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日本における文化政策（２） 

政策研究大学院大学 

教授 垣内 恵美子 

 

本稿では、21世紀以降の文化芸術を巡る状況について、劇場に焦点化して整理する。 

今日、文化への需要、文化芸術への期待やニーズが高まる中、公的資金を活用した場合に

は、どのような成果が出ているのかを把握し、説明する責任が強く求められるようになって

きた。この大きな流れを踏まえ、ここでは、「日本における文化政策（１）」に続き、日本に

おける政策対象としての「文化」の範囲を確認し、劇場に関連する法制度を中心に確認し、

今後の方向性を俯瞰する。 

 

現状 

全国に多くの文化施設が建設され、ある意味でインフラが整ったと言える状況であるが、

これらをどのように活用するかが問われるようになり、一方で、芸術文化活動に対してさま

ざまな支援者が現れ始めた。ボランティア、NPO法人、企業、企業財団など、多様な主体

の、異なる利害と使命をもつ支援者が登場し、効率的かつ機動的なマネジメントも必要にな

ってきている。効率的なマネジメントに関しては、政策的な手当てとして民営化が進み、国

レベルでは、国立劇場などが独立行政法人化され、地方自治体レベルでは指定管理者制度が

導入されて、説明責任がより強く求められるようになった。これらは、政策において重要な

位置を占める法律にもあらわれている。ここでは、「文化芸術振興基本法」「劇場、音楽堂等

の活性化に関する法律」「文化芸術基本法」の 3つを取り上げる。合わせて「行政機関が行

う政策の評価に関する法律」条文の確認、さらには、地方自治法改正による指定管理者制度

について触れる。 

 

関連法制  

「行政機関が行う政策の評価に関する法律」 

2001 年に導入された「行政機関が行う政策の評価に関する法律」では、第三条に、行政

 「行政機関は、その所掌に係る政策について、適時に、その政策効果（当該政策に基づ

き実施し、又は実施しようとしている行政上の一連の行為が国民生活及び社会経済に及

ぼし、又は及ぼすことが見込まれる影響をいう。以下同じ。）を把握し、これを基礎とし

て、必要性、効率性又は有効性の観点その他当該政策の特性に応じて必要な観点から、

自ら評価するとともに、その評価の結果を当該政策に適切に反映させなければならな

い。」 
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機関が行うべき評価について、次のように規定されている。 

ポイントは二点、ひとつは「その評価の結果を当該政策に適切に反映させなければならな

い。」と示されている通り、PDCA サイクルを回すことが規定されていること、もうひとつ

は第二項で「政策効果は、政策の特性に応じた合理的な手法を用い、できる限り定量的に把

握すること」と定められていることである。特に後者については、文化芸術の場合、定量的

に測れる部分が非常に限られていることから、評価が悩ましい問題として浮上してきてい

るのが現状である。 

 

