
 
 

 

1 

（仮称）さいたま市文化都市創造条例 骨子案 

〔※下線は、独自性のある部分を示す。〕 
 
１ 前文（文化の意義・効果、さいたま市の歴史的背景、条例制定の意義） 

 

（１）文化の意義・効果  

・文化によって人々は、生活にゆとりと潤いを感じ、人間関係が豊かになり、生

きがいを感じる生活を送ることができる。 

・ 文化は、長い時間を経て育まれていくものであり、時間をかけて文化の振興を

図る必要がある。 

・ 文化によりまちを活性化することで、新たな産業を生み出し経済効果をもたら

す。 

・ 人々が、文化を楽しむことのできるライフスタイルを確立できる環境整備が必

要である。 

・文化活動を行う市民等の自主性を尊重し、市民意見を反映させた市民主体の文

化振興が求められている。 

 

（２）さいたま市の歴史的背景 

・本市は、合併により誕生した新しい都市であり、本市の有する多彩な地域資源

を活かした「さいたま市らしさ」あふれる都市イメージの確立・共有・発信を

進めながら、真に誇れる郷土の実現を目指している。 

・ 本市は、東日本の交流拠点都市として、高度で多様な都市機能が集積しており、

様々な分野の活動に適した拠点性のある都市である。 

・ 本市は、穏やかな環境で都心に近く住みやすい都市であり、古くから暮らしの

中に定着している盆栽や人形、サッカーなどの文化が生み出されている。 

 

（３）条例制定の意義 

・このような歴史的背景のもと培われてきた文化と新たに創り出される文化の創 

  造性を活かして、本市の潜在的な資源を掘り起こし、経済や教育、都市計画等 

 

 

 

 

 

様々な分野に影響を与えることにより、地域の活性化を図り、新たな都市の魅

力を高めることが必要である。 

・本市は、総合的かつ持続的な文化振興を図り、市民が生き生きと心豊かに暮ら

せる文化の薫り高い都市づくりを進め、本市を文化都市として創造するため、

この条例を制定する。 

 

２ 目的 

・文化都市の創造に関し、基本理念を定め、市の責務並びに市民等及び事業者の

役割を明らかにする。 

・これまで培われてきた文化と新たに創り出される文化の持つ創造的な力により、

総合的かつ持続的な文化振興を図り、市民が生き生きと心豊かに暮らせる文化

の薫り高い都市づくりを進め、本市を文化都市として創造することを目的とす

る。 

 

３ 定義 

・市民等とは、市内に居住し、通学し、若しくは滞在する者又は本市が推進する

文化都市の創造に賛同し協力する個人及び市内において文化活動を行なう法

人その他の団体（国及び地方公共団体を除く）をいう。 

・事業者とは、市内において事業活動を行なうすべての者をいう。 

・文化都市の創造とは、これまで培われてきた文化と新たに創り出される文化の

持つ創造的な力により、文化の薫り高い都市を創造していくことである。 

                              

 

 

 

 

資料１ 

平成２２年 １０月 １日（金）開催 

平成２２年度第１９回都市経営戦略会議 

所管 市民・スポーツ文化局  

スポーツ文化部文化振興課 
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４ 基本理念 

 ・文化都市の創造に当っては、次に掲げる事項を基本理念として推進する。 

①市民等が愛着と誇りをもつことができる活力ある都市づくりを推進すること。 

②市民等の自主性を尊重し、市民等の文化に対する理解及び関心を深め、文化が

生活の中に根ざし、市民生活の充実が図れるよう努めること。 

③市、市民等及び事業者と連携及び協力を図ること。 

④既存文化の融合と連携及び既存文化の創造性を発揮させるため、地域の文化を

大切にするとともに、新たな文化の創造を図ること。 

 ⑤子どもたちから高齢者まで幅広く、文化に親しむことができ、文化活動が円滑

に行えるよう配慮すること。 

 

５ 市の責務 

・市は、この条例の目的を達成するため、基本理念にのっとり、文化都市を創造

するための都市づくりを総合的かつ計画的に推進する。 

・市は、市民等及び事業者が文化都市を創造していく担い手であることを認識し、

その自主性と創造性を尊重しつつ、文化活動への支援を行う。 

・市は、市民等及び事業者の文化意識が高まるよう情報発信を行い、また協力体

制の整備を図るとともに、文化を振興する。 

 

