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平成 29年度 

第 2回草津市文化振興審議会 会議録 

 

▼日時： 

平成 29 年 8 月 1 日(火)13:00-15:00 

 

▼場所： 

草津市役所 4 階行政委員会室 

 

▼出席委員： 

中川会長、辻副会長、木下委員、伊庭委員、梅山委員、高内委員、田端委員、中村委員、 

端委員、麻植委員、宇野委員、田邉委員 

 

▼欠席委員： 

石丸委員、後藤委員、津屋委員 

 

事務局： 

教育長、明石部長、八杉専門理事、田中副部長、相井課長、上原 G 長、松岡 

 

▼傍聴者： 

0 名 

 

1. 開会 

【事務局】 

委員から、前回会議録について修正依頼を受け対応した。 

 

【教育長】 

大変お忙しい中、「第 2 回草津市文化振興審議会」にお集まりいただき、また平素から文

化振興に力添えを賜りありがとうございます。 

昨日、大相撲草津場所が開催され、市内外から約 3,200 名の方が来場されました。草津

市文化振興条例も 7月 1日に施行したが、市民の力が追い風になると感じたところです。 

本日は、条例に基づく計画のフレームや重点プログラムについて、御意見をいただきた

いと考えておりますので、どうぞよろしくお願いします。 

 

2. 諮問 

＜教育長から草津市文化振興審議会の中川会長へ諮問＞ 
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3. 審議事項 

【事務局】 

本日から、文化財担当の八杉専務理事が参加する。 

 

（１）策定にかかる方針について 

【事務局】 

＜資料１〜３ 参考資料 説明＞ 

 

（２）計画のフレームについて 

【事務局】 

＜資料４ 説明＞ 

 

（３）基本方向と目標について 

【事務局】 

＜資料５ 説明＞ 

 

【Ａ委員】 

文化振興計画は、基本方向や目標に沿って施策展開していく。なお、資料５の右端には

「審議会への報告対象とするが、計画には直接事業名を掲載しない」とある。事業につい

ては、計画には掲載しないが、進捗管理の対象とする。 

 

【Ｈ委員】 

主体的にどのような形で市民が関わっていけるのか、具体的なことを気にしながら進め

たい。 

 

【Ｉ委員】 

アンケート調査では、ホールがあまり利用されていないという結果が出ており、その利

用促進の必要性が指摘されている。しかし、文化施設の中には、文化ホールの他にも様々

な施設があり、それぞれの施設の特性があることから、一括りにするのはどうか。特に文

化ホールは、舞台芸術の推進を第一の目的としており、そうしたことを意識した管理を行

いたいと思っている。 

 

【Ｋ委員】 

条例制定時には、委員ではなかったので、改めてこれまでの資料を詳細に見た。県の条

例では、11 項目の施策が規定されているが、本市の条例の基本施策は、10 項目しかなく、

比較したときに、文化芸術活動の推進という規定がない。これは、人材育成やアーティス

トの活動支援等でカバーしているということか。また、アーティストが来ることでエネル

ギーを貰い、それで市民が刺激を受ける、ということもあってもいいのではないか。 
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文化財の活用もこれからの取組であるので、着目して取り組みたい。 

 

【Ａ委員】 

県の条例と揃える必要はないが、なぜそうしたか、事務局には後で説明して欲しい。 

 

【Ｊ委員】 

条例が出来上がった時、市民に広く分かりやすく活用されることを期待したい。 

 

【Ｌ委員】 

良い感じでまとまってきている。ホールや文化施設と市民がうまく結びつくための情報

網の整備が必要。いいものが多数あるが、すべての人にその情報が届けられ、楽しめるよ

うにすることが大切だ。 

 

【事務局】 

県条例の第５条では芸術活動の促進について規定している。読みあげると「県は、文学、

音楽、美術、写真、演劇、舞踊、メディア芸術（映画、漫画、アニメーションおよびコン

ピュータその他の電子機器等を利用した芸術をいう。）その他の芸術について創造性豊かな

活動を促進するため、これらの芸術の公演、展示等への支援およびその実施その他の必要

な施策を講ずるものとする。」とあり、当市の条例にないという質問だが、ここでは、個別

の事項ではなく、全体的な芸術振興について規定しており、当市では、第５条の市の役割

で「文化振興施策を総合的かつ計画的に実施するものとする」と規定しており、これでカ

バーできていると認識している。 

 

