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平成 29年度 

第 3回草津市文化振興審議会 会議録 

 

▼日時： 

平成 29年 9月 15日(金)13:30-15:30 

 

▼場所： 

草津市役所 8階 大会議室 

 

▼出席委員： 

中川委員、辻委員、木下委員、石丸委員、伊庭委員、梅山委員、 

田端委員、津屋委員、中村委員、端委員、宇野委員、麻植委員、田邉委員 

 

▼欠席委員： 

後藤委員、高内委員、 

 

▼事務局： 

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 

【Ａ委員】 

本日の審議事項は全部で 4つあり、一番重要なのは、「（仮称）草津市文化振興計画（案）」

についてである。残りの 3つは報告のようなものである。 

早速、審議事項 1、「（仮称）草津市文化振興計画（案）」について、事務局から説明いた

だきたい。量が多いため、半分ずつに区切って御意見を賜る。 

 

2. 審議事項１ （仮称）草津市文化振興計画（案）について 

【事務局】 

＜資料 1 前文の説明＞ 

 

【Ｂ委員】 

素案の文言チェックはここで行うのか。 
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【事務局】 

御意見があれば、この場で欲しい。 

 

【Ｂ委員】 

言葉の修正等微細なことは、ここで意見を出して事務局で整理するよう進めるか。 

 

【事務局】 

そのようにしてほしい。 

 

【Ｈ委員】 

何を成果指標にするかは難しいところだが、何かで評価しなければならない。まだ、頭

の中で整理できていないため、後ほど発言する。 

 

【Ｊ委員】 

事業イメージを見て、事業が不足していると感じた。思いついたことがあるが、提案は

可能か。 

 

【Ａ委員】 

本日は個別事業についての議論はしない。体系の確認をしたい。提案があれば、文書で

事務局へ提出してほしい。計画に載せるかは別途判断する。 

 

【Ｊ委員】 

基本施策 2「文化施設の活用および充実」について、ソフトの事業展開はよく分かるが、

ハードの充実も重要ではないか。市民が活動しやすい環境づくりには、施設の整備による

ものも大きい。草津クレアホールは竣工して約 30年が経過しており、メディア芸術等、現

代アートへの対応ができていない。 

基本施策 4「文化活動を担う人材の育成および活用」について、事業イメージを見て、研

修会などのストレートな人材育成プログラムが不足していると思われる。担い手不足の課

題に対応するには、プロデューサー、コーディネーターの育成だけでなく、市民、文化関

係者の研修などが必要と思われる。 

 

【Ｋ委員】 

基本施策 3「情報の収集および発信の充実」について、広く市民の方へ情報発信する仕組

みや、地元アーティストが活躍するために万遍なく情報発信できるような仕組みが作られ

るといい。 

 

【Ｌ委員】 

文化振興条例ができたことを機に、草津の文化を、観光やシビックプライドの醸成等に

活用したいと思う中で、既存事業の検証をどのようにすべきか、各事業をどのように展開

していくのかが気になっている。情報発信については、ひとつ見れば全部がわかるような
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ものが欲しい。文化ホールにおいて実行委員会形式で開催しているものも、精査し芸術祭

のようにまとめられたらと思う。 

 

【Ｍ委員】 

13 ページの計画の体系図について、このページが草津の目指すべき姿であるということ

がよくわかった。計画期間の 10年後、その時代のアートに柔軟な対応ができるような草津

であればいいと思う。 

 

【Ｇ委員】 

基本施策 4「文化活動を担う人材の育成および活用」について、成果指標にアートセンタ

ーの相談件数とある。事業イメージとあわせて見ると、文化ホール内にコーディネーター

を置いて、その方が市民の相談対応に当たるということが、成果指標として挙げられてい

ると思うが、相談件数で図るということが適切なのか。コーディネーターが活用されたと

いうことと、相談を受けることはイコールではないのではないか。例えば今月やっている

イベントはありますか、という質問も 1件になるのか。 

 

