REPORT

シンポジウム

文化省創設への道筋
日時｜ 2015 年 11 月 12 日［木］17：00 ―18：50
会場｜東京美術倶楽部
挨拶｜野村

萬（文化芸術推進フォーラム議長）

討論｜逢沢一郎（衆議院議員）

枝野幸男（衆議院議員／文化芸術振興議員連盟副会長）
高木美智代（衆議院議員）

松野頼久（衆議院議員／文化芸術振興議員連盟副会長）
市田忠義（参議院議員／文化芸術振興議員連盟副会長）

講演｜
「東京五輪と文化芸術」

まとめ｜河村建夫（衆議院議員／文化芸術振興議員連盟会長）

問題提起｜伊藤信太郎（衆議院議員／文化芸術振興議員連盟事務局長）

主催｜文化芸術振興議員連盟／文化芸術推進フォーラム

遠藤利明（東京オリンピック・パラリンピック担当大臣／衆議院議員）

進行｜浮島智子（衆議院議員／文化芸術振興議員連盟事務局次長）

開会挨拶

講演「東京五輪と文化芸術」

2013 年より文化省創設についてのシンポジウムを開催し、

オリンピック・パラリンピックの成功の条件は、3 つある

実現に向けた第 1 歩を踏み出しました。昨年は「五輪の年

と思います。一つは安心・安全な運営。近年は様々なかた

には文化省」という目標を掲げ、本年はその実現のための

ちでテロの危険性が高まり、セキュリティが重要です。そ

道筋を探る重要なステップにしたいと考えております。も

れから暑さ対策。施設整備をしっかり行い、安心で安全な

とより文化省の創設は、わが国が「真の文化芸術立国」と

運営をしていくことが一番です。二つ目はメダルの獲得で

なるための核であり、政治主導で果たされるべき重要案件

す。参加することに意義がありますが、やはり良い成績が

です。その推進の要が文化芸術振興議員連盟であり、私は

出ると盛り上がります。イングランドでのラグビー W 杯

昨年のシンポジウムで、わが国のすべての文化芸術は、ま

もそうでした。2019 年には日本でも W 杯が開催されま

さに国技であると申し上げました。私どもは国技の担い手

す。実は私も昔ラグビーをやっていたのですが、これまで

としての精神を持ち、議員連盟ならびに諸先生方のご活躍

W 杯の開催はほとんど知られていなかったように思いま

を、全力でお支えする責務を担っております。東京オリン

す。しかし日本代表が活躍した途端に、ジャパンラグビー

ピック・パラリンピックの年に文化省が創設されることは、

のトップリーグのチケットが 10 倍近く売れていると聞き

わが国が政治・経済とともに、文化芸術が豊かに根づく文

ます。やはり好成績やメダルの獲得は重要だと改めて思い

化大国であることを世界に示す絶好の機会であります。そ

ました。もう一つはレガシーをつくることです。パラリン

の道筋として、省庁連絡会議や文化担当大臣の設置、劇場・

ピックの起源は、イギリスのストークマンデヴィル病院で

美術館・助成機関の充実などが既に提言されています。本

戦傷者のリハビリ治療を、スポーツを通じて行った競技大

日はこれまでの議論を前進させる具体的な指針をお示しい

会です。1960 年のローマ大会の時が第 1 回目のパラリン

ただけますよう、先生方のご講演ならびにご提言に期待い

ピックと言われていますが、それは 9 回目のストークマ

たします。

ンデヴィル競技大会でした。正式にパラリンピックとなっ

野村 萬（文化芸術推進フォーラム議長）

遠藤利明（東京オリンピック・パラリンピック担当大臣／衆議院議員）

たのは 1964 年の東京大会からです。ですから東京は 2 回
目のパラリンピックを行う、初めての都市となるのです。
先日、メダリストでもあり、ロンドン大会の組織委員会
会長だったセバスチャン・コー氏と話をしました。ロンド
ン大会では、オリンピックとパラリンピックは一体の運営
という考え方で行われたそうです。日本にとっての最大の
レガシーとは、パラリンピックを契機にユニバーサルデザ
インの社会が実現していくことではないかと思います。障
がいがある人、高齢者、健常者が同じような視点・感覚で
生活できる共生社会がつくられていくことです。国内だけ
野村 萬 文化芸術推進フォーラム議長

でなく、スポーツを通じてアジアに貢献していくことも必
要です。前回大会では新幹線や高速道路がつくられました
が、今回はむしろ環境や水素エネルギーのシステムなど、
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日本の科学技術を世界に発信していくことも重要だと思い