【Ｌ委員】 

第１回会議でＡ委員から講演いただき、計画でどのようなイメージを描いているかとい

うことがわかった。また、その後に委員から意見を述べられたが、それらが全て網羅され

ていると感じた。次回以降、基本施策や事業について、意見を述べていきたい。基本方向

や目標はこの内容で良い。 

 

【Ｆ委員】 

よくまとめていただいている。公平性も大切だが、草津市で何か光るものを出していく

ことも考えていかなければならない。それを検討していきたい。 

 

【Ｄ委員】 

成果指標を作られるということだが、来館者数等なるべく数字で評価できるものとし、

計画倒れにならないよう、PDCA サイクルを回していけるようにしてもらいたい。 

 

【Ｄ委員】 

公平・平等というのは行政では当然のことだが、文化振興では、草津市という 13 万人の

まちが埋もれないようにしてほしい。横並びや平等であることは大事だが、一方で強みを
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活かして、周りから見ても草津は違うことをしている、それが草津の強みであると言って

もらえるような取り組みが欲しい。 

 

【Ｃ委員】 

公平にやっていくことは大切。まだ出てきていない情報もあるはずだが、これだけの活

動をしているのは非常に素晴らしい。しかし、それで草津の文化が代表されているか、他

のまちとの比較はとうなのかというと、もう一度全体を評価・検証する必要があるのでは

ないか。まだまだ出来ていない部分もある。また、今までで十分にやってきたのではない

かというものもある。市民が独自で出来るプログラムがあるかもしれない。それらを検証

し、次のステップに進む必要がある。 

重点的なものについては、整理されてきていると思うが、Ｉ委員がおっしゃったように、

施設そのものを利用するのは当然だが、どう利用するかが非常に難しく、言葉で書いてす

ぐできるものではない。このように整理されたことは大切だが、まちづくりとうまくリン

クさせて、新たな柱を立てなければ、うまく利用されないのではないか。アーティストの

活用も、そこに乗ってくるものではないか。 

守山市では、音楽という基軸で文化振興を進めており、大成功している。これが施設利

用とまちづくりに広がっている。草津では何をやるのかを考えた時、現時点ではまだ見え

ない。 

シビックプライドの醸成はすぐに展開して欲しい。草津の文化とは何かと言われた時、

皆で掘り起こして内外に発信しなければならない。京都では、鉄道博物館を作り年間 200

万人の来場者を呼び込んでおり、滋賀県のお客さんがどんどん取られている。草津で 100

万人が来る施設をすぐ作るわけにはいかないが、今後、京都に負けないものを作って欲し

い。 

私は、安土町と関わりがあるが、ここは相撲の歴史を持っている。滋賀県は様々な文化

が存在し、もっと調べて発信して欲しい。 

アール・ブリュットについては、県も力を入れており、もう少し掘り下げて欲しい。ア

ール・ブリュットは障害者の芸術というイメージがあるが、もっと広く捉えていくことで、

草津らしい取り組みになるのではないか。県事業としては、これからの次代を担う子ども

たちへの芸術体験に力を入れている。文化施設に来ない人にどう文化を届けるかも大切だ。

文化施設に来られる方と来られない方の中で、来られない人の方が多い。難しいことだが、

滋賀県はそれができる環境にあり、草津市はもっと踏み込むべきだ。 

まちづくりについては、草津のまちを歩いていると、景観が乱れてきていることを感じ

る。文化的景観を入れ込んで欲しい。文化資源を再整理し、新しいものを取り入れつつも、

草津スタイル、草津様式を考えて欲しい。文化振興だけでなく、都市計画等も関わってく

るが、今から考えておくことが必要だ。草津に住んでいて良かったと思うようにすべき。 

 