【事務局】 

相談件数の考え方については、単なる問合せを 1 件としてカウントしない。コーディネ

ーターに相談する中で、具体的な事業が実現に至った件数としたいと考えている。 

 

【Ａ委員】 

成果指標は確定版ではない。現在は行政からの提案であり、良いアイデアがあれば提案

していきたい。民間のプロデューサーやコーディネーターが何人育成されたかというのも

計測方法がない。将来的には指標になり得るが。 

 

【Ｆ委員】 

成果指標がそれぞれにあって良いと思う。また、成果指標がトップダウンでなくボトム

アップで、例えば、文化施設の来館者数を指標として設定するのであれば、施設毎にデー

タを積み上げて欲しい。あとは、数値に対する責任を明確にするため、当事者意識を持っ

て主体と予算の裏付けがはっきりなっていれば良い。そうした積み上げが出来ると、成果

指標が活きてくる。 

 

【Ｄ委員】 

基本施策 10「文化的資産の継承および活用」については、文化的資産の継承および活用

とあるが、草津市も滋賀県も文化的遺産、歴史的遺産が多い。どのように活かすのか。 

 

【Ａ委員】 

後ほど議論する。 
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【Ｃ委員】 

基本施策の 10 本の柱は重要だ。間違うと 10年間ボタンを掛け間違えることになる。施

策で違和感があるのは、事業イメージのところである。イメージなのか、計画なのかがわ

からない。計画のようなものもあれば、イメージのようなものもある。イメージにするな

ら、そこまで具体的に書かなければ良いし、具体的に書くのであれば、検証なしには判断

できない。 

基本施策 1「協働による文化活動の推進」について、単にイベントをやるだけが協働では

ない。お互いがパートナーになってコミュニティを形成、創出する。お互いを知り、交流

を図る。そのためにどういうイメージがあるのか伝わらない。 

基本施策 2「文化施設の活用および充実」について、年々古くなるものをどうするのか、

専門スタッフをどう育成するか。また、市民がどのように施設を活用していくのかも重要

であるが、方策が物足りない。 

基本施策 3「情報の収集および発信の充実」について、アーティストの働く場をどう作る

か。また、プロデューサーやコーディネーターもよく名前が出てくるが、短期雇用ですぐ

にどこかへ行ってしまうところがあり、コーディネーターこそ、しっかりした地位を与え

なければならないと考える。 

基本施策 5「子どもおよび若者の文化活動の充実」について、単に芸術家派遣やイベント

をすれば良いというのではなく、どう子どもたちに届けるのか、誰が担うのか、そこに丁

寧な支援が必要だ。新しい仕組みを考えてほしい。 

 

【Ａ委員】 

イメージと計画を混同しているということだが、どのあたりの御指摘か。 

 

【Ｃ委員】 

例えば、基本施策 1「協働による文化活動の推進」の事業イメージで、美術作品の発表と

鑑賞に、草津市美術展覧会と具体的な事業名が入っているが、これはアクションプランな

のか。 

 

【Ａ委員】 

書き方を変えるべきか。 

 

【Ｃ委員】 

事業イメージではなく、事業例とすれば良いのかもしれないが、そのまま計画として承

認されることに危うさを感じる。 

 

【Ａ委員】 

現在、実施していることをそのまま承認して挙げてしまうのか、またはいくつか組み合

わせて変革してしまうか。 
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【Ｃ委員】 

これから新たに考えるならともかく、既存事業をこのままやるという話になると合意が

必要だ。 

 

【Ａ委員】 

ここの事業イメージの内、新規、拡大事業については、別途実施に向けて検討する、と

記載されているが、既存事業も別途検討が必要。本日は事業イメージを外して議論する。 

 

【Ｂ委員】 

私も本当にこのまま打ち出していいのか疑問があった。 

３ページの写真のタイトルが、本文と一致していない。「滋賀県立近代美術館」と「新生

美術館」どちらにするのか、統一すべきだ。 

 