６ 市民等及び事業者の役割 

  ・市民等及び事業者は、文化都市を創造していく主体的担い手であり、かつ、そ

の成果を享受する者として、相互に尊重し、協力する役割を担う。 

 

７ 文化都市創造のための計画 

・市は、文化都市創造に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、文化都

市創造のための計画（以下「計画」という。）を策定する。 

・計画の策定に当たっては、市民等の意見を反映するものとする。 

 

 

 

８ 計画推進のための会議の整備 

・ 市は、計画を効果的に推進するため、文化に関する専門的知識を有する者等

で構成する会議を整備し、意見を求める。 

 

９ 文化都市創造に関する事業のための措置 （１％ルール） 

・市は、都市の魅力を高め、本市を文化都市と呼ぶにふさわしい都市とするため

の文化都市創造に関する事業（以下「事業」という。）に対して必要な措置を

講じるよう努める。 

 ・市は、普通建設事業費を基準として算出した一定割合を事業に充てるように努

める。 

 ・市は、事業に係る資金を積み立てるため、基金を設置する。 

 

10 文化都市創造のための施策 

・市は、文化都市創造の担い手となる者の育成及び支援を図るために必要な措置

を講じるよう努める。 

 ・市は、文化に対する子どもの感性を高めるため、文化に関する教育や活動に対

する支援の充実に努める。 

 ・市は、伝統文化の継承に資するため、後継者の育成等必要な支援に努める。 

・市は、これまで培われてきた文化や新たに創り出される文化との融合や連携に

努める。 

・市は、文化資源の発掘、保護及び活用に努める。 

・市は、文化都市創造のために必要な文化活動を促進するため、活動の場となる

施設の充実に努める。 

 

11 財政上の措置 

・市は、計画を実施するために必要な財政上の措置を講じるよう努める。 

 

12 推進体制 

 ・市は、文化都市創造に関する施策について、市、市民等及び事業者が意見交換

し、協力できる体制を整備する。 



資料２

主な項目

（第９条）伝統的な芸術文化の保護及び継承

（第10条）顕彰顕　　彰

文化の保護・継承

（第６条）地域における活動の活性化活動の活性化

→（第11条）施策の推進のための措置（専門
的な意見）

定　　義 　 　 （第２条）定義 →（第２条）定義

財政計画
→（第５条）文化芸術振興施策（財政上の措
置）

→（第５条）財政上の措置 →（第６条）財政上の措置

（第１６条）推進体制

連　　携 （第９条）連携（市、国、市民、事業者等）

芸術への支援 （第８条）文化芸術活動に対する支援等

→（第５条）市民が芸術文化に親しむ環境の整
備

他の施策への文化的
視点

文化芸術振興計画

→（第7条）芸術文化の創造のための措置
　（第8条）青少年のための措置

（第６条）他の施策への文化的視点

文化芸術振興施策

（第８条）文化アセスメント

→（第７条）文化芸術振興計画 →（第６条）基本計画 →（第７条）文化芸術都市創生計画

→（第４条）本市の責務

（第４条）市民及び企業の役割 →（第４条）市民及び事業者の役割 →（第５条）市民の責務

→（第３条）市の役割 →（第３条）市の責務 →（第４条）本市の責務

→（第１条）目的

→（第２条）基本理念 →（第２条）基本理念 →（第３条）基本理念 →（第３条）基本理念

→（第１条）目的 →（第１条）目的 →（第１条）目的

基本理念

市の役割（責務）

市民及び企業の役割
（責務）

（第２条）基本理念

（第３条）県の責務

（第１７条）財政上の措置

前文
・歴史的経緯と背景
・制定の趣旨

・文化・芸術の意味
・歴史的経緯と背景
・制定の趣旨と決意

目　　的

・歴史的経緯と背景
・制定の趣旨と決意

川崎市文化芸術振興条例
（平成17年4月1日施行)

札幌市文化芸術振興条例
（平成19年4月1日施行)

京都文化芸術都市創生条例
（平成18年4月1日施行)