【Ｂ委員】 

入口として、生活文化の視点がどこかに入らないか。文化施設を使わない人にも、根底

にあるのは、生活自身が文化であるということだ。敢えて文化と言わなくても、これまで

の生活に文化が蓄積されており、それが文化だ。文章で読むと距離が離れてしまう。県の
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ほうでも生活文化を基礎に置いており、それを計画に盛り込めないか。 

 

【Ａ委員】 

基本的な進め方について異論はなかったが、公平・平等にというのは基本的人権の視点

であり、選択的に施策を展開するというのは都市の文化政策である。この論理を混同する

ことはやめようと前回確認した。そのような観点で整理するため柱を峻別した。それは御

確認いただけたかと思う。 

効果的な施設利用の促進に該当すると思うが、劇場・音楽堂、あるいは博物館、図書館、

公民館という文化的施設の役割をそれぞれ明確にすべきという意見があった。劇場でなけ

れば体験できない文化もあれば、そうでない文化もあり、整理し明確にしていく。 

市民がどう主体的に関わるかについて、計画ではしっかり書き込む必要があるが、「推進

する」という表現で終わらせず、行政や財団、事業団、市民や商工会議所などがそれぞれ

どのくらい関わるのかをはっきりさせるべき。これまでの計画は書いたものを全て行政が

やるものということが多くなっているが、文化振興計画では、行政が場所を貸してもリス

クマネジメントは市民が行うものや、行政が実行委員会に入っていても責任は折半するも

のも出てくる。今回の計画で主体を明らかにすべきだ。何でも行政がやるわけではない。

そのため、行政以外が取り組む業務については、将来的に調査し、今後追加できるような

発展性のある計画にしてはどうか。 

まちづくりに何を取り込むかについて、草津はまだ決断できていない。Ａ市は音楽を活

用しており、Ｂ市は一時、演劇で行こうとした。Ｃ市は悩んでいる。それぞれのまちがど

れかを選択しようとしている。あれもこれもという訳にはいかない。エリアをゾーニング

して、このエリアは音楽、このエリアは演劇というのはありうるが、選択と集中が必要だ。

Ａ市は街全体が音楽として取り組むことができた。 

評価システムのあり方については、出来るだけアウトカム、最終成果に近い数値を選ぶ

努力をしたい。単なる入場者数、入場料金だけでなく、対象となっている社会階層を分母

とした時に、ターゲットとした分子がどれだけ増えたか。富裕層も貧困層も含めて何人来

たかでは、単なる集客事業になってしまう。障害者を対象にしているなら、分母は障害者

およびその家族であり、そのうち分子はどれだけそのような人が参加したかどうか。それ

を踏まえて、PDCA を回していくことが大切だ。それを飛ばすと、単なる儲け主義、ポピ

ュリズムに陥る。 

事業カルテで、場所・人・情報・金・ネットワーク等がしっかり動いているかどうかを、

最終的に点検する必要がある。 

文化施設に来ない人に何を提供するか。効果的な施設利用の促進についても、アウトリ

ーチ、インリーチの検討を行いたい。来ない人にどのように文化を提供するか。 

 

 

（４）重点プロジェクトについて 

【事務局】 

＜資料６ 説明＞ 
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【Ａ委員】 

計画策定後に重点的に取り組みたいプロジェクトということだ。 

まだイメージが沸かないかもしれない。計画が出来ていないのに、重点事業と言われて

も仕方がない。後ほど意見をいただきたい。 

全体を通して、再度意見をもらいたい。 

生活文化の指摘があった。食文化やファッション等の衣食住の文化に関する記述を増や

すべきとのことだった。文化芸術振興基本法が改められ、文化芸術基本法に改正され、食

文化が明確に加わった。法律では、生活文化の中に、囲碁・将棋等が含まれているが、こ

れは生活文化ではなく生活芸術だ。生活文化は暮らしそのものであり、ここに食が入った。

料理もアートかもしれない。そういう観点では、まちの景観も記述しておくべきだ。 

 

【Ｈ委員】 

重点プロジェクトが３つ出たが、目標とプロジェクトの関連性について、手法をどのよ

うに考えているのか。今まで色々なことをやってきたが、それがそのまま活かされるので

はないはずだ。具体的にどのようなことを考えているのかを聞きたい。 

 

