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鈴鹿市文化振興ビジョン策定委員会（第 1回） 会議録 

 

日  時  平成 23年 9月 29日（木） 13：30～15：55 

 

場  所  鈴鹿市役所 6階庁議室 

 

出席委員  10名（欠席者なし） 

      秋月 修二、一見 靖子、衣斐 弘行、大川 操、河原 徳子、中村 忠明 

      中村 好江、丹羽 勇、向井 なよ子、山田 康彦 

 

事 務 局  文化振興部長 幸田 至章 

文化課    参事兼文化課長 江藤 昭、副参事兼文化振興 GL 川北 信夫、 

副参事兼事業 GL 青井 和徳、副参事兼文化財 GL 芳田 厚 

文化振興 G副主幹 小﨑 智弘 

考古博物館  主管兼埋蔵文化財 GL 新田 剛 

 

傍 聴 者  1名 

 

事 項 書 １ 開会 

２ 委嘱書の交付 

３ 市長あいさつ 

４ 自己紹介 

５ 委員会運営要領 

６ 委員長の選任 

７ 議 事 

 (1) 会議の公開 

  ① 会議録公開について 

  ② 傍聴ルール（案）について 

 (2) 鈴鹿市文化振興ビジョン 

  ① ビジョン策定の趣旨説明 

  ② ビジョン骨子（案） 

  ③ 市民意識調査（案） 

  ④ 次回以降について 

８ その他 
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会議の内容 

 

■１ 開会 

 

（司会）皆さん、こんにちは。皆さんお揃いになりましたので、始めさせていただきます。私は文化

振興部文化課長の江藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日は、お忙しい中、お集ま

りいただき誠にありがとうございます。ただ今から、第 1回鈴鹿市文化振興ビジョン策定委員会を開

催させていただきます。本日は、大変申し訳ございませんが、市長のスケジュールの都合がございま

すので、開始早々ではございますが、まず、事項書 2番の委嘱書の交付から始めさせていただきたい

と思います。委嘱書がお手元にございますので、確認をお願いいたします。本来ですと、委員の皆様

方お一人おひとりに交付させていただくべきところではございますが、時間の関係もございますので、

本日は、代表の方お一人に交付させていただきたいと思います。ご了承をお願いいたします。それで

は、出席をいただきました皆様を代表いたしまして秋月様にお願いしたいと思います。前の方によろ

しくお願いいたします。 

 

■２ 委嘱書の交付 

《末松市長より秋月委員に委嘱書を交付》 

 どうぞ、よろしくお願いいたします。それでは市長からご挨拶を申し上げます。 

 

■３ 市長あいさつ 

 

（末松市長）あらためまして、皆様こんにちは。鈴鹿市長の末松則子でございます。5 月 1 日より市

長に就任をさせていただきまして、約 5カ月が過ぎたところでございます。皆様方には日頃から鈴鹿

市政各般にわたりましてご尽力・ご協力を賜っておりますこと、あらためて御礼と感謝を申し上げる

ところでございます。先ほど課長が申し上げましたとおり、本日は、第 1回鈴鹿市文化振興ビジョン

策定委員会の開催をさせていただきました。皆様方には、ご多忙のところ、ご出席をいただきまして、

誠にありがとうございます。委員の皆様におかれましては、策定委委員を快くお引き受けいただきま

して、重ねて御礼を申し上げるところでございますが、平成 16 年に文化振興ビジョンを策定という

ことで、7年ぶりの改訂になろうかと思います。今回、この後 10年間を見据えた形の中で文化振興ビ

ジョンを策定をいただくということでございますので、どうぞまた色々なところからご意見をいただ

きながら素晴らしい文化振興ビジョンになろうかと期待をさせていただいているところでございます

ので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 鈴鹿市では、文化の持つ力に着目をして、元気で魅力あふれるまちづくりと、全国へ鈴鹿の元気を

発信をしてまいりたいと、そのように考えておりまして、鈴鹿市らしい文化・芸術の発展が大変重要

な施策の一つとなっております。皆様もご存じのように、この鈴鹿市には、神戸の石取祭りや或いは

箕田の虫おくりなど、昔から地域で楽しまれ親しまれ伝承されてきたお祭りや行事などをはじめ、伊

勢国分寺跡などの史跡、伊勢型紙や鈴鹿墨に代表される優れた伝統工芸など、大変多くの文化財がご

ざいます。また、大黒屋光大夫や佐佐木信綱、斎藤緑雨など素晴らしい偉人も輩出をしているところ
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でございます。現在におきましても多くの市民の皆様が様々なジャンルの文化・芸術活動を市内各所

で熱心に行われております。本市といたしましては、この過去と現在の文化を支援をすることで、市

民の皆様のこころの満足が得られるようなまちづくりを進めることが大切であると考えているところ

でございます。大変長引く景気低迷の中、財政状況は決して良くない状況ではございますが、鈴鹿市

の元気力を文化・芸術の振興を通じて高めていく、そういった意味でも今回の文化振興ビジョンの策

定は、大変大きな意味を持つものでございます。本日は、皆様の貴重なお時間をこの委員会に費やし

ていただくことになりますけれども、どうぞ、ご見識やご経験を通じて忌憚のないご意見をいただき

ますようにお願いを申し上げまして、冒頭の私からのご挨拶とさせていただきたいと思います。どう

ぞよろしくお願いを申し上げます。ありがとうございました。 

 

（司会）どうもありがとうございました。市長はこの後公務がございますので、ここで退席をさせて

いただきます。また、向井委員につきましても急なお仕事が入られましたので、ここでご退席をされ

ますので、ご了承をお願いいたします。 

《末松市長、向井委員退席》 

（司会）向井委員におかれましては、お仕事が終わりましたら、こちらにお戻りいただけるとのこと

でございますので、ご了承をお願いいたします。 

 それでは、お手元の事項書に従いまして会議を進めさせていただきます。事項書 6番に委員長の選

任とございますが、僭越ではございますが、委員長が選任されるまで、今しばらく事務局の方で進行

を務めさせていただきますのでよろしくお願いします。なお、勝手ではございますが会議の時間につ

きましては 2時間程度を予定しておりますので、スムーズな議事進行にご協力をお願いいたします。

それでは座って進行を進めさせていただきます。 

 まず、資料の確認をお願いしたいと存じます。今回の策定委員会の開催に先立って、皆様には事項

書、資料 1 の「資料一覧表」から資料 9 の「傍聴ルール（案）」につきまして、事前に送付させてい

ただきましたが、ご持参いただけましたでしょうか。お持ちでない方は、教えていただければ事務局

で用意しております。 

それでは、資料 2の「鈴鹿市文化振興ビジョン策定委員会委員名簿」をご覧ください。あいうえお

順でご紹介させていただいております。この 10 名の皆様でこれから会議を進めていただくことにな

りますのでよろしくお願いいたします。 

さて、会議を進めさせていただく前に、本市では、鈴鹿市情報公開条例第 37 条及び鈴鹿市審議会

等の設置及び見直しに関する要綱で、会議は原則公開するということが謳われております。会議の公

開と申しますと、大きく分けまして議事録や資料に関する会議の記録の公開と、今、現在開催させて

いただいております、この策定委員会の場を公開する、いわゆる傍聴による公開といった 2つの会議

の公開について、委員の皆様にお諮りを申し上げます。まず、会議の記録につきましては、発言の内

容や資料について、今後ホームページ等で公開をさせていただこうと考えておりますので、本日の会

議について事務局による写真撮影、録音によるご発言の記録作業等について予めご了解いただきたい

と思います。また会議資料につきましても、鈴鹿市情報公開条例及び鈴鹿市条項公開条例施行規則に

基づきましてホームページで公開をさせていただきたいと思います。会議録の公開にあたっては、氏

名を公開するかどうか等の詳細な部分につきましては、議事の中であらためてご審議をいただきたい



 

4 
 

と考えております。また、策定委員会会場での傍聴に関しては、今回の策定委員会の開催日時と開催

場所を事前にホームページでご案内をさせていただいております。今後、2 回目以降の策定委員会の

開催日時等についてもホームページなどで案内をさせていただくことも考えておりますので、傍聴の

希望者があった場合は、原則公開をさせていただきたいと思います。ルールにつきましては、後ほど

提案をさせていただきます。傍聴ルール（案）を叩き台に議事の中でご検討をお願いしたいと思いま

す。まずは、この会議の公開につきまして、原則公開ということでご了解をいただきたいと思います

が、よろしいでしょうか。 

《会議の公開について委員了解》 

 それでは、ご了解をいただいたということで、傍聴人の方がお見えになっておりますので、入って

いただきますのでよろしくお願いいたします。 

《傍聴人（1名）入室》 

 続きまして、事項書 4「自己紹介」に移らせていただきます。向井委員はご欠席されて見えますが、

委員の皆様より委員としての抱負などを込めて自己紹介をお願いたします。まず秋月修二委員から順

に自己紹介をお願いいたします。 

 

■４ 自己紹介 

 

（秋月委員）今、ご紹介のありました、ケーブルネット鈴鹿の秋月と申します。先ほど予想しており

ませんで、皆さんを差しおきまして、代表して委嘱をお受けしたのですが、大変恐縮しております。

私は今現在、市民の皆様に大変可愛がっていただいておりますＣＡＴＶの経営に携わっておりまして、

2009年の 6月に赴任いたしまして早や 2年と少しになります。 

鈴鹿市の文化にいつも何か触れているのかなと、私どもの映像を通しまして市の皆様方、或いは市

民の皆様方の色んな日常的な営みの中で、文化に直結した色んな事柄に対しまして、テレビや映像を

通しまして色んな意味で関わらせていただいているという状況でございます。自分自身は非常に思い

の深い人間でありまして、あまり見識もありませんが、鈴鹿人になりたいという思いは人一倍持って

いると思っています。たくさんの鈴鹿市の文化資産をこの 2年間紹介してきたのですが、非常に全国

にもまれな、本当に素晴らしい文化遺産がある鈴鹿市でありまして、そういったものを紹介のみなら

ず、私自身は今後の将来に向けての新しい文化の創造ですね、今、鈴鹿市にいらっしゃるお子様方や

若い方による将来の文化の創造が非常に重要ではないかと思っております。昨今、色んな大きな問題、

3.11もそうなんですが、少子高齢化の問題であるとか、或いは超円高の問題であるとか、色んな事柄

が鈴鹿の色んな産業に大きな影響を与えております。鈴鹿市の私が一番好きな言葉の中に『すこやか

にずっと笑顔で輝く』というのがあります。将来もかくありたいということで、そのために何ができ

るかということを私自身が色々考えて、策定委員会の皆さんと何かお手伝いができたらいいなと思っ

ています。自己紹介になっておりませんが、よろしくお願いします。 

 

（司会）ありがとうございました。次に一見委員お願いします。 
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（一見委員）一見靖子と申します。市民公募委員という形でここに参加させていただきました。私自

