもう一度ご覧直しいただきたいと思います。
私の話は以上で留めます。では、もう一度、皆様からご助言等あ

りましたら、お話しいただけたらと思います。
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委員 この審議会の役割ということで、一枚の資料をいただきました。
この中には町行政が主体となってやること。協働で行うこと。町民
が主体となってやること。というふうに書かれておりました。町行
政がやることにつきましては、当然町の施策としての計画があった
り、それに基づく予算がついたりということで、町は非常に熱心で
すので、多分進んで行くであろうと思います。少しチェックを入れ
て進捗状況を管理さえすれば、進むのだろうというふうに思います。
もう一つは協働でやる。例えば文化祭にしても、各種イベントにし
ても、これも多分、町が主体となって、町民と一緒になってやると
いうスタイルになろうかというふうに思います。後は町民です。町
民は広陵町自治基本条例もできまして、町民の役割とかいうことも
書いてございます。その町民が主体となってやることは、放ってお
いたら町民が自主的にやってくれるとは、なかなか思えない。これ
にも行政がリーダーシップを発揮したりして、町民に働きかけて町
民がそういう知識や能力を持っていくだろうというふうに思います。
だから、自治基本条例でも一緒なんですけども、町民がどうやった
ら参加したり、関心を持ったりという施策を、町民にどう訴えかけ
ていくのだという政策を町行政としても、当然この審議会としても
考えていかなければならないと思います。

委員 会長が広陵町の公民館のあり方とおっしゃっていましたけれども、
私自身、公民館を利用したことがなかったので、少し現状が分から
なかったので、次回は、そのような文化芸術に関する事業検証と広
陵町の現状の把握ということでございますので、次のものを見なが
ら着々と考えていきたいと思います。

委員 私も公民館は、校長会等でよく使わせていただくのですが、なか
なかある日の何時っていうのは、取れない状況にあって、取れたと
きには、周りでいろんな活動をされていて、とても積極的に活動さ
れてるのかと思っていたのですが、今の話を聞かせていただいて、
またそういう活動について考えていきたいと思います。

委員 会長の言われた事業カードは、そう難しいものを求めてられてい
るわけではないと思いますが、誰もが情報を簡単にカードに記入・
作成できて事務局へ日常的に届けられる仕組みづくり。そういう想
定でいます。
基本計画２６ページ～３９ページに６項目の成果指標が記載され

ています。さらにこの内容を町民、協働、広陵町と区分し、どこが
行うかも基本計画で説明されています。実施したイベントがどれに
当てはまるのかなどカードに記入し、提出されたカードを事務局が
とりまとめ審議会で項目別に審議して点検及び見直しを進めていけ
ば良いのではと思います。

会長 この成果指標は、あくまでもシンボル指標であって、皆が頑張れ
ば結果的にこうなるはずだと思ってるだけのことです。この成果指
標が現実に即してないとなれば、変更することもこの委員会で考え
ればいいわけです。この指標は、絶対不可侵のものと考える必要は
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ありません。少し使いにくいとか、もう少し違う指標にしようとか
は、事務局も提案してもらったりして、私達も少し変えようかとい
う提案をしても構いませんので、ただ今、委員のおっしゃった事業
カードは、この成果指標を片一方で意識しながら作ってもらわない
といけません。という関係性を維持してほしいということです。な
お、この成果指標は、アウトカム指標になっていません。アウトプ
ット指標のままにしてあります。それはわざとです。いきなりアウ
トカムを要求しても難しいので、それはご理解ください。

委員 今の皆さんの話を聴きながら、文化芸術分野の発展のためには、
理想とか構想とかそういうことを、この委員会で議論して詰めてい
くということと、また同時に人材の確保というのを行っていくこと
で実現していくのではないかと思いますので、人材確保が課題なの
かなと、皆さんのお話を聴きながら感じました。

委員 私自身にもう一度、何ができるかということを考えさせていただ
いていたのですけども、先程、会長が言われていたように、私は今
まで産業振興であったり、そちらの方面で行政との関わりがかなり
強かったので、優れた文化芸術をＰＲに活用できればというふうに
思っていたのですけれども、その辺りではなくて、体力的にも金銭
的にも恵まれない方々に対して、広陵町の良い文化芸術を届けてい
けるのか。というところに考えをシフトしていこうと今思っており
ますので、その形で委員の皆様と共に協力していけたらと思ってお
ります。

委員 先ほど中川先生からの、人権としての文化権のもとで、この文化
芸術振興についてよく理解できました。そもそも、なんとなくあの
計画書を読んでそう感じまして、産業ではないんですね。みんな全
ての民族も関係なく、年齢も関係なく、皆さんが平等で学習機会が
得られることはとても大切であると思います。自分で理解できて良
かったと思います。後は、自分としては何に貢献できるかも考えな
がら、さっき私も申し上げた新旧の融合、そこは私自身も勝手に考
えているのですけども、子どもをキーとして何かできないかと思い
ます。実際に今、これは広陵町ではないんですけども、河合町の小
学５年生の男の子が、毎年田植えから稲刈りまで６年間来ていてま
す。今は多分高校受験の年になっていますけれど、子どもは理屈な
しで参加できると思う。全く田んぼを知らない子も参加できます。
それを本来なら広陵町の中でも、田んぼだけではないのですが、い
ろいろと、そういう大人は理屈を言わずに、とにかく子どもを集め
て、真美ヶ丘の小学生でも良いし、北校区、西校区でも一緒にやれ
ることができたら良いと思います。その辺でも、自分も考えて何か
力になれることをしたいと思います。

