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鈴鹿市文化振興ビジョン策定委員会（第２回） 会議録 

 

日  時 平成24年5月28日(月) 13:30 ～ 16:00 

場  所 鈴鹿市役所 12階 1204会議室 

出席委員 8名(2名欠席) 

 一見  靖子，衣斐  弘行，大 川  操，河原  徳子 

 中村  忠明，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 文化課長 江藤 昭 

  事業グループリーダー 青井 和徳 

   文化財グループリーダー 芳田 厚 

  文化振興グループリーダー 川北 信夫 

  文化振興グループ 柴田 尚吾 

 考古博物館 館長 東口 元 

        埋蔵文化財グループリーダー 新田 剛 

 

傍聴者 なし 

 

事 項 書 1 開会 

 2 あいさつ 

 3 議 事 

  (1) 平成２４年度策定委員会スケジュールの変更について 

  (2) 市民意識調査の結果について 

  (3) （第１次）鈴鹿市文化振興ビジョンの検証 

  (4) 文化振興ビジョン（骨子）について 

 4 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。お忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。 

それではこれより定刻となりましたので，第2回鈴鹿市文化振興ビジョン策定委員会を

始めさせていただきます。 

まず開会にあたりまして，幸田文化振興部長から一言皆様にご挨拶を申し上げます。 

 

■２ あいさつ 

 

（幸田部長） 

皆さんこんにちは。文化振興部長の幸田でございます。本日は公私とも大変お忙しい

中，お集まりいただきまして，本当にありがとうございます。今日の策定委員会で鈴鹿

市の文化振興の向上の為に，本当に活発なご意見をいただければと思っております。限

られた時間でありますことから，ご挨拶の時間をお借りしまして，今後の皆様のご参考

になればと思いますので，今現状の，平成24年度の鈴鹿市の文化関係の事業内容をご説

明をさせていただいて，その後，ご議論に入っていただきたいと思います。ちょっとお

時間をいただきたいと思います。座ってご説明させていただきます。 

それでは，資料の中の新聞記事をまとめたものがございます。これをちょっと，ご覧

いただきたいと思います。 

文化課関係，或いは考古博物館の埋蔵文化財の関係で，私どもが発信をいたしました

情報，或いはマスコミで取り上げていただきました内容をまとめてございますので，ま

た，後ほどご覧いただければと思います。今後も情報発信をいたしまして市民の皆様の

目に留まるような工夫をしていきたいと思っております。 

それからもう一つ，「文化課・考古博物館の主な事業」というのがございます。それを

ご覧いただきたいと思います。 

現状の文化振興に関わります，平成24年度の事務事業の中で，主なものを抜粋をいた

しました。今回のご議論の参考にしていただければと思います。 

今回，市民の意識調査を行いまして，後ほどご説明もあろうかと思いますが，文化に

関する認知度がかなり低く出ており，ちょっと私どもショックを受けておるところでご

ざいます。また，亀山市の評価もだいぶ高く，亀山市の取り組みの評価がございました

り，文化の入り口の事業，仮に，初めて講座と言いますか，日本画やいろいろな，初め

てやるそういう講座等も少ないというご意見，或いは，文化施設，文化財へ行く為の交

通手段が無い，というようなご意見も沢山いただいております。情報の発信が少ないな

どいろいろございますが，その中で私どもも，真摯に取り組みまして，事業の中に盛り

込んでいきたいと思っておりますので，皆さんのご意見をいただきたいと存じます。 

それでは，1ページをお開きいただいきたと思います。私ども，文化講演会といたしま
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して，平成21年から「神とは何か」，「仏とは何か」，「人間とは何か」ということで文化