身は桜島小学校を最後にずっと教員生活を送ってまいりまして、もう退職して何年かになっておりま

す。現在は人権擁護委員として法務局の傘下で働かせていただいております。子どもたちとずっと永

く触れあってきた中で、子どもの中の文化というものについて、自分としては関心を持って見ており

ます。何とかしなくちゃいけないんじゃないかなという面もたくさん目にしておりますが、こういう

ところへ出させていただいて自分として何ができるかわかりませんけれども、自分の勉強の機会でも

あるということで参加させていただくことになりました。つたない者ですけれども、どうかよろしく

お願いいたします。 

 

（衣斐委員）衣斐弘行と申します。役職はそこに書いてありますとおりでございます。先日、10日ほ

ど前に 8日間、被災地のほうに少しお手伝いに行かせてもらいました。石巻、塩釜、気仙沼のあたり

の仮設住宅を回らせていただいたときに、経済面での援助とは別に文化としての心の支えをボランテ

ィアの方々がやっておられるのを見て、被災地の方々も元気をいただく、またこちらも元気をいただ

くという体験をしてまいりました。先ほど、鈴鹿のビジョン、未来については秋月委員さんのおっし

ゃられるとおりなんですけれども、私たちが普段忘れているものを被災地に行ってみて初めて文化っ

てこういうもんやったなって、トランペッターも来ておられました。随分皆さん盛り上がってやって

おられる光景を見て、文化っていうのはやっぱり銭金ではないところで動くという力強さみたいなも

のをつくづく感じてまいりました。そういうことを考えながら、メンバーで色んな意見が出せればと

思っております。 

 

（大川委員）こんにちは。三重県埋蔵文化財センターからまいりました大川 操と申します。私、日

頃、遺跡の発掘に携わっている者で、こうした場に私がいるのが非常に場違いのような気がいたしま

す。また、日頃、他の委員の皆様のように鈴鹿市の中で深く活動されている方と生活圏も違っており

ますので、この委員をお引き受けするにあたって非常に不安でもあります。またそのあたりは他の委

員の皆様に助けていただいて、何かお役に立つことがあればと思って今日は参りました。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 

（河原委員）河原徳子です。役職は、近代日本文学研究家ということで、非常にとりとめもない役職

ですが、前年度からずっと源氏物語をやらせていただいたり、この間は、中村事務局長いらっしゃい

ますけれども、平家物語をパラミタでやらせていただいたりということで、近代をとって日本文学研

究家にしようかなと思っているところです。鈴鹿市に関しましては、資料の名簿に書いてあるとおり

ですが、鈴鹿市文芸賞の選考委員をずっとやらせていただいておりまして、また文芸学科という市民

大学で講師をさせていただいています。そして、去年は、大黒屋光太夫記念館の開館 5周年記念イベ

ントで、バラライカの楽器演奏と一緒に大黒屋光大夫の朗読と解説をさせていただきました。このよ

うに鈴鹿の方々と一緒に接点を持ってやってきましたが、これまでは主に県の生涯学習センターや図

書館での企画立案といった仕事や、ボランティアで文化行事を企画したりする仕事を行っておりまし

たので、鈴鹿を避けているかのようなことを、知人の職員の方から言われたこともありますが、今回、

文化振興ビジョン策定委員というお話しをいただいて、これからは鈴鹿市のために自分の能力を活か

し、何かお力になるようなことがあればと思うようになりました。足を引っ張らないように一生懸命
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考えますのでよろしくお願い申し上げます。 

 

（中村（忠）委員）中村忠明と申します。岡田文化財団で事務局長をしておりまして、前歴はイオン

のＯＢでございます。約 40年ほど流通業界一筋で、今は全く別の世界を担当しておりますけれども、

約 10年、岡田文化財団の助成事業を主に担当してまいりました。この 10年間、三重県全域の文化・

芸術の分野に対して様々な助成を行わせていただいておりますが、何しろ、昨今、公募でございます

ので、大変多くの助成の申し込みをいただいております。2011 年度は、現在、始まっておりますが、

約 240件の応募がございまして、採用させていただいたのが 140件、そうしますと 100件の方にお断

りをしたわけですね。そうしますと、今まで何回も岡田からお金をいただいたのにどうして今年はい

ただけないのかという苦情が殺到しまして、来年度は公募方式を改めましょうと、まあ、同じことを

長く続けておりますと色々弊害も出てまいりますので、少し内容を変えてみたいと。ちなみに鈴鹿市

さんの関係ですと 140件の採用助成のうち、今年 2011年は 12件ございました。これは音楽もござい

ますし美術もございます。大黒屋光大夫記念館や考古博物館もですね。様々な分野に助成をさせてい

ただいております。全県的に見ますと大変ご熱心で活発で、しかも事業内容そのものが市民の方々が

積極的に参加されて何かやろうという、そういう思いが一番に強いのが鈴鹿市でございます。お世辞

は全くございません。もう 1つは、今、美術館のパラミタミュージアムを運営しております。これは

公的な美術館ではございません。私立でございますので、好きなように皆が見たい、楽しみたいとい

うものを乱発しておりまして、少し質が悪いと、最近は芸能人ばかりの展覧会をしているというお声

もございましたが、ジュディオングにしろ片岡鶴太郎にしろ、やはり一般の人はそれが見たいという

思いで、もう昨年の入館者数ははるかに超えましたし、三重県立美術館の入館者も相手にしないほど

の、やはり人気のバロメータは数字でございますので。何しろ私は現場で毎年、各地域で文化活動或

いは芸術文化を熱心にやっておられる皆さん達と直に接しておりまして、県下でどういうことをやっ

ているか或いはどういうことを皆さんが考えているか、そんな実務の第一線にいる関係で何かお役に

立てればということでお引き受けをいたしました。精一杯やらせていただきたいと思います。よろし

くお願いします。 

 

（中村（好）委員）私、トランペットの中村好江と申します。よろしくお願いいたします。今、役職

としては、鈴鹿市のときめきカルチャー大使ということで鈴鹿をＰＲする役目をいただいております。

あと、夢工房という形で、今、6年目なんですが、小学校のほうに色んな技術の方がいらっしゃって、

私はトランペッターということで職業で未来に対して悩んでいることがあったりする中で、どういう

ビジョンを持ってトランペッターとして歩んでいますというお話をさせていただいています。私、普

段は演奏家として活動させていただいているのですが、先日も、こちらにチラシを置いていただいて

ますが、鈴鹿ＪＡＺＺのほうで鈴鹿地元出身者のジャズミュージシャンが集結するといった催しを文

化振興事業団の主催で行っていただいたんですけども、予想していた以上にすごく反響がありまして、

未だに是非、鈴鹿の夏のイベントにしてほしいというぐらい完売以上で、お帰りいただいてしまった

方もたくさんいらっしゃったんですけども、このポスターを作るにあたっても、普段、小学生の皆さ

んとも講演のほうでお会いさせていただくことが多いので、音楽で境界線を越えるということをすご

く普段から実感しているんですけども、鈴鹿の地元が活性化することのお役に立てればうれしいと思

っておりまして、その子たちのパワーを何とかと思いまして、このポスターを子どもさんたちの春休
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みの宿題にして、それぞれ文字を書いていただいて、鈴鹿ＪＡＺＺのポスターを作らせていただいた

んですけども、これが意外にとても好評価というか、綺麗に作っていただいているチラシもたくさん

あるんですが、子どもたちがパワーあふれる、鈴鹿の子たちがという形で、一緒に音楽がそういった

形でポスターを作ったりとか、まちの中を明るく、みんなで一緒につくっているビジョンというのは

すごく素敵だなとあらためて思いました。私は音楽的なところからという形があるんですけど、個人

的には森の間伐ですとか、そういったところで音楽もさせていただいておりまして、鈴鹿もたくさん

緑があるので、そういった間伐のほうですとか、子どもたちが製品を見たときに、どこから生まれて

いるものなのかということを音楽から入っていただいてもいいですし、そういった活動も素敵だなと

思って。そういったことが身近になれるというか、鈴鹿ならではの文化のアートが周りにあるだけで

感覚が想像豊かになっていくんじゃないかっていうふうに思ったりしています。私なりの世代という

か目線で、音楽的な関わりでお役に立てるようになれたらと思っています、よろしくお願いいたしま

す。 

（丹羽委員）三重ＦＭ放送の丹羽と申します。文化振興ビジョンということなんですが、私個人的に

文化というのは人の営み全てだと思っています。それが、過去、現在、未来と繋がり、埋もれている

ようなものがあれば、それを発掘し、引き継ぎ、育てていくものだと思っています。色んな分野の文

化があるんでしょうけれども、全て網羅することはできないかもしれませんが、私は私なりに、今、

放送の世界、秋月さんと違って音声の世界ですけれども、そういうところに身を置いていて、その方

面からもお役に立てることがあればと思っています。いずれにしても微力ですけれども、皆さんの後

を追いながら一緒に考えていきたいと思っています。よろしくお願いします。 

 

（山田委員）山田康彦と申します。よろしくお願いいたします。三重大学の教育学部におります。専

門は美術教育ということで、美術教育なので、色々な美術関係といいましょうか、文化関係のことと、

教育関係のことと、両方の仕事をさせていただいております。今回、この委員にしていただいたのも、

県のほうでも文化振興と教育改革の両方に関わっておりまして、その他、津市でもそのような仕事を、

何か二股をかけた仕事をさせていただいています。よく専門の関係で芸術や文化によるまちづくりと

いうことについても大変関心を持っていて、この 3週間ぐらい前にも新潟県に学生を連れて、妻有と

いう新潟県の地方なんですけど、そこで芸術を通した、美術を通したまちづくりといいましょうか、

まちの活性化の取り組みをしているので、そんな所を見に行ったり、来月は、今度は瀬戸内海に行こ

うみたいなことをやっております。そんな中で、率直にいうと地域の人が元気になるために文化がと

ても大事だなと思っています。だけど、文化の取り組み方といいましょうか、質によって元気になっ

たり表面だけだったり、色んな事があるなと思っています。そんなことも考えながら振興ビジョンの

議論に参加させていただきたいと思っています。よろしくお願いいたします。 

 

（司会）どうもありがとうございました。中座されました向井なよ子委員につきましては、鈴鹿商工

会議所女性部会長ということで、企業とか事業所の関係からご意見をいただけるのではないかと私ど

も思っております。続きまして、事務局より自己紹介をさせいていただきます。まず、文化振興部長

から。 

 

（幸田部長）文化振興部長の幸田でございます。本日から 2年間にわたりまして各方面でご活躍の皆
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様に、当市の文化振興ビジョンについて、ご審議をお願いいたします。今回のビジョンは、委員の皆

様を始めといたしまして、市民アンケート調査、市民、関係団体の皆様のご意見をいただきながら策

定をしてまいります。当市の第 5 次総合計画は、平成 27 年度までの計画でございますので、今後、

予定されております第 6次総合計画も前提に策定してまいりたいと存じます。子どもたちへの文化の

楽しさをどう伝えていくか、或いは文化を支える人材育成、文化のノウハウ・技術をどう伝えるかと

いうことなども含めまして、広い範囲の中で検討してまいりたいと存じます。委員の皆様には、日頃

から感じてお見えの鈴鹿市の文化振興につきまして、忌憚のないご意見を賜りますように、よろしく

お願い申し上げます。 

 