・歴史的経緯と背景
・制定の趣旨と決意

→（第８～21条）文化芸術都市の創生のため
の施策

環境の整備

→（第５条）文化芸術振興施策（財政上の措置）

（第７条）文化芸術を振興する環境の整備等

推進体制 →（第10条）意見交換の仕組みの整備

文化芸術振興会議 （第９条）文化芸術振興会議（諮問機関）
→（第22～24条）京都文化芸術都市創生審議
会（諮問機関）

→ ４　基本理念

→ 1 前文
　・文化の意義・効果
　・歴史的背景
　・条例制定の意義

→ １１　推進体制（意見交換、協力体制）

→ ９　文化都市創造のための施策

→ ５　市の責務　９　文化都市創造のための施策

→ ５　市の責務

→ ６　市民等及び事業者の役割

→ １０　財政上の措置

→ ７　文化都市創造のための計画

◇文化芸術振興基本法の施行（平成13
年）

◇市民が芸術文化に親しむ環境の整備並び
に自主的かつ創造的な芸術活動を行う芸術
家の育成及び支援に努めて、自由と進取の
精神に基づく新しい芸術文化の創造を促進
し、鑑賞から創造、更には将来の世代への
継承を含め芸術文化を振興する多様な施策
を総合的かつ協力に推進し、もって芸術文
化都市の創造を目指すことを決意する。

（第11条）委任 →（第25条）委任

制定の背景と趣旨

◇議員提案

◇これまで培われてきた文化芸術を継承
し、発展させ、新たな文化芸術の創造の促
進を図ることにより、個性と魅力が輝き、
市民が生き生きと心豊かに暮らせるまちづ
くりを進めるため。

◇文化芸術振興基本法の施行（平成13
年）

◇文化芸術の振興についての基本理念と方
向性を明らかにし、文化芸術の振興に関す
る施策を総合的に推進することにより、市
民が心豊かに暮らせる文化の薫り高き札幌
のまちづくりを目指していくことを決意す
る。

◇「京都創生」を内外にアピール

◇市民とともに京都が文化的、芸術的に世
界の中でも格別の位置を占める都市である
ことを改めて認識したうえで、文化芸術都
市の創生に積極的に取り組むことを決意す
る。

◇議員提案

◇文化芸術振興施策の基本となる事項を定
めることにより、心豊かな県民生活、活力
ある社会の実現に寄与する。

文化アセスメント

◇歴史的背景のもと培われてきた文化と新た
に創り出される文化の創造性を活かし、本市
の潜在的な資源を掘り起こし、経済や教育、
都市計画等様々な分野に影響を与え、地域の
活性化を図り、新たな都市の魅力を高める必
要があるため。

◇文化の持つ創造的な力により、総合的かつ
持続的な文化振興を図り、市民が生き生きと
心豊かに暮らせる文化の薫り高い都市づくり
を進め、本市を文化都市として創造すること
を目的とする。

制定後の成果（目
標）

◇文化芸術基本計画の策定（平成２１年）
◇文化芸術円卓会議の設置による団体等と
の意見交換（平成２１年度から２年任期）

◇文化芸術振興計画の策定（平成２０年）
◇文化芸術振興会議の設置（諮問機関）
◇文化アセスメントの実施

◇文化芸術創生計画の策定（平成１９年）
◇文化芸術都市創生審議会の設置

◇芸術文化創造・観光振興行動計画の策定
（平成１８年度）

◇文化都市創造のための計画の策定
◇文化都市創造に関する事業の実施
◇文化都市創造に関する推進体制の整備

委　　任

（第５～１５条）文化芸術振興施策

埼玉県文化芸術振興基本条例
（平成21年7月14日施行)

（第１条）目的

　

→ ２　目的

◇文化芸術振興計画の策定作業中（計画期
間平成２３年度～５か年間を予定）

文化芸術まちづくり
事業

（第４条）文化芸術振興計画

→ ３　定義

埼玉県、政令市（４市のみ制定）の文化振興に類する条例の制定状況
     ◎は独自性のあるもの

→ ８ ◎文化都市創造に関する事業のための措置

大阪市芸術文化振興条例
（平成16年4月1日施行)

（仮称）さいたま市文化都市創造条例骨子案



資 料 ３

内容・特色 自治体名 事業名 内容 主催(主管) 開催日時 備考 事業費

芸術祭 新潟市 水と土の芸術祭
（１）歴史文化の再発見（各区の施設・みなとぴあとの連携）（２）地域
の魅力の発信（３）ランド・アート（屋外芸術作品）（４）美術館での展
覧会

水と土の芸術祭実行委員会
実行委員長 篠田　昭(新潟市長)