セミナーを開催しております。これは文化勲章を受章されました，中村晋也先生が旧制

の神戸中学校をご卒業されたということで，鈴鹿市に愛着を持ってみえまして，もう一

度高校に入学したいという同級生の皆様との想いの中で，平成21年度に神戸高校さんの

協力もいただきまして，再度入学をされました。それを機会に市民の皆様と一緒に文化

セミナー等も行って勉強していきましょうということで，平成21年度から取り組んでい

ただいております。平成24年度の内容は未定でございますが，テーマもこれから考えて

いきながら実施をしていきたいと考えております。 

それから二つ目の文化振興事業団でございますが，今現在，私ども職員が兼務をして，

事業団の事務を行っております。これも，事業団の平成25年の11月の新法人への移行に

伴いまして，今後職員を全員引き上げてプロパー的な職員で実施をしていただく予定で

ございます。今後は文化行政の事業，或いは，事業団独自の事業というふうな位置付け

ができて，もう一度見直しをかけていかなければならないような状況でございます。こ

れも100%鈴鹿市が出資して行っております事業団の事業項目でございまして，2ページの

ほうに平成24年度の主な事業を掲載してございます。 

それから，私どもの委託事業でございますが，3ページにつきましては鈴鹿市の美術展，

或いは鈴鹿市の文芸賞等の委託をしております事業を事業団に行っていただいておりま

す。特に子どもさんが関わる事業については，この美術展或いは文芸賞の中でジュニア

の方の文化事業もこの中に入ってくると思っております。 

それから4ページでございますが，大黒屋光太夫記念館を中心としまして，大黒屋光太

夫の顕彰をしております。特別展として毎年このような事業を展開しておりまして，大

黒屋光太夫の偉業を全国に発信をしております。また学校でもいろいろ取り上げていた

だいておりまして，子ども達にも学校の社会見学等も来ていただく，そういう事業を展

開しております。 

それから5ページ，佐佐木信綱記念館でございます。ここでは石薬師に生まれました信

綱の顕彰を行っておりまして，地元の顕彰会の皆様と一体になりましていろんな事業を

展開しております。現在では小学校の5年生の教科書で「夏は来ぬ」の歌も取り上げてい

ただいております。またこの24年度から小学校の新国語教科書の中で信綱の歌が取り上

げられるなど，年々信綱に関する関心も高まっておりまして，嬉しいことと思っており

ます。 

それから次，6ページでございますが，伊勢型紙技術保存事業，重要無形文化財の保持

団体として指定を受けておりまして，伊勢型紙の技術の伝承をしております。今，現在

35名で活動しておりまして，古代型の復刻或いは着物型の技術的な指導，或いは実際に

型を使って着物を染めるなどの事業を展開しております。国の補助をいただいて，事業

を行っておりますが，年々従事者が減少していることや，高齢化というような問題を抱

えております。 

それから7ページでございますが，金生水沼沢植物群落保存事業ということで，昭和12

年の4月に国の天然記念物に指定をされまして，以後整備をしながら保存を行っておりま

す。平成22年度には木道をつけまして，一般の市民の皆様等にも観ていただけるような
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整備をいたしまして，昨年から鑑賞会として，このノハナショウブなんかが咲くような