ある日本の文化を知ってもらい、日本は文化を大切にする

ます。大会を盛り上げるのに、スポーツだけではなかなか

国だという思いを持っていただくことは、大きなイメージ

国民の皆さんに参加していただけません。コー氏の話では、

アップに繋がるのではないでしょうか。その時中心となる

ロンドン大会では文化プログラムをつくって、5 年間で約

のは、やはり文化省です。互いに協力し合い、
文化とスポー

3,500 万人が参加したということでした。文化芸術を通し

ツが一体となった素晴らしいオリンピック・パラリンピッ

て国民も一緒になって大会をつくっていったんだと。ス

クにしていただきますよう、心よりお願い申し上げます。

ポーツだけの大会ではなく、
科学技術や文化芸術を通じて、
日本のおもてなしの心で、皆が参加して成功させていく。
こんなことが最大のレガシーであり、課題です。
私のところでも、どうしたら今大会へ日本中の人に参加

問題提起
伊藤信太郎（衆議院議員／文化芸術振興議員連盟事務局長）

してもらえるだろうか？という意見交換をスタートしまし

文化芸術振興議員連盟では、研究会やシンポジウムを通し

た「
。おもてなし」の滝川クリステルさんをはじめ、
今後色々

て、どうしたら日本は真の意味での文化芸術立国になれる

な方の話を聞かせていただく計画です。日本には、それぞ

のか？という議論を重ねて参りました。今回のテーマ「文

れの地域に根差した伝統、芸術、文化があります。全国の

化省創設への道筋」という大目標について、これまでの議

皆さんからは「東京だけのオリンピックですか？」とよく

論を集約するかたちで問題提起いたします。文化芸術とは

言われますが、日本のオリンピック・パラリンピックにし

何か

なくてはならないと考えています。そのために、皆が参加

でしょうが、文化芸術こそが人間の根源的な力を生み出す

する仕組みをつくっていく。前の大会の時には「東京五輪

ものであり、心の豊かさ、世界平和に繋がる原動力である

音頭」なんてものが全国で流行りました。浮島智子先生か

と私たちは考えています。
人がものを感じるということが、

らは、2020 年の開会式では、障がいのある人も子どもた

すなわち文化であり、社会のあらゆる価値を生み出してい

ちも一緒に吹奏楽をして、総理がタクトを振るなんてどう

くのだと思います。経済社会においても文化芸術の価値は

ですか？という話も言われています。色々なかたちがあり

大きくなりつつあります。例えば T シャツの原材料費が

得るのではないでしょうか。

数十円だとして、そこに素晴らしいデザインが加わること

観光客も、うなぎ登りに増えています。開催が決まった

ということについては、それぞれの思いがおあり

によって数千円の価値があるものとなる。
携帯電話なども、

一昨年のインバウンドは 850 万人、去年は 1,350 万、そ

スペックよりデザイン性やライフスタイルに与える文化力

して今年は 1,800 〜 1,900 万人の見込みです。特に地方で

が経済価値を生んでいます。社会システムそのものが、文

は宿泊施設が不足しています。民間の空き住宅をホテルの

化芸術の価値の上に築かれつつあるのです。遠藤大臣のお

ように活用しようと、今法律改正をやっています。そうす

話の通り、今後は観光が非常に大事になっていきます。観

るとおそらく 2020 年には、3,000 万人を超す観光客に来

光の大きな力は、その国や地域がもつ文化です。戦争にお

てもらえるのではないかと思います。北京やロンドンもそ

いてさえ、敵国の文化を惜しんで爆撃がなされなかったと

うでしたが、開催が決まった瞬間に世界中から注目される

いうことがありました。文化的に尊敬し合えれば、平和へ

ので観光客が増えます。東京だけでなく地方にも世界中の

の気持ちが強まるでしょう。今、日本が進めようとしてい

人に来ていただき、日本の良さを見てもらいたい。最近、

る地方創生の核となるのは、インフラ整備や工業地帯の発

世界遺産になった和食がブームになっていますが、他にも

展ではなく、それぞれの地域にある文化の力だろうと思い

色々な良さがあると思います。皆さんの心の拠りどころで

ます。国にとって、一人の人間にとって文化芸術は最も重
要な力であり、幸せや富を生む源泉ではないでしょうか。
なぜ今、文化省かというと、まず文化庁の予算が少ない
という点が挙げられます。フランスの 5 分の 1、韓国の 6
分の 1 です。GDP に比べて非常に低い額です。それから
人材の問題があります。文部科学省は多岐にわたる立派な
仕事をされていますが、必ずしも文化好きな人が文化庁
の担当になるとは限りません。さらに、2 年程で別の部署
へ異動してしまったりと、専門家の育成に繋がりにくい現
状があります。文化は経済価値に繋がりますので、様々な
省と連携していかなければなりません。例えば映画は、文