【Ｈ委員】 

基本施策 4「文化活動を担う人材の育成および活用」ついて、人材の範囲として市民が入

ってくるはずだ。しかし、ここでは専門人材の育成に特化している。支える人材は市民で

もあり、若者でもあるはずで、市民や大学生、子どもの研修や実践の場づくりも大切だ。

アートフェスタなども実践の場になる。文化施設は研修の場ともなり、大学とも連携がで

きる。そういう風に組み替えた方がいいのではないか。アートセンターだけで指標を図る

必要もなくなるのではないか。 

 

【事務局】 

＜資料 1 後半の説明＞ 

 

【Ｈ委員】 

基本施策 7「学校等における文化活動の充実」について、学校等の学習の機会を活用し、

ということに違和感がある。文化に触れる機会をつくるために、学校と連携するというの

が正しいのではないか。また、アーティスト派遣という言葉があるが、アーティスト派遣

は手法のひとつであって、必ずしも一流のアーティストでなければならないわけではなく、

地域の専門性や技術のある方でも良い。大学生を活用している例もあり、アーティスト派

遣という言葉よりも、文化芸術体験という様々な手法や多様な学習のあり方が、現場に合

っている。学校には学習の狙いがあり、それに合わせて組み立てるべきであり、狭い範囲

の言葉は見直してほしい。 

 

【Ｈ委員】 

学校現場からすると、学校がしなければならないことが増える中、今年度はこれだけの

予算と人材を用意したので、といったようにあてがうような形になってはならない。せっ

かく事業として考えているなら、子どもたちにとって価値になるように、教育現場との交

流の中で最適解を見つけるべきだ。 
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【Ｊ委員】 

基本施策 8「文化によるまちづくり」について、歴史、地域資産をまちづくりにつなげて

いくということだが、市民にもう一度草津の良さを再発見していただけるような機会を提

供する。例えば、アーティストを活用してまち歩きをするなど、カルチュラルツーリズム

を継続的にやっていくと、無理矢理なプログラムではなく、自然発生的にまちづくりにつ

ながると思う。 

 

【Ｋ委員】 

一流アーティストという表現には違和感がある。 

絵画なら絵画に特化したイベントでアプローチするのではなく、１つのイベントに音楽

も絵画もある、横に幅広いイベントにすることで、一回でいろんなものに触れることがで

きるものもほしい。 

 

【Ｌ委員】 

基本施策 10本を見る中で、草津らしさをなかなか見つけるということができない。草津

らしさはどこに入っているのか。 

 

【事務局】 

重点プロジェクトでは、子どもたちの教育の充実や、人権文化、都市ブランドなど、こ

れまで種を撒いてきた３つに絞っている。 

 

【Ｌ委員】 

基本施策には盛り込まないのか。 

 

【事務局】 

重点プロジェクトの中には、様々な施策が散りばめており、主な事業イメージに記載し

ている事業が、どの基本施策に該当するか記載している。 

 

【Ｌ委員】 

草津らしさをどうやって見つけるのか、説明されなくても分かるように表現して欲しい。 

 

【Ｍ委員】 

全てのページに良いことが書いてあると思っている。特に、学校における文化活動の充

実について、良いものを見ること、体験すること、それによって感動すること、その先に

作りたいという思いが生まれる。そういう機会があると、次の世代につながっていく。 

１つのイベントで色々なことに触れるのは良いことだ。特にお祭りは、たくさんのパフ

ォーマンスがある。アーティストだけでなく草津で働いている人がパフォーマンスする。

お店で作っている美味しいものがあっても、江州音頭があっても良い。一大フェスになっ

ているのがお祭りだ。参加者はみな楽しんでいる。アートフェスやクリエーターズマーケ

ットも良いが、まちのお祭りも、そうした役割を担っている。 
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【Ｇ委員】 

