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自由文化政策研究所

「伊東市文化振興基本条例」の議会審議における質疑応答一覧

(平成 27年 6月 22日・23日 於本会議場・福祉文教委員会室)

＊「大綱質疑」については、公開されている議会議事録から抜粋

＊「委員会質疑」については、情報公開請求により入手した委員会要点記録より抜粋

＊赤線は自文研

＊表中の記載は議事録及び要点記録から整理したもの。

区分 議 員 質 疑 当 局 答 弁

大綱質疑 (以下の大綱質疑は全て森篤議員) (以下の答弁は全て鶴田政利教育部長)

6月 22日 １番目、文化芸術振興基本法には地方公共団体の責務及 まず初めに、１点目でございますけれども、本条例は文化芸術

び努力義務の規定がありますけれども、本条例はこの基 振興基本法を踏まえているかとのご質問だと思います。

本法を踏まえて作成されているか伺います。確認という 本条例につきましては、文化芸術振興基本法の基本理念や同法

意味です。 第４条及び第３５条におけます地方公共団体の責務並びに努力

義務の規定を踏まえているものと考えているところでございま

す。

２番目、文化の振興とは、いわゆる文化行政とほぼ同義 ２番目ですけれども、文化振興は文化行政とほぼ同義、同じ意

と考えてよろしいでしょうか。それとも別のものと考え 味と考えてよいかとのご質問でございますけれども、

ているか伺います。 文化行政を行うことにつきましては、文化振興に期するものと

考えているところであります。文化行政は文化振興に含まれる

という理解でおります。したがいまして、同義というよりも、
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文化行政は文化振興の一部という形で考えているところでござ

います。

３番目、本条例は、本市におけるこれまでの文化行政の ３番目でございますが、本条例につきましては、文化行政のさ

さらなる充実、活性化を期するために制定すると見てお らなる充実や活性化を期するためと考えるかどうかというご質

りますけれども、いかがでしょうか、伺います。 問でございます。

考え方といたしましては、お見込みのとおりであります。本条

例の目的にも示しておりますとおり、さらなる活性化などを期

するものと考えております。

４番目、外に向けて文化都市としての情報発信を一層盛 ４番目です。外に向けて情報発信を盛んにすることもまた本市

んにすることもまた本市の文化振興にとって大事なこと の文化振興にとって大事なことと考えるがどうかとのご質問で

と考えますが、いかがでしょうか、お伺いをいたします。すが、

文化に関する情報を本市の内外に発信していくことは、文化振

興にとって重要であり必要なことであるものと認識していると

ころでございます。

５番目、本条例には前文がありません。本市の条例中、 ５番目です。本条例に前文がないが、特段の理由があるかとの

前文のある条例は４条例であり、その中には本条例と同 ご質問でございます。

様に基本条例の名が冠せられた伊東市環境基本条例もあ 今回の条例制定に当たりましての前文の考え方でございますけ

ります。条例中の前文は直接条例の効力にかかわるもの れども、前文につきましては、その条例の趣旨、目的、基本原

ではありませんけれども、条例制定の思い入れやオリジ 則などを書いた文章であり、その条例の制定の理念を強調して

ナリティー、あるいは背景、そういったものをあらわす 宣明する場合に置かれているものと考えております。宣言して

ことがあります。本条例に前文をつけない特段の理由が 明らかにするという形で前文を考えているところでございます。

あるかないか、お伺いをいたします。 以上のことから、今回の条例制定におけます前文の必要性にお

きましては、国の文化芸術振興基本法に基づくことや、制定の
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趣旨の中でも申し上げましたとおり、県や近隣自治体でも既に