遠藤利明 東京オリンピック・パラリンピック担当大臣

化庁だけでなく経済産業省との連携も必要ですが、なかな
シンポジウム「文化省創設への道筋」｜ 05

か上手くいかない部分もあります。さらに地方創生の総務
省との関わりもあり、もはや専門性や仕事量的という意味

討論

でも、文部科学省の中の文化庁という位置づけでは難しく
なっています。文化芸術立国を目指す戦略性においても、

浮島

なかなか厳しいというのが、これまでのシンポジウムや研

ております。最初に、各先生方の文化芸術に対するお考え

究会を通じての認識です。一方で、単に文化省をつくれば

をお話しください。

良いというものでもありません。世界を見回してみれば、

逢沢

104 もの国が、それぞれのお国柄に合った文化政策や芸術

を目標に掲げました。各政策を質の高いものとしていくた

推進政策をとっています。大きく類別すると、
フランス型、

めに、文化芸術の振興は大切だと考えています。時々ヨー

イギリス型、アメリカ型、韓国型があると言えます。フラ

ロッパに行く機会がありますが、ヨーロッパにおけるよい

ンスでは予算、法律、組織面において、全面的に国が文化

街とは、伝統ある大学、自慢できるオーケストラ、街中

芸術を支えるシステムです。その対局にあるのがアメリカ

の人が応援できるサッカーチームを持っているかどうかで

です。連邦予算からの助成はほとんどありませんが、寄付

す。地域や生活の質を高めていく。これを念頭に文化省を

税制やプライベートファンドが支えるという社会の仕組み

創設していく必要があります。伊藤先生のお話の通り、文

が成り立っています。イギリスはその中間のようなかたち

部科学省の中の文化庁ではパフォーマンスを上げにくい。

です。韓国は金大中大統領の時代から文化政策に力を入れ

独立した省として人材を育て、予算を獲得していくことが

てきました。国立の映画学校や撮影所、
留学制度を設立し、

必要です。人口 1 人当たりに対する文化予算がフランス

ファンドにも力を入れました。その結果、
日本で起きた
「韓

の 10 分の 1 のままで良いはずはありません。しかしこの

流ブーム」の源泉にもなりました。国家予算の規模からみ

ままでは限界がある。それを乗り越えていくためにも、オ

ても、多くを費やしているのが韓国です。
日本の国柄に合っ

リンピックを目標に正しく省をつくっていきたいと思います。

た文化省がどのようなものなのかということを、われわれ

枝野

は考えていかなければなりません。

が、大体どこへ行っても、役所を小さく、予算を削れと言っ

本日は議連の各党の代表の先生方にご参加いただい

政府は一億総活躍社会、地方創生、GDP600 兆円

私のライフワークは行政改革だと思っております

日本には悠久の歴史、多様な地域文化があります。文化

ております。しかし文化省の創設についてだけは例外とし

芸術に関わる官民の団体も数多くあります。これらをどう

ています。課題として難しいのは、文化芸術という範囲の

連携・統合し、独立させるのか。上手く組み合わせて、そ

どこまでを所管するのかという点です。例えば食文化は文

れぞれの地域や芸術家がしっかりと助成を受けながら芸術

化でありながら、現状では文化庁ではなく、むしろ農林水

をつくるという基盤を、国や自治体が支えて日本全体とし

産省、あるいは食品衛生という点においては厚生労働省の

て文化の花開く国になるように考えなければなりません。

所管となっています。役所をつくるとなると所掌事務を決

遠藤大臣のお話の通り、オリンピック・パラリンピックは

める必要があるので、文化芸術の外縁、境目をどう取って

文化・スポーツの祭典です。スポーツを盛り上げるために

いくのかは大きな課題だろうと思います。もう一つは、役

文化行事が行われるのではなく、文化・スポーツを並列の

所が実際にどういう仕事の仕方をしていくのかという点も

ものとして盛り上げていくことが重要です。2020 年まで

大事です。政治家や役所の職員にも芸術文化に造詣が深い

に文化省を実現したいというのが、われわれの熱望すると

という方もいらっしゃいますが、そうでない場合も多い。

ころです。力を合わせて、国民それぞれにとって納得のい

そういうところであまり口を出し過ぎると、本来伸びてい

く文化立国への道を共に創生して参りたいと思います。

く方向に伸びていかなくなりかねない。かといって行政と
して関与する以上、一定のコミットメントが必要です。税
金である以上、好きなように使ってください、とはできま
せん。予算の増加に合わせてこのあたりのことも整理して
いくことが必要です。それから、役所間の線引きについて
も正直迷うところです。芸術文化には目先のお金になる部
分と、お金にはならない価値、あるいは 100 年後を見据
えると文化遺産、観光資源として大きな経済効果に繋がる
かもしれないという部分がある。目先のお金になる部分、

GDP を上げるための仕事は経済産業省が得意ですし、こ
うしたすべてを文化省にやっていってもらうのが良いの
伊藤信太郎 文化芸術振興議員連盟事務局長
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か、そうではないのかというのは、文化省をつくろうと考

えているメンバーの中でも色々な意見があるのではないか
と思います。2020 年に創設ということであれば、そろそ
ろ詰めていかないと、時期を失することになり兼ねないの
ではと思います。
高木

予算の確保のために省の設置が必要だということ

は、共通認識だと思います。アベノミクスの「3 本の矢」
と総理はよくおっしゃいますが、経済と文化は車の両輪で
す。3 本の矢を 4 本の矢にしていただき、文化芸術を入れ
ていくべきではないでしょうか。本当に国を豊かにしよう