時期に市民の皆さんに公募をいたしまして，中に入っていただいて，鑑賞をしていただ

いております。しょっちゅう入っていただける所でもございませんので，期間を決めて

市民の方に見ていただくような形で事業を展開しております。 

それから，鈴鹿市の文化財調査会，これは文化財の保存，活用に関して研究調査をし，

文化財の指定を答申する委員会でございますが，その事務局もしています。 

それから，鈴鹿市の芸術文化協会への支援といたしまして，市内の5部門にわたり活動

してみえる市民のグループに対し支援をしておりまして，芸術文化の最前線につきまし

ては，ここでご支援をいただいているという状況でございます。 

それから下の文化施設の管理業務でございますが，市民会館，文化会館をはじめとい

たしまして，いろいろな記念館の管理運営をしております。※印につきましては既に指

定管理で地元の団体或いは民間の方でお世話になっている施設でございます。今後，文

化会館，市民会館等につきましても指定管理の方に移行をしていきたいと思っておりま

す。 

それから，9ページでございますが，埋蔵文化財の関係につきましては，考古博物館が

中心となって行っております。主な事業としましては速報展，企画展，特別展などテー

マを決めて実施をしております。それから毎年発掘されたものにつきましては，「発掘さ

れた鈴鹿」として年度ごとに実施をしております。 

それからイベントといたしましては，博物館の施設を使いまして，ミュージアムコン

サート，観月会等，地元のサポーターの皆様と一緒に事業を展開して，多数の方がお越

しをいただいておりまして，博物館の施設利用を図っております。 

それから，10ページになります。博物館の北側に伊勢国分寺跡の土地が4万8,000㎡ほ

どございましてその整備事業を国と一緒にやっております。 

11ページをお開きいただきたいと思いますが，今，面整備が過ぎまして，今後このイ

メージ図のような遺構を整備をしていく予定でございます。一応，平成29年度までかか

る予定でございまして，当初はもっと早く実施ができるところでしたが，やっぱり，あ

の震災の影響で，予算の配分がなかなか100%来ないということになりまして，年度が延

びております。 

それからこれは，12ページでございますが，亀山との市境の広瀬町の方に，伊勢国府

跡がございます。約48万㎡ございまして，指定面積は7万3,000㎡ほどございます。平成

14年に国の史跡に指定をされておりまして，今後この国分寺側が終わりました後，こち

らのほうにルートが行くのではないかと思っておりますが，まだ管理をしている段階で

はございません。今後事業展開をしていく遺跡でございます。 

それから13ページにつきましては，文化財の体系図を掲載させていただきました。こ

れに基づきまして国県市の指定を行っております。 

14ページには，白鳥塚の古墳をあげさせていただきましたが，これも平成18年に三重

県の史跡に指定をされております。 

後，彫刻とかいろいろございますが，彫刻につきましては，木造でございますが徳居

町の妙福寺の大日如来座像が，国の指定をされております。また建造物では石薬師の石
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薬師寺の薬師堂が建造物の県指定を受けております。それから無形文化財におきまして

は，広瀬町のかんこ踊りなどが無形民俗文化財として市の指定をされております。それ

から工芸技術につきましては，先ほど説明をいたしました伊勢型紙が国の指定をされて

おります。それから天然記念物については，県指定の長太の大クスなどが入ってござい

ます。 

大きく，私どもの事業を中心として，文化関係の後援，或いはいろんな事業の商談，

国の補助を探していきたい，それを周知したいということで文化の振興に寄与している

ところでございます。 

以上で主な事業のご説明を簡単にさせていただきました。今後これも参考にしていた

だきながら，新ビジョンの発展にご尽力を賜ればと思っております。では，よろしくお

願いいたします。 

 

（司会） 

皆様それでは委員会に入らせていただきます。 

委員会の進行につきましては，委員長よろしくお願いいたします。 

 

■ 委員会の成立について 

 

（委員長） 

それでは，早速，委員会に入らせていただきます。まずこの振興ビジョン委員会の成

立について確認をしたいと思います。それについては事務局からよろしくお願いいたし

ます。 

 

（事務局） 

はい，午後1時30分をもちまして，出席の委員の方，8名となりまして，総数10名のう

ち過半数となりましたもので，鈴鹿市文化振興ビジョン策定委員会運営要領第1条第2項

の規定によりまして，この委員会は成立することを報告いたします。 

それとですね，ちょっと今カメラを撮っておりますけれども，委員会の記録を撮らせ

ていただきたいと思いますもので，ちょっと若干写真のほうを撮らさせていただきたい

と思います。ご了承お願いいたしたいと思います。それと録音をさせていただきまして，

また議事の作成をさせていただきたいと思います。ご了承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） 

今回第2回のこの鈴鹿市文化振興ビジョン委員会が成立しているということを確認さ

せていただきました。 

それでは議事を進めていきますけれども，事項書をご覧いただくと分かると思います

が，本日はこの議事にある流れでいきます。最初に今後のスケジュールについて当初の

予定から少し変更があるということですので，説明していただきます。そして審議をし
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ていただきます。そして次にこの間芸術文化に関する市民意識調査をしていただきまし