21年7月18日～12月
27日

ディレクター　北川フラム
470,000千円
 (うち市の負担:負担金
370,000千円)

芸術祭 香川県 瀬戸内国際芸術祭2010
　瀬戸内国際芸術祭「アートと海を巡る百日間の冒険」17の国と地域
から76組のアーティスト、プロジェクト、10のイベントが参加

瀬戸内国際芸術祭実行委員会　　　会
長：真鍋武紀（香川県知事）

22年7月19日～10月
31日(3年に１度)

プロデューサー福武總一郎
ディレクター　　　北川フラム

トリエンナーレ 十日町市
大地の芸術祭 越後妻有
アートトリエンナーレ2009

越後妻有地域の里山を舞台に3年に1度開催される世界最大の国際
芸術祭です。地域に内在するさまざまな価値を アートを媒介として
掘り起こし、その魅力を高め、世界に発信し、地域再生の道筋を築
いていくことを目指す「越後妻有アートネックレス整備事業」の成果
の3 年ごとの発表の場として、2000年のスタート以来、4回が開催さ
れています。

大地の芸術祭実行委員会
実行委員長 関口芳史(十日町市長)

21年7月26日～ 9月13
日(3年に１度)

プロデューサー福武總一郎
ディレクター　　　北川フラム

603,960千円
(H19、20、21 事業費)

トリエンナーレ 愛知県 あいちトリエンナーレ2010

・国内外から多数の作家が参加する現代美術の国際展のほか、若
手作家等を対象とした企画コンペによる展覧会を開催します。 ダン
ス、音楽、演劇等の舞台芸術と先鋭的な美術表現が一体化した公
演を行います。先鋭的なコンテンポラリーダンスや、斬新なプロ
デュースオペラを行うほか、事業者等と連携したバレエ、コンサート
等の公演を行います。出品作家や実演家等による作品制作・実演
指導等のワークショップを行います。祝祭的なにぎわいや盛り上げ
を図るイベントを行うとともに、公募による地元芸術文化団体等と連
携した公演等を行います。

あいちトリエンナーレ実行委員会、愛
知芸術文化センター、名古屋市美術館

22年 8月21日（土）～
10月31日（日）※初開
催

建畠　晢　（国立国際美術館
館長）

190,000千円

ビエンナーレ 神戸市 神戸ビエンナーレ 2009

震災10年を機に文化を生かしたいきいきと進化するまちづくりの基
本理念として、平成16年12月に「神戸文化創生都市宣言」を行いま
した。神戸に芸術文化の力を結集して内外に発信する機会を設け、
神戸の芸術文化の更なる振興を図るとともに、まちのにぎわい、活
性化につなげるため、2年に1度の芸術文化の祭典を開催していきま
す。

神戸ビエンナーレ組織委員会　神戸市 21年10月3日～ 11月
23日

322,635千円
(うち市の負担:市民文化
費247,757千円<市民文
化振興基金への寄付と
して、56社・団体からの
65,011千円を含む。>)

文化・芸術まちづくり事業例

トリエンナーレ ディレクター　水沢　勉
914,390千円
 (H18、19、20)

横浜市

国際交流基金、横浜市、NHK、朝日新
聞社、横浜トリエンナーレ組織委員会
小倉 和夫（国際交流基金理事長）中
田 宏 （横浜市長）
福地 茂雄（NHK 会長）
秋山耿太郎（朝日新聞社社長）

横浜トリエンナーレ2008
21年9月13日～ 11月
30日(3年に１度)

2001年に始まった現代美術の国際展「横浜トリエンナーレ」の第3回
展。総合ディレクターの掲げるテーマに基づき、世界25カ国・地域よ
り72名の作家を選定し、多様な作品 (映像、インスタレーション、写
真、絵画、彫刻等) を展示します。世界最先端の現代美術の紹介に
努め、新作を中心に展観する一方、開催地・開催場所の魅力や個性
を生かした作品 (サイトスペシフィック・ワーク) も数多く含めることに
よって、街を取り込んだ大規模な「現代アートの祭典」といたします。
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内容・特色 自治体名 事業名 内容 主催(主管) 開催日時 備考 事業費