逢沢一郎議員

枝野幸男議員

とする時、文化の力は不可欠です。文化芸術のさらなる振

納税がわずか 1 年間で上回ったことを考えると、こうし

興を、幸福満足度や生きがいづくりに繋げていくことが

た大きな流れを加速する必要があるのではと思います。文

大切だと思います。先ほどフランスの文化予算は日本の 5

化芸術振興施策、関係省庁連絡会議を内閣官房に置いてい

倍だというお話がありました。その原点は、シャルル・ド・

ただいて、しっかりとスタートすべきではないでしょうか。

ゴール大統領の時にアンドレ・マルロー氏が文化大臣に任

国の中心軸に据えていくという働きかけを、議連として強

命されたことにあります。彼は、
「文化はパリだけのもの

くやっていきたいと考えております。

ではない。国民全員のものであるべきだ」という信念を持

松野

ち、文化の地方分散化、大衆化に尽力しました。彼の在任

流防止措置」という著作権に基づく制度からです。著作権

中は国家予算に対して 0.39％止まりでしたが、ジャック・

保護期間 70 年についても鳩山内閣の時から取り組んでき

ラング大臣の時にルーブル美術館等の大改修を行い、パリ

ましたが、今回の TPP の中で道筋が見えてきました。こ

の芸術文化を国民が等しく享受できるようにと文化の民主

れでようやく先進国並みになったのかなと思います。クリ

化が進められました。1990 年には文化予算は 1 ％にまで

エイターの皆さんの権利保護を、国がしっかりとやること

高められ、現在は 5,100 億円。この政策の中心となってい

が必要だと考えてきました。文化省創設について様々な論

るのが「文化コミュニケーション省」で、2 万人以上が雇

点が出ていますが、伊藤先生のお話にあったように、人材

用されています。こうした流れを考えますと、すぐに 1％

の問題があります。今まで全く違うことをやっていた役人

の予算がつくわけではありませんが、道筋をつくれるかど

の方が、いきなり文化事業をやるというのも難しい。文化

うかが出発点ではないかと思います。そして地方創生、文

のことがやりたくて省に入った人が働いていて、文化の担

化産業、観光、外交的な意義、教育等の分野が、文化芸術

い手の声を反映させていけるような仕組みが必要です。そ

を真ん中に据えて連携を取りながら推進していくことが重

こに予算がきちんとあるという状況をつくらなければと感

要です。そのようなことを考えると、総合行政を司ってい

じています。例えば今、日本の様々なコンテンツを「クー

く強い文化省の存在が不可欠だと思います。さらに、寄付

ルジャパン」として海外へ発信していますが、これは経済

税制の強化が必要と考えます。近年、総務省が「ふるさと

産業省の政策です。クールジャパンという考え方は僕も

納税」制度を進めましたが、その結果、一昨年は 141 億

素晴らしいと思いますが、クリエイターの皆さんが本当に

円、昨年はさらに増額されているはずです。一方、メセナ

海外に出やすい制度かどうかというのは、今日ご参会の皆

は 1994 年から今年の 6 月末までの約 20 年間で 124 億 8

様のご意見も聞いてみたい。自動車と同じくらいの外貨を

千万円。メセナが 20 年間かけて集める金額を、ふるさと

稼ぐという気概を持って体制を組もうとすれば、母体とな

私がこの分野に取り組んだのは「音楽レコードの還

る省があり、人材や予算の配分が必要となります。国の政
策の柱になるくらいの予算が確保されることが大事なので
はと思います。今日は各党からこうして集まっております
ので、皆さんが自分の党からどれだけ多くの賛同者を集め
て、国会で法案を通すかという点に収斂されるのではない
でしょうか。議連の皆で汗をかいて、東京オリンピックま
でに実現したいと思っております。
市田

私は第 1 回目のシンポジウムで、多くの方々の「文

化省をつくってほしい」という思いの大本に何があるのか、
そもそも日本の文化行政が貧困過ぎるのではないか、と発
会場の様子

言しましたが、残念ながら事態は変わっていません。芸団
シンポジウム「文化省創設への道筋」｜ 07

ルとしてつくっていかなければなりません。インターネッ
ト社会では映像や音楽のインフラは多様化し、様々な記録
メディアが使われています。それを取り締まる状況にない。
イタチごっこだけれど、きちんとやっていく必要がありま
す。制度改正の機会は何年かに 1 回しか出てきませんが、
出てきた時には専門家の声を聞きながら、一緒に取り組ん
でいきたいと思っております。
市田忠義議員

