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第８期第３回岸和田市文化振興審議会会議録 

１．審議会の名称 第８期第３回岸和田市文化振興審議会 

２．開催日時 平成２４年１０月２日（火）午後２時から 

３．開催場所 岸和田市立文化会館 創作実習室２ 

４．公開・非公開の別 公開 

５．出席者 肥田委員、松本委員、藤田委員、塚本委員、新谷委員、

黒石委員、金森委員、木津川委員、船附委員、竹田委員、

西山委員               以上１１名 

６．欠席委員 天津委員                以上１名 

７．事務局 西川企画調整部長、玉井文化国際課長、田宮担当長、  

佐原担当員、畑部担当員 

                    以上５名 

８．傍聴者 なし 
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９．次第 １（仮称）岸和田市文化振興条例の素案について 

 

２その他 

 

３閉会 

１０．その他  

会議録承認 会長   １０月 ３０日  承認 
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[文化国際課長] 

８月２４日から９月２５日に行った（仮称）文化振興条例のパブリックコメン

トでは、２名の方から１件は重複意見で、のべ１１件の意見が出た。 

パブリックコメントや庁内での意見を簡単に述べると、 

前文 

・長すぎる。 

・不要ではないか。 

・もっと特徴を出せないのか。 

 

前文は必要かについては、文化の基本条例であるのでぜひ前文を作り市民主体

としての本市の独自性を表したものにしたいと考える。 

 

第４条の市の役割  

・「施策を総合的に実施する」とあるが、第７条との整合性から「総合的かつ計

画的に実施する」とすべき。 

 

第７条の文化振興計画 

・進行管理・検証・評価についても記載すべき。 

 

第８条の文化振興計画において定める事項 

・列挙されているものだけが計画で定めるものと誤解されるのではないか。 

 

条例の特徴は（戦略会議より） 

 

基本条項を定めた条例であるので特徴を出すのは難しい。だが、岸和田は市民

参画や市民主導が根付いており、条例策定委員会を作ったことも特徴である。 

 

条例を策定してどう変わるのか 

 

条例は市の基本姿勢であるので、具体的にはこの後の計画で示していかなけれ

ばならない。 

 

以上パブリックコメントや条例策定委員会、庁内の様々な意見などを集約して、

最終案を出している。 
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最終案への変更点は、 

前文は普遍的なことを書くべきとの意見があり、パブリックコメント案で書い

ている「少子高齢化社会の到来、急速な情報化社会・・・」を削除した。 

またパブリックコメント案の文中の「次の世代を担う子どもたち」は「次代を

担う子どもたち」と以降の条文も「次代」とそろえた。 

 

第３条は、主語を明記した。 

 

また、前回の審議会案の第２条であるが、「市は市民が行う文化活動の内容に対

して不当に介入し、干渉することのないよう」とあるが、主として分かるが条

例の記載としてはどうなのかとの意見と、今まで不当に介入、干渉したことは

ないとの意見を受けて削除した。 

 

第５条の団体の役割で２項を作った。団体も文化の振興に関する施策に協力し

なければいけないのではないかとの考えで追加した。 

 

また市民、団体の役割の語尾は「努める」となり、市は「努めるものとする」

としている。表現の違いであるが、市は「するものとする」という一種の宣言

文になる。市民、団体については相手方になるので同じ表記はしない。 

 

第７条の文化振興計画であるが、第５項の進行管理だけでなく検証、評価も行

うことを明文化した。 

パブリックコメント案の第８条だが、振興計画で定めるものをここで書いてい

るが、分かりにくく書ききれないことも多く、第８条に書いているこれだけが

計画に定めるものとの誤解もあるとのことなので、元の形に戻した。 

 

最終案の第８条だが、現在文化振興審議会は市の附属機関条例で定めている組

織だが、そこから削除してこの文化振興条例で定めることとする。 

 

第１３条の「子どもの文化活動の充実」だが、青少年との言葉を入れるのであ

れば、対象年齢を明記しなくてはならないとの意見を受けて青少年を削除した。

青少年は子どもでカバー出来ていると考える。 

第１５条の「生涯学習活動との連携」であるが、庁内での連携は当たり前のこ

とであるので記載を変えた。 
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[会長] 

最終案を読んで、審議会で記述をこう変えて欲しいとの意見が出た場合はどう

なるのか？ 

 

[文化国際課長] 

もちろん出た意見は検討する。 

 

[委員] 