指定管理者制度 

2003 年、地方自治法改正に伴い導入された指定管理者制度は、基本的に地域住民に対し

ての福祉を増進するため、その利用に供する施設（公の施設）が効率的・効果的に管理され

るために民間の活力を生かし、適正な管理を確保する仕組みを整備するためにつくられた

制度である。目的は、住民サービスの向上と経費節減という、一見矛盾するものである。 

公の施設は地方自治体が設立し、地方自治体が管理するというのが原則であったが、必要

に応じて、地方自治体の出資する法人、公共団体などにも管理を委ねることが可能になり、

その延長線上に指定管理者制度が導入された。地方自治体が指定するもの、これを指定管理

者と言い、この指定管理者が管理を代行するというシステムである。 

指定管理者制度においては、使用許可を行うことや、利用料金の徴収も可能になり、自治

法上の契約ではないので入札対象にならない、といったさまざまな規定が置かれている。劇

場やミュージアムなどの文化施設も指定管理者制度の導入対象となり、当時、多くの研究者、

実務家から本制度への反対議論が起きたことは記憶に新しい。そもそも劇場、ミュージアム

といった専門性が必要な施設は例外として扱われるべきである、創造活動には一定の投資

も必要である、成果が定量的に測定しにくいといった批判や、指定管理者制度が一定期間を

限定して指定管理者を選定する制度であったことなどから、事業の継続性が担保できない

のではないかという懸念もあった。 

2003年の導入後、多くの議論と現場の意見を踏まえ、2010年に総務省から通達が出され

た。この通達によれば、指定管理者制度の導入については地方自治体の自主性に委ねる制度

であると明記され、単なる価格競争による入札ではないこと、また、期間を定めて行う管理

者の指定については、法令上具体的な定めはなく、公の施設の適切かつ安定的な運営の要請

を勘案して、その施設の設置目的、実情を踏まえて定めるものであることなども確認されて

いる。指定管理者制度にはさまざまな考え方、意見があると思われるが、現在では公立劇場

の約半数に導入されており、ポジティブな側面としては、例えば経費節減、住民サービスへ

の担当者意識が大きく変わってきたことなどが挙げられるのではないかと考えられる。 

 

「文化芸術振興基本法」(2001、改正 2017) 

ここからは、「文化芸術基本法」及び、その他文化創造、文化芸術に関わる創造活動を支
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援するための法的枠組みについて述べる。まず、「文化芸術基本法」について紹介する。2001

年に制定された「文化芸術基本法」は、通常の法律とは異なり、条文の前に「前文（ぜんぶ

ん）」が記載されており、一読に値する。 

 

 

第一条には、目的が記載され、この法律は、文化芸術活動を行う者の自主的な活動を促進

することを旨として、文化芸術の振興に関する政策の総合的な推進を図り、心豊かな国民生

活及び活力ある社会の実現に寄与することを目的とすると規定されている。 

全三十五条という小さな法律だが、例えば、第八条以下に、文化芸術の振興に関する基本

的施策の分野に関しての例示が含まれていたり、第三十四条で政策形成への民意の反映が

盛り込まれていたりするのは、特徴的である。 

議員立法でできた法律ということもあり、地方公共団体の責務として文化芸術振興を行

うことを規定すると共に、国民の関心や理解も必要であるといったことも盛り込んだ「宣言

法」とみて良いかもしれない。この法律には、権利を付与する、義務を強力に課すといった

強制力を持つ措置は盛り込まれていないが、文化芸術の重要性に対する社会的な認知を図

ったという意味で、大きな役割を果たしているといえよう。実際、この法律制定後、地方自

治体が文化振興条例を作る例も増えてきている。 

 

「劇場、音楽堂等の活性化に関する法律」（2012） 

 今回のテーマである劇場に関し、重要な法律として「劇場、音楽堂等の活性化に関する法

律」を紹介する。本法律は通称、「劇場法」と呼ばれており、「劇場、音楽堂等」として規定

される施設は、文化芸術を継承、創造、発信する場であることが明記され、人々が集い、人々

に感動と希望をもたらし、人々の創造性をはぐくみ、人々が共に生きる絆を形成するための

地域の文化拠点である、といったことが前文に記載されている。 

また、すべての国民が潤いと誇りを感じることのできる心豊かな生活を実現するための

場として機能しなくてはならない、その意味で劇場、音楽堂等は常に活力ある社会を構築す

るために大きな役割を担っていると明記された点は重要であり、文化芸術の特性を踏まえ、

 「文化芸術を創造し，享受し，文化的な環境の中で生きる喜びを見出すことは，人々

の変わらない願いである。また，文化芸術は，人々の創造性をはぐくみ，その表現力を

高めるとともに，人々の心のつながりや相互に理解し尊重し合う土壌を提供し，多様性

を受け入れることができる心豊かな社会を形成するものであり，世界の平和に寄与する

ものである。更に，文化芸術は，それ自体が固有の意義と価値を有するとともに，それ

ぞれの国やそれぞれの時代における国民共通のよりどころとして重要な意味を持ち，国

際化が進展する中にあって，自己認識の基点となり，文化的な伝統を尊重する心を育て

るものである……」 
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国及び地方公共団体は、劇場、音楽堂に関する施策を講ずるにあたっては、短期的な経済効