たので，その結果について行います。 

それからその次に，前回の委員会で，第1次の鈴鹿市文化振興ビジョンの検証結果につ

いてはどうなっているのかというご意見ご提案ございましたので，それについて，まと

めてくださっていますので，事務局の方からこの後説明をしていただきます。 

これらは事前に，委員の皆様に資料として配っていただいております。いろいろ事前

にご覧いただいているのではないかと思いますが，ご意見を沢山いただきたいと思いま

す。 

そしてそれをビジョンの策定に向けて活かしていきたいと思いますのでよろしくお願

いいたします。 

最後にその振興ビジョンの骨子という議論になります。 

それでは，最初の事項ですね，スケジュールの変更についてです。こちら説明よろし

くお願いいたします。 

 

■３ 議 事 

 （１） 平成２４年度策定委員会スケジュールの変更について 

 

（司会） 

失礼します。ちょっと座ったままで失礼させていただきます。 

事務局の方から文化振興ビジョン策定委員会のスケジュールの変更につきまして，説

明申し上げます。 

昨年，9月29日の第1回策定委員会で提案をいただきましたスケジュールでは，本年度

平成24年度では，3回の策定委員会の開催を経て，ビジョンを策定する予定でございまし

たけれど，予算の都合によりまして，2回の開催しかできなくなってしまいました。誠に

申し訳ありません。 

そのことによりまして，今回の策定委員会の後，7月頃にもう1回開催をしていただき，

ビジョンの素案として内容をほぼ整えることにしまして，パブリックコメントに臨みた

いと考えております。パブリックコメント以降，旧スケジュールの案からほぼ1月ずつ後

に遅らせていただく予定をしております。ここで問題となりますのは，パブリックコメ

ント以降の策定委員会の開催が有りませんので，ビジョンの素案から確定版に仕上げる

ため，委員の皆様にお諮りする機会が無いということでございます。 

資料の2番を見ていただきまして，確認をしていただきたいと思います。 

進捗状況等については，事務局の方からメールや郵便で，委員の皆様に報告をさせて

いただきます。また委員の皆様方からはその都度意見をいただくことができますけども，

やはり，最終的なビジョンの仕上げにつきましては，どうすればよいのか私どもも悩ん

でおりますので，良い知恵をいただきたいと思っております。申し訳ございませんが，

委員長，どうさせていただいたらよろしいでしょうか。 

 

（委員長） 
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今，ご説明いただいたように，私も残念なのですが，当初今年度で言えば3回委員会が

あって，それでまとめるということになっていたんですが，予算等の都合で今回と7月し

か，つまり2回しか委員会ができないということです。今回の議論を踏まえて，7月には

ビジョンの素案を具体的に文書化されたものを検討していただくわけですが，その後パ

ブリックコメントを踏まえて最終的にまとめていく段階で今課長さんからもお話があり

ましたように委員の皆様にはいろいろとそれに踏まえてのご意見などを，メール，郵便

等で問い合わせをさせていただいたりするわけですけれど，その取りまとめの作業につ

きましては，出来ましたら委員会がなかなか開けないということで，事務局と職務代理

者の委員とそして私も入った形で最終的に責任をもってまとめさせていただきたいと考

えています。そういうまとめ方について何かご意見ございましたらお願いしたいと思い

ます。いかがでしょうか。 

大体そういう形でよろしいでしょうか。 

ではそのプロセスの中で，2回の会議だけでなくて，是非ご意見をいろいろいただける

とありがたいなと思っております。 

では，そういうことでまとめていくということで事務局の方もよろしくお願いします。 

 

（委員長） 

いいですか 

 

（司会） 

はい，すみませんそのようなことで，申し訳ありません，勝手言いますけれどもよろ

しくお願いいたします。 

 

■３ 議 事 

 （２） 市民意識調査の結果について 

 

（委員長） 

それでは，事項書の2番目に入っていきたいと思います。 

市民意識調査の結果についてですけれども，こちらについて説明をよろしくお願いい

たします。 

 