私はこの席にいてる責任がある。前文がくどいから削除しろとの意見があった

が、前文は必要と審議会が判断するとの話し合いをしないといけないと思う。 

 

[企画調整部長] 

意見があれば言って欲しい。最終案を読んだ時にこれはどういう意味なのかと

か、どうしてもおかしいなど思うところがあれば言って欲しい。 

 

[会長] 

質問だが、第４条市の役割で最初の案の段階で「市は第２条の基本理念に基づ

き・・・総合的かつ計画的に推進し、実施する」からパブリックコメントは「総

合的に実施する」で、最終案は第６条で「総合的かつ計画的に実施する」にな

りまた最初に戻っているが、この経過は？ 

 

[文化国際課長] 

パブリックコメントを出すにあたって、すっきりまとめようとの方向性があっ

た。その時に「計画的に」を削除してパブリックコメントとして出したが、パ

ブリックコメントで第７条１項で「総合的かつ計画的に」と記載しているので

そろえるべきとの意見を受けて戻した。 

 

[会長] 

「計画的」と入ったのは良いような悪いような。 

「総合的かつ計画的に」となると、計画をこれから立てて、総合的に実施しま

すとワンクッションおいたような形になる。 

プラスに解釈すると総合的にするには計画をきちんと立てたうえで実施すると

捉えられる。 

ワンクッションおくとなると良いような悪いような・・・。 

みなさんから意見があれば。これで良いでしょうか？ 
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[委員] 

全体的にすっきりしたイメージはある。 

 

[委員] 

私もすっきりしたように思う。 

 

[委員] 

推敲されて分かりやすくなっている。市の姿勢を示したものなので、大切なの

はこれからのことだと考える。 

 

[委員] 

学校で特徴的な文化活動をしているところが今あるホール等で対応できるの

か？ 

これからの子どもたちに対応できる公共施設の活用を、考えていかなくてはい

けないと思う。 

 

[委員] 

私自身はパブリックコメントの方が分かりやすいと思う。簡潔になってしまっ

たので、一体どういうふうに解釈するのかが分かりにくくなっているのでは。 

 

例えば第３条の基本原則でパブリックコメントと最終案を見比べるとパブリッ

クコメントの２項「図られなければならない」が「図ること」に変わっている

が、その違いは何か？「ならない」の方がより強いのか？ 

 

[会長] 

「図ること」と柔らかくなっていて、行政の役割や課題があいまいになってい

るとの印象を塚本委員はお持ちになっているがどうでしょうか？ 

 

[委員] 

私は反対です。「ねばならない」となると市長や市など誰かがくる。「図ること」

というと条例そのものが、私たちがこれを使うものと読み取れる。「ねばならな

い」だと従来の何かを待っている姿勢が出てくる。大きく違うと思う。かなり

進んでいると思い読んだ。 

 

[副会長] 

「ねばならない」というのは、国の法律などいろいろなところで一般的に使わ



 7 

れている言葉。みな、抵抗無しに使っている。その部分が岸和田の条例では論

議を経てずいぶん変わったと思う。これは一つの進歩である。 

私も「ねばならない」は良くないと思っていて、これが全部消えたわけではな

いが、第３条の頭のところで「留意しなければならない」と言って、留意しな

くてはならないのは（１）から（５）までで文末は「こと」にしていて良いと

思う。ここは他市に自慢して良いところだと思う。 

 

[委員] 

条例だからきちっと決めておくのは大事だと思うが、条例に記載されてないか

らそれはやらなくて良いとか、市の方が言いだしたら縛り文句になるので、運

用で今後我々がどう関わっていくのかが課題になると思う。 

 

[委員] 

最終案の第１３条「子どもの文化活動・・」で「青少年」との言葉が無くなっ

ているのは大賛成。ただ条例の中で青少年の文言が無ければ、青少年は入って

ないのかと、思われるのではないかとも思う。 

入れろというわけでなく、入ってないのが嬉しいのだが。 

関わっている活動でも「児童青少年」に代わる、適当な言葉がないか必死に探

したが無い。 

「子ども」で全てカバーするというのは、言葉は良いがこれを使う側の理解が

相当ないと話をする時に問題が起こると思う。 

子どもで全てカバーして、青少年を抜いてくれたことがすごく嬉しい。 

 

[会長] 

子ども、児童、青少年を包含した言葉は無いのですか？ 

 

[委員] 

本当に無い。何かあれば教えて欲しい。 

また、今は「赤ちゃんのための児童劇」で議論が起こっている。幼児をどう捉

えるのか？ 

分けるほどややこしい。我々の方がそれだけ広い心が持てるかだが、まとめる

のは大賛成。 

 