委員 人権、平等がキーワードと思って、ずっと聴いていました。後も
う一つは、会長が先ほどおっしゃったように、公民館というのは、
貸会場だけではいけないのだという事も、本当にそうだなと思いま
す。もっともっとホールも活用していけるだろうし、ついこの間、
公民館から私が依頼を受けまして、２月の終わりぐらいに小学校中
学校生対象で、落語体験講座を行ってくれないかという話で、もち
ろん私は、喜んでやらせてもらいますということで、そういうふう
に行政から作っていくような講座、そんなものを入れながらうまく
公民館を動かせていけたらと、そのように思っています。
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会長 第二ラウンドのご意見いただきましたが、委員から公・民の役割
分担と、協働という３区分になっているけれども、何でも民が中心
なんだから、民で勝手にやってくれと、民がやらないと行政は支援
しないぞという関係はまずいのではないか。むしろ民で頑張っても
らうような、間接的な支援というか激励みたいなものは、やっぱり
要るんじゃないかと。たいへん貴重なご指摘だと思います。それは、
行政がやっている主催事業だけでなくて、実は民間でおやりになっ
ている事業に関しても調査をして、カードを集めてもらうという段
階が、第２段階目には入ってきます。その調査活動も必要となって
きますということを、今日申し上げておきます。民間ではどれくら
いやっているのかということが分からないままで、話をしていても
片肺飛行になってしまうので、民間ではこんなことをやってくれて
る。というのも把握しないといけません。この法律をご覧いただい
て、少なくともこの法律を超えるぐらいの仕事をしないといけない
ので、皆さん法律は最低限の道徳という言葉をご存知でしょうか。
法律を守っているから、何にも文句を言われる筋合いありませんと
いうのは、最低限の道徳を守っているので、人に後ろ指を指される
筋合いはないというのとよく似ていて、最低限のルール、最低限の
基準点、その最低限の基準を書いてあるのが法律です。
文化芸術基本法第３２条、計画書５５ページをご覧ください。ここ
です「国は、第八条から前条までの施策を講ずるに当たっては、芸
術家等、文化芸術団体、学校等、文化施設、社会教育施設、民間事
業者その他の関係機関等の間の連携が図られるよう配慮しなければ
ならない。」これを広陵町に置き換えたら広陵町はとなるわけです。
その次に第２項「国は、芸術家等及び文化芸術団体が、学校等、文
化施設、社会教育施設、福祉施設、医療機関、民間事業者等と協力
して、地域の人々が文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを
創造する機会を提供できるようにするよう努めなければならない。」
これをあまり意識しておられなかったのが医療機関なのです。それ
から福祉施設、障がい者施設にアートを供給するという事業はあっ
たのだろうかということです。身体障がい者施設、知的障がい者施
設があります。今まで供給する仕事をやってきたというのは、実は
高齢者福祉施設はあったと思います。慰問という言葉で、ところが、
児童福祉施設はあったのでしょうか。保育所、認定こども園から幼
稚園、幼稚園は教育機関ですけれど、ここのところにアートを供給
する仕事は誰がやるのかということです。それは学校などの場合は、
学校や幼稚園が自らが行っているはずだ。保育所なんかは保育所当
局がやってるはずじゃないかと思っているけれども、実はさほど供
給されていません。だから、小学校、中学校の芸術供給の時間は、
１０年前は約１０単元程度としますと、今は６単元ぐらいに減って
いるはずです。専任の教員もすごく激減しています。
美術担当の先生とか、工芸担当の先生とか、書道を担当の先生と