基本施策 6「障害者、高齢者等の文化活動の充実」について、文化の創作・体験機会の充

実とあるが、体験とは何を指すのか。他のページにもこの言葉がある。ここでの体験とは

どういうことか、分かるような表現のほうが良い。 

アール・ブリュットへの理解を深める機会については、主体が違うものが混じっている

ので切り分けてはどうか。この施策は、高齢者や障害をお持ちの方が対象であると思うが、

この一文だけ、見る側が主体になっている。ここに書くべき内容とズレていないか。 

アール・ブリュット作品が生まれる環境ということだが、こういう環境だからアール・

ブリュットが生まれるというものはないため、もっとシンプルに、「より多くの障害者等が

創作・体験活動の機会を得られるような環境整備に取り組みます。」としたほうが良いので

はないか。 

 

【Ａ委員】 

文言については、別途委員からアドバイスを頂戴してはいかがか。 

 

【事務局】 

御質問についての回答であるが、「文化の創作・体験機会の充実」の文言については、基

本施策 5～7に同様の項目があり、創作は継続的な取組み、体験は一時的な経験となる。例

えば、事業イメージの「福祉・介護施設等と連携した出前事業」の中で活動を体験しても

らうことなどを考えている。 

 

【Ｆ委員】 

基本施策 7「学校等における文化活動の充実」について、成果指標が達成しやすく妥当で

はないのではないか。 

 

【Ｄ委員】 

基本施策 10「文化的資産の継承および活用」について、継承、活用とあるが、すでに草

津宿街道交流館では、活用ということでは長いこと事業をしてきている。今回の計画の中

で、これまで行われてきたことを、大幅に見直して事業化することもある。文化財保護審

議会で保護と活用について話をしてきた。より豊かな形で保護と活用を考えたいが、その

場合は施設的なものが必要ではないか。具体的な話はあるか。 

 

【事務局】 

審議事項 2「文化芸術機能等施設整備基本計画にかかる現状について」の中で御意見を賜

りたい。 

 

【Ｃ委員】 

短い時間でまとめているため、スッキリしているが、全体的に記述が足りない。具体的

なところが１行、２行しか書かれていない。これでは理解しづらい。 

例えば、高齢者のところでは、上のところでは高齢者、障害者、子育てとあるが、具体
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的なところでは障害者のことしか書かれていない。計画を具体的に決めていくためには、

我々も承認したという責任がある。今後 10年間の文化振興を担う文書であり、このままで

は心苦しい。 

基本施策 7「学校等における文化活動の充実」について、機会の充実とあるが、こういう

活動を続けるためには、研究をしたり、学校側の問題もある。学校の先生への理解をどの

ように進めるのか。本当にそういうところまで考えているのか。 

基本施策 8「文化によるまちづくりの推進」について、まちづくりは抽象的な言葉である

から使うべきではない。事業イメージはイベントばかりで、本当にまちの振興につながる

のか。事業効果をどのように測るのかが見えない。 

基本施策 10「文化的資産の継承および活用」について、文化を振興するには広がりが必

要であり、産業界とのつながりが大切だ。前回の審議会でもそういった話がでていたが、

計画に反映されていない。 

 

【Ｂ委員】 

13ページに計画の体系図があるが、第 7章「推進に向けて」も市民や市の役割がパッと

見てわかるよう図式化できないか。13 ページとここを見れば全体がわかるように。特に重

要なところは文章だけでなく、簡略して図式にしてほしい。 

 