【Ａ委員】 

重点プロジェクトという取っ掛かりを作ることは大切だが、重点プロジェクトの１〜３

の理由について、なぜこういう組み立てになるのか。これまでの事業の効果がないからな

のか、パンチ力がないから統合するのか、これまでやっている事業を壊したいから取り組

むのか。 

 

【事務局】 

１つめの「次世代アート体験プロジェクト」については、昨年の審議会の意見を踏まえ

ている、子どもへの文化活動の充実、学校教育の充実が大切ということだ。また昨年度実

施したアンケートでも、子どもの文化活動の充実に対する希望が一番多かった。そういっ

た意見を参考に、最初に位置づけた。 

２つめの「13 万人のアートプロジェクト」については、文化に触れる機会の少ない方へ

向けたプロジェクトを推進したい。前回会議で、市の施策一覧を基本施策に紐づけて出し

たが、高齢者・障害者等の方への文化施策というのが少なく、今後はここに対して重点的

に取り組みたい。 

３つめについて、本市はシティセールス推進計画でシティセールスを行っていること、

そして、昨年度のアンケート調査で、本市の文化の特徴が思いつかないという意見が多か

ったことから、まずは眠っている文化資産の掘り起こしから進めたい。 

 

【Ａ委員】 

１は、まず子どもたちに投資し、実体験を経験してもらう。２は、文化の不平等の解消、

ソーシャル・インクルージョンを重視していく。３は、ふるさと草津の心の滲み出しの確

認作業であり、まだ選択する前の話である。 
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【Ｉ委員】 

施設に来ない、文化ホールに来ない人についても、うまくやればつながってくると思う。 

体系図の中で目を引いたのは、文化活動を担う人材育成で、人材育成のための事業とい

うのはなかなかでない。色々なジャンルの事業をしながら、人材育成もしていきたいが、

それは置き去りになっている。子どもの文化活動の推進と同様、人材育成にも取り組めれ

ば良い。 

 

【Ｋ委員】 

子どもへの事業は体験で終わっていることが多い。それをどう育成してどう花を開かせ

るのか。花が開く所まで行政は面倒を見きれないかもしれないが、輝く未来まで後押しで

きると良い。 

色々な企画をされており推進してほしいが、精査して良いものは残そう、統合しようと

いうことを考えていただいているのは嬉しい。 

3 つめの文化的資産の活用を身近に感じるというものについては、草津川跡地の再開発に

ついて、元の歴史を踏まえたものがどこまで盛り込まれているかというと、それがない。

行政の方が草津の歴史をどこまで理解しているのか。どのような歴史があるからこんな公

園にするというデザインを行う際に、市民も行政も共に学びたい。 

各学区でまちづくり協議会ができたが、各学区に宝や歴史がありキーワードになる。そ

の文化資産を計画に落とし込んでほしい。 

 

【Ａ委員】 

プロデューサーになってはどうか。Ｋ委員のような方を量産することがこの計画の大切

な視点だ。それがアートマネジメントだ。 

 

【Ｊ委員】 

このような立派な計画が出来ても、上のほうの会議で終わってしまい、市民にまで伝わ

らない。作って終わりにならないように、活用の方向性を考えたい。具体的には、ホール

に直接行かない人を巻き込むための手段として、ある取組に来られないならインターネッ

トで一般公開すれば良いという考え方もある。足を運ぶ人もいれば、無料配信を見る人も

いる。たくさんの人が来ることが大切なのか、たくさんの人に知ってもらうことが大切な

のか。施設に来てもらうだけではない、情報提供や公開の方法があっても良いのではない

か。 

 

【Ａ委員】 

もっと情報の供給や場の供給を、多様に、カラフルに整備しなければならないというこ

とか。 

 

【Ｊ委員】 

高齢者や障害者が触れる機会がないということだが、一方で、一般の 30〜40 代の方々こ

そ、逆に芸術に触れる機会が少ないのではないか。アンケートでは、映画などポピュラー
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な分野があるため、関わっている人が多いように見えるが、絵画など古典的なものには触