率性を一律に求めるのではなく、長期的且つ継続的に行うよう配慮する必要があるという

ことなども規定されている。 

この他、重要な点として、第二条では「劇場、音楽堂」が次のように定義されている。 

 

 

 

本法以前には、地域において地域住民に対してサービスを提供する公の施設の範疇に位

置づけられていた劇場が、より鮮明なイメージを持つものとして規定された。 

また第四条には、劇場、音楽堂を設置、運営するものについての役割が規定されており、

「それぞれその実情を踏まえつつ、自主的かつ主体的に行うことを通じて、実演芸術の水準

の向上等に積極的な役割を果たすよう努めるものとする」と明記されている。博物館法、図

書館法に比べると、具体的なところまで踏み込んでいないという指摘もあるかと思われる

が、劇場、音楽堂がどういう役割を果たすべきか、ということに対して、社会に説明をする

際、重要な基点になる法律であると考えられる。 

 

「文化芸術基本法」(2001、改正 2017) 

2001年制定、2017年に改定された「文化芸術基本法」（改定前は「文化芸術振興基本法」）

について紹介する。本法律では、趣旨説明部分に、なぜ「文化芸術振興基本法」を改訂して

「文化芸術基本法」にしなければならなかったのかが説明されている。 

理由は二つ、ひとつは少子高齢化、グローバル化の進展など社会状況が著しく変化する中、

観光やまちづくり、国際交流など幅広い関連分野との連携を視野に入れた総合的文化政策

の展開が求められてきていること、もうひとつは、2020年東京で開催されるオリンピック・

パラリンピック競技会が文化芸術の振興を図る上で、非常に重要な契機となる、という認識

である。オリンピック・パラリンピックは、一般に文化とスポーツのマリアージュと言われ

ており、文化プログラムが重要な役割を占めていることから、これに向けて文化芸術を振興

していくために、今、文化基本法を制定する、というようなことが記されている。 

ここで重要なのは、「文化芸術基本法」は、文化芸術の振興だけではなく、観光やまちづ

くり、国際交流、福祉、教育、産業、その他関連分野における施策をその範囲に取り込み、

文化芸術により生み出される様々な価値を文化芸術の継承、発展、創造に活用していくこと

が目的として掲げられていることである。 

 「文化芸術に関する活動を行うための施設及びその施設の運営に係る人的体制により

構成されるもののうち、その有する創意と知見をもって実演芸術の公演を企画し、又は

行うこと等により、これを一般公衆に鑑賞させることを目的とするもの」 
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つまり、文化芸術の創造、発信に携わる人々には、文化芸術を創るだけにとどまらず、効

果が様々なところに波及していくこと、様々な分野との連携をまた文化芸術活動につなげ

ていくという役割が期待されているのである。 

 

財政関連 

制度的な話に続き、ここからは、財政的な面から話を進めていきたい。先ずは、国家予算

うち文化庁予算について、データを用いて紹介する。 

 

文化庁予算 

文化を振興する目的を持った予算は、国においては文化庁の予算である。図１に文化庁予

算の推移を示す。本グラフから、ここ半世紀ほどの国の文化予算の流れが見て取れる。金額

としては増えているといえるかもしれないが、実際、国家予算全体が大きく伸びている中、

文化予算は一般会計予算の 0.1パーセントで、ここ数十年推移している状況である。この金

額が多いか少ないかには、それぞれの判断があると思われるが、もし、文化芸術が大切で、

様々な分野に裨益するというのであれば、これが増えていくことも考えられて然るべきで

あろう。 

 