条例制定がなされ、本市においても文化振興の機運の高まりが

あるために条例制定に向かって策定をしたことを踏まえ、前文

については改めて記載を行わなかったものでございます。

６番目、以下逐条的に質疑をいたします。第１条中に文 ６番目です。本条例の第１条中でございますけれども、計画的

化振興に関する施策を計画的に推進するとあることか に推進するとあることから、第６条中の文化振興基本構想に基

ら、第６条に記載の文化振興構想に基づいて、今後、何 づいた計画書的なものの作成が予定されているかというご質問

らかの計画書的なものが作成されることが予定されてい でございますけれども、

ると思いますが、いかがでしょうか。 第６条第２項に記載のありますとおり、基本構想の中には一定

の方針や指針を策定することを想定しておりますので、基本的

には計画書的なものが作成されるものと想定はしておるところ

でございます。

７番目、第２条中に文化を用語定義しています。文化財 ７番目でございます。第２条中の文化の用語の定義につきまし

の保護や活用に係る活動は文化に関する活動に含まれる て、文化財の保護や活用に係る活動は文化に関する活動に含ま

と解しますが、いかがでしょうか。 れるかとのご質問でございますが、

議員お見込みのとおりであると考えております。

８番目、第２条中に市民の用語定義をしています。本条 ８番目でございます。また、同条中に市民の用語を定義してい

例と同様に、市民を本市在住者以外の者も加えて定義し るが、本条例と同様な市民を位置づけている本市の条例がほか

ている本市の条例はありますでしょうか。 にあるかとのご質問でございますが、

教育委員会で今のところ把握してございますのは３条例あるも

のと認識をしてございます。

９番目、第２条で定義される市民は、本条例においてと ９番目でございます。第２条中で定義されている市民とは、本
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の限定した断りはありますが、これを一般的な市民の概 条例においてとの断りがあるが、限定しているのか、一般的な

念として敷衍させることはないと考えておりますけれど 市民の概念として敷衍させることはないと考えるが、どうかと

も、いかがでしょうか。 いうことでございますけれども、

議員お考えのとおり、本条例においての定義づけでありますの

で、敷衍をし広げるような形での想定はしておるわけでござい

ませんので、条例制定上限定した考え方であります。

１０番目、第２条で定義される市民は個人を想定してい １０番目でございます。同じく同２条中、市民の定義につきま

ると思われます。企業、ＮＰＯなどの法人あるいは団体 して団体等に関する特段の記載がないが、それらについての捉

に関する特段の記載は本条例にはありませんが、それら え方についてでありますが、

についてはどのような捉え方をしているのでしょうか。 団体等も市民の集合体という形で捉えておりますため、ＮＰＯ

等の団体も市民と同様な位置づけとして今回は考えさせていた

だいたところでございます。

１１番目、第３条に基本理念として、文化活動を行うこ １１番目、第３条の基本理念におきまして文化活動を行うこと

とは市民の権利であるとしています。地方自治法の第１ は市民の権利であるとしているが、自治法条の住民とは、自治

０条では、それぞれの自治体に住所を有する者を住民と 体の役務の提供を受ける権利を有し、負担を分任する義務を負

し、住民は、その自治体の役務の提供をひとしく受ける うとあり、本条例では市民と住民とは同じ意味ではないが、本

権利を有し、その負担を分任する義務を負うとあります。条の市民の権利を言うのにどのような検討がされたかというご

本条例では市民が地方自治法上の住民と同義ではありま 質問でございますけれども、

せんので、市民の権利を規定するに当たりどのような検 本条例におきます市民の考え方はさきに申し上げたとおりでご

討がされましたでしょうか。 ざいますけれども、市民の権利につきましては、文化芸術振興

基本法の基本理念にもございますとおり、文化芸術を振興する

ことについて、その活動を行う者の自主性が十分尊重されるこ

とはもとより、文化芸術を創造し享受することは、生まれなが

らの人々の権利であるものと認識をしております。本条例制定
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に当たり、法の基本理念や文化振興におけます市及び市民の役

