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第 四章
附則
地 域の自 然や歴 史と のかか わりの 中で人 々が 創造し てきた 文化は 、暮 らしに ゆとり と潤い を
もた らすと ともに 、人 と人と が互い に理解 し、 尊重し 合う社 会の基 盤と なるも のであ る。
私 たちの ふるさ と栃 木県は 、日光 、那須 の山 々や鬼 怒川を はじめ とす る河川 など豊 かな自 然
に恵 まれて おり、 県内 には、 こうし た自然 と先 人たち の知恵 や努力 には ぐくま れ、地 域独自 の
民俗 芸能や 陶器、 織物 などの 特色あ る伝統 工芸 が継承 されて きてい る。 また、 世界文 化遺産 に
登録 された 日光の 社寺 など多 くの文 化的遺 産を 有して いるほ か、音 楽や 美術な どの芸 術の分 野
にお いても 、県内 各地 で様々 な活動 が展開 され ている 。
こ うした 県民共 通の 財産で ある本 県の多 彩な 文化の 一層の 振興を 図る ととも に、こ れらを 基
盤と して新 たな県 民文 化を創 造し、 次代に 引き 継いで いくこ とが重 要で ある。
こ こに、 私たち は、 誰もが 生きが いをも って 幸せに 暮らす ことが でき 、活力 と個性 にあふ れ
た地 域社会 の実現 を目 指し、 協働の 理念の もと に本県 文化の 振興に 取り 組んで いくこ とを決 意

総則

し、 この条 例を制 定す る。
第一 章

こ の条例 は、 文化の 振興に 関し、 基本 理念を 定め、 並びに 県の 責務及 び県民 等の役 割

（ 目的）
第一 条

を 明らか にする とと もに、 文化の 振興に 関す る施策 （以下 「文化 振興 施策」 という 。）の 基
本 となる 事項を 定め ること により 、文化 振興 施策を 総合的 に推進 し、 もって 心豊か な県民 生
活 及び活 力ある 地域 社会の 実現に 寄与す るこ とを目 的とす る。

文 化の振 興に 当たっ ては、 文化の 担い 手であ る県民 一人ひ とり の自主 性及び 創造性 が

（ 基本理 念）
第二 条

尊 重され なけれ ばな らない 。
文化の 振興に 当た っては 、文化 を創造 し、 及び享 受する ことが 人々 の生ま れなが らの権 利

文化の 振興に 当た っては 、多様 な文化 の保 護及び 発展が 図られ なけ ればな らない 。

２

で あるこ とにか んが み、県 民が等 しく文 化を 鑑賞し 、これ に参加 し、 又はこ れを創 造する こ

３

文 化の振 興に当 たっ ては、 豊かな 自然、 歴史 及び風 土に培 われて きた 郷土の 伝統的 な文化

と ができ るよう な環 境の整 備が図 られな けれ ばなら ない。

４

５

が 、県民 共通の 財産 として 、将来 にわた り保 存され 、及び 継承さ れる ととも に、新 しい文 化
の 創造の ために 生か される よう配 慮され なけ ればな らない 。
文化の振興に当たっては、県民、文化活動を行う民間の団体及び個人（以下「文化団体
等 」とい う。） 、事 業者、 市町村 並びに 県が 、それ ぞれの 責務又 は役 割を担 うとと もに、 相
互 に連携 し、及 び協 力する よう努 めなけ れば ならな い。
（ 県の責 務）
県 は、前 条の 基本理 念（以 下「基 本理 念」と いう。 ）にの っと り、文 化振興 施策を 総