浮島智子議員

逢沢

著作権保護期間の問題は非常に大切なことで、国連

憲章にいまだに敵国条項が残っているようなことと、同じ

協からの要望書にはこう書いてありました。
−わが国

問題だろうと思います。そういうことを専門家は知ってい

には世界的に類例を見ないほど、多様多彩な文化芸術が存在

ますが、一般の国民はご存じないでしょう。こうした理解

しています。この文化芸術を国民生活に活かし、東京五輪

を広げる運動にも力を入れていきたいと思います。海外か

に向け世界へ発信し、国際的な交流を進めて、さらに深く

らの観光客は、このペースでいくと今年は 2 千万人を超

豊かなものとする必要があります−これを持続的に進

えそうとのこと。なぜ日本に来るかというと、日本の長い

められるように力を尽くしたいと思います。先日の
「劇場・

歴史の中で培われてきたものの考え方や、そこから生み出

ホール 2016 年問題」の記者会見を聞いて、
大変驚きました。

される文化や芸術などに、われわれが考えている以上に関

首都圏の劇場やホールの閉鎖や改築が相次いで、約 10 年

心を持っているようです。それに応えられる日本の国のか

の間に首都圏で 25,000 席が失われると言われており、深

たちをつくっていく。それは平和外交にも大きく寄与しま

刻な事態です。オリンピックで文化的なプログラムを行

す。こうしたことも文化芸術の力だということを踏まえた

おうとしても、発表する場がない。これは全国的な問題で

いと思います。私の地元の岡山県では、3 年に一度「瀬戸

す。この打開のために政治がすぐにできることとして、例

内国際芸術祭」という催しが開かれます。これは教育、福

えば民間劇場の支援のために固定資産税の減免等があるで

祉産業を軸に多彩な企業活動をしている民間団体が中心と

しょう。同時に中長期的な視野に立って、何が必要かを明

なって開催されています。今や海外からも大勢のお客さん

らかにすべきです。地方の施設は改修が必要でも財政的に

が来るようになりました。文化の力、芸術の力は国境を越

困難な場合もある。自治体任せにせず、国の支援を工夫し

えて広がっていくものです。そういった一つ一つを伸ばし

ていくことが必要です。こうした持続的な文化行政の発展

ていくには、文化省という機構が役割を担っていくのでは

を、どうやって図るかです。ご承知のように、文化芸術振

ないでしょうか。以前、文化関係のシンポジウムで、映画

興基本法によって政府は長期的な方針を持つことになりま

関係の方からご指摘がありました。
映像で残っている文化、

した。現在の第 4 次基本方針は 2020 年までですから、長

芸術があるが、フィルムを管理する責任の所在がないそう

期とは言えないまでも中期的な方針です。しかし実際には

です。書籍は国会図書館に保管されます。国立国会図書館

政府全体の政策にはならず、
文化庁の予算は増額どころか、

法では、映画フィルムも納入すべき出版物だと整理されて

芸術団体への支援が削減されています。芸術文化振興基金

いるのですが、実は「当分の間、納入を免ずる」ことがで

の助成は、1991 年の 31 億円から 10 億円まで激減してい

き、それが長いこと続いている。なぜというと、そのこと

ます。政府全体で推進できるように、せめて文化を担当す

に当たる機構や組織がなく、専門家がおらず、仮にフィル

る大臣を直ちにつくる必要があるのではないでしょうか。

ムの納入があっても、保管の仕方や生かし方の議論がなさ

芸術文化の主人公は言うまでもなく芸術団体、アーティス
トであり、それを享受する国民です。芸術家や芸術団体が
自由に創造活動ができるように、政治が支える。そして金
は出すが口は出さない。この原則は文化芸術の創造にとっ
て譲れないものです。文化省のあり方は国によって多様で
す。どのかたちが良いかを即断するわけにはいきません
が、日本型とは何かということを研究し合いながら、実情
に合った文化省にしていく必要があるのではないかと思い
ます。
松野 「私的録音録画補償金制度」にある通り、つくり手
の権利が安心して保護されるという状況を、最低限のルー
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討論の様子

れないからだそうで、今のままだと当分の間が永久になっ
てしまう危機感があります。省をつくり、こうした大きな
課題にも結論を出していく。これはどうしてもやっていか
なくてはいけないと確信しております。
浮島

国民の皆様の理解を得ることが、本当に必要だと

思っております。劇場・ホールの問題も、映像記録の問題も、
専門家しか知らないこともあります。現状を知っていただ
く運動を、議連としてしっかりとやっていきたいと思って
おります。
枝野