（青井ＧＬ）鈴鹿市文化振興事業団事務局長及び鈴鹿市文化課の青井と申します。文化振興事業団に

つきましては、今後、皆様の意見の中で、色んな方向性などのご意見をいただくと思いますのでどう

ぞよろしくお願いいたします。 

 

（新田ＧＬ）鈴鹿市考古博物館で埋蔵文化財を担当しております新田と申します。本来ですと館長の

東口がご挨拶申し上げるところですが、今日は所要にて欠席をさせていただいております。よろしく

お願いいたします。 

 

（川北ＧＬ）文化振興部文化課文化振興グループリーダーの川北と申します。皆様、今日はお忙しい

中、お集まりいただきましてありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

 

（芳田ＧＬ）文化課文化財グループリーダーの芳田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（小崎）文化課文化振興グループの小﨑智弘と申します。今後、2 年間にわたりまして事務局をさせ

ていただきます。長期となりますが、今後ともよろしくお願いいたします。 

 

（江藤課長）冒頭にも紹介をさせていただきましたが、進行役をさせていただいております文化課の

江藤でございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、次に事項書 5 番の運営委員会要領につきまして、事務局から説明させていただきます。 

 

■５ 委員会運営要領 

 

（事務局）資料 3「鈴鹿市市民委員会規則（抜粋）」、それと資料 4「鈴鹿市文化振興ビジョン策定委

員会運営要領（案）」がご説明の資料になります。座って失礼いたします。まず、資料 3の「鈴鹿市市

民委員会規則」をご覧ください。規則の裏面に別表がございます。委員会の組織について、委員の構

成や任期などが定められております。資料の表に戻っていただきまして、第 4条で委員長の選任につ

いては、委員の皆様の互選によって定めるということになっております。委員長は会議を総理し、委

員会を代表するとあります。また、第 4条第 3項に職務代理については、委員長があらかじめ指名す

るということが定められています。職務代理については、後ほど、委員長の選任ののちご指名いただ

きたいと思います。 
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続きまして委員会の会議の運営につきましては、資料 4「文化振興ビジョン策定委員会運営要領」

をご覧ください。第 2条に委員長が委員会の会議を招集し議長となることが定められています。また、

委員会は過半数の出席をもって成立すること、議事についても過半数の出席の中、多数決で決めるこ

とが謳われております。第 4条では、委員会の運営について、今後新しく追加や変更する事項などが

ございましたら、委員会の中で諮っていただくことになりますので、よろしくお願いいたします。以

上、事項書 5の委員会の運営要領についてご説明をさせていただきました。 

 

■６ 委員長の選任 

 

（司会）続きまして、事項書 6の委員長の選任に移らせていただきます。先ほど説明させていただき

ました鈴鹿市市民委員会規則第 4条第 1項により、委員長は委員の互選によりこれを定めるとなって

おります。また、同規則第 4条第 3項により、委員長に事故があるときはあらかじめその指名する委

員がその職務を代理するとあります。委員長の職務代理者につきましては、選任された委員長のほう

からご指名をいただきますようお願いいたします。本日は第 1回目ということで、初めてお集まりい

ただいた中から委員長の選任というのは難しいとは存じますが、ご意見がございましたらよろしくお

願いいたします。いかがでしょうか。 

 

（委員）事務局に一任ということでどうでしょうか。 

 

（司会）ありがとうございます。それでは事務局からの案をお願いします。 

 

（事務局）委員長には、三重大学教育学部山田先生にお願いしたいと考えております。山田先生は、

三重県文化審議会委員として平成 20 年 3 月、三重の文化振興方針の策定に携わられてみえます。ま

た、現在、三重県教育改革推進会議の会長を務められております。事務局といたしましては、最適任

者ではないかと考えております。皆様、いかがでしょうか。 

《委員から異議なしの声・拍手あり》 

（司会）ありがとうございます。異議なしの声をいただきましたので、委員長には三重大学教育学部

教授の山田康彦さんにお願いしたいと思います。山田委員、よろしくお願いいたします。それではこ

こで委員長に一言ご挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

（委員長）今、選任していただきました山田です。よろしくお願いいたします。先ほど皆さんの自己

紹介の中でも鈴鹿の事が色々とお話がございました。私も鈴鹿市はとても魅力のあるまちだと思って

います。一方では、今日の新聞や報道でＦ１の車が中部国際空港に届いて、これから鈴鹿サーキット

のほうに運ばれるというようなニュースが出ています。このように今、大変現代的な形で鈴鹿が注目

されています。他方で、先ほどからのお話のように、鈴鹿は大変歴史の深い市でもあると思います。

美術でも伊勢型紙などは本当に全国的に重要なもの、型染めなどに求められていますし、そういう文

化を持ってきた鈴鹿です。そういう非常に魅力的な鈴鹿市の文化振興ビジョンを策定するということ

で、しかも 10 年に亘っての見通しをもって策定するということで、大変重たい仕事で、委員の皆様
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のご協力をいただいて何とか責任ある仕事を皆さんと一緒にやっていきたいと思っております。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 

（司会）ありがとうございました。委員長にはもう 1つお願いがございます。先ほど事務局のほうか

ら説明させていただいておりますが、職務代理者につきましては委員長があらかじめ指名するという

ことになっておりますので、職務代理者の指名をお願いいたします。 

 

（委員長）職務代理の方については、名簿の役職にもありますように鈴鹿市芸術文化協会の副会長を

されていて、特に文学部門の部長で、文学関係の執筆や各地での講演活動などで大変ご活躍されてお

り、さらに文化財調査会の会長もされているということで、本当に文化について造詣が深い方でいら

っしゃいます衣斐弘行委員さんに職務代理をお願いしたいと思います。どうぞご了解いただきたいと

思います。 

 

（司会）それでは、職務代理者になられました衣斐委員から一言ご挨拶をいただきたいと思います。

よろしくお願いたします。 

 

（衣斐委員）ご指名をいただきまして、職務代理ということで、委員長や皆様方からの色んな意見を

まとめていけたらと思います。1 つ思い出したんですけれども、何年か前に桂 三枝という方にお会

いしましたら、私が鈴鹿と言いましたら、『鈴鹿はささっての文化やな』と私に言われたことがあるん

です。どうも、「あした」、「あさって」、「ささって」と鈴鹿は言う、この「ささって」というのはどう

も鈴鹿だけみたいですね。それが果たして褒め言葉かどうなのかは、これからの審議の中で検討して

いきたいと思います。 

 

（司会）どうもありがとうございました。それではここで進行役を降ろさせていただきます。不慣れ

な進行で大変不手際もあったかと思いますが、お許しをいただきまして山田委員長にバトンをタッチ

させていただきます。山田委員長、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（委員長）それでは、本日の議事につきまして、策定委員会の運営をこれからさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。それでは、事項書に従いまして、7 からの議事がこれからのこと

になってございます。最初に、議事の公開が議題になっております。会議の記録の公開というのは、

先ほど事務局のほうからも、議事録を公開するということと、この委員会会場を傍聴という形で公開

させていただくという 2つの意味で会議の公開ということがあると説明があったと思います。そこで

まず、最初の会議録や資料について、ホームページなどで公開されることになると思いますが、会議

録の公開の仕方について、発言者の名前を明らかにするかどうか、それから、それをどのような方法

にするかということについて、この会議の席で確認をしていただければと思います。そのことについ

て、事務局の方から考え方のご説明をお願いします。 

 

■７ 議 事 

 (1) 会議の公開 
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  ① 会議録公開について 

 

（事務局）事務局といたしまして、会議録につきましては、先ほどおっしゃっていただきましたよう

にホームページで公開させていただきたいと考えております。公開方法につきましては、会議録の内

容は、要点筆記ではなく、皆様の意見を損なうことのないよう、できるだけ全文筆記で掲載させてい

ただきたいと考えております。会議録につきましては、事前に委員の皆様方に内容をご確認いただい

たうえで公開させていただきたいと考えております。また、発言者の氏名を明らかにするかどうかと

いうことにつきましては、例えば、Ａ委員、Ｂ委員という形で名前を伏せるかどうかについて、皆様

のご意見をいただきたいと思います。ちなみに市の会議の公開の場合、2 種類ございまして、名前を

公開している会議と名前を伏せてみえる会議とがございます。全体的に多いのは、名前を伏せてＡ委

員、Ｂ委員とする会議録のほうが半分以上を占めていると思われます。名前を伏せる場合につきまし

ても、例えば自己紹介の部分だけ名前を表記して、議論に入ってからの発言部分については名前を伏

せるという方法が採られていることが多いです。以上が、事務局の考えでございます。 

 

（委員長）どうもありがとうございました。ということで、会議につきましては、要点ではなく、ご

発言など全文を記録してホームページなどで公開するということで、よくあるやり方です。それはご

了解ただきたいと思いますが、名前の掲載方法については、皆様からご意見をいただきたいと思いま

す。市の方でも 2つのやり方があるというご説明でした。公開する時に名前も一緒に載せる場合には、

当然、責任を持った発言ということがより明確な形になります。しかしもう一方で、ある意味名前を

載せた場合には、言いたいことが言いにくい部分も出てきます。ですから、名前を載せないほうがよ

り活発な意見ができるということも考えられます。そのへんは委員会の判断ということですので、何

かご意見がございましたらお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

（委員）私の個人的な意見ではありますが、ビジョン策定委員会の中で、どの委員がどんなことを言

ったかということが問題ではなくて、この委員会でどんな議論が行われたかということが大事だと思

いますので、今、委員長がおっしゃいましたように、活発な議論が必要だと思っておりますので、Ａ

委員、Ｂ委員というような形で実名を控えた方がよろしいのではないかと思います。 

 

（委員長）どうもありがとうございます。他のご意見いかがでしょうか。 

 

（委員）毎回、出席委員の名前は出るわけですね。冒頭で。例えばホームページなどでも。 

 

（委員長）それはどうですか。参加委員の名前は出るわけですね。 

 

（事務局）はい。 

 

■７ 議 事 

 (1) 会議の公開 

  ② 傍聴ルール（案）について 
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（委員長）他にご質問やご意見はございませんか。そうしましたら、意見はお 1つでしたけれども、

委員のご提案に皆様うなずかれているということもありますし、私自身も中身が一番大事だと思いま

すので、突っ込んだ活発な議論をしていただければと思いますので、発言者の氏名、個人名は載せな

いという形で掲載するという形にしたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。はい。それでは

そういうことでよろしくお願いいたします。 

 次に 2 番目の傍聴ルール（案）についてです。こちらも会議を開く前に、最初に皆さんで合意をして

おく必要があるということですので、事務局のほうからご説明をお願いいたします。 

 