（司会） 

はい，それでは市民意識調査結果概要編につきまして説明させていただきます。資料

の4を見ていただきたいと思います。 

まず1ページからでございます。調査結果の概要ということで鈴鹿市内在住の18歳以上

80歳以下の市民3,000人を対象といたしまして，調査をさせていただきました。実施方法

等につきましては平成23年の11月から1カ月間の期間において，郵送により実施しまして，

1,242人，41.6%の市民の方から回答を得られました。回答につきまして順次説明をさせ

ていただきます。 
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まず1番，「あなた自身のことについて」ということで，余暇の過ごし方につきまして

は各年代ともテレビ・ビデオ鑑賞を選ばれた方が最も多く，旅行・ドライブ，趣味・習

い事と続いておりますが，年代によって若干のばらつきがみられました。 

次に，2番目の「文化・芸術について」でございますけども，文化・芸術の好き嫌いの

関わりなどを調査しました。文化・芸術の好き嫌いについて，鑑賞することが好きと答

えた人は，非常に好きを含め，全体の74%と高い結果であるのに対しまして，活動するこ

とが好きと答えた人は，非常に好きを含め全体の47%に留まっています。 

2ページに行きまして，また実際に活動を行っていると答えた人は，全体の18%と更に

低く，仕事や育児などに主な時間を割かれる20代から40代の年代が特に低い結果となっ

ています。このことは問9の結果にも表れておりまして，活動を行わない理由として「時

間がない」を選ばれた方が最も多く，45%の方が「時間がない」というようなことをおっ

しゃっております。一方，活動を行うと答えた人の活動日数としては「週に1回から数回」

が38%，「月に1回から数回」が37%の順番となっております。 

また，活動を行う理由としては，「心のやすらぎ，心身のリフレッシュ」が60%，「知人，

友人との交流」が51%と突出しておりまして，半数以上の方がこの項目を選択されており

ます。 

次，3ページでございます。今度は文化振興事業についてお聞きしました。文化振興事

業に対する認知度でございますけれども，市が実施する文化振興事業の市民への認知度

については，34%，また市内で開催された文化振興事業への参加の有無については，21%

と，いずれも低い結果となりました。 

しかしながら，文化振興事業に参加したことがあると答えた人の満足度につきまして

は，「非常に満足できた」14%を含め，満足ができたと答えた人が参加者全体の89%を占め

ておりまして，非常に高い満足度となっています。 

このことから，文化振興事業の周知が不足しているんですけども，参加していただけ

れば，満足をしていただけることが分かりました。 

満足の理由としては，「演奏者・講師等が良かった」55%，「事業の企画が良かった」51%

で突出しております。また不満足の理由としては「演奏者・講師等が悪かった」35%，「施

設・設備が悪かった」27%，「時間設定が悪かった」27%の順となっております。 

4ページでは，文化施設について尋ねました。文化施設の利用頻度でございます。 

文化施設の利用頻度については，「よく利用する」が3%，「たまに利用する」が24%，回

答者全体の4分の1という低い結果となりました。 

このうち，利用者の施設の主な利用先としましては，「鈴鹿市外の文化施設」と回答さ

れた16%を除き，約8割の方が鈴鹿市内の文化施設を利用されてみえます。 

更に，利用者の施設利用に対する満足度については，「非常に満足」6%，「概ね満足」

68%で，利用者全体の約8割の方が鈴鹿市の文化施設に満足されているという結果となり

ました。 

また，「あまり満足していない」19%，「満足していない」2%の理由といたしましては，

「駐車場が少ない」49%，「設備が悪い」31%，「交通の便が悪い」30%の順で，半数の方が

駐車場の不備を不満足の理由に挙げられています。 
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このことから，利用を促すには駐車場の整備の確保や，公共交通機関の充実が必要と