割を含め、自主性を尊重する理念も基本に置きまして条例制定

の案を策定したところでございます。

１２番目、第６条において文化振興基本構想は市長が策 １２番目でございます。第６条中の文化振興基本構想を市長が

定するということになっています。地方自治法第１８０ 策定するとあるが、自治法に規定する教育委員会との職務権限

条の８に規定される教育委員会の持つ文化に関する管 の整合についてでありますが、

理、執行権限と市長の職務権限との整合はどのように考 自治法上におきましての教育委員会の関連法律の中には、基本

えているのでしょうか、お伺いをいたします。 となる地方教育行政の組織と運営に関する法律というものがご

ざいます。この法律が基本法となっておりますが、同法の第２

３条に職務権限の特例条項がございます。条例の定めるところ

により、地方公共団体の長が文化に関することの管理及び執行

ができるものとされております。本条例の制定をもちまして、

市長がその執行ができるものと解釈をさせていただいていると

ころでございます。

１３番目、第７条において規定する文化振興会議は、地 １３番目でございます。第７条で規定する文化振興会議は自治

方自治法第２０２条の３に基づく附属機関と解してよい 法上の附属機関の位置づけと解してよいか、また、その場合、

でしょうか。そうであるならば、附属機関と位置づける 附属機関としての条例を新たに別に定めるのかというご質問で

条例を別に定めるのか否か伺います。 ございますが、

文化振興会議につきましては附属機関としての位置づけである

ものと考えておりますが、条例で定めるとの規定につきまして

は、本条例の制定をもちまして自治法上の規定を満たしている

ものと解しておるところでございます。

１４番目、第７条で文化振興会議は協議、検討の結果を １４番目でございます。同条中、文化振興会議の検討結果等を
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市長に報告すると規定していますが、文化振興会議の庶 市長に報告するとあるが、

務はどこがつかさどるのでしょうか。 その会議の庶務はどこに所属させるかとのご質問でございます。

今のところ、文化振興の担当部署であります生涯学習課で行う

ことを想定しております。

１５番目、第７条において文化振興会議の建議に関する また、１５番目ですけれども、同条中、文化振興会議には建議

記載はありませんが、諮問に対する答申だけではなく、 に関する項目がないが、実質的には市長に意見を述べることが

実質的には文化振興会議が重要事項について市長に意見 できると解してよいかとのご質問でございます。

を述べることができると解してよろしいかどうか伺いま 本条例第７条第２項におきまして規定されておりますとおり、

す。 各内容につきましては、その内容を市長に報告するに当たりま

して、各委員からのご意見等があれば、その報告書の中に含ま

れるものと考えております。したがいまして、意見等がありま

すれば、その報告書の中に盛り込まれるものと考えております。

最後、１６番目、文化振興基本構想を平成２８年４月以 最後、１６番目でございますけれども、文化振興基本構想に基

降に策定するのでありますから、同基本構想に基づく施 づく施策実施のための予算措置は、平成２９年度からと考えら

策の実施に必要な予算措置は平成２９年度からと考えら れるがとのご質問でございます。

れますが、そうでしょうか。よろしくご答弁をお願いし 現段階では基本構想の具体的な進捗状況も若干わからないとこ

ます。 ろではございますけれども、予算計上を確約するものではあり

ませんけれども、具体的な施策が決まり、その実施に予算の確

保が必要という形になれば、その可能性は十分あり得ると考え

ております。以上でございます。

今の答弁を聞いて、二、三追加で質疑をいたします。 まず１点目の市民との関連の項目で、逸脱しないかどうかとい

１番目の文化芸術振興基本法に基づいているという趣 うような考え方でございますけれども、

旨のご答弁がありました。後で出てくる市民の定義との 基本理念の中にもございますとおり、根本的な話は市民の自主
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関連で、本条例でうたわれている市民は住民以外にもあ 性を十分尊重するということではございますけれども、それは