[事務局] 

松本委員の考えられる青少年の範囲は？ 
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[委員] 

私たちが考える青少年は中学生、高校生でどちらかというと高校生。 

高校生対象の作品を、児童劇に入れるか入れないかで大論争した。 

教育の部分があるなら入れようと、それまでは私たちは「児童演劇」と言って

いたが、今は必ず「児童青少年演劇」としている。なぜかとの理由は言えない

が、青少年が入るというのはあまり好きでない。 

 

[会長] 

青少年は、青年と少年を一つにしたとの捉え方をされていると思う。 

だけど青年は入っていない。高校生くらいを対象としている。 

それなら少年で良いのに、ずっと言ってきたわけです。 

それも包含するものとしたら子どもで良いではないか。中学生、高校生までは

子どもで良いのではないかとのことで子どもだけにした。 

 

[委員] 

私たち地域活動をしている者は、中学生以上を青少年と思っている。物の考え

方もしっかりしているし大人だと思っている。なるべく中学生を子どもとしな

いように接している。 

 

[委員] 

岸和田の慣習としては高校生から青年である。だから青年団という。 

 

[会長] 

中学生は子どもと言われると反発するか？ 

 

[委員] 

すると思う。だから「青少年」という言葉は変だと思う。青年と少年なら分か

る。青年と少年に分かれているなら、青年は児童劇の中に入れないほうが良い。 

少年と言うのはどこなのか？青少年と言うのはすごくあいまい。 

子どもの文化を進める場合、この事業の対象はどこかと個別に論議できる。青

少年が無くなることで、この論議が出来るのはとても嬉しい。 

 

[会長] 

では最終案で「青少年」を取って規定して、広く子どもと書いている方が良い

とします。 
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[委員] 

みなさんが一生懸命に考えられていることが、条文を読んで分かる。 

 

[副会長] 

文言が整理されてきれいになったと、他の委員さんも仰っていたが私もそう思

う。 

特に気をつけたいのが、条例によく出てくる言葉であるが、「責務」という言葉。

何も考えずによく使っている。今までの案ではあちこちに責務があったが、最

終案では責務が消えて、一回だけ前文で「重要な責務です」と出ているだけ。 

「責務」という言葉は実は人任せの言葉。責務と書いているのを見て、自分の

ことだと思う人はあまりいない。だから外して正解だと思う。 

 

「情報化社会」や「高齢化社会」の言葉も消えて「社会情勢が変化していく中

で」と一つにまとめたことも、今日のための条例でなく将来に向けた条例であ

ることが伺えるので良い。 

 

一つ気になるのは、第１８条で「顕彰」というのが「表彰」に変わったこと。「表

彰することが出来る」となっている。資料に書いているように、岸和田市には

別に文化振興表彰要綱があるようなので、ここではあまり言うことはないとの

ことだと思うが、顕彰という言葉は固いが、顕彰と表彰は意味が違う。 

表彰というのは単に褒めるだけ。顕彰はまさに文化振興条例にはふさわしい言

葉だと思う。 

全体が柔らかくなっているので、今さら変えなくても良いが、もう少し顕彰と

いう言葉の論議をしてほしかった。つまり顕彰というのは、表彰と同時に広く

市民に知らしめるとの役割がある。 

例えば文化の日に表彰された人は、個人の表彰だけでなく、市の誇りとしてこ

ういう人が市民としておられるのですと、広く知らしめるとの役割があって顕

彰となる。今後は運用面で単にその人のことだけにとどめないで、市全体とし

てまさに形として顕彰することに努めて欲しい。 

 

[委員] 

「岸和田市文化振興表彰要綱に準じたい」と書いているから表彰要項がこうな

っているのかと読んだのだが。 

 

[副会長] 

そうかもしれない。いずれにしても顕彰の理念をしっかり引き継いで欲しいと
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思う。 

 

[委員] 

それは賛成です。 

 

[副会長] 

条例作りにいろいろ関わって思うのが、ほとんどのところが絵に描いた餅なの

です。国の法律でもそうだが、条例は作ったが後は・・とある。 

岸和田は市民を前面にたて、市民自らが文化活動を行い市の責任ではなく、市

民が文化活動を進めていくのが一人ひとりの責任だということに重きをおいて

条例が作られている。 

当然それを実施していく中で、市の責務あるいは企業の責務が伴ってくると思

うが、実際に具体的に動いていくためにはどうするのか、それこそ実施要綱が

別に作られると思うが、その辺が一番大切である。 

条例はあくまで精神なので、どんどん論議して具体化していくようにしたい。 

 