高木美智代議員

松野頼久議員

権利保護に関わる法律や国際協定は、専門性の深い

くことが必要ですので、何らかの予算補助等も必要かと

世界です。現状では、どれくらいの方が専門性をもって継

思っております。東京都も協議会を立ち上げて、検討を進

続的にやっているのかということに、少し疑問を感じてい

めていくということになっております。

ます。少なくともこういう分野だけでも、行政の中での

浮島

人材育成を考えていく必要があります。逢沢先生がおっ

いけませんが、2 年前に申請の必要があるなど、融通が利

しゃったアーカイブス的な技術やノウハウなども、それに

かないところもあります。そのあたりも見直しをしていか

当たるのかもしれません。専門家育成の必要性について具

なければなりません。議連としても取り組んで参りたいと

体例を挙げながら、「だから文化省は必要だ」という話に

思います。

していくのが効果的ではないでしょうか。それから、文化

市田

芸術の世界の若い人をどう巻き込んでいくかという点で

外から来た観客もともに楽しめるように、芸術団体の基盤

す。文化芸術は、キャリアの中で積み重ねられた経験から

を強めて、多様な芸術を楽しむ環境を整えることが大事で

芸を磨いていくことが大事な分野です。一方で、若い人

はないでしょうか。遠藤大臣のご講演でも、レガシーを引

たちが新しい発想で、先輩方が築いた土壌の上で新たなも

き継ぐということが強調されました。文部科学省も、わが

のを生み出していくことがなければ、発展しません。行政

国の多様な文化の理解を促進し、文化資源の積極的な活用

は年功序列の組織的な面がありますが、若い人たちのカル

を図ることを目標に掲げています。オリンピックは組織委

チャーの傾向に行政側がついていけなければ、巻き込んで

員会を中心に進められますが、競技大会推進本部では首相

はいけません。かといって、そちらにばかり迎合してはバ

をはじめ、各大臣で構成される各府省庁連絡会も会合を重

ランスが悪い。そのあたりをどう組み立てていくのかも課

ねています。そうであるならば、われわれ議連が力を発揮

題です。

して、どんな方針でどんな予算の使い方になるのか、芸術

高木

オリンピック・パラリンピックでは、障がいのある

団体の皆さんと一緒に考える場があっても良いのではない

方たちのアートも視野に入れて取り組むことが必要ではと

でしょうか。そういう積み重ねが、政府全体で文化に取り

思っています。オリンピックが終わった後、パラリンピッ

組んでいくことを実質的なものにするステップに繋がるの

クまでに約 2 週間あります。この間、パラアートの文化プ

ではないかと思います。同時に、文化庁を中心とした今の

ログラムを全国的に展開して、障がい者に対する意識を高

行政を抜本的に改善していくことも不可欠です。芸術文化

めてパラリンピックに繋げていくという流れを夢見ていま

振興基金の予算が 10 億円しかないというのは異常事態で

す。オリンピックが終わると、何となくマスコミの報道も

す。長年の懸案であるフィルムセンターの独立など、日本

少なくなりますが、むしろそこからさらに盛り上げていく。

映画への支援も充実が求められています。現状のフィルム

文化芸術の裾野を広くし、全国民が享受していく。このた

センターは東京近代美術館の付属組織で、職員は確か 14

めにも文化省をつくり、オリとパラとの差がなく、両輪で

人しかいません。それぞれの課題は、道理があれば国民的

進めていけるように働きかけて参ります。先ほど、劇場が

な理解も得られる正当なもの、大義ある要求だと私は思っ

足りなくなるというお話がありました。文化庁とも相談し、

ています。しかもその要求は決して過大なものではない

新国立劇場をさらに活用できるように考えています。今ま

と思います。文化庁の芸術団体の重点支援を 31 億円から

で使用機会の少なかった劇場やホールの情報を集めて、利

100 億円に、少なくとも 3 倍にしてもらいたい。3 倍といっ

用者との橋渡しを進めていこうという活動もしています。

ても、わずか 70 億円弱の増加です。10 年前には 67 億円