れていないのではないか。13 万人のアートプロジェクトに取り組むことは大切だが、現在

はネット社会であり、そういう環境整備も必要ではないか。 

生のものを見に来て欲しいという芸術家の方も多いが、演奏会を YouTube で配信したり、

展覧会もネットでも見ることができるようにすれば、施設にいく人は少なくなるかもしれ

ないが、そういうことをしても面白いのではないか。 

 

【Ｇ委員】 

個人的にはＪ委員の意見は共感するところがある。俯瞰的なことを会議で決めることも

大切だが、今の意見は市民寄りだ。草津市は住んでいる人の生活様式がバラバラであり、

ひとつに決めることはできない。昼間にいる人もいれば夜しかいない人もいる。お金はあ

っても休みがない人や、障害があって外に出られない人もいる。働く場所も様々だ。そう

した中で、この美術館に来てくださいというのも大変だ。YouTube チャンネルだけでなく、

最近では VR という機器が登場しており、普段は見ることができない深海を見たり、昔のエ

ジプト時代の発掘課程を教材として、VR の中で体験することもできるようになってきた。

リアルだけでなく、バーチャルの世界もあり、小さい子供はそれを実生活の一部として受

け入れるようになってきている。美術館のあり方やコンサートのあり方も、それらを視野

に入れた展開がありうるのではないか。スマホがひとつあれば、VR はできる。 

 

【Ａ委員】 

ハイ・アートの文化政策ではなく、市民生活に沿ったアートの生活化である。お上品に

クラシックをお聞き下さいというのではなく、子どもが泣いてもかまわない親しみ易さを

重視するということか。 

 

【Ｊ委員】 

生活文化の視点が入ることで、市民が身近に感じられる。文化というと芸術をイメージ

してしまうが、暮らしを心地よくする生活習慣や行動様式も文化だとする視点が入ると、

文化に関心や関係がないということではなくなる。それをどこに整理するかを考えると、

まちづくりにもシビックプライドにも入りそうだが、前文の中で指し示しても良い。そう

いうことを知っている人が多いことを、草津の特徴としても良いのではないか。Ｂ委員の

意見に大賛成だ。 

 

【Ａ委員】 

文化の基本に据えてしまえば良い。ハイ・アートだけが文化ではないとすれば良い。 

 

【Ｆ委員】 

市民が何でアートに関われるか。創作活動をするだけでなく、アーティストを応援した

り盛り上げたりして携わるという方法もある。世界的なアーティストを呼んで、あるまち

で講座を開催する際、全国から集まる受講者に対して、食事の提供や送迎等、市民が協力

している。そういうことでも関わるという市民意識があると、全体で文化を支えるまちに
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なる。 

 

【Ｄ委員】 

「ふるさと草津の心」の中で、宿場や街道という言葉が出る。代々住んでいる人はその

ように言うが、新興住民はそのような意識がない。京都の人に草津から来たと言うと、温

泉が出て良いなあと言われる程度で、まだまだ知られていない。滋賀県の会合などで、何

を自慢にしているかというと、交通の便が良いこと、食べ物が充実していることなどを伝

えている。これも宿場町や街道につなげられる。そうした観点からプロジェクトをつなげ

られたらと思う。宿場町や街道だけだとインパクトがない。 

 

【Ｄ委員】 

人と繋がり、自分はここでこう思っているということを非言語で表現すること、新しい

価値を生み出すということは、大人でも共感でき、周りと手を携える力となる。ひとつの

核としての力があるはずだ。それを実現していくことは難しく、動員というとポピュリズ

ムだが、子どもを巻き込むと親も巻き込めるので、13 万人のプロジェクトにもつながる。 

 