（事務局）傍聴ルールについて説明をさせていただきます。お手元の資料 9「鈴鹿市文化振興ビジョ

ン策定委員会傍聴ルール（案）」をご確認願います。傍聴人の方にも同じ資料をお渡しさせていただい

ております。また、第 2回策定委員会以降では、傍聴ルール（案）を、ご審議いただいた内容を修正

させていただいたものを配布させていただく予定をしております。この傍聴ルールにつきましては、

私ども文化課に鈴鹿市文化財調査会傍聴要綱がございまして、それを参考に案を作成させていただき

ました。委員会でご意見などをいただければ随時内容に反映をさせていただきたいと思います。 

それでは傍聴ルールの内容につきまして説明をさせていただきます。1 番目と 2 番目に傍聴の手続

きについて、傍聴人の定数は先着順に 5 名、会議開始の 10 分前までに氏名と住所を記入していただ

き受付をしていただくということで、もし、定員を超えた場合は、抽選によって決定させていただく

ということを謳わせていただいております。3 番目につきましては、傍聴席に入ることができない方

については、4 項目挙げさせていただいております。銃器や危険なものが書いてございます。4 番目

は、傍聴人の守るべき事項について定めさせていただいております。5 番目につきましては、傍聴人

の退室についての取り決めを謳わせていただいております。6 番目では、その他必要な事項が生じた

場合には、委員長の定めるものとして傍聴人はそれに従っていただくということを謳わせていただい

ております。 

以上、傍聴ルールにつきまして説明をさせていただきました。 

 

（委員長）どうもありがとうございます。今、説明がございましたけれども、何か傍聴ルールについ

てご質問やご意見はございますでしょうか。よろしくお願いいたします。 

《委員からの意見・質問等はなし》 

（委員長）1 つだけ確認しておきたいのは、傍聴と記者の取材は別だということです。よく記者の方

は写真を撮ったりしますよね。傍聴の場合は写真やビデオはできませんということなんですけど、マ

スコミ取材といいましょうか、記者の場合は別扱いということですので、ご理解いただきたいと思い

ます。それでは、この（案）を取りまして傍聴ルールというふうにさせていただきまして、それに従

って会議を進行させていただきます。 

それでは、ここまでで大体前置きの部分が終わりまして、2 番目に鈴鹿市文化振興ビジョンの議事

に入りたいと思います。文化振興ビジョンの策定に関わって、今後、趣旨説明、骨子（案）、市民意識

調査などについて進んでいくわけですけれども、まず、最初の趣旨説明について資料 5についての説

明を事務局からよろしくお願いします。 
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■７ 議 事 

 (2) 鈴鹿市文化振興ビジョン 

  ① ビジョン策定の趣旨説明 

 

（事務局）資料 5「鈴鹿市文化振興ビジョンの策定について」をご覧ください。この資料につきまし

ては、委員の皆様に就任をお願いしました際にもお渡しをさせていただいております。今回説明にあ

たりまして、若干の補足をして説明させていただきたいと思います。文化振興ビジョンの策定につき

まして、平成 16 年 3 月に第 1 次と申しますか、旧の鈴鹿市文化振興ビジョンが策定されておりまし

て、策定から 7年が経過して、それ以降、社会の少子高齢化の進行や、今日ではスマートフォンなど

に代表される急速な情報化社会が進展したり、長引く景気の低迷の中で、今年 3月には東日本大震災

が発生し、その中で、地域コミュニティや人間らしい生き方が見直されるなど、文化を取り巻く環境

が大きく変化をしており、以前にも増して地域社会の活性化や潤いのために文化の役割が注目されて

いると考え、今回、新しくビジョンを策定するものでございます。今回の策定にあたりましては、旧

ビジョンで取り組んでまいりました文化・芸術施策の検証も踏まえまして、市民の皆さんにとって分

かりやすい内容、そして、私たち文化振興の担当職員にとっても仕事をするうえで、拠り所となるよ

うなビジョンを策定していただければと思っております。 

2番に移りまして、ビジョンの位置付けでございますが、旧ビジョンの策定以降、国や県では文化・

芸術の振興についての取り組みが展開し、鈴鹿市では、平成 18年度から「みんなで築く夢プラン 第

5 次鈴鹿市総合計画」がスタートしました。なお、文化振興ビジョンの策定にあたりましては、この

総合計画やそれに基づく各部門別計画との整合性を図ることも必要になると考えております。 

続きまして、3 番のビジョンの期間につきましては、ある程度長期的な期間が必要と考えまして、

期間を 10 年間として提案させていただきます。また、期間内におきまして、文化を取巻く社会環境

の大きな変化や市民のニーズへ対応するため、適宜、見直しが必要と考えております。 

4 番の策定作業です。後ほど、ご審議をしていただきますが、ビジョン策定にあたりまして市民意

識調査を 11月から 12月にかけて予定しております。これから新ビジョンの素案を作成する予定とな

っております。作業を進めていく中で、市の政策決定機関である政策幹部会議へも報告や調整を行い

ながら、この委員会の場で素案のご検討、ご承認をいただきたいと考えております。 

5 番につきましては、策定委員会の組織の表でございます。先ほど、規則のところで確認していた

だきましたものでございます。甚だ簡単ではございますが、ビジョン策定の趣旨につきまして説明を

させていただきました。皆様、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

（委員長）どうもありがとうございました。まずは趣旨ということで、資料 5を使って説明していた

だきました。皆様、鈴鹿の文化振興についてお考えがあると思いますが、それについては、骨子のと

ころまで説明いただいたこころで、どんな内容で鈴鹿市の文化振興ビジョンを作っていくべきなのか

というご意見をいただこうと思っています。ですから、趣旨のところは、全体の趣旨はこうだという

ところをご確認いただければと思いますが、何かこれについてお気づきの点はございますでしょうか。 

 

（委員）質問なんですが、策定委員会の委員としての任期、そして 3番の期間というのは、鈴鹿市文
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化振興ビジョンの対象期間とうことで、25年度から 34年度までの 10年間を対象としたビジョンを策

定するという理解でよろしいでしょうか。つまり私どもの任期は？ 

 

（事務局）任期は、後ほどスケジュールでも説明させていただく予定ですが、今年と来年の 2カ年を

かけて、今年は委員会は 1回で終わりですが、来年は 3回程度、必要に応じて増やしていただくこと

があるかもわかりませんが、予定しております。 

 

（委員）24年度末と考えていいですか。 

 

（事務局）はい。 

 

（委員）今までの経過を頭に入れるために、平成 16 年にビジョンを策定されてから今日までの 7 年

間に具体的にどのように取り組まれてきたのか、何が実際に行われてきたのか。ここでまた改めて平

成 25 年度から 10 年間に向けてのビジョンを作成するということについて、鈴鹿市としての考えは。

疑問なのが、10年間のビジョン作成というのは、いわゆる作成というのは資料 6にあるように骨子が

できますよね。これはそんなに長い時間をかけてやる作業ではないと思うし、いざそれぞれの資料 6

にあるような基本方針や基本計画をどう具体的に推進していくのか、進めていくこと、行動すること

が一番ではないかと思います。それで、元に戻りますが、平成 16 年に作った文化振興ビジョンが、

どう今日まで行われてきたのかという検証があって、ここはできたとか、これはできないとか、或い

は時代も変わってきたからこれは変更していこうとかという手直しを加えて、これから作る 10 年に

向けてのビジョンではないかと思いますが、前のことがわかりませんので、補足をしていただきたい

と思います。 

 

（委員長）事務局、説明をお願いできますか。 

 

（事務局）平成 16 年に作りました文化振興ビジョンの今までの経過につきましては、今後委員の皆

様にお示しをしていきたいと思っております。その中で、私どもが第 1次と呼ばせていただいており

ますビジョンの成果について、どこまでやれたのか、やれなかったもの、時代にそぐわなくなったも

の等も分析をさせていただき、資料にまとめまして次回の委員会に提示をさせていただきます。その

中で、またご意見などをいただきながら、素案のほうに進んでいっていただきたいと思っております。

また、10年間のスパンということですが、総合計画が平成 27年度まででございますので、ある程度

中長期的な期間設定もしたいと思っておりますのでご理解いただきたいと思います。 

 

（委員長）そのへんは、次回にということですね。 

 

（委員）私は、本来は第 1回目に事務局が説明したようなことをまず頭に入れて、次のものをどう修

正するのか、或いは新たに新しいものを加えるのかどうかを議論すると思っていたんですよ。一通り

いただいた資料には目を通したんですけど。どちらかというと、そういう進め方をしていただいたほ

うが、委員の方がより理解されて、早く、もっとスピーディーに第 2次の策定ができるのではないか
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と思ったわけです。 

 

（事務局）補足説明をさせていただきますと、1次のビジョンにつきましては、目途を平成 22年にお

いた形で作成されたものであることから、2次を作らなければならないというのが 1つと、もう 1つ

は、鈴鹿市の場合は、第 5次鈴鹿市総合計画が平成 18年度からスタートしておりますので、18年度

からの第 5次に乗っかったような形で作っていこうというのが 1つ、それと、先ほどおっしゃってい

ただきました検証につきましては、私どもも検証はさせていただいてありますが、他の部署との調整

が時間的に間に合いませんでしたので、次回の会議の時までには、私どもの反省事項や、私どもとし

てはどうしていきたいということをお示しさせていただきたいと思います。今日は、骨子のほうを示

させていただきますが、委員の皆様方が今現在、文化振興についてどのようなことで鈴鹿市が進めて

いったらいいのか、どのような思いをお持ちになってみえるのかということをお聞きしまして、次回

のビジョンの原案といいますか下地を作らせていただきたいと思っております。 

 

（委員長）今日は、それぞれの委員さんの鈴鹿の文化振興に対する課題をお話しいただこうというご

希望ですね。 

 

（委員）今の委員の意見に賛成するんですけれども、今度作ろうとしている第 2 次というのは、第 1

次を土台にして第 2次へ繋いでいくというか、連続していくということでやるんだろうと。第 1次と

まったくかけ離れたビジョンを第 2次で作ることがある、そういう議論にもなってきますよね。そう

すると、第 1次の方向性が第 2次とまったく異なる、例えば角度が違うとかいうことも起こりかねな

いので、やっぱり第 1次を踏まえたうえで第 2次に繋げていく、その第 2次を作るのをお手伝いする

という感覚で良いんでしょうか。 

 

（事務局）はい。 

 

（委員長）前のビジョンの冊子は各委員さんにはお配りしていますよね。一応こういうものであった

ということはご確認いただいて。 

 

（委員）私もまだ実は今、どういう位置でどのように関わっていけばいいのか、現状ではよくわから

ないという状況にあります。鈴鹿市の基本理念があると思いますが、その上で半恒久的なブレない文

化振興ビジョンといいましょうか、そういったものがあって、例えば 10年でも 20年でも 50年でも

100 年でも鈴鹿市はこうありたいという基本的な核のところについては、ブレないものが必要なんじ

ゃないかなと。つまり市民の幸せ、安心・安全とか、そういった事柄も含めて、そんなものがあるの

かどうか教えていただきたいことと、やはり、今、委員も委員もおっしゃったんですが、鈴鹿市の文

化振興にかかる経緯ですね、それとどんな問題があるのか、どんなことを我々が知らなくちゃいけな

いのか、色々な意味で一度レクチャーをいただいてフリーにディスカッションする時間があるとあり

がたいと思います。そしてブレインストーンミングを行いまして、その上で色々な方が色々なことを

おっしゃることを自分なりに解釈して、段々と自分が向かっていかなければならない方向が見えてく

るのかなというふうに思いますので、一度ブレインストーンミングの時間をとっていただけるとあり
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がたいと思います。 