るわけですけれども、国の法律の文化芸術振興基本法に 文化振興に当たりまして濫用するという形につながっていって

記載されている目的や理念を逸脱しないと理解をしてお は、実際には文化振興は元も子もなくなってしまう場合もござ

りますが、どうでしょうかというのをお答えください。 いますので、その辺は逸脱しないという形をぜひ考えながらの

つまり、法律にはその主語が、国民はとか、我が国はと 条例施行をしていきたいと考えてございます。

かいうことになっております。先ほどの本条例の理念に

基づいて伊東市に参集するいろいろな方というイメージ

で捉えている、そのことは別にそのとおりだと思います

けれども、個別具体な話が仮に出てきたときに、そうい

う法の理念や目的は逸脱しないでしょうねということの

確認が１点です。

それから、関連する話です。今の市民の定義です。ご答 また、２つ目の市民と住民との言葉の整理でございますけれど

弁のあった条例の理念はわかりましたので、住民と市民 も、具体的な例という形はなかなか示せないわけでございます

は同じ意味ではありませんので、仮に具体的なことの中 が、

で今後何かの問題が出てきそうな場合には、この条例の 例えばもとからの自治法上で言う住民の方とこの条例で言いま

理念を保持しつつ、言葉の整理が必要になってくる場面 す市民の方と、いろいろな施設の借り上げにつきましてもどち

があるのではなかろうかということもありますので、そ らが順番だとかいう話が仮に出てきたといたしますけれども、

ういうときにはどうでしょうかということでご答弁いた この条例の基本的な考え方といたしますれば、市民の方、伊東

だけますか。具体的な話をしているわけではないのです 市内で文化を振興していく方につきましては、基本的にはひと

が、場合の話です。 しく文化振興に努めていただきたいというのが私どもの考え方

でございますが、その辺で条件的なものを今後クリアさせてい

くようなものが出てくれば、そういったものの整理は必要にな

るかもしれない。これは自分の想像でございますけれども、整

理はしていかなくてはならないかなと考えております。
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それから、先ほど文化振興基本構想を市長の権限に移 ＊答弁なし

すことは特例によるということでありました。これはご

答弁は要らないですけれども、それはそれで理解をいた

しますが、この条例の趣旨や理念を十分な形で具現化す

るには、その一部ということではなくて、文化そのもの

を特例によって市長の権限に移すということを今後、条

例の推移を見ながら検討したほうがいいのではないか

と、今ご答弁を聞いてちょっと思いましたので、これは

答弁は要らないです。

それから、文化振興会議の庶務を生涯学習課が司るとい そして３点目の附属機関に属する事務分掌的なものでございま

うことですけれども、附属機関ということですので、こ すけれども、

の文化振興会議の附属するところは、この条例の書き方 これにつきましては、先ほどの私のお答えのとおり生涯学習課

からすると市長に附属をするとなっております。法律に で行うというのを想定しているわけでございますけれども、当

よれば附属するところが庶務をつかさどるということに 然、条例の中で市長に職務権限が移るということになりますと、

なっておりますので、そこのところの整理はどうなって その補助的な仕事につきましても市長部局でやるという形が通

おりますでしょうということで、以上３点、伺います。 常の考え方でございます。これにつきましては、自治法上の第

１８０条の２に補助執行という規定がございます。これは職務

権限を補助的に別の附属機関の職員等に執行させるという項目

でございますけれども、伊東市でも伊東市長の職務権限に属す

る事務の補助執行に関する規程というものがございます。保育

園などがそうでございますけれども、生涯学習課の規則等をつ

くるときにそのような場合には規程にも盛り込もうと考えてい

るところでございます。以上です。

最後のところだけもう１点質疑します。自治法上の補助 そのことに関しましては、分掌事務という形で正式な所属部署
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執行で生涯学習課に会議の庶務をつかさどらせるという を一度決めるという形になると思います。その後にその分掌が

ことですが、市長の権限から教育委員会に補助執行をし その規程に基づいてどこに行くという形の決め方になろうかと

ている項目というのは現状で幾つもありますよね。その 思います。以上です。

中で教育委員会に補助執行させたある事柄を市長部局に

おいて本来何部に所属しているのだというようなことと

いうのは、今補助執行されているものについては決めら

れていますか。要は生涯学習課が補助執行するのは構わ

ないと思うんですけれども、その場合にはもともと市長

の部局ではどこが所管するのかということを決めなくて

もよろしいですかどうですか、その点です。

市民の自主的な活動の中には市民相互の協働も含まれて

いるということで

委員会質疑 (以下の質疑は浅田良弘議員) (以下の答弁は冨士一成生涯学習課長)

6月 23日 文化振興基本条例の制定に当たり、目的のところで市と 市民の自主的な活動には市民相互の協働も当然のことながら含

市民の協働をはかりながら文化の振興に関する施策を計 まれると理解している。また、第 5 条第 3 項でも相互交流に努
画的に推進すると言う文言がある。この部分で、市と市 めるものと規定している。