地方では新しいホールも誕生していますので、地方創生の

を確保していたのですから、減らした分を戻すだけで現在

一貫として、地方での上演展開をしていただく。ただそれ

の 2 倍になるわけです。改めて、2012 年の国会請願の決

には、東京で興行を成功させた原資を持って地方に出て行

議を生かして、皆さんと力を合わせて強く迫っていきたい

公立の施設を使っていくことも視野に入れなければ

オリンピックに向けた文化プログラムを、国民も海

シンポジウム「文化省創設への道筋」｜ 09

と思います。短期的でも中長期の課題でも、大事なことは
芸術家・芸術団体の自由な活動と、国民がそれを楽しめる
というのが根本だと思います。
浮島

ありがとうございました。最後に今日フロアいらっ

しゃる国会の先生方から、文化省創設に向けて何をしなけ
ればならないか、ご提案をいただけたらと思います。
新妻

公明党の新妻秀規です。各党に持ち帰って議論を詰

め、皆さんが納得できるようなものを持ち寄って法律にし
ていくという段階に来ているのだろうと思います。
逢沢

やはり国民の代表たる国会議員が判断をすることが

大事です。冊子『文化芸術』の最後に、議連の会員名簿が

河村建夫 文化芸術振興議員連盟会長

あります。合計で 112 名（2015 年 9 月時点）。衆参国会
議員は全部で何人いるのでしょうか？まずはこの議連に全

フランス並みとまではいかないまでも、せめて国家予算の

員が入る。超党派で強いエンジンをつくって突破しなくて

0.5 ％、5 千億円を目指そうと、議連の「会の目的と活動

はと思います。社会保障を念頭にした消費税増税ですが、

方針」の中でうたっています。野村先生がお話しされたよ

全体としては財政に余力ができるのも事実です。タイミン

うに、この会は実際に文化をつくり出している方々にリー

グを見計らって、どこかで踏ん切るという政治判断が必要

ドしていただいています。そうした皆さんのこれまでの努

だろうと思います。

力を次の世代へどう渡していくか。特に若い方々がきちん

枝野

新しい省をつくるというのは簡単な話ではありませ

と享受できるような仕組みをつくっていかなくてはなりま

ん。この段階で一度各党に持ち帰って議論をして、コンセ

せん。そのためにお金が要るわけです。日本には素晴らし

ンサスを固めていくプロセスが必要です。文化省創設の国

い伝統文化がありますが、実は今日、全国史跡整備市町村

会決議をこの時期にしようと思えば、各党内でそれなりの

協議会という、地方の文化財や史跡保全のための予算を取

手続き取らないとできません。少なくともそういう動きを

ろうという運動がありました。地方にはそれぞれの文化が

各党内でしないと広がりはつくれません。そういった具体

あり、そういうものも総括して日本の文化全体を考えて

的な動きを、伊藤事務局長、お仕事が増えて大変かもしれ

いかなければならないと思っています。同時に、デジタル

ませんが、知恵を出し合って動き出したいと思っており

時代、グローバル化時代にどう対応していくかを考えなけ

ます。

ればなりません。中でも著作権は大きな課題です。今回、

高木

議連としての方向性をきちんと案にまとめて、足し

TPP でも著作権保護期間についての論争があり、70 年の

たり削ったりしながら、良い方向に持っていきたいと思い

方向が生まれつつあります。先日、NHK 交響楽団が北京

ます。わが党も文化芸術立国を目指すということでスター

で行った演奏会を観たのですが、驚いたことに、楽団員の

トしました。ここまで皆様が後押しをしてくださった熱意

皆さんがバイオリンやヴィオラを置いて指を鳴らしたり、

に対して、政治として結論を出すという強い姿勢で臨みた

スマートフォンをかざして音を出したのです。さらに聴衆

いと思っております。

にもそれが指示されていて、鳥のような音が一斉にわっと

市田

文化省というかたちと同時に、中身が問われている

場内に響きました。こんなことは初めての体験です。芸術

ように思います。各党、各団体の皆さんと大いに意見交換

のかたちは時代に合わせて変わっていくんですね。そうい