 

（事務局）即答はできませんが、検討させていただくということでよろしくお願いします。 

 

（委員長）それでは、次のビジョン骨子に入りながら、もう少し具体的な話ができればと思いますの

で、ビジョン骨子の説明をお願いします。 

 

■７ 議 事 

 (2) 鈴鹿市文化振興ビジョン 

  ② ビジョン骨子（案） 

 

（事務局）資料 6をご覧ください。先ほどビジョンの期間につきまして、平成 25年度から 34年度ま

での 10 カ年ということで、ここに書かせていただいております。その下の欄に鈴鹿市文化振興ビジ

ョンということで、「第 5次鈴鹿市総合計画「みんなで築く鈴鹿夢プラン」に基づき、具体的な文化振

興を考えます。」ということで、第 5次鈴鹿市総合計画は、平成 18年 3月から平成 27年までを期間

としていますことから、次期総合計画が策定された場合、また、大きな社会変化に伴いビジョンの見

直しが必要な場合、見直しを行うことが必要だと考えております。第 5次鈴鹿市総合計画につきまし

ては、「市民一人ひとりが夢や生きがいをもって安心して暮らせるまち すずか」を鈴鹿市の将来都市

像としており、その中で文化振興に関係する柱としまして、「人と文化を育むまちづくり」を掲げ、総

合計画のもとに計画を定めております。 

次に体系に移らせていただきます。「基本目標」、「基本方針」、「基本計画」、「実施計画」の 4つの階

層で構成されております。まず、基本目標が一番上にございます。旧ビジョンでは、下のほうに参考

とございますが、「文化のクロスロードすずか」と「ネットワーク型文化都市」の実現を基本目標に定

めていました。今回、基本目標をご討議の中で新たに定めていただくことになりますが、新ビジョン

におきましては、「魅力ある『すずか文化』を創造します！」を事務局案とさせていただきました。 

次に 2ページをご覧ください。基本目標を実現するために、基本方針（案）を提案させていただい

ております。5 つの基本方針、「つくる」、「まもる」、「まなぶ」、「ひらく」、「つなぐ」ということで、

こちらの基本方針につきましては、旧ビジョンの基本方針でございます。今回、事務局の中で新しく

「ささえる」という基本方針を提案させていただきました。基本方針につきましては、旧ビジョンで

ご覧いただいていると思いますが、掻い摘んで説明させていただきます。 

まず、「つくる」でございますが、具体的な事業としましては、創作活動の発表機会の充実というこ

とで、セミナー、ワークショップの開催等による人材育成、また、子どもを対象とした体験学習、子

ども向けこどものミュージカル、学校へ出向いて公演をするアウトリーチなど、人材育成の事業を行

ってまいりました。このことをまた「つくる」ということで、市民が文化活動、創造活動のつくり手

として活躍するまちの中で提案させていただきたいと思います。 

続きまして「まもる」でございますが、対象としまして、市内各地に伝わる伝統芸能や行事、遺跡

や有形・無形の文化財、また、先人の功績など、鈴鹿市の宝といえるものを守り、その活用について、

市民の皆さまに理解を深めていただくための施策について推進を図って行きたいということで提案さ

せていただきます。 
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「まなぶ」でございますが、私たちの住んでいる地域の文化を学ぶことは、先人の生き方を学ぶこ

とに通じ、地域への愛着或いは誇りとなり、人々の心の潤いとなり、よりよいまちづくりへ繋がると

考えております。伝統文化などの鑑賞をする事業などの充実を進めることを提案させていただきたい

と思います。 

「ひらく」でございますが、文化の活力は人々の暮らしの中で生まれ、そこに住んでいる市民の活

力といえます。文化にふれあい、育てるまちづくりを充実させていくことを提案させていただきたい

と思います。 

「つなぐ」でございますが、文化の活動を広げ質の向上をはかるために、市民、文化団体、ＮＰＯ、

教育機関、財団などとの連携を深めるこことを提案させていただきたいと思います。 

続きまして、「ささえる」でございますが、以上 5 つの基本方針「つくる」、「まもる」、「まなぶ」、

「ひらく」、「つなぐ」の目標の実現に向けて、文化施設の充実や機能の拡充、市民の文化・芸術活動

の育成・支援、企業の文化・芸術活動への参画の働きかけなど、お互いが刺激を与え合い、支え合う

ことで効果的な力を発揮するのではないかということで「ささえる」を提案させていただきたいと思

います。以上 6つの基本方針を提案させていただきます。 

次に、3 ページへ移っていただきますと、基本計画（案）がございます。基本計画（案）につきま

しては、旧ビジョンでは基本施策と表現されておりまして、それに相当するものとして基本計画を提

案させていただきたいと思います。基本計画につきましては、3 つの大きな分類「文化財を発掘・保

存・活用したまちづくりの推進」、「市民参加型文化事業の推進」、「文化的施設の整備・運営」につき

まして、箇条書きではございますが、提案させていただきます。この計画につきましても、今後の審

議の中でご検討いただければと思います。 

そして、最後に実施計画（案）がございますが、「第 5次鈴鹿市総合計画「みんなで築く鈴鹿夢プラ

ン」に体系付けられた各事務事業」とございますが、上位計画である総合計画との整合性も図りなが

ら、具体的な事業実施の計画につきまして検討していただきたいと思います。次回の委員会までに委

員の皆様に検討していただくたたき台として、市民意識調査につきましてもこれからご審議いただき、

その結果を踏まえて素案を作らせていただきたいと思います。検証につきましては、先ほど課長も申

し上げましたとおり、資料は作らせていただいてはあるのですが、まだお渡しする状況には至ってお

りませんので、次の委員会までにまとめられればお送りさせていただくなど、方法を考えさせていた

だきたいと思っております。骨子の説明につきましては以上でございます。 

 

（委員長）どうもありがとうございました。それでは、ご意見を色々いただきたいと思います。本当

にまだ骨の骨の状態の、こういう構想、枠組みでいこうかというものなんですが、この枠組み自体と

か、中身について、こんなことを入れるべきじゃないかとか色々ご意見をいただければと思いますの

でよろしくお願いいたします。 

 私の希望としては、ここにつきましては是非、委員の方、お一人少なくとも 1つはご発言いただい

て、今後事務局が作業をする上で念頭に置くようなことをいただければと思っております。 

 

（委員）「つくる」、「まもる」、「まなぶ」、「ひらく」、「つなぐ」に「ささえる」が加わったということ

に大いに納得しました。それと感想ぐらいで、まだ全然、具体的な意見ではないのですが、第 1次ビ

ジョンの「文化のクロスロードすずか」と「ネットワーク型文化都市」という言葉を見たときに、す
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ごくわかりにくいというのが私の第 1印象で、鈴鹿市民の何人が頭の中にイメージできるのだろうと

思いました。それに対して、今回の案である「魅力ある『すずか文化』を創造します！」は、単純と

いえば単純ですが、こちらのほうが、すごく単純明快でわかりやすいと感じました。これが新ビジョ

ンの基本目標になるというご提案ですが、やはり第 1ビジョンの「クロスロード」とか「ネットワー

ク」というカタカナと「文化都市」という漢字とが混在した言葉は、一般市民にとってはすごくわか

りにくいキャッチだっただろうと思いました。一方で、インテリチックな言葉のほうが良いという考

えもあるのでしょうが、そのような考えは邪道であって、むしろ単純でわかりやすいほうが、市民に

とっては良いと思い、この案を評価いたします。それと、「ささえる」が新たに加わるということにつ

いても、お互いにささえあうという意味ですごく良いことだと思います。 

 

（委員）先ほどから思っているんですが、前回、第 1次のビジョンから 7年で第 2次を策定しようと

いうことになったということの中には、非常に速い社会の変化というものがあると思うんですね。平

成 25年から 34年の 10年間の長いビジョンを作るということについて、果たしてそういうものがで

きるんだろうかというふうな心配をしております。当然、その間には途中での見直しというものも計

画に入ってくるんじゃないかとは思いますけれども、社会の変化の速さに私たちがついて行けない状

況の中で、10年間の見通しは持ち辛いという気持ちが 1つと、それから、もう 1点は、社会の変化の

中で、超高齢化社会が急速に進展しているわけですね。それと、私が思っている子どもの文化とのギ

ャップといいますか、つなぎというものを埋めるという今の社会に対応した視点というものが、今ご

説明いただいた中ではちょっと見えなかったと思うので、そういう観点も含めて再度また深めていた

だけると良いかなと思いました。 

 

（委員長）それは、高齢化社会が進んでいるということと、子ども文化も大事にしていくという両方

を考えると同時に、そのつなぎも考えるということですね。 

 

（委員）はい。多分「ささえる」という言葉の中でそういうことは考えていただけるとは思いますけ

れども、大事なことだと思っています。 

 

（委員）今の委員のご意見にもありましたが、10年先のビジョンを責任を持って考えるというのはか

なり責任重大だと思いました。10年という途方もなく長い期間ではなく、5年程度の期間のほうがイ

メージしやすいと思います。単純な疑問ですが、期間を 10 年とするということは決まっているので

しょうか。 

 

（委員長）いかがでしょうか。 

 

（事務局）私ども、この提案をする前に上部機関である政策幹部会議でも年数のことが議論になりま

した。当面、先ほど前段にも申しました中長期的な分も含めてということで、第 5次総合計画が平成

27年度までですので、まずは 27年度までの中短期の計画づくりから始めていきまして、10年という

スパンは施設のこともございまして、施設整備等をしていこうと思いますと、やはり年数もかかりま

すし、平成 27 年度までの計画づくりの中に施設整備も入れていかなければ、新たにアンケートの中
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にこういう施設を作ってほしいというような要望があれば、28年度以降の計画づくりの中に含めてい

かなければなりませんので、10年スパンということにさせていただいております。ですから、政策幹

部会議の中でも 10 年間の中で、色んな時代の変化があるのにそんな計画はできないじゃないかとい

う意見もいただいておりますので、そのところは精査していきたいと思います。先ほどの申しました

ように、第 6次総合計画に入る時にも見直しを図っていく必要があるんじゃないかと思っております

ので、ある程度の時期が来ましたら、また同じ委員さんのメンバーでご意見も賜りたいということも

思っております。 

 