【Ｃ委員】 

５つの話をしたい。１つは、子どもの体験プログラムについては、滋賀県は全国でトッ

プレベルだということ。皆さんにはよく知っておいて欲しい。国がやっている体験プログ

ラムより上をいっているが、地域にいる人が知らない。草津で出来るパフォーマンスはも

っとたくさんある。草津ならではの手法でやってほしい。人材育成と抱き合わせでやって

いくことも草津メソッドになる。また草津ならではのプログラム開発を抱き合わせでやっ

てはどうか。 

2 つめは、高齢者、障害者の話があったが、享受するだけでなく、どう創造するかという

視点も入れて欲しい。13 万人が文化を見るだけでなく、市民が主役になる視点もあって欲

しい。 

3 つめは、VR について。私はスマホを持っていないが、うちの学生は皆スマホ世代であ

り、鑑賞の仕方が変わってきている。あたらしい文化鑑賞の仕方を草津から発信するのは

面白い考え方だ。 

4 つめだが、「ふるさと草津の心」はインパクトが足りない。俳句をするなら、俳句の殿

堂を作って欲しい。俳句をしている人は草津に行かなければならない、というレベルで、

記念館ではなく、殿堂を目指すべきだ。また、本陣に行ったがガラガラだった。人で埋め

尽くすためには、本陣と食を組み合わせたプログラムを開発して欲しい。草津の食をひと

つの文化として展開して欲しい。 

5 つ目は、重点施策をやっていく上で大変なのは事業連携だ。文化の担当部署だけで終わ

らない事業である。学校教育は教育委員会、福祉関係、まちづくり関係、観光関係、全部

と連携する必要があり、非常に難しい。やり方によっては失敗するかもしれないが、やる

と決めたなら、事業連携の仕組みを作ることを明言してはどうか。 
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【Ｂ委員】 

重点政策の中で、３つめが気になる。可能性も感じられるが難しい。現時点で見えない。

キーワードは「言葉」ではないか。先程俳句の話がでたが、「言葉」をキーワードに出来る

のではないか。発信するのも言葉でもある。しかし、目に見えない、難解なところである。

ここに草津スタイルの可能性があるのではないか。それを高めていくことによって、一般

市民に伝わり求心力を持ち、言葉の聖地が出来ると可能性は出てくるのではないか。 

VR について、言っていることは分かるが、本物に到達するまでの経験値が大切だ。視覚

で見ただけでなく、アートはそこまで足を運ぶプロセスと現物との結びつきが個人の体験

であり、そこにクリエイティブなものが生まれる。認識だけでは、本物の鑑賞にはならな

い。 

 

【Ａ委員】 

これから事業をすすめる上で重要な指摘をいただいた。ただし、フレームを変えろとい

う意見はなく、大枠はこれで進めたい。 

意見の殆どは、重点事業の進め方についてだった。指摘頂いたことを資産として、取り

組みを開始してはどうか。計画策定と並行して、予算化する努力をして欲しい。 

重点プロジェクト１・２については、基本的に賛同いただいた。しかし３つめについて

は抽象度が高く、具体的な取っ掛かりが見えない。単独部局でできることは限られている

ため、複数部局で連携するものに誘導してはどうか。特に３つめについては、複数部局で

なければできない。観光振興、文化財保護、都市開発、シティプロモーション等の各担当

課との連携が必要だ。今までと同じように単独部局だけでやっていては、発展の壁を突破

できない。そこでクロスオーバー、部局間連携の記述を入れていく。担当課は３つも４つ

も付け加えていく。これを１つの希望としていきたい。 

キーワードは３つの C だ。１つめは、クロスオーバーの C、縦横連携。また複合的に効

果的が高いと思われる都市文化政策の優先度を上げる。観光誘発効果がある、シビックプ

ライドを刺激する、学校教育に波及効果がある、子どもの人権文化に波及する、というよ

うな、関連波及効果の高い事業に取り組む。これは政策の単一の効果ではなく、複数の公

益効果を見込む。Policy Complex というものだ。２つめは、Co-production である。住民・

市民団体、企業、行政部局間等、多様な主体と取り組む事業を開発する。行政単独で取り

組むという貧困な姿勢ではなく、私たちはこれをするから行政はこれをして欲しい、ただ

しお金は企業へ寄付を依頼するなど、立体的な計画にしたい。行政だけで取り組むのは一

昔前の計画であり、そのような時代は終わっている。３つめは、Conversion（転用）だ。

観光政策だけ、教育施設、社会施設なので物販ができない、というのではなく、出来るだ

け敷居を取っ払い、今ある施設を有効活用し転用していく。施設の敷居を低くし、高齢者

施設に若者が入る、障害者施設に健常者が入る、男女共同参画に男性がもっと入っていく。

こうしたことを意識しながら組み立てていくことを書いていけば、生き生きしていくので

はないか。 

後は具体的に事業を実行していくのみだ。 

 