【Ａ委員】 

短期間で資料を作成しているが、頂戴した意見を基に作り直しが必要だ。 

基本施策 6「高齢者、障害者等の文化活動の充実」については、体験という言葉の意味が

何なのか。また文章に問題があるのではないかという指摘があった。これについては、委

員と相談して、どう書くべきか調整して欲しい。また、体験という言葉については、基本

施策 5「子どもおよび若者の文化活動の充実」のところでも出てくるが、理解ができていな

いところがあるため、もう少し説明を詳しく書くか。 

基本施策 7「学校等における文化活動の充実」について、学校における文化活動の充実に

ついては、学校との連携が必要だ。また、不躾に見えるという意見については、「学校の要

望に応じた」「学校からのニーズに合わせた」など、言葉が変えた方がいい。 

一流アーティストは、何を持って一流というのか、わからないところがある。アーティ

ストだけで良いかもしれない。内外のアーティストという言い方が適当かもしれない。 

また、アーティスト派遣の実施小学校数の 14回という指標は達成しやすい。１校に１回

行けば良いわけではない。回数に変更してはどうか。 

基本施策 8「文化によるまちづくりの推進」について、まちづくりという言葉は多義的で

あるため、変えたほうが良いかもしれない。 

また、産業、観光、環境等、色々な分野とつながってとあるが、ここでは産業と観光に

ついて特化した書き方をしたほうが良いかもしれない。文化財の活用も含めて、地域活性

化、地域経済振興をどうするのか。草津らしさを如何に発信するかが重要であり、産業と

観光の意識を強めた方が良い。 

第 7章「推進に向けて」は、Ｂ委員の御指摘の通り変えてはどうか。 

事業イメージについては、Ｃ委員からイメージではなく計画ではないかと御指摘があっ
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た。施策だけでは計画内容が分からないため、既存事業は全部掲載して欲しいと私が言っ

た。行政側として、新規に実施したい事業もここに書かれている。今の体制でもチャレン

ジしてみたいという提案だと思っている。他に拡大事業もある。 

計画作成時に具体的な事業イメージがないと議論できないことからここに並べた。しか

し、どんな事業にするべきかという議論はされていないため、今後、どのように扱うべき

か。今やっている事業は、事業として掲載しなければならない。 

 

【事務局】 

事業提案があれば、9月 20日までに意見をいただきたい。 

 

【Ａ委員】 

提案があれば、急ぎその意見を全員に回覧してほしい。また、呼応する意見があれば、

それを組み入れて作業し、できるかどうかの判断も並行して行う。政策決定のレベルが高

いものについては、事務局に任せる必要がある。市として了解し、議会に提案するという

決断をしなければ無理なこともある。そこを委員会で議論しては時間が足りないが、提案

は可能である。 

 

【Ｃ委員】 

本当はそこが一番大事だ。本来は 1、2日缶詰で議論するぐらいの気持ちがないと、心が

こもったものにはならない。リストアップして 20日までに出すということか。 

 

【Ａ委員】 

残念だが、最善を尽くしたい。 

 

【Ｆ委員】 

事業イメージで、市が主導する事業と民間が主導する事業があるが、両方とも主導する

と書かれた事業もあり、どちらが主導するのかわからない。 

 

【事務局】 

共催を意味している。 

 

【Ｆ委員】 

徐々に民間に移していく事業もあるし、民間で立ち上げた事業については、この書き方

でいいのか。主導するという言葉を変更すべきではないか。 

 

【事務局】 

市が行うほとんどの事業について市民に関わっていただいており、逆に市が協力してい

るものもある。 
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【Ｆ委員】 

主導するという言葉が妥当なのか。何か苦情がでるのではないか。 

 

【事務局】 

文言については検討する。 

 

【Ａ委員】 

これまでの文化振興計画は、全て行政が実施主体であった。しかし、それでは草津市全

体が見えない。民間が頑張っていることも多い。そのため、今回は市と民間を並列するこ

とにした。しかし、責任の所在がどちらかという問題はある。良い言葉があったら教えて

欲しい。主として行政、主として民間というところか。 

文化事業について、行政がやらなければならない事業は、法律的にはほとんどない。歴

史的に行政がやってきたというだけだ。 

 

【Ｃ委員】 

２つ書いてあると、主導者が２人いることにある。主催、共催という表現ではいかがか。 

 

【Ａ委員】 

既存事業をこのまま掲載していいのか、という議論をしないと心のこもったものになら

ない、ということが提起された。審議会の回数をもう１回増やし議論することはできない

か。次回はいつか。 

 

【事務局】 

11月 2日だ。 

 

【Ａ委員】 

11月 2日の後、次の機会を設定できるか。力を尽くして、事業を検証しながら計画を議

論したい。 

 

【事務局】 

10月中にもう１回開催できるか検討する。 

 

【Ａ委員】 

では、10月中にもう 1回行うということで、日程調整をお願いしたい。 

 