図１．文化庁予算 

出典：文化庁各年 

 

また、図 2、図 3に文化庁予算の内訳を示す。国家予算の 0.1パーセントに当たる約 1,200

億円のうち、主要な分野は、文化財保護、国の施設整備、次いで、芸術文化振興のための予
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算である。このうち、文化芸術の創造活用と人材育成、すなわち芸術文化振興予算の内訳は、

さらに以下の三つに大別される。 

 

・文化芸術資源の創造・活用による地方再生と経済活性化の推進 

・文化芸術活動自体の支援 

・人材育成 

 

図 2．文化庁予算 内訳（平成 30 年度、総額 1,159 億円） 

出典：文化庁 

  

図3．芸術文化予算 内訳（平成30年度、総額2,183億円） 

出典：文化庁 
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地方で展開される文化政策 

地方で展開される文化政策の所管は、文化芸術が様々な分野で重要性を増している実態

と呼応するかたちで大きく変わってきている。例えば 1979年時点ではほとんどが教育委員

会所管であったが、1989 年時点では教育委員会だけでなく、首長部局という知事らが率い

るまちづくりや住民サービスとあわせて文化振興を図っているところが主流となった。そ

の後 21世紀に入ると、2009年以降では 47都道府県で教育委員会と首長部局、両方に文化

振興セクションを置いて、文化政策を推進するというのが組織的な動きとなっている。 

背景には、文化や芸術の社会的ニーズが高まっていることのほかに、地方分権の流れがあ

り、文化政策にも大きな影響を与えている。具体的には、地域住民の民意を代表する、つま

りは選挙で選ばれた首長がリーダーシップを持って行う行政分野と、政治的な中立性を必

要とする行政委員会、すなわち教育委員会で所管する文化振興が、強力に連携するようにな

ってきた。逆に言えば、連携することが必要とされるようになってきたため、システムも変

わってきたものと言える。 

 

地方文化予算（自治体、分野別） 

文化庁地方文化行政状況調査各年の状況を図 4及び図 5に示す。 

特色は三つに要約できる。ひとつ目は総額であり、大きく変動している。ピークは 1990

年代後半で、約 1兆円に迫る勢いで予算が使われていたが、現在は 4000億円をやや超える

程度で、ピーク時に比べ、ほぼ半減した。二つ目には、文化芸術振興に充てる経費がはるか

に大きく、都道府県よりも市町村、基礎自治体が総額として多くの予算を使っていることが

わかる。三つ目には、文化財保護経費は、文化芸術振興経費に比べると、都道府県、市町村

においても非常に少なく、既述の通り、文化財保護は国が大きな予算手当てを行っていると

いう特色がみられる。 

文化財にかかる経費を除く、文化芸術予算の内訳をみると、文化施設経建設経費が大きく、

建築費の伸びが予算総額の伸びをもたらしたが、文化施設経費としては、施設建設が完了し

た後、維持費としてかかる金額も大きく、建設費と同等に必要であることがわかる。また

1990 年代以降は、ソフト事業予算が特徴的で、例えば、フェスティバル、人材育成などの

事業が、少ないながらも毎年一定水準で使われていることがわかる。 
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図４．地方文化予算 ※自治体、分野別 

出典：文化庁地方文化行政状況調査各年 

 

 

図５．地方文化芸術予算 ※目的別（文化財経費除く） 

出典：文化庁地方文化行政状況調査各年 

 

総括すると、文化芸術に対する公的支援の特徴として、国レベルでは、一般会計予算の 0.1

パーセントが文化に充当されている。このうち、文化財保護に直接充てられる金額は半分位
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であるが、国宝や重要文化財などを収集、保存、展示する独立行政法人の博物館などの施設