４．その他 
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【事務局】 

＜追加資料（文化施設設置計画の見直しについて） 説明＞ 

 

【Ａ委員】 

次回も議論いただくことになるが、残り時間で検討いただきたい。前回会議でも美術展

のあり方について意見交換したところだ。 

 

【Ｂ委員】 

以前にデータを見せていただいたが、受賞率が全体的に高い。展覧会の性質にもよるが、

お手盛りというか内々の展覧会では、親睦を深めるためということもある。特色ある展覧

会として全国から出品してもらえるようにするなど見直しが必要になる。基本的な考え方

をもう一度再確認する必要がある。 

 

【事務局】 

＜追加資料（市の美術展覧会について） 説明＞ 

 

【Ｂ委員】 

出品者は草津市民だけか。 

 

【事務局】 

滋賀県内であれば出品できる。 

 

【Ｃ委員】 

交流センターについて、詳しい立地場所は分からないが、発表の場所が増えること自体

は良いのではないか。市の施設だけでなく、色々な空間や街全体、生活の中で文化を享受

できるようにすることが大切であり、そのような情報を市民に提供することが大切だ。 

市美術展はマンネリ化しており、PDCA を回していくことが大切だ。どのようなマネジ

メントをしているか分からないが、事業評価を検証し、新たな方向に進んではどうか。 

 

【Ｂ委員】 

一般的な見方とは別に、展覧会の目的を完全に変えれば活かすことも出来る。高齢者層

ばかりの展覧会を草津市がするなら、日本全国から高齢者の作品が集まるようになる。65

歳以上 90 歳までの展覧会を草津市がやるなら、目標がはっきりし、全国の注目が集まる高

齢者展になる。描く人はたくさんおり、それはそれで成り立つ。 

 

【Ａ委員】 

セグメンテーション、差別化だ。 

 

【Ｄ委員】 

私は実行委員の立場であり、市民でもある。他市と同じように、大津だけは春にやって



12 

 

いるが、他は秋でやっている。全県公募は大津と草津だけ、栗東等は自市と隣接市だけで

ある。ではなぜ草津市で出品数が減少しているかというと、自前の市民ホールを持ってお

らず、展示スペースとして魅力がないからだ。恥ずかしくない展示をしているが、市役所

で開催しているため、土日は締まっており、非常階段を上がっていただいている。それな

ら守山市民ホールでしましょう、となっている。そういう意味で交流センターに展示スペ

ースが出来ることは良い。草津市の展示会はレベルが高い。他市ではもっとレベルの低い

ものが受賞している。草津市は広域から出品してもらっており、高島市や甲賀市等、広域

から出品してもらっている点でも魅力はある。草津の交流の利便性、搬出・搬入の利便性

もあるのだろう。 

草津市在住の審査員の固定化については、排除されているはずだ。県外の方も多くなっ

ている。市民レベルで出てきた活動というのは、市内でやる場所があり、先生もいて、活

動を広めてきた成果として歓びがあるので、一般のコンクールと差別化すべきものでもあ

る。草の根活動の発表の場であり、賞金目当てのコンクールとは違う方向性を目指してい

る。また、審査員の固定化にならないよう、3 年毎に変えているが年度ごとに変えるのは難

しい。他市も同様だ。 

 

【Ａ委員】 

資料に書いている課題については、すべて説明できるということか。 

 

【Ｄ委員】 

すべてをクリアには説明できないが、実行委員会として話し合いを進めている。 

 

【Ａ委員】 

実行委員会としてどのように取り組んでいるか、次回報告してもらえるか。出品者数や

入場者数の減少や、出品者の高齢化は特に問題だ。他の項目についても疑念を抱く人が出

てきているため、議論を深めていきたい。 

 