（委員）今、色んなお話を伺って、私もそう思うということが結構多かったんですが、私の今までの

企業としての活動の中で、中期計画というと大体 5年になります。単年度計画以降の 3年というのは

全く分からない。分からないですが、それだけに冒頭申し上げたのですが、やはり方向性ですね。こ

っちへ向かっていきたいという方向性を明確に示す。それさえ合っておれば、とりあえず 3年計画か

ら 5年計画ぐらいで十分ではないかと思っておりまして、その方向性の中に鈴鹿市としての文化のあ

り方をどういう方向性に持っていこうというコンセンサスが得られれば良いのではないかと思います。

私的には鈴鹿市のより豊富な文化遺産の継承と活用という過去形のものと、未来形としてはやはりこ

れからの市民創造形文化、鈴鹿市の新しい文化ということで、時代に繋げていくためにはやはり、新

しい文化をどうしたらいいかということを、先ほどの方向性、将来を見据えたブレない方向性を皆さ

んの中でこっちへ向かっていこうという方向が認められたら良いのかなと思っています。今年の 3.11

で予期しないことが起こり、全く社会が変わってしまい、私どもの企業活動も当初の計画から全くブ

レてしまったんですが、それでもやはり市民の皆様方の生活に直結した部分については、幸せで安心

して安全で住みやすいまちづくり、これは絶対にブレないと思います。そういう意味での方向性とい

うものをきちんと柔軟にということで是非関わって行きたいと思います。 

 

（委員長）文化を継承するという方向と文化を作っていくという 2つの方向をちゃんと堅持しながら

ということですね。他にいかがですか。 

 

（委員）委員のおっしゃるとおりで、やはり目標とか方針とか計画というのは、それなりに鈴鹿市が

向かう方向をきちんと決めて、それが 10年先でも 10何年先でも良いと思いますが、3ページの基本

計画で、実際には 3つの分野をどう単年ごとにやっていくか、5年とか 10年のスパンの中で無くな

っていくものもあれば新しく生まれてくるものもあると思います。ここまでは、どこの市でもやって

るんですよ。その次の実施計画というのを単年なり 3年なり、誰が、いつ、何をするのか、それは市

民も参加する、企業も協力する、市もバックアップする。それが具体的な実施計画だと思います。も

う既に鈴鹿市の場合、特に色々な分野で、ここにあります文化財から始まりまして、色々やってみえ

るわけですよ。実際にはもうやってるんですよね。中身は変わっても、毎年毎年、非常に積極的にや

っていると思います。そういうやっていることを実績としてきちんと捉えて、それを次年度続けるの

か、或いは、次はまた新しいものに変わるのかということをきちんと掴んで、検証して続けるものは

続けるということをやっていくことが文化・芸術の一番大事なところだと思います。みんなが楽しん

だり喜んだり、参加をする人も見る人も、みんなが楽しんでやっていることがたくさんあるわけです

ね。私はそういうことが一番で、計画は長めのものがあっても良いと思いますが、やはり実施計画は
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単年、少なくとも 3年ぐらいで見直しを行うべきと思います。実際、事業の主体は誰なのか、例えば

文化振興事業団なり芸術文化協会なり任意の団体があると思いますが、そういう人が、どういう人た

ちに呼び掛けて、実際にどの場所でいつやるかということを 1つ 1つやっていけば、1つの集積が文

化の大きな塊になると思います。そして私の立場で申し上げると、そういう活動をされている方々に

どういう支援をするのか、色んな財団なり事業団があると思いますが、そういうところへ呼びかける、

或いはこちらのほうから熱心にやられているところへ声を掛けてご支援をするとか、そういうことが

これからの岡田文化財団としては、そういう事業に振り向けていきたいと。ただ単に手を挙げて、公

募ですから申込をしてどんどんくるというのではなしに、むしろもっと我々が専門的な目で見て、ど

こでどういう活動をしている、なかなかお金も苦労されているからこういう支援をしよう、或いは対

象者も子どもなら子ども、高齢者ばかりではなしにこれからの子どもたちの世代にどういうものを支

援するのかということを、今、委員もおっしゃいましたけれども、むしろそういうことが中身の濃い

登用計画というか、何を位置するかということを委員の皆からの声も聞いてスタートしていくことが

大事であると思います。前段階の作業は大体できていると思いますので、あまり時間をかけず、単年

でどういうことをしていこうかということをより具体的に登用していくことが一番ではないかと思

います。 

 

（委員長）ありがとうございます。実施計画もしっかり作ろうというお考えですね。 

 

（委員）資料の中でお示しいただきました基本目標ですね、第 1次の基本目標はちょっとわかりづら

いというご意見がありましたが、私も全く同感で、今回の目標は非常にわかりやすいと思います。こ

こについては、もう一回戻るんですが、3年、5年、10年の話ではなくて、鈴鹿市として普遍的な鈴

鹿文化のあり方というものをきちんと掲げて、これは絶対にブレないというものを一度決めれば、後

は各論になりますから、3年ごとでやっていけばいいと思います。鈴鹿市としてどうありたいか、鈴

鹿市民の方々がどういう文化のまちでありたいかということを、この策定委員会で 1つの案として方

向がお示しできればいいのかなと思います。そこが定まれば、後はブレずにその方向に向かって色々

な議論ができると思います。是非、「魅力ある『すずか文化』を創造します！」というところをしっ

かり議論したいと思います。 

 

（委員）皆さんおっしゃるとおり、長期の計画を作っていくということは必要だと思いますが、もう

私の中では色々なイメージが沸々とわいてきていて、たくさんの事業とか団体が活動されていると思

うので、私のまちの目線での感覚としては、こういった事業が行われているということを知っている

人と知らない人の格差がすごく大きいなと思うんですね。なので、日常から伝統的なものであったり、

鈴鹿がＦ１以外ものでいっぱい良いものがたくさんあるんだというのを目に見えるような、例えば、

こういう表記のほうが鈴鹿らしいというか、伊勢型紙の茶色の紙や模様があるような表記の何かとか、

そういったまちの人が、自分のまちはこういうものなんだと意識できるようなものが短期的にできる

のであればどんどんやっていけばいいんじゃないかと思います。ですからどうしても素案のほうをイ

メージしてしまうんですけど。県外や世界に通じるものというのは、先ほど皆さん言ってみえた、周

りとの温度差というものを、やっぱり昔から良く知ってみえる方々と、子どもたちというのは、学校

で取り組むこともすごく大事なことだし、多分、まちのみんなが意識的にやっていく取り組みをやっ
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てるんだぞっていうのが、目に見える形で文化的なものだったり、ポップなアートっぽい形ですね。

日常、歩いている方を駅で見たりすると、学生さんなんかは、ちょっと創造をしてないなっていうよ

な、まちの雰囲気とか、一部分のところへ行くとすごく素敵っていうところはすごく多いと思うんで

すけど、まちという意識ができるところがちょっと少ないのかなと。私の感覚的には、電車に乗った

りする時にも、よく言われている、電車の中でも学生さんはジャージをはきかえたりとか、そういう

ことが普通に行われているような雰囲気ですね。そういった感じの雰囲気って、それぞれの意識の問

題だと思いますが、文化的な感じが少しでも出れば、創造的な感じの生き方というか、創造力が変わ

ってくるんじゃないかなって。まちなみのところで見える意識とかっていうふうに。それは、全然 10

年じゃなくって短い時間で。どのような事業が進められていくか、ちょっとわからないんですけど、

やっていけたらすごく良いんじゃないかなっていうふうに個人的に思いました。 

 

（委員長）ありがとうございました。 

 

（委員）今、委員がおっしゃられたことは、多分、鈴鹿市の文化振興活動というか、文化の可視化で

すよね。文化が見えるような色んな工夫、努力をもっとしませんかということじゃないかと思います。

私が一番今、委員のおっしゃりたいことと同じようなことを感じてますのは、私は月に何回か東京と

鈴鹿を往復しますが、東京から帰ってきた時に、鈴鹿に来て一番感じることは、ホッとすると、1つ

はね。まあ色んな意味がありますけれども。タクシーに乗った時に運転手さんが身近な言葉で色んな

ことをおっしゃってくれる。東京にはない文化です。一方では、初めて鈴鹿のまちに降りられた方は、

白子の駅を降りて、良いまちだなという思いを持たれる方はあまりいないんじゃないか。このまちは

人口 1万人のまちなんだろうかというぐらいの思いではないかと。つまり、あそこの駅の周辺には鈴

鹿というものを可視化しているものはほとんどない。大黒屋光大夫もありませんし、佐佐木信綱もあ

りませんし、鈴鹿の色んな自然を見ていただくものもありませんし、伊勢型紙をモチーフしたものも

ありませんし。いったい正直、鈴鹿の文化はどうなってるのかなっていうふうに思うんですね。それ

に対して何もできない自分も非常に歯がゆいんですけれども。そういう印象を持っています。戻しま

すと、委員のおっしゃった可視化というものがやはり必要なんだなと思っております。 

 

（委員）基本方針にしろ基本計画にしろ、ここまでは、こういっちゃあれですけれど、誰でも書ける

というか、お役人の皆さんだったらこれまでの経験を生かして。計画目標という目標は、目標として

あって、実際に事業化していく時に、例えば、この年度からこの年度は絞って、若者なら若者中心の

ものでやっていこうとか、或いは子ども中心のものでやっていこうとか。それで具体的なものを我々

が作ればいいのかなというふうに私は思っています。それと同時に、計画を実施していく時には、第

5次とか第 6次とか総合計画との兼ね合いもあるでしょうが、やはり財源の裏付けというか、作るに

してもソフトの事業 1つとってやるにしてもお金がいる話でして、それがどのくらい回ってくるのか

ということによって、計画そのものが後ろ倒しになったり前倒しになったり、なくなったりするとい

うことがあり得ると思います。もっと言えば、市長さんが代われば総合計画の有り様が変わってくる

かもしれない。我々は、どんな市長さんがなられたとしても、こういう計画をやっていきますという

ことをお示しすればいいのか、作っちゃったうえで後は知らないよでいいのか、そのへんをこれから

の議論の中でやっていかないといけないと思ってます。非常に文化に市の幹部の人も含めて理解のあ
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る人がトップになってくれば、それなりにお金がつくかもしれませんが、それよりもこっちだという