県は、 文化振 興施 策の効 果的な 推進を 図る ため、 市町村 及び文 化団 体等と の連携 に努め る

め るもの とする 。

県は、 文化振 興施 策の策 定及び 実施に 当た っては 、広く 県民の 意見 が反映 される ように 努

合 的に策 定し、 及び 実施す る責務 を有す る。

第三 条

２

３
も のとす る。

県 民は、 基本 理念に のっと り、文 化に ついて の理解 と関心 を深 め、文 化に親 しむこ と

（ 県民の 役割）
第四 条
等 を通じ て、文 化を 振興す る役割 を果た すよ うに努 めるも のとす る。

文 化団体 等は 、基本 理念に のっと り、 それぞ れの文 化活動 を通 じて、 文化を 振興す る

（ 文化団 体等の 役割 ）
第五 条
役 割を果 たすよ うに 努める ものと する。

事 業者は 、基 本理念 にのっ とり、 文化 活動へ の支援 等を通 じて 、文化 を振興 する役 割

（ 事業者 の役割 ）
第六 条

文 化振 興基本 計画

を 果たす ように 努め るもの とする 。
第二 章

知 事は、 文化 振興施 策の総 合的か つ効 果的な 推進を 図るた め、 文化の 振興に 関する 基

二

一

前二 号に掲 げる ものの ほか、 文化の 振興 に関し 必要な 事項

文化 の振興 に関 する施 策に関 する事 項

文化 の振興 に関 する基 本的方 向

知事は 、文化 振興 基本計 画を定 めよう とす るとき は、あ らかじ め、 栃木県 文化振 興審議 会

三

文化振 興基本 計画 には、 次に掲 げる事 項を 定める ものと する。

本 的な計 画（以 下「 文化振 興基本 計画」 とい う。） を定め なけれ ばな らない 。

第七 条

２

３

知事は 、文化 振興 基本計 画を定 めたと きは 、遅滞 なく、 これを 公表 しなけ ればな らない 。

の 意見を 聴かな けれ ばなら ない。
４

前二項 の規定 は、 文化振 興基本 計画の 変更 につい て準用 する。
文 化の 振興に 関する 基本的 施策

５
第三 章

県は 、文学 、音 楽、美 術、写 真、演 劇、 舞踊、 メディ ア芸術 、能 楽、歌 舞伎そ の他の

（ 芸術及 び芸能 の振 興）
第八条

芸 術及び 芸能の 振興 を図る ため、 必要な 施策 を講ず るよう に努め るも のとす る。

県 は、茶 道、 華道、 書道、 食文化 、囲 碁、将 棋その 他の生 活文 化及び 国民娯 楽の振 興

（ 生活文 化等の 振興 ）
第九 条
を 図るた め、必 要な 施策を 講ずる ように 努め るもの とする 。

県 は、有 形及 び無形 の文化 財が適 切に 保存さ れ、継 承され 、及 び活用 される よう、 必

（ 文化財 の保存 等）
第十 条
要 な施策 を講ず るよ うに努 めるも のとす る。

県は、 年中 行事、 伝統工 芸その 他の 地域に おける 伝統的 な文 化が適 切に保 存され 、

（ 伝統的 な文化 の保 存等）
第十 一条
継 承され 、及び 活用 される よう、 必要な 施策 を講ず るよう に努め るも のとす る。

県は、 県民 の文化 活動が 促進さ れる ととも に、県 民と国 内外 の人々 との相 互理解 が

（ 文化交 流の推 進）
第十 二条
深 まるよ う、文 化交 流の推 進に必 要な施 策を 講ずる ように 努める もの とする 。

県は、 文化 を活用 した観 光の振 興、 地域の 産業の 活性化 、地 域文化 の形成 等を図 る

（ 文化情 報の発 信）
第十 三条
た め、本 県の文 化活 動及び 文化資 源に関 する 情報を 発信す るよう に努 めるも のとす る。

県は、 県民 の文化 活動の 充実を 図る ため、 文化活 動を担 う人 材及び 団体の 育成に 必

（ 文化活 動の担 い手 の育成 ）
第十 四条
要 な施策 を講ず るよ うに努 めるも のとす る。