【Ｌ委員】 

重点プロジェクトの中で、「次世代を育成する」とあるが、体験ではなく育てるプログラ

ムを持っているのか。既存の育成プログラムはあるのか。次回の既存事業の検証や新しい

事業内容を検討する上で参考にしたい。 
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【Ａ委員】 

育成につながる体験プログラムというのが通常である。 

【Ｌ委員】 

音楽活動の中で見えてきた実態として、アマチュア音楽家・愛好家は多数いるが、若手

がいない。体験で気づきはあるが、育てている段階にはない。これだけ人口が増えて、街

も活性化している中で、若手芸術家が育っているかという観点で見ると、弱いと感じる。

これからの 10年間の計画であり、必要ではないか。 

 

【事務局】 

重点プロジェクトで表現している育成とは、プロアーティストを育成するためのもので

はなく、子どもたちの感受性や創造性を養う中で、次世代の育成に繋げたいという主旨で

ある。 

 

【Ｌ委員】 

スポーツでは、アスリートの育成プログラムがあるが、文化芸術ではそれがない。同じ

並びではないが、そのような観点もプログラムの中にあってもいいのではと考える。学校

や高齢者、障害者の方々に向けて、力を発揮していただくためにも、地元でアーティスト

が生まれることも大切ではないか。 

 

 

3. 審議事項２ 文化芸術機能等施設整備基本計画にかかる現状について 

【事務局】 

＜資料２ 説明＞ 

歴史伝統館機能については、国が推奨する歴史文化構想を策定する中で、文化財保護審

議会に御意見を賜りながら検討していきたい。内容については、本審議会とも情報共有を

行う。 

 

【Ｄ委員】 

草津市は以前から文化財保護条例があり、文化財保護審議会がある。そこで随分長い間

に渡り、新しい施設について検討してきている。 

主な公開の拠点として草津宿街道交流館があるが、そこだけでは、豊かな文化資源を来

訪者に伝えることが難しい。文化財保護審議会でも、公開や保護について、計画期間の 10

年間のスケジュールを踏まえて検討したい。 

 

【Ａ委員】 

文化財保護については、文化財保護審議会の役割であり、歴史伝統館機能については、

そちらで検討いただくことになるがそれで良いか。 

質問がないので御了解をいただいたこととする。 
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4. 審議事項３ 実行委員会形式による文化振興事業について 

【事務局】 

＜資料３ 説明＞ 

 

【Ｌ委員】 

平等公平な市民文化の視点が実行委員会形式による文化振興事業に必要だ。特に実行委

員会形式に類するものの中で、出演者の公募枠が限られている事業がある。各協会や連盟

と協議し、公平になるよう検証を行い、次に繋げてほしい。単発でするのではなく、芸術

祭のように合同で開催する等、一緒に出来ることや、効果を上げるためにどうすべきかを、

審議会で検証できると良い。 

 

【Ａ委員】 

実行委員会形式による事業は、基本施策 1「協働による文化活動の推進」に該当するため、

現状を知ってもらうため資料を配布した。 

今後、計画の進捗管理を行う中で評価対象になるということを了承していただきたい。 

 

【Ｊ委員】 

指定管理者として、いくつかの事業に共催している。実行委員会形式は出演だけでなく、

人材育成にもつながっている。個人的な思いとしては、毎年同じ発表会をするだけでは朽

ちていく。事業の質を高めていく仕組みを劇場で提案しているが、質の向上や継続性につ

いて各団体が確認し、最終は自立していくことが必要ではないか。 

 

【Ｈ委員】 

アートフェスタくさつについて、草津美術協会としては、実行委員会に会員を派遣して

いるが、事業の中身については、本当に実行委員の創意工夫でできているのか。すでにや

ることが決まっている他、割り当てがあり、違和感を持っている。 

 