ことになると後回しになることもあり得ると思います。そういうことも睨みながらこらからやってい

く必要がると思います。 

《自己紹介（向井委員）》 

（向井委員）向井でございます。急な用事が入り、少し抜けさせていただきましてすみませんでした。

私は、商工会議所女性部の部会長をさせていただいています。鈴鹿市出身で、ここで生まれ、育ちま

して、唯一、四日市に就職したことで 5年間、四日市に通勤していたということです。結婚後も、ず

っと鈴鹿におり、今に至っております。鈴鹿って良いところだといつも思っているのですが、委員が

おっしゃるように、白子駅って何があるのかなと考えると、鈴鹿を知らせるものがあまりないんです

ね。他の駅ですが、以前テレビを見ていて、ある企画でタレントさんが伊勢鉄道の鈴鹿市駅に降りら

れた時に、鈴鹿市のことが黒板みたいなものに簡単に書かれてありました。それに基づいて行かれま

したが、もっと色々なところがあるのにと思いました。私自身もここに座っておりながら、あまりよ

く知らないというのが現状です。商工会議所女性部や法人会女性部など色々な場所で自己研鑚また社

会貢献活動をさせていただいていますが、私を含めて、会員さんもどこまで鈴鹿市のことを知ってい

るのかと聞くと、かなり疑問に思います。もっと示す方法、例えばケーブルネットさんで文化施設や

地域、古いようなところを回って紹介する番組などもあり、その他市報などで色々なことを、色々な

角度から紹介してるけど、もっとみんなが興味を持つようなことは何か。パンフレットもあっても、

それをどういうふうに周知するかということなど話し合い、みんなに知ってもらうというか、目に留

めてもらいたいと思います。今、白子駅前を広くしたりしているけど、看板などで鈴鹿にこんな良い

ものが、良いところがあるということをもっと宣伝して欲しい。私自身もそういう活動をしなければ

と思います。やっぱり文化というものは、食文化にしてもスポーツ文化にしても、色々なマナーがあ

って、本当に漠然としたものが幅広くあり、芸能の文化というのは伝統工芸というのがあると思いま

すが、自分自身も知っていなければならないということで、かなり勉強しないといけないなと、つく

づく思いました。だから、それに徹底した人が委員になるのと、これからこういうことを勉強する人

が委員になるのとでは大きな違い。私は徹底した人が良いのではないかと思ったんですけど、違った

目線で見るというのも必要だと言われたもので、私でも役に立つことがあるのだなということで引き

受けさせていただいたというのが現状です。機会があれば委員とはお話しをさせていただいています

が、東京に住んでいるからこそ、鈴鹿は本当に良いまちですよ、と聞かされています。これから 10

年計画を作るにあたって、『子どもたちがもっと鈴鹿市のことを知る』そういうことを学校教育現場

の中で、例えば鈴鹿市の歴史のあるところを遠足などに入れるなど、考えていただけたらと思います。

何故かというと、鈴鹿市はＦ１が開催され、モータースポーツのまちであり、『モータースポーツ都

市宣言をしている街』だということを知っているお子さんが少なかったんです。ということは、文化

においてもそういうこともあるのではないかと思ったので、行政からも、また教育委員会を通じて学

校関係からも入っていくことも1つの方法で、そこから入っていけば小さいお子さんが文化というか、

鈴鹿市ってこんなに良いところだよっていう気持ちを持って大人になっていくのかなって思います。

少しモータースポーツとダブってしまったところがあるのですが。ということで、皆さんに教えてい

ただきながら私自身勉強して何かお役に立てればいいなと思っていますので、よろしくお願いします。 
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（委員長）今のお話を聞いてますと、単に狭く文化振興というよりも、もっとまちづくりとか、学校

との連携とか、幅広く文化振興を進めていくという視点が必要だなと改めて思いました。委員、いか

がでしょうか。 

 

（委員）感想を述べさせていただきたいと思います。この骨子の中の基本方針として 6つ挙げていた

だいているんですが、いずれも大事なことだとは思うんですれども、先ほど他の委員さんも言われて

いるブレない基本の方針を示すという意味では，この 6つの中でちょっと視点があちこちに行き過ぎ

ているので、もっと絞るほうが良いと思います。どれもリンクしていることだと思いますので、その

中で鈴鹿市の色はこれなんだというものを絞り込んでいったほうが，鈴鹿の外のほうから見た時の例

というものを考えた時に、鈴鹿市の色っていうのがわかりやすいのかな、伝わりやすいのかなと思い

ました。その中で、何が核になっていくのかというと、冒頭で市長さんのご挨拶でもあったように、

過去から未来へ繋げていくというのが 1つのキーワードかなというふうに聞かせていただきまして、

とにかく、ここに「つなぐ」と書いていただいてるのは、横との交流という意味で、横方向に繋がる

ということを主眼においてもらっているようですが、これは時間軸でも同じで、昔から将来的な、今

でいうと子どもさんたちへ繋ぐという方向へも多次元的に繋ぐという方向に主眼をおいて次の新し

い第 2次のビジョンに含めていってはどうかと、個人の考えですが、読ませていただきました。立場

上、県の施策とかでも、同じ文化振興事業の色々な試みのものをやっているというのが耳に入ってき

まして、最近流行の市民参加型の事業を県のほうでも推進していると聞きます。それが成功した例と

いうのはあまり聞くことがなくて、一生懸命やってみえる担当者の人事の異動とかによって、せっか

く起こした事業もダメになっていくという事例も大変多く耳に入ってきます。資料右側の基本計画の

中の市民参加型文化事業の推進という、鈴鹿市から市民に向けた文化事業の推進という計画だと思い

ますが、これは、文化振興事業自体は市民参加型にしていくというところで、細かくあちこちに火を

つけてあげるということも行政の大事な仕事の 1つかとは思うんですけれども、1つの火から段々に

それぞれが発展していくようにその火を育ててあげるという方向になかなか行政の目が行き届かな

いというのも 1つの現実だと思うので、せっかく良い素材というのを鈴鹿市はたくさん持っていると

思います。なので、それを消えることのないような上手い位置付けというのがこの策定委員会の中で

ビジョンとして表れてくれば良いのかなというふうに感じました。もう 1つ、文化振興ビジョンの策

定なんですが、それと市レベルで考えてみえる計画で問題が多く起こっているのが、第 5次の総合計

画の中で恐らく考えてみえると思いますが、都市計画とのすり合わせというところでギャップがある

ということで、せっかく文化振興のほうだけで考えた良い案ができていても、そことの連携がとれて

ないがために、ちぐはぐな自治体というので、お互いが駄目になってしまうという事例もたくさん耳

に入ってまいりますので、そうした都市計画のほうと少なからず文化財、特に建造物の保存だとか活

用だとかの場合には、どうしても都市計画を避けて通れない問題だと思いますので、そうしたところ

とのすり合わせというのもしっかりと視野に入れた検討というのを今後、加えて行くと成功していく

かなと思っております。以上、感想で申し訳ありません。 

 

（委員）鈴鹿の場合は三重県下の中でも非常に特色があって、江戸時代の藩体制の一番多いところな

んですね。7つか 8つぐらいの藩が入っていて、ここは神戸藩になるし、光太夫のところは亀山藩、

すぐそこは藤堂藩であったり、たくさんの藩体制があって、藩というのは当時の国でありますから、
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それぞれの文化が入り乱れているところが鈴鹿市なんです。ですから、非常に複雑なところが市民性

の中にＤＮＡとして持っておりまして、一長一短にこれだと言えないところが鈴鹿市の文化の特色で

もあるという気がします。特に文化人として、戦前の文化人で名を成した人は、全部鈴鹿を出ており

ます。鈴鹿におってという方は一人もおりません。鈴鹿に腰を落ち着けて文化が栄えてきたのは、恐

らく戦後わずかな、ここ何十年かの間に限られていると思います。ですから、これから鈴鹿文化とい

うのは、清水 信さんだとか、浅野弥衛のように鈴鹿に根をおろしながら日本に世界観を発信してい

くという、これからどんどん未来の子どもたちに向けていくと思うんです。そういう意味で多分、桂 

三枝が『鈴鹿はささっての文化や』という曖昧模糊とした意味で、未文化の鈴鹿ってものを発信でき

るのではないかと思います。ですから、そんなに，こう総論はできなくて、細かいところを先ずやっ

ていくことが大事ではないかと思います。私も文化に関係していて、今回初めてこれ（第 1次ビジョ

ン）見たんです。それくらい市民には徹底されてないんですね。そういうことではいけないと思うの

で、聖書の言葉ではないですが、神が細部に宿るんです。文化も細部で良いと思うんですね。大きな

ところをすることじゃなくて、細かいところから積み重ねながら文化は未来の子どもたちに芽生えて

いくと思いますので、そういうご意見を出していただけたらと思っています。 

 

（委員長）ありがとうございました。皆様から、文化振興ビジョンを作るうえでの貴重な視点をいた

だいたと思います。是非、今後の作業の中で反映をしていっていただきたいと思います。私も（資料）

を見ていて、一言だけ言えば、基本方針の中の「つくる」という面が強調されてもいいのではないか

と感じています。普通の市民の方が文化活動に参加するということは考えられているんですけど、鈴

鹿のアーティストが発信するという面ももっと大事にしたらどうかと思って、基本計画の中でもそう

いうことを入れていければという感想を持っています。そのようなこともご検討いただければと思い

ます。審議のこの事項のところでは、せっかくの機会なので、是非、委員の皆様からご意見をいただ

きたいと思って，少しゆっくり進行させていただきました。他に、これだけは言っておきたいという

ことはございますでしょうか。 

 

（委員）今日は、（終了予定）時間を 3時半と伺っておりますので、良いのかなと思いながら（発言

をさせていただきますが）、先ほど委員からお話があった、いわゆる多藩、江戸時代のたくさんの藩

の話で、私も鈴鹿に来て、ある意味では鈴鹿市民ではなくて、表から見る分には、私は岸岡町のフジ

クラ電線に入社しまして、昭和 50年から 10年ほど生活しました。当時はまだ、アスファルト道路も

少なくて、交通量も今ほど多くなくて、白子駅から工場まではずっと田んぼがあって、のどかな風景

だったんですけれども。あの当時からまた 34年ぶりに鈴鹿に帰ってきまして、ものすごい変化を感

じております。鈴鹿はとてもアメリカ的なまちだと思います。先ほど多くの藩の集まりということで、

非常にコンセンサスの難しいまちだというふうに聞くと、アメリカもまったく同じで、多人種ですね。

アジア人もいれば、黒人もいれば、中国人もいれば、色んな多人種で、どうやってコミュニティを形

成していくのが非常に難しいんですけれども。その中で 1つ感じてますのは、色んなフェスティバル

とかお祭りなんですけれども、私が鈴鹿の中で一番感じていますのは、お祭りがですね、鈴鹿市に全

員が集まって行うお祭りがない。すずフェスも大好きで、今年も張り付きで行ってたんですが、本当

に鈴鹿市民全員が集まっているんだろうか。私ども、昨年から初めて視聴率を導入しまして、すずフ

ェスの視聴率を測定したんですが、8時 30分のいわゆる入賞者が決まって、エクシビジョンに入っ
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た時にうぁーっと上がりまして、民放各局を抑えて 10％ぐらいに上がったんです。過去、鈴鹿市長