【Ｈ委員】 

実行委員会として関わっている。本日配布されている資料について、確かに出品者数や

鑑賞者数は減少している。色々な原因があると思うが、地元の中で市民がやっている基本

的な嗜みの発表の場というのが第一義的な方向性。書の部門で言うと、出品者数が減って

いるのは、若者は全国的な展覧会を優先しており、地元や近所での発表まで手が回らない

という現状があるのではないか。出品者の若い世代は少ないし、身近な人が出品していな

いので見に来る人も少なくなる。それがデータとして現れている。 

草津駅前東口の施設について、天井高が 5ｍあるのはありがたいが、フロアが 600 平米

というのはそれで良いのかどうかがわからない。5ｍの天井高で飾ってもらうことで洋画は

現状と比べて見やすくなると思うが、600 平米のスペースで収まるのか、現実的にはわから

ない。我々業界に携わっている絵画等をしている人からすれば、京都等の良い美術館を見

ていると、草津市の展示スペースと直接的に比較してしまうため、どこまで耐えられる展

示スペースになるのかを気にしている。 
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【Ａ委員】 

次回の会議では、前半に計画策定の進行状況を確認し、後半では施設や市美術展のあり

方について検討したい。事務局の作業量は膨大であり、プレッシャーもかかっていること

を理解してほしい。良い施設ができれば、市美術展も良くなるという訳でもない。また、

市の財政問題もあり、理想論はやめるべきだ。草津市は現状でも多くの公共施設を所有し

ており、維持は大変だ。それを逆手にとり、アートを活かして人口を増やすくらいの議論

をしたい。 

 

【Ｋ委員】 

全体の事業検証が必要ということだったが、次回に事業案を個別に出す中で、これまで

の事業について、丁寧に見ていただきたい事業がある。全ての事業検証は難しいが、文化

祭や音楽祭、合唱祭というのは実行委員会形式ではあるが、運営方法に差がある。それを

洗い出していただきたい。 

2 年ほど前からロケ地という観点で草津を見直している。中島貞夫監督に入っていただき、

子どもや大人が歴史を学びながら、シナリオをつくっている。これは重点プロジェクト３

として、アピールできるのではないか。 

 

【Ａ委員】 

ひとつの資産・教材として使わせていただく。 

実行委員会方式の実態は様々だと思われるため点検を行う。 

 

【Ｇ委員】 

スケジュールを見ると、関係各課と協議をするようだが、文化振興が教育委員会の管轄

にあり、他の部署との調整は難しいのではないか。事務局が調整しやすい後押しのような

ものはすでにあるのか、または出来ないか。 

 

【事務局】 

資料３を見ていただくと、副部長会議・部長会議というのがあり、そうしたなかで方針

案やスケジュール案を承認いただいている。各部局の連携が図れるように、部長会議には

市長や副市長、教育委員長にも参加していただいている。異論なく、作業で協力しており、

本日の資料も配布している。 

 

【Ａ委員】 

改正された文化芸術基本法では、市町村での文化計画策定が努力規定として入っている。

教育委員会の協議を経て策定するという項目が法律に入っており、システム的に担保され

ている。草津市は条例を制定しており、市長や副市長にもすべて報告される。あくまで事

務局が教育委員会ということだけだ。 

 

【Ｇ委員】 
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連携というのは、言葉では簡単だが、実際にはそれぞれ自部署の事業を抱える中で、う

まく乗り越えられないことが多い。 

 

【Ａ委員】 

法律でも省庁間連絡会議を準用するよう努力規定がある。 

 

５．連絡事項 

【事務局】 

次回の第 3 回目は、9 月 15 日（金）13：30 から、市役所 8 階大会議室にて開催予定で、

内容としては、成果指標や各事業について議論いただきたい。 

正式な文書については、改めて送らせていただくので、出席をお願いしたい。 

また、本日話せなかった意見等をお持ちの方は、本日配布した様式に記入いただき、8 月

10 日（木）必着で事務局まで送っていただきたい。FAX、郵送、メールでも結構ですので、

様式が必要な方は事務局に申し出てほしい。 

 

６．閉会 

 

（以上） 