か、音楽担当の先生とかで、昔は必ず小中学校には一人ずつ以上が
配置についていましたが、今はいない学校もあると聞いています。
そういう所にどういうふうな供給をしてあげるのが、一番学校とし
て喜ばれるのか、あるいは、子どもたちのご両親は喜んでくださる
のかということもふまえて、代表に入っていただいているわけです。
それを教えていただきたい。それによって、こちらが何を供給すれ
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会長 ば良いのか、どういうサポートをすれば良いのかというプログラミ
ングはできると思います。今日ははっきりとおっしゃいました。学
校教育と社会教育との連携も強化してくれとおっしゃったと私は聞
こえていますので、それも重要課題です。法律にもそう書いてある、
社会教育施設と書いてある。福祉施設と書いてある。医療機関まで
書いてあるという事を意識して欲しいです。次に、５７ページ５８
ページ以降の劇場、音楽堂等の活性化に関する法律の第１５条をご
覧ください。「国及び地方公共団体は、学校教育において、実演芸
術を鑑賞し、又はこれに参加することができるよう、これらの機会
の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。」と書いてある。
ここにきちっと学校教育においてと書いてあるのですから、これを
抜きにするわけにいかない。これは多くの自治体もほとんどこの辺
を無視してるんです。それから次に第１６条で劇場音楽堂の事業の
活性化に関する指針がありまして、「文部科学大臣は、劇場、音楽
堂等を設置し、又は運営する者が行う劇場、音楽堂等の事業の活性
化のための取組に関する指針を定めることができる。」と書いてあ
りますが、これはもう定めていますので、第１次の基本方針という
ものが公表されていて、劇場、音楽堂法の方は、大臣告示という名
前で、基本指針になっています。その基本指針の中で、学校との福
祉機関との連携、３つ目に医療機関との連携、４つ目に地域コミュ
ニティの活性化のためにと、それだけ並んでいるんです。だからも
う一回言いますが、暇と、金と、体力と、家族に恵まれた人の余暇
活動施設では断固ない。そんな施設なら私は除却して更地にして売
ってしまえと思います。いらない。そのような事業ばかりをやって
いたら、社会の格差をさらに拡大することになりませんか。
得をする者が、ますます得をする。それはまずいでしょうという

ことです。この大臣告示にも、医療機関、福祉機関、地域コミュニ
ティと入ってる訳です。学校教育というのは本法にも入っている。
二つの法律ということです。それを私たちは意識しようではありま
せんかということです。地方公共団体においても、実は６２ページ
をご覧ください。障害者による文化芸術活動の推進に関する法律と
いうのも制定されていまして、「基本計画を勘案して、当該地方公
共団体における障害者による文化芸術活動の推進に関する計画を定
めるよう努めなければならない。」という努力義務規定になってい
ますね。実は、これ奈良県でまだこの障がい者の文化芸術活動をま
とめている自治体はないと思いますが、滋賀県ではもう既に続々と
出てきています。この文化芸術推進基本計画は、これをアレンジす
れば、障がい者による文化芸術推進基本計画に、ある程度仕立て直
すことができるぐらいのレベルに達してますから、もし、皆様方が
そこまで踏み込んで行こうかというお考えならば、第何回目か、来
年か再来年でも構いませんが、障がい者による芸術文化推進基本計
画を作る作業にも、この委員会はご協力いただくことになるかと思
います。なお、まだ文化芸術の本体条例を作るかどうかの議論はし
ておりませんが、もし委員の皆様が、やっぱり審議会設置条例だけ
ではなくて、文化基本条例が必要ではないかというふうに、もしお
考えになるならば、それをまた一年を通して議論するという事があ
っても構わないと思います。ただ現在は、この委員会の設置条例は
ありますが、図書館、公民館、博物館、それから劇場音楽堂等を総
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会長 括した文化基本条例にはまだ整理していません。ただ、自治基本条
例には、芸術文化関係の条項は入っています。文化のまちづくりに
関する条項が入っています。こういうことをご理解いただいて、今
後の作業の展望見通しは、頭の中に入れていただければと思います。
それでだいたい右側の当日資料５の当面の目標案というのが、実は
皆様方がご議論なさったことが、見事に列記されてる訳ではありま
せんか。団体をつなげる取り組みの検討というのは、これは非常に
大まかでありますけれど、新たな担い手の発掘、つまり学校との調
整をするコーディネーターとかですね。アートコーディネーター、
アウトリーチ活動の活発化、学校に何を届けるか、こども園に何を
届けるか、学校での文化芸術の活性化、学校でのクラブ活動での芸
術活動に対する指導者派遣とか、そういう制度はどうすればいいん
だ。アートスタート事業、これは認定こども園とか、幼稚園とかに
は、どういうのを派遣すれば良いのか、公民館活動の活性化は、単
なる貸し施設では困りますよね。どういう自主プログラムを開発し
てもらおうか、文化芸術による若者の居場所づくり、今、若者はた
だ群れてるだけで、コミュニケーションをとっていません。コミュ
ニケーション能力は、もう絶望的なまでに悪くなっています。どこ
の大学の先生も嘆いてます。子供達が単語しか言わなくなった。授
業に遅れて来て、何故遅れたかというと、「バス」って言うんです
ね。「バスが遅れた」だから「遅刻した」。三つつないで言えとい
うのです。「バスが遅れたので遅刻しました。すみません。」と何
故言えないのだという状況です。コミュニケーション能力が落ちて
いるのです。それを回復していかなければならない。ということも
課題だという事が、ここに書かれています。当面の目標案というの
は、私は間違ってないと思っていて、これは本当に今日、皆さんが
ご議論なさったことばかり書いてあります。そういうことを共通理
解として、今日の最後に皆さんにお返ししたいと思います。それで
は事務局よろしくお願いします。

９ その他

事務局 事務局から報酬の支払いに関することについての説明。
議事要旨及び資料１の委員名簿の公開について可否が問われた。

委員 公表について承認