民との協働を図ると言っているが、市民相互の協働につ

いては言及されていなかった。

市民の自主的な活動の中には市民相互の協働も含まれる

というこおで理解してよいか。

第 2条の定義であるが、歴史遺産、自然遺産とは特に指 遺跡についてもその地で先人が生活を営んできた軌跡として捉

定されたものにとどまらず、総論的な意味で捉えてよい えているので、指定されたものに限らず広義の意味で捉えてい

ものか。 る。
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市民の定義に市内在住者以外のものを加えて定義した条 伊東市生活安全条例、伊東市災害弔慰金の支給等に関する条例、

例は、どのようなものあるか。昨日教育部長から 3つほ 伊東市放置自転車の発生の防止及び適正な処理に関する条例の

どあるとの答弁をいただいたが、示していただきたい。 3つである。

本来市民の定義に、市民等として「等」を加えて定義す 例規審査委員会においても、「等」を入れるという考えがあった

るべきではないかと考えるが、いかがか。 が、安易に用語の幅を広げて市民をイメージするよりも、言葉

の定義の中でイメージに幅を持たせるようにした。

基本理念のところで市民の権利について特段の制約がつ 当然のこととして、一般常識の範囲内での権利行使を想定して

いていない。権利行使に当たっては、それなりの自立、 いることから、自立、規制についても規定されているものと考

規制をするべきであることは自明であると理解してよい えている。

か。

(以下の質疑は佐山正議員) ＊答弁を求めていないので答弁なし。

条例で縛りつけるばかりでなく熟考していただきたいと

いうのが一点。それと、文化部と運動部とあるように、

スポーツは文化ではないと言う見方があるかもしれない

が、競技スポーツは人類の創造的な文化活動の一つであ

るとの定義もあることから、そのことも念頭に入れてい

ただきたいと思う。

(以下の質疑は楠田一男議員) (以下の答弁は冨士一成生涯学習課長)

文化振興基本構想について、基本的な方針、施策、及び 基本構想は、県の基本方針を参考にしている中で、文化活動対

事業の指針、協働の指針の中には次の事項も含まれるか する効果的な支援、文化の創造、振興をさせる人材の育成、子

伺う。 どもや若者を対象とした文化振興の充実、文化の次世代への確

実な継承、文化の地域振興・産業振興への活用、文化発信の充
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①歴史遺産、自然遺産の保存及び活用に関すること。 実を中心とした構想を考えており、ご指摘の 11項目についても
②文化の創造及び継承に関すること。 網羅されていると考えている。

③芸術鑑賞と広く芸術に接する機会の拡充に関するこ

と。

④文化を担う人材の育成に関すること。

⑤文化に係る交流の促進に関すること。

⑥文化に係る環境の整備に関すること。

⑦文化に配慮したまちづくりの推進に関わること。

⑧高齢者並びに障がい者等の文化活動の支援に関わるこ

と。

⑨子ども及び青少年の文化活動の支援に関すること。

⑩学校教育における文化活動の支援に係る学校との連携

に関わること。

⑪文化に係る情報発信に関わること。

市民の意見を反映させる方法として、パブリックコメン 文化振興会議の委員の人選において、幅広い層から人選するこ

ト以外に何か考えているか。 とによって、幅広い意見が出るようにすることを考えている。

まｔ、文化協会などの団体からも意見を聴取していく。

第 8条の市長が別に定めるものとは、現時点ではどのよ 第 7 条第 5 項の規定に基づき、文化振興会議の委員長の選出等
うなものを想定しているか。 に関する規則を制定することを考えている。

(以下の質疑は佐々木清議員) (以下の答弁は鶴田政利教育部長)

市議会議員の有志で文化基本条例を練り上げいて、それ 生涯学習課に学芸員を含めて文化担当がいるわけだが、それも

がこの文化振興基本条例のベースになっていると思う 含めて文化財保護審議会についても文化財保護条例を改正して、

が、議員発議ではなく、当局提出議案として審議してい 文化財保護に関して重点をおくこととしたところである。組織
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るところである。 を改めて担当を設けることは今のところは考えていないが、振

振興と言う言葉が前面に出ているわけだが、ものごとを 興については、担当課である生涯学習課の職員の中で対応して

振興するにも人が必要になると考える。来年の 4月 1日 いきたい。

から条例が施行されるが、教育委員会の部局においても

職員配置を考えていかなければならないと考える。その

あたりについてはどうか。