への基盤整備等を勘案すると、6割以上のお金が文化財保護関連であるといえる。一方、地

方自治体レベルでは、国に比べ、総額では遥かに大きな予算が芸術文化に使われ、主として、

文化施設、建設後はその維持費に使われていることが見て取れる。 

 

まちづくり・文化観光・クールジャパン 

まちづくり関係でも大きな動きがあり、観光に関しては、基本法改正も行われ、産業分野

ではコンテンツ法も導入されてきた。ここでは、観光と産業についてのデータを確認する。 

 

文化観光「まち・ひと・しごと創生総合戦略」 

生産性の高い活力にあふれた地域経済実現が、日本の国是となっている。日本は 1980年

代に円高となり、90年代以降、企業はグローバル化の波に乗って生産拠点を海外に展開し、

近年では成長著しいアジア、ヨーロッパ、アメリカなどの市場へのアクセスという観点から

も、生産拠点を移していったが、それによって、かつて生産拠点として重要だった地方の存

在意義が失われていく、という状況が出てくることになった。そこで、生産性を高めるとい

うこと、ローカルイノベーション、ローカルブランディング、ローカルサービスの生産向上

といった、地方における経済活性化が重要と考えられるようになり、様々な議論がなされる

ようになった。そのひとつが「観光」である。 

観光は、第二次大戦以降、国際的に見ても年率ほぼ 3％で伸びている成長産業である。日

本でもこの成長産業に力を入れることになり、2006年「観光立国推進基本法」を制定した。

国は国際競争力のある高い魅力がある観光地を形成すると記載されているが、観光政策に

おいても、文化観光が重要になってきたことがわかる。 

 

訪日外国人旅行者数グラフ 

訪日外国人旅行者及び日本人海外旅行者数の推移を図 6 に示す。日本人が海外に行くア

ウトバウンドに比べ、海外からの「インバウンド」、訪日外国人旅行者数が増加し、これが

大きな経済効果をもたらしているといわれている。国土交通省によると、その経済効果は

2015年時点で約 26兆円、GDPが 500兆円前後とすれば、大きなマーケットであることは

確かである。地方経済が裨益し、雇用が失われていく中で、観光による雇用誘発効果は 440

万人と推計されることから、400万人を超える人たちが何らかのかたちで観光産業に携わっ

て雇用を得ていると考えると、重要な分野であると考えるのは当然であろう。一方、訪日外

国人が旅行で落とすお金は全体の 10％前後強であることから、伸びしろのある分野である

と政府は見ている。 
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図６．訪日外国人旅行者及び日本人海外旅行者数の推移 

出典：観光庁、日本政府観光局 

 

産業 

 近年、コンテンツビジネスとして、劇場でも、新しい舞台を制作し、それを映像に記録し

たり、配信したり、或いは著作権ビジネスなど、さまざまな活動に乗り出しているところも

ある。文化と産業の関係については、これまでも多様な観点から議論されているが、ここで

は、クールジャパンとその重要な要素であるコンテンツ産業について確認する。図 7 にコ

ンテンツ業界規模の推移を示す。 
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図７．コンテンツ業界規模 

出典：デジタルコンテンツ白書各年 

注：d はデジタルを示す。 

 

クールジャパン 

 アニメやドラマ、音楽などのコンテンツ、衣食住など日本の文化やライフスタイルの魅力

を付加価値に変えようという考え方をいうとされ、具体的には、以下のような段階に分けて

考えられている。 

 

・日本の魅力を発信することで、日本ブームを海外で創出する 

・現地で、関連商品やサービス等を販売する 

・観光政策などと連携しつつ、日本に関心を持った外国人を日本に呼び込む 

 