選挙が 17％で最大だったんですけれども。非常に関心度は高いんですが、だがしかし、鈴鹿の皆さ

んが集まってるお祭りじゃないな、と。私は、文化振興の中でお祭りが文化振興なのかな、ちょっと

今、考えてますけれども、例えば、音楽であり、美術、芸術であり、色んなお祭りの中には古い文化、

伝統的なものが入っております。来年こそは市制 70周年、ＣＮＳが 20周年、商工会議所が 65周年、

鈴鹿サーキットが 50周年、とっても来年度は節目の年で、この節目の年にビジョンの策定に関われ

たことは非常に幸せなだと思っております。だからこそ、鈴鹿の祭りっていうのができたら良いなと

思っています。先ほど委員がおっしゃってみえた言葉で、とっても良い言葉だなと思ったのが、鈴鹿

の「つくる」から「ささえる」まで色々あるんですが、多岐にわたって、まとまりがないかもしれな

い。少しまとめた方が良いというご意見があったんですが、その中で、「鈴鹿の色っていうのが欲し

いですね」とおっしゃった。「鈴鹿の色って何ですか？」というのを 1つのテーマとしてはどうかと。

ここに、「※より Betterなキャッチフレーズを委員会にて協議」と書いてありますが、たまたま今、

委員が鈴鹿の色とおっしゃったので、「鈴鹿の色はどんな色」、昔のベッツィ＆クリスの「鈴鹿の色は

白い色」、鈴鹿の色はバラ色かも知れませんけれども、そんなことも委員会で議論してはどうかと。

ですから、まだ時間はたっぷりありますよね。今日は時間がないんで。こういう議論をたっぷりやっ

て、色んな意見を出していただいて、少し方向性が見えてくれば良いかなと思います。まあちょっと、

取り留めのない話ですが、そんなふうに感じました。 

 

（委員長）それでは、これからは少し急ぎたいと思います。次は、市民意識調査をこれからするとい

うことで、それについての説明をお願いします。十分議論できないところは、委員さんから事務局の

ほうに後で意見をいただくということも念頭に置きながら進めたいと思います。では、お願いします。 

 

■７ 議 事 

 (2) 鈴鹿市文化振興ビジョン 

  ③ 市民意識調査（案） 

 

（事務局）それでは、お手元の資料の 7をご覧いただきたいと思います。これからビジョン策定にあ

たりまして、市民の方々に対して実施を予定しております意識調査の案につきましてご説明させてい

ただきます。まず、対象者といたしましては、鈴鹿市内に在住の 18歳以上の市民 3,000名を対象と

いたしまして実施したいと考えております。時期といたしましては、本日、お手元のほうにお示しを

させていただきました事務局の素案の内容に対しまして、委員の皆様方にご審議いただき、ご意見を

頂戴しまして、修正すべき点を修正したうえで、印刷、封入作業等の発送準備を行いまして、11月上

旬頃を目標に発送を行いたいと考えております。回答期間を 1ヶ月間程度見込んでおりまして、今年

中に集計・分析作業を行いまして、素案のほうに可能な限り反映していきたいと考えております。具

体的な調査項目の内容につきまして、ただ今から簡単に説明させていただきます。 

まず、調査項目の数といたしましては、全部で 32項目ございます。アンケートを実施する以上は、

一人でも多くの方から回答をいただきたいという思いが当然のことながらあるわけでございますが、

回収率のことを考えますと、若干、項目数が多いのではないかという気もいたしますが、せっかく実

施をする以上、市民の方々がどのように文化・芸術に関して感じてみえるのか、考えてみえるのかと
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いうことを聞く貴重なデータとなりますことから、事務局といたしましては、必要最小限と思われる

設問をご用意させていただきました。また、これも回収率に関わってくることになりますが、設問の

配置も極力見やすさを重視するという観点から、この 32問を 7つのカテゴリーに分けて設問を配置

しております。 

まず、2ページの最初のカテゴリーでは、回答者の方の性別や年齢、お住まいの地区や居住年数、

職業や通勤先、余暇の過ごし方といった、あくまで基礎的な情報を訪ねるカテゴリーになっておりま

す。 

次に、3-4ページの 2つめのカテゴリーでは、回答者の文化・芸術に対する思いや、関わりに関す

る項目をご用意させていただきました。 

次に、5ページでは、鈴鹿市並びに鈴鹿市の外郭団体であります鈴鹿市文化振興事業団、或いは民

間の団体などが実施します文化事業に関する参加の有無や、参加者に対する満足度を問う設問をご用

意させていただきました。 

次に、6ページのカテゴリーといたしましては、文化・芸術活動を行う、または鑑賞するために利

用される場である文化施設に着目しまして、その利用状況や施設の満足度を問う設問で構成しており

ます。 

次に、7ページのカテゴリーでは、文化財の保護や活用に関する設問の構成となっております。 

そして最後の 8ページでは、これからの鈴鹿市としての文化振興の方向性や方向性を実現するため

に市としてどういったことに重点的に取り組むべきか、ということを市民の方に問う設問、そして、

アンケートとしてはお決まりになりますが、自由記述欄を設けております。 

以上が、事務局がご用意いたしました市民意識調査の案の内容でございます。追加すべき項目や不

必要と思われる項目、また、設問の趣旨や内容がわかりづらい項目などあるかと思いますので、委員

の皆様のご意見をいただければと考えておりますので、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

（委員長）ありがとうございました。内容が多岐にわたっておりますが、何かお気付きの点ございま

すでしょうか。ありましたら、ご指摘いただきたいと思います。 

 

（委員）1つですね、文化財の立場からなんですけれども、7ページの文化財についてというので、「鈴

鹿市には多くの文化財がありますが，あなたは，どの文化財に興味がありますか。最も興味がある文

化財を 1つお選びください。」という項目の中で、鈴鹿市というのは、この間うちから，ちょっと色々

と議論があったんですが、格納庫の保存の問題とか、あるいは，ＮＴＴ側の、色んな動きですけれど，

やはり鈴鹿市の誕生からいくと、軍都から工都へきた、この歴史がありますので、戦争遺跡と言いま

すか、そういう項目をやっぱり、遺跡というので、戦争遺跡、これまあ格納庫は壊れましたけれど、

他の工廠跡など、鈴鹿市にはたくさんの遺跡が残っておりますので、その項目を 1つ入れといて欲し

いんです。市民の方々がどれくらいそういうことに関心があるか、若しくは興味があるか、そんなこ

とも調査の対象になるのではないかと思うのですが、どうでしょうか。 

 

（事務局）そういうことであれば、項目の 1つの中に入れさせていただきます。 

 

（委員長）他にいかがでしょうか。 
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（委員）基本的な質問ですが、18歳以上から 3,000名というすごい人数を対象に、また「すべて」と

か「1 つ」、「2 つ」といった多様な選択方法でアンケートを行われるとのことですが、この項目数で

3,000 名を集計するのはかなりの時間と人件費が必要だと思います。県ではマークシート方式でのア

ンケートを実施しており、時間短縮にもなると思いますので参考にされたらどうかと思いました。設

問内容などの細かなところは、後で見てみて、意見があれば事務局に連絡します。 

 

（事務局）費用のこともございますので。 

 

（委員長）他にいかがでしょうか。1つだけ。3-4ページのところで、3ページの 5）とか 4ページの

8）の中に、職業として文化・芸術活動を行うという人がいると思いますが、そういう回答項目が入っ

ていないので、入れた方が良いのではないかと思います。ですから、4 ページの 8）の「あなたが文

化・芸術活動を行う理由は何ですか？」という問いに対し、「仕事だから」という回答もあると思いま

す。そういう専門家のアーティストが鈴鹿にも色んな形でいらっしゃるというか、併任みたいな形か

もしれませんが、いらっしゃると思いますので、項目に加えてはどうかと思います。 

 他にいかがでしょうか。そうしましたら、あとは何かお気づきの点がありましたら、事務局の方に

意見をあげていただくということで、11月上旬発送ということですので、もう少し時間があると思い

ますので、お気づきの点がありましたら、ご連絡をいただければと思います。 

 それでは、4 番目の次回以降についてということになります。こちらについてもご説明をお願いし

ます。 

 

■７ 議 事 

 (2) 鈴鹿市文化振興ビジョン 

  ④ 次回以降について 

 

（事務局）続きまして、資料 8「鈴鹿市文化振興ビジョン策定スケジュール」ということで、表をお

配りさせていただいております。見ていただいたとおりでございますが、直近の予定としましては、

先ほどご審議いただきました市民意識調査を 11月上旬に発送させていただきまして、12月 9日を締

切りとしまして回収を予定しております。ご意見をいただくということでございましたが、印刷発注

の都合上、校正の中での訂正ということになりますので、あまり大きな訂正はできないもしれません

が、できましたら 10 月中旬までにご意見があればいただきますようお願いいたします。そして、回

収後、集計をさせていただき、結果報告、素案の作成を行い、来年、第 2 回、3 回、4 回と策定委員

会を予定しております。その間に、市の政策幹部会にもビジョンの素案を諮り、それをまた策定委員

会でご審議いただくという手順で策定させていただきたいと思います。また、レクチャーなどのご意

見もいただきましたので、委員会の回数も必要に応じて増やせていただく場合もあるかと考えており

ます。以上が今後のスケジュールでございます。 

 

（委員長）本格的な議論は来年になるということです。また、会議の持ち方等はご検討いただけると

いうことです。これについて何かございますでしょうか。 
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 それでは、骨子のところでは色々なご意見をいただきましてありがとうございます。是非、事務局

のほうも素案等を作っていくときに念頭に置きながら検討いただければと思います。 

 その他について、事務局何かございますでしょうか。 

 

■８ その他 

 

（事務局）事務連絡ですが、最初に申しましたように、会議録につきましては、作成次第、郵送或い

は電子メールにてお送りし、委員の皆様にご確認いただいたうえでホームページで公開させていただ

こうと考えております。もう 1つですが、何度も申し上げておりますが、市民意識調査の結果を踏ま

えビジョンの素案を作成させていただき、来年 4月を目途に第 2回策定委員会を開催させていただき

たいと考えております。まだ先のことになりますので、この場で日を決めさせていただくことはでき

ませんが、また、開催前に事前に資料をお送りさせていただきますとともに、日程調整のご連絡もさ

せていただきますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。 

 

（委員長）委員の皆さんから何かございますか。ないようですので、時間が予定よりも 25 分もオー

バーしてしまいまして、大変失礼いたしました。それでは貴重なご意見どうもありがとうございまし

た。本日の策定委員会はこれで終了させていただきます。どうもありがとうございました。 

 

（事務局）どうも本日はありがとうございました。たくさんご意見をいただきました。文化情報の発

信・収集等の不足、或いは文化のネットワーク化、などの発表の場の機会づくり等も進めていかなけ

ればならないということも認識をいたしました。それから、伝承者や鈴鹿市内にみえる芸術家の支援

やパフォーマンスをする場の提供とか、そんなことも必要。それから、子どもたちへの伝承や文化の

理解、促進なんかも進めていかなければならない。それから、文化イベント等のコーディネーターの

育成もしていかなければならないと認識をしております。それから、文化を活用した事業展開。色ん

なまちづくり、具体的には信号機の音楽を考えてみたりとか、文化と関連した事業展開の取り組み。

それから、文化に触れ合う機会づくり。これは初心者、そして高齢者の方、或いは子どもたちに、委

員もみえますが、実際に楽器を触ったことがある方は少ないんじゃないかということで、実際に楽器

に触れあう場とか、そういう子どもたちに楽しさを伝えるイベント等。それから、文化施設の利用促

進に対する企画力或いは経営力、こんなものをつけて行きたいという、そういう色んなご意見をいた

だいた中で、今後、基本計画、実施計画の中に取り入れて行きたいと思っておりますので、また、ご

審議を賜りますようよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。 

以上 