【Ｌ委員】 

このなかで最も温度差があるのが文化協会主催の市民文化祭であると思っている。文化

協会に所属している団体の発表会、展示会になっていたが、何年か前から公募枠を確保し

てもらい、「市民文化祭」と名を打つのであれば、市民文化祭とは何かという問いかけをこ

れまでに行ってきた。 

文化協会は高齢の方々が多いが、アートフェスタくさつの実行委員会に参加する方もい

らっしゃり、いかに子ども達を取り込んで盛り立てていくか等もっと創意工夫が出来るも

のと考えている。 

先ほどの意見にもあったが、割当のように降りてくる状態が 50年ほど続いてくると、恒

例になってしまう。新しい力も借りて、色々なものを巻き込み、より良いものになるよう

検証していきたい。 
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【Ａ委員】 

計画策定後でも集中して検討する機会はあるので、覚えておいてほしい。 

 

 

5. 審議事項４ 草津市美術展覧会の運営状況について 

【事務局】 

＜資料４ 説明＞ 

 

【Ｂ委員】 

55年間続いている。審査員を外部から招聘したことはないのか。 

 

【事務局】 

20数年前になるが、滋賀大学から学識兼日本画の先生としてお招きしたことはある。 

 

【Ｂ委員】 

こういうものは、続くとマンネリ化する。外部からの審査員を数名導入することで活性

化が図れることもある。最近ではデザインという新しいジャンルを入れることで活性化す

ることもある。展示スペースの問題もあるが、募集範囲を県全体に広げることも刺激にな

る。ひとつのアイデアとして提案したい。 

 

【Ｃ委員】 

組織の問題もあるが、全体的なテーマを現代に合わせて進めていかなければ、来る人は

来るが、来ない人は来ない。また、ここだけで完結するのではなく、関連する地域や催し

と連携することも良い。草津はやっぱり違うよねと言われるようなものであって欲しい。 

 

【Ａ委員】 

近隣市と何が違うのかを明確にし、セグメンテーションした方がいいという提案だ。 

また、デザイン部門を追加することで若い人が登場するのではないかという提案もあっ

た。 

県の審議会でも同じ状況があり、若い人の応募がない。仕組みが固くなってしまってお

り、柔らかくする試行錯誤が必要だ。批判するだけでなく、生産的にかつ肯定的に元気が

出るようなやり方を考えなければならない。何か御提案、アイデアがあれば出してほしい。 

 

【Ｈ委員】 

若い人の出品はどの市でも減っている。美術協会という有志の会への参加も、若い年代

は少ない。若い人はそれぞれ独自に活動しており、私たちが色々やり始めた時と比べて、

地元で認めてもらうことに対する価値観が異なる。自分がやりたいことを追求し目標を達

成するという、自分の道、ルートに引っ張られ、地域での貢献や認めてもらうという気持

ちが持てない、また持つ必要がないという状況であり、地域の展覧会よりも、自分の専門
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に分化された中での発表の場を求めている人が多い。 

 

【Ａ委員】 

草津は何をするという、年度毎のメインテーマを決めるというのも方法かもしれない。

企画展の部門と一般の部を併設する、よく博物館でやる方法だが、展示会そのものを二段

構えにするというのも、新しい風を入れる方法だ。また、デザインの部門を設けたらどう

かという提案もあった。また、草津らしさとは何かを検討するのが、実行委員会ではない

のかという話はある。 

 

審議事項(2)(3)(4)の 3点については、今後どうすべきか意見を求めたいということであり、

市から審議会に諮問してもらえれば、我々も議論できる。 

 

【Ｅ委員】 

市美展の搬入数はジリ貧状態であり、新しい風を入れる必要がある。草津らしさがどの

辺にあるのかと考え、範囲をもう少し大きく広げられれば。中核都市でもない草津市だが、

県内の様々な地域から搬入されていることは大きなポイントだ。交流のまち草津であるな

らば、他市同様、自市と周辺市にこだわるのではなく、広く捉えることは草津らしさがあ

る。それが市美展であっても他であっても、交流できる部分は必ずあり、搬入でも展示で

も草津市だけにこだわらない。よく市民ファーストなど○○ファーストと打ち出されるこ

とが多いが、小さな枠にこだわらなければ、ちょっとした方向性や視点を打ち出せる。 

 