この中で重要な産業のひとつとして、コンテンツ産業がある。デジタルコンテンツ白書に

よると、近年、コンテンツ産業の市場規模は約 12兆円強、GDPに占める比率は 2％をやや

超える程度である。経年変化を見ても、総額として伸びている感じではない。 

日本国内では、さらに人口退縮が予想され、特に、若い人たちが減っていく、少子高齢化

が進むということで、業界自体明るい将来が描きにくいのが実態である。 

国内市場の縮退に加え、コンテンツ産業振興にあたっては、いくつかの課題がある。一つ

には、価値創出部門への過小投資である。とりわけ、いわゆるクリエイター、芸術家が非常

に不安定な職業であるといったことが背景にある。さらに、政策的にも様々な規制、施策の
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遅れが指摘されている。 

 

文化政策の評価 

ここで、戦後の文化政策の大まかな評価を試みてみよう。 

 

■需要サイド 

文化芸術の観賞実態 

内閣府の世論調査データによると、1987 年時点では 4 人に 1 人が、直接、劇場や映画館、

ミュージアムに出掛けて文化芸術を鑑賞したという実態であったが、その 10年後にはそれ

がほぼ倍になっている。ここには、ミュージアムや劇場が地方に多く建設されたこともその

要因のひとつになるかと考えられる。その後、2003年、2009年、2016年のデータからは、

約 6 割程度の人々が文化芸術鑑賞を行っているとわかる。最も多いのが映画で、直近 1 年

間で、10 人のうち 3 人が映画館で映画鑑賞をしたことがある、という状況になっている。

音楽、美術をライブで鑑賞した比率はそれぞれ 25％程度である。様々な施策、制度的な手

当てによって、観賞実態が少しずつ良くなっている、多くの人が文化芸術を直接鑑賞する機

会が増えているといってもよいのではないだろうか。 

 

しかしながら、いくつかの課題がある。 

 

アクセス 

 文化へのアクセスは、ここ数十年でかなり改善されたと思われるが、地理的な状況による

格差、所得による格差が依然として存在する。平均値でみると観賞実態は良くなっていると

いえるが、格差があることは否めない。 
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●文化へのアクセスはここ数十年で若干改善 

●地理的状況による格差、所得による格差は依然として存在 

 

図８．芸術政策 アクセス（映画・演劇・文化施設等入場料世帯あたり月額） 

出典：全国消費実態調査各年 

映
画
・
演
劇
・
文
化
施
設
等
入
場
料
（
円
） 

 

 

図９．芸術政策 所得格差（映画・演劇・文化施設等入場料世帯あたり月額） 

出典：全国消費実態調査各年 
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■提供・供給サイド 

芸術家数の推移 

国勢調査データを元に作成したグラフを図 10に示す。90年代頃まで、芸術家総数は増加

している。21 世紀に入ってから、人口退縮もあり、伸びが止まったと見えるが、文化政策

としては人材育成を継続しており、そこに一定の効果はあったとってよい。 

芸術家の内訳をみると、パフォーマー、つまり、俳優、舞踏家、演芸家、音楽家といった

人々は微減、一方、デザイナーや写真家、画家などといったビジュアルアーツ系が増えてき

ている。特に、デザイナーの伸び率が高く、これは、やはり社会のニーズによるものではな

いかと思われる。 

 

 

芸能実演家実態調査、国民生活基礎調査 

 全世帯、実演家、舞台照明や技術、音響などの専門家の年収比較を図 11に示す。勤労世

帯の年間平均所得は 1,000万円未満に大きなボリュームがあり、2,000万円以上は比較的少

ない。一方、実演家については 200万円未満のいわゆる貧困世帯が非常に多く、400万円未

満も少なくないのだが、一方で 2,000万円以上という方々は全世帯や専門家に比べ多く、二

極化していることがはっきりわかる。したがって、実演家は、一般的に半数以上が経済的に

恵まれない一方で、ごく一部の人々が富と名声を得るという実態も見て取れる。これらを踏

まえながら、文化芸術の創造の促進、あるいは創造活動の支援の仕組みを考える必要がある

だろう。 

 

 

図 10．芸術家数の推移 

出典：国勢調査各年 
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図 11．実演家等の所得分布 

出典：実演家実態調査及び国民生活基礎調査から筆者作成 

 