県は、 広く 県民が 文化を 鑑賞し 、こ れに参 加し、 又はこ れを 創造す る機会 の充実 を

（ 鑑賞等 の機会 の充 実）
第十 五条
図 るため 、必要 な施 策を講 ずるよ うに努 める ものと する。

県は、 高齢 者、障 害者等 の文化 活動 の充実 を図る ため、 必要 な施策 を講ず るよう に

（ 高齢者 、障害 者等 の文化 活動の 充実）
第十 六条
努 めるも のとす る。

県は、 学校 教育及 び社会 教育に おけ る文化 活動の 充実を 図る ため、 必要な 施策を 講

（ 学校教 育等に おけ る文化 活動の 充実）
第十 七条
ず るよう に努め るも のとす る。

県は、 県民 の文化 活動の 充実を 図る ため、 文化ホ ール（ 音楽 、演劇 等の公 演のた め

（文 化施設 の充実 及び 活用）
第十 八条

の 施設を いう。 ）、 美術館 、博物 館、図 書館 その他 の文化 施設の 充実 及び活 用に必 要な施 策
を 講ずる ように 努め るもの とする 。

県は、 県民 の文化 活動を 促進す るた め、地 域の文 化に関 する 情報を 収集し 、及び 提

（ 文化情 報の収 集及 び提供 ）
第十 九条

供 するよ うに努 める ものと する。

県は、 文化 が、家 庭や地 域社会 に潤 いをも たらす ととも に、 地域の 特色あ る産業 の

（ 文化に よる地 域づ くり）
第二 十条
創 出及び 活性化 に寄 与する ことに かんが み、 文化に よる地 域づく りに 必要な 施策を 講ずる よ
う に努め るもの とす る。

県は 、個 性豊か な地域 文化を はぐ くむた め、自 然環境 の保 全、優 れた景 観の形 成

（ 文化を はぐく む環 境の整 備）
第二 十一条
等 を図る ことに より 、潤い と安ら ぎのあ る文 化的な 環境の 整備に 努め るもの とする 。

県は 、市 町村の 文化振 興施策 及び 文化団 体等の 活動を 促進 するた め、市 町村及 び

（ 市町村 及び文 化団 体等と の連携 等）
第二 十二条
文 化団体 等との 連携 を図る ととも に、助 言、 情報提 供等の 支援に 努め るもの とする 。

県は 、民 間の団 体及び 個人が 文化 活動に 対して 行う支 援活 動及び ボラン ティア 活

（ 民間の 支援活 動等 の促進 ）
第二 十三条

県は 、文 化活動 で顕著 な成果 を収 めた者 その他 文化の 振興 に寄与 した者 の顕彰 に

動 を促進 するた め、 普及啓 発、情 報提供 等に 努める ものと する。
（ 顕彰）
第二 十四条
努 めるも のとす る。

県は 、文 化振興 施策の 総合的 な推 進を図 るため 、必要 な体 制の整 備に努 めるも の

（ 推進体 制の整 備）
第二 十五条
と する。

県は 、文 化振興 施策を 推進す るた め、必 要な財 政上の 措置 を講ず るよう に努め る

（ 財政上 の措置 ）
第二 十六条

栃 木県 文化振 興審議 会
この 条例 の規定 により その権 限に 属させ られた 事務を 処理 し、及 び知事 の諮問 に

も のとす る。
第四 章
第二 十七条

応 じ、文 化の振 興に 関する 重要事 項を調 査審 議する ため、 栃木県 文化 振興審 議会（ 以下「 審
議 会」と いう。 ）を 置く。
審議会は、前項に規定するもののほか、文化の振興に関し必要と認められる事項につい

４

３

委員の 任期は 、二 年とす る。た だし、 補欠 の委員 の任期 は、前 任者 の残任 期間と する。

委員は 、学識 経験 を有す る者の うちか ら、 知事が 任命す る。

審議会 は、委 員二 十人以 内で組 織する 。

２

５

委員は 、再任 され ること ができ る。

て 、知事 に意見 を述 べるこ とがで きる。

６

前各項 に定め るも ののほ か、審 議会の 組織 及び運 営に関 し必要 な事 項は、 規則で 定める 。
則

７
附

こ の条例 は、平 成二 十年四 月一日 から施 行す る。