[委員] 

金森副会長の仰ったことに対して発言すると自分の首を絞めるが、岸和田で生

まれて住んでいる人間としては、ましてや岸和田文化事業協会の人間としては、

まさに血肉をつける立場にいると思う。 

前に市民劇に出演をした人たちが、チャンスをもらえてとても嬉しかったので、

市に恩返ししたいと言っている。 

恩返しをどうやってさせられるか？ 

これをきちんとキャッチボールできたらと思うが案が出ない。条例が出来て、

活かして市民活動したいと本当に思う。 

 

[委員] 

全部「努める」と書いている。「していこう」という意思がない、という感じに

受けてしまう。 

我々、地域活動している人間はどうしたらできるのかという腹案を持ちながら

前に進めていくのだが、全部「努める」と書いていれば何か言われたら努めて

いるやないかと返せる。 

市民なら「努める」は分かるが、市が努めるではなく、こうしていくという姿

勢がこの中でいくつかでもあれば良いのだが。 
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[会長] 

最終案の１５条の生涯学習活動との連携であるが、生涯学習についてのこの規

定は大変残念だが、最初の案から相当後退したとの感じを持つ。 

最初の素案では「必要な施策を講じる」とあるが、パブリックコメントではそ

れが無くなり「連携を図るよう努める」となり、最終案でも「生涯学習を行う

市民及び団体との連携に努める」となり、連携と書かれているが、私は「生涯

学習の充実を図るために施策を講じる」と積極的な文言の方が良いと今でも思

っている。 

 

全国でも生涯学習はどんどん圧迫されている。高齢化で老人が多くなり、これ

からも増えていく中で、生涯学習に関わる施策を充実させるのは予算的にも厳

しい。しかし生涯学習が喧伝され始めた１９７０年代から８０年代は、文部省

の筆頭局が明治時代から初等・中等教育局だったのが逆転して、生涯学習局が

筆頭になった。 

それはやはり高齢化を見据えた戦略的な配置であったが、筆頭局でありながら

生涯学習がだんだん難しくなってきて財政規模でも縮小され、切り捨てられた。 

 

例えば、大阪府の高齢者大学は今まで毎年７千万円を助成しながら職員も４、

５人おいて維持発展させてきたのですが、橋下知事になり、センチュリー交響

楽団と一緒で、０査定になり助成は廃止になった。 

８００人の生徒がいるが、老人たちは行き場が無くなった。この問題はなぜか

メディアで放送されなかったが、それでは困ると生徒たちが立て直していくた

めに、自分たちでＮＰＯにし、大阪府高齢大学校というのを３年前に作った。

年間１人５万円の授業料を払って自分たちで企画運営していこうとした。 

初年度は６００人に減ったが、２年目には１０００人になり、今年は１５００

人になりと、ものすごい規模になった。 

 

そうすると、生涯学習をどんどんカットしていった成功例として全国から見学

に来る。行政がお金を出さなくてもうまく運営しているではないか、むしろ発

展しているではないかということになり、一生懸命やればやるほど他府県の高

齢者大学が廃止になってしまうと矛盾に頭を抱えている。 

大阪府は自分たちで出来たが、他のところでも出来るのか。 

 

このような中で、条文が「生涯学習活動を行う市民、団体の連携」に変わった

ことで生涯学習を行っている行政の苦しさ、役割、責任が消えてしまったよう

に私は感じて残念だ。 
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[文化国際課長] 

生涯学習全部が文化ではなく、生涯学習の一部と連携して文化の振興を図って

いくと我々は考えて記載を変えた。また生涯学習課が担当として、生涯学習を

充実させていくことにはかわりない。 

この条例に血肉をつけるのは計画であるので、ここでは骨組みであることを理

解していただきたい。 

 

[会長] 

文化振興条例というのは５０年先を見据えている。５０年先はどんな社会にな

っているのかは分からない。どんな社会になっていてどんなことが問題になっ

ているのかは分からない。 

副会長からの意見で、顕彰と表彰は違うのではないかとあった。 

表彰は単に表彰状を渡したら良い。岸和田は濱田青陵賞があるように世間的に

こういう賞を出しているのは岸和田の誇りである。 

結局は条例は絵に描いた餅になってはいけないとの委員全員の総意である。 

そうならないために行政も頑張っていただきたい。 

 

 

 

 