総括 

 文化政策を進める中で特に指摘したいのは、公的な文化予算が非常に少ないということ

である。一方で、これを補う形で異なる利害や使命を持つ支援者、すなわち NPO や企業、

ボランティア等が登場してきているのは、将来に期待ができる点である。こういった支援を

いかに活動に結び付けていくかも重要なポイントと言える。また文化への認知や関心が非

常に高まっており、観光振興からの働き掛けも強くなってきている。また、実態はともかく、

コンテンツビジネスへの期待もある。産業の文化化、創造性、クリエイティビティなどへの

注目といったようなものも、強く感じられる状況になってきた。 

文化や芸術創造活動といった価値を創出する部門への投資がますます重要になってきて

おり、特に、人やもの、予算を集中的且つ選択的に、効果的に投入することによって新しい

価値を作って行くというのが文化政策の重要な役割になるのではないかと思われる。一方

で、つくられた価値が、誰にとってどのような価値が、役割があるのか、つまり、受益者が

誰かということ、そのためのコストを誰が負担するのか、という考え方も重要になってくる

だろう。さらに、価値創出部門への資源の投入、コスト負担をいかに効果的に行うのかとい

う仕組みが政策論的に求められ、関わる人々には戦略的マネジメントが重要になってくる

ものと思われる。 

  



16 

 

【参考 URL】 

■ 文化芸術振興基本法 (2001、改正 2017)  

https://docs.wixstatic.com/ugd/a96b29_1be2026c146048b7a6c7a5e8333cf78b.pdf 

※文化政策コースHP内、特別講座「9. 分野別政策：文化政策」のリンクより

（https://www.culture.grips.ac.jp/e-learning） 

 

■ 文化芸術基本法（2001、改正 2017） 

http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/shokan_horei/kihon/geijutsu_shinko/pdf/

kihonho_leaflet.pdf 

http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/shokan_horei/kihon/geijutsu_shinko/kiho

nho_kaisei.html 

http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/shokan_horei/kihon/geijutsu_shinko/pdf/

kihonho_jobun.pdf 

 

■ 行政機関が行う政策の評価に関する法律 (2001) 

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/houritu.htm 

 

■ 地方自治法改正（2003） 

第二百四十四条 

http://elaws.e-

gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000067&o

penerCode=1#1362 

http://www.soumu.go.jp/main_content/000451041.pdf 

 

■ 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律（2012） 

http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/shokan_horei/geijutsu_bunka/gekijo_ong

akudo/pdf/h24_gekijo_ongakudo_jobun.pdf 

https://docs.wixstatic.com/ugd/a96b29_1be2026c146048b7a6c7a5e8333cf78b.pdf
https://www.culture.grips.ac.jp/e-learning
http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/shokan_horei/kihon/geijutsu_shinko/pdf/kihonho_leaflet.pdf
http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/shokan_horei/kihon/geijutsu_shinko/pdf/kihonho_leaflet.pdf
http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/shokan_horei/kihon/geijutsu_shinko/kihonho_kaisei.html
http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/shokan_horei/kihon/geijutsu_shinko/kihonho_kaisei.html
http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/shokan_horei/kihon/geijutsu_shinko/pdf/kihonho_jobun.pdf
http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/shokan_horei/kihon/geijutsu_shinko/pdf/kihonho_jobun.pdf
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/houritu.htm
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000067&openerCode=1#1362
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000067&openerCode=1#1362
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000067&openerCode=1#1362
http://www.soumu.go.jp/main_content/000451041.pdf
http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/shokan_horei/geijutsu_bunka/gekijo_ongakudo/pdf/h24_gekijo_ongakudo_jobun.pdf
http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/shokan_horei/geijutsu_bunka/gekijo_ongakudo/pdf/h24_gekijo_ongakudo_jobun.pdf