をしながら固めていく。そして鍵はやはり世論だと思いま

うことも踏まえながら、新しい時代にどう対応していくか

す。文化予算増額を求める 70 万人近い署名でもって、国

を考えていく必要があります。

会史上初めて請願が採択されました。そういう国民的支持

日本は文化省の創設を目指していますが、
他国を見ると、

を得る必要があります。

文化だけというのは案外ありません。フランスでは文化コ

浮島

各党の先生方より力強いご意見をいただき、感謝申

ミュニケーション省がつくられ、アンドレ・マルロー氏が

し上げます。最後に河村会長からまとめをいただきたいと

初代文化大臣となりました。イギリスでは文化・メディア・

思います。

スポーツ省です。ですからロンドン大会の時には、特に「ス

河村

ポーツは文化だ」と言われました。このレガシーを日本が

文化芸術振興議員連盟は超党派です。文化に国境が

ないように、政党の境のない、同じ思いで進めようとして

引き継ごうというのが、今大会の大きな課題です。一方、

います。意見は既に一致しており、後は行動あるのみです。

アメリカには文化を所管する省庁はありません。アメリカ

まず予算を増やしていかなければなりません。一遍に

は民間を活用します。寄付もよくやります。全米芸術基金
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［NEA: National Endowment for the Arts］というところが

ます。自民党には文化伝統振興の調査会があり、中曽根元

あって、民間団体として頑張っています。もちろん政府も

大臣を中心に絶えず議論しています。このシンポジウムも

巻き込んでいますが、民間がリードしています。韓国も文

3 回に渡って開催して参りましたが、各芸術団体等を網羅

化に力を入れていますが、文化体育観光部傘下に文化財

したかたちで今後どのように展開していくかを相談しなが

庁というものがあり、文化と体育、観光とをくっつけてい

ら、本格的に文化省の創設を目指す運動を盛り上げていき

る。日本でも、どのような文化省をつくるかが課題となる

たいと考えております。それには国民の理解と応援が必要

でしょう。各国やり方は違いますが、文化芸術がすべての

です。日本にふさわしいかたちの文化省、文化大臣をつく

国民生活を豊かにし、地域社会の住みよさを高める、とい

ろうと、この大きなうねりを高めたいと思っておりますの

うことが基本的なビジョンであることは同じなのです。

で、今後もご支援をいただきますよう、お願い申し上げ

既にオリンピック担当相がつくられましたが、さらに一

ます。

歩進んで、文化大臣をつくりたいというのがわれわれの願

浮島

いです。東京オリンピックが契機になると思っています。

本日はありがとうございました。

これをもちましてシンポジウムを終了いたします。

行政改革をどのように考えていくかですが、このムードが
さらに盛り上がってくることによって、可能性があると思
います。先ほど来、せっかくの議連だから、そろそろ各
党をまとめていこうというお話がありました。これは超党
派の強みです。自民党も本気でこの問題に取り組んでいき

懇親会
シンポジウム終了後の懇親会は、推進フォーラム構成団体の

冒頭および中盤には、津軽三味線デュオの演奏もはさみ、崔

各代表紹介ならびに会場を提供いただいた淺木正勝氏の挨拶

洋一日本映画監督協会理事長の中締めで閉会となった。

で開会。続いて、来賓の甘利明経済再生担当大臣より文化省
創設に向けてのエールが送られた。

文化省創設をテーマとしたシンポジウムも 3 回を重ね、次
なる行動に向けての機運を高める機会となった。

参加国会議員の紹介後、河村建夫文化芸術振興議員連盟会
長、
野村萬文化芸術推進フォーラム議長よる乾杯がなされた。

河村建夫 文化芸術振興議員連盟会長、
野村 萬 文化芸術推進フォーラム議長による乾杯

崔 洋一 日本映画監督協会理事長による挨拶
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