【Ａ委員】 

当事者の方々は真剣に考えられており、委員会としてもアイデアや方向性が提案できれ

ば。 

 

 

6. 追加審議 （仮称）草津市文化振興計画（案）の第６章について 

【Ｃ委員】 

第 6章「重点プロジェクト」の説明と議論が十分にできていないのではないか。 

前回の審議会で議論したかもしれないが、再チェックするのがこの委員会の役割だ。 

 

【事務局】 

＜資料１ 第 6章の説明＞ 

 

【Ｃ委員】 

重点プロジェクトとして 3 本柱を立てたことは評価できるが、新しいものを打ち出せて

いないことが残念だ。ここで書かれている事業イメージは基本施策に入れるべきもの、も

しくは関連事業として入れるものだ。 

重点プロジェクト 1 では、次世代を担う子どもたちに草津らしい体験をしてもらうかを
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考えることが大切であり、簡単に進めるものではない。プロジェクトの目的と事業イメー

ジの間に、具体的な内容が必要だ。大きな柱を 3つ考えるのであれば、１つは研究である。

1～2 年の期間が必要だ。また、研究後に基盤整備をしっかりした上で、試験運用がある。

その 3 つの柱を進める新たな仕組みを考えるべきであり、これまでの事業を持ってくれば

良い訳ではない。 

重点プロジェクト 2について、13万人のアートプロジェクトではテーマがわかりづらい。

柱としてはいいが、「草津アート・アウトリーチプロジェクト」などわかりやすくすべきだ。

その中で、研究、基盤整備、試験運用の３つで整理し、関連事業として事業イメージを書

くべき。 

重点プロジェクト 3 については、もし自分であれば「草津らしさ再発見プロジェクト」

という名前を付ける。研究、調査をして、それをどう運用するか。テーマとして俳句も良

いが、前回の会議で食文化という良いテーマがあったが入っていない。また、本日２時間

街道にいたが、また新しい大きなビルが出来ている。文化財を活かした文化的景観も考え

ていかないと、草津らしさがなくなっていくのではないかと悲しくなった。 

それから、新しい草津の文化創造の視点も入っていない。そういうことを考える研究会

が必要だ。 

 

【Ａ委員】 

次回は、重点プロジェクトも含めて、事業を再度議論していただく。 

 

【Ｈ委員】 

市が主導する、民間が主導するという言葉がわかりづらいという話があったが、市が予

算化しているのか、民間でやっているのか、「主導」という言葉の曖昧さを感じる。次回ま

でに市が予算化しているものなのか、民間のお金でやっているものなのかを分かるように

してほしい。そうすれば、その事業がどのような主体でやっているのかがはっきりする。

重点プロジェクトは目玉になるため、丁寧な議論をする中で、草津はこういうことをやる

と、「見える化」できるように予算部分を明確にしてほしい。 

 

【Ａ委員】 

主導という言葉は、主催にする。市主催、民間主催、共催・協働の 3 つとしてほしい。

予算を市が出しているのか、民間が出しているのか、折半しているのか。 

 

【Ｌ委員】 

計画期間が 10年間で、策定後の審議会の役割については、それをチェックする意味合い

が強いと思うが、重点プロジェクトでは、研究期間、基盤整備や試験運用の３つの段階を

踏まえて、草津らしさを見つけていく作業を行うと思うので、十分な回数の審議会を開催

して欲しい。 

 

【Ａ委員】 

最低でも年間 2 回の開催が必要であると考える。決算段階において事業実績の評価、次
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年度、次々年度に向けた予算化段階での提案、意見の審議は必要だ。また、行政から諮問

があった場合には、さらに回数が増える。 

 

 

7. 閉会 

【事務局】 

＜今後のスケジュールについて＞ 

次回日程は調整し、御案内を送らせていただく。 

また御意見があれば、20日までに御送付いただきたい。 

 

以上 

 

 

 