若手アーティスト 取手市 取手アートプロジェクト

取手アートプロジェクトは、1999年より市民と取手市、東京芸術大学
の三者が共同でおこなっているアートプロジェクトです。若いアーティ
ストたちの創作発表活動を支援し、市民のみなさんに広く芸術とふ
れあう機会を提供することで、取手が文化都市として発展していくこ
とをめざします。・「公募展」（全国的な公募により展開される作品発
表の場／隔年開催） ・「オープンスタジオ」（取手在住作家の活動の
紹介／隔年開催） ・「環境整備事業」（芸術環境の整備、芸術教育・
普及、人材育成など／毎年開催）

取手アートプロジェクト実行委員会
（取手市、東京芸術大学、アート取手、
取手市教育委員会、取手市商工会、
財団法人取手市文化事業団、茨城み
なみ農業協同組合、取手美術作家展）
茨城県南芸術の門創造会議
（茨城県、取手市、守谷市、取手アート
プロジェクト実行委員会、アーカスプロ
ジェクト実行委員会）

７月より３月まで

若手アーティスト 愛知県
「アーツ・チャレンジ２０１０
新進アーティストの発見in
あいち」

愛知から世界へ羽ばたくアーティストの輩出を目指して、若手アー
ティストを支援し、活動発表の場を提供する事業です。美術・音楽の
各部門で、多数の応募者の中から選ばれた３０代までの若手アー
ティストたちが、作品の展示・公演を通じて次代を切りひらくアートの
創造にチャレンジ。また、音楽部門では、名フィルによる高校生との
合同アンサンブル、若手アーティストとの競演を行い、若手演奏家の
育成、活躍を発信していきます。

新進アーティストの発見 in あいち実行
委員会

２月

　

　30,000千円

文化芸術都市創生 京都市 京都文化祭典

京都市では，平成18年4月に施行しました「京都文化芸術都市創生
条例」の理念を，総合的かつ計画的に進めるための具体的指針とな
る「京都文化芸術都市推進計画」を平成19年3月に策定し，文化芸
術によるまちづくりを通して，文化芸術都市の創生に取り組んでいま
す。この計画の具体的な取組として，京都が悠久の歴史の中で培っ
てきた伝統芸能や先駆的な文化芸術を発信するとともに，世界に誇
る「文化芸術都市」であることを国内外に広くアピールするため「京都
文化祭典´09～KYOTO ART FESTIVAL～」(市民ふれあいステージ・
京の華舞台・京都の秋音楽祭)を開催します。

京都文化祭典連絡協議会

21年9月13日～10月
31日まで（49日間）

23,038千円
(うち市の負担:補助金
15,428千円)

ラ・フォル・ジュルネ 新潟市
ラ・フォル・ジュルネ新潟
「熱狂の日」

『一流の演奏を低料金で提供し、明日のクラシック音楽の新しい聴衆
を開拓する』というコンセプトのもとに、選曲はクラシック初心者から
上級者まで楽しめるように配慮されている。また年齢による入場制
限をせず幼児や子供が入場できる公演もあり、家族でクラシック音
楽を楽しむことができる。朝から夜遅くまで1公演45分～60分程度、
長いものでも90分程度のコンサートが数多く同時に開かれ、入場料
も安く設定されている。

ラ・フォル・ジュルネ新潟「熱狂の日」音
楽祭実行委員会　　          財団法人
自治総合センター

22年4月30日 ～5月1
日(2日間)

82,000千円
(うち市の負担:負担金
57,000千円)

映画祭 川崎市
ＫＡＷＡＳＡＫＩしんゆり映
画祭

各種邦画、洋画、アジア映画の上映のほか、日本映画学校の学生
制作作品の上映や、「ジュニア映画制作ワークショップ」にて中学生
が制作した作品の上映も行っている。また、1997年から上映される
映画の一部はバリアフリー仕様となり副音声、吹き替え、日本語字
幕がつけられている（2007年を除く）。2000年より近隣の学校での野
外上映会も行なっている。初期（第1回 第3回）は日本映画学校の
関係者を中心に運営され、新宿映画祭の影響を受けた邦画を中心
とした企画上映であった。しかし、第2回からのボランティアスタッフの
公募や、第4回からの市民プロデューサー制度の導入など、一般市
民が企画運営を行う市民映画祭としての地位を次第に確立していっ
た。

NPO法人KAWASAKIアーツ       共催：
川崎市、川崎市アートセンター、川崎
市教育委員会、
日本映画学校、（財）川崎新都心街づ
くり財団

21年9月19日～27日
15,117千円
(うち市の負担:負担金、
交付金9,000千円)
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