思われます。 

次，5ページでございます。今度は文化財についてお聞きしました。文化財につきまし

て，興味がある文化財は，という問いに，「史跡」25%，「建造物」17%，「絵画」17%の順

で，この3つの項目で回答者の約6割を占めております。また，年代別で調べても同様の

傾向が表れております。 

文化財の保護に対する考え方としては，生活面，財政面ともに，「多少不便になる程度

であれば保護すべき」を含め「保護すべき」と答えた方が7割以上を占め，程度の問題は

ございますが，概ね理解が得られる結果となっております。 

文化財の活用方法に対する意見としては，「文化財めぐりや観光資源として活用」これ

が44%と最も多く，半数近くの方がこの項目を選ばれており，次いで「インターネットに

よる情報提供」28%，「出版物の発行」18%の順となっております。 

このことから，文化財を保護し，文化財めぐりや，観光資源として活用をしていくこ

とを望んでいると思われます。 

次，6ページでございます。文化財の保護・活用のためのボランティアへの参加の意向

について聞きましたところ，「是非参加してみたい」が2%，「できれば参加してみたい」

が20%で，参加には消極的な傾向となっております。また，年代別では，高齢者ほど参加

傾向が高くなっています。 

利用したことのある文化財展示施設といたしましては，「伊勢型紙資料館」が45%と最

も多く，次いで「考古博物館」27%，「佐佐木信綱記念館」23%の順となっております。 

次に7ページでございます。今度は目指すべき方向についてお聞きしました。文化振興

の方向性，重点事項といたしまして，本市が目指すべき文化振興の方向性として，最も

多かった回答は，「伝統文化が受け継がれているまち」で，50%の方が選択されました。

次いで「青少年の創造性・感性が育まれているまち」46%，「文化・芸術を鑑賞できるま

ち」32%となっています。また，年代別でも同じような傾向が表れております。 

市として重点的に取り組むべき事項について，「鑑賞事業の充実」が22%，「まつりや伝

統芸能などの掘り起し・継承の支援」が20%，「文化・芸術に参加できる機会の充実」16%

の順となっております。 

Ⅵ-1）で「青少年の創造性・感性が育まれているまち」と回答された方の多くが，青

少年の創造性・感性を育むための手段として，「鑑賞事業の充実」を選択されたことが特

徴として表れております。 

このことから，伝統文化が受け継がれ，鑑賞事業が充実しているまちが，市民が求め

ているまちであることがうかがえます。 

以上が市民意識調査の結果でございます。よろしくお願いいたします。 

 

（委員長） 

はい，どうもありがとうございます。 

せっかくアンケートを採っていただきましたので，これの結果を改めて議論をさせて

いただきます。どういう分析をして，どのようにビジョンに活かしていくかということ
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が重要になるのかと思います。ご質問等もご意見を含めて，いろいろいただきたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

何かこのへんは，どういうふうなんだろうかとかいうご質問等ございますでしょうか。 

それでは、口火みたいな感じでですね，2点ぐらいあるのですけれど，私のほうから先

に質問させてください。事情がよく分かっていないので質問させていただくわけですが，

4ページにあります，「あまり満足していない」の理由で，駐車場が少ないということと，

設備が悪いっていうことが出ているわけですが，駐車場って本当に少ないんでしょうか，

ちょっとそのへん鈴鹿市の文化施設の場合少ない状況があるのかなあという，なんか大

きな会館を見るとそうでもなさそうな気がするので教えていただきたいのと，設備が悪

いって言った時に，どういう面での設備が悪いというご指摘なんだろうかっていうこと

が，これもあまり実感できてないもんですから，教えていただきたいということがござ

います。そのへんどうでしょうか。 

事務局の方で分かる方がみえたら。 

 

（事務局） 

駐車場につきましてはですね，文化会館と市民会館とあるんです，市民会館につきま

しては隣の立体駐車場とかですね，後それが駄目でしたら市の職員が主に使っておる，

舗装はしてないんですけど，そういう駐車場が離れたところに，信号を渡ってだいぶ離

れた所にあるんですけど，そことかを使っていただいてですね，その日は職員が停めな

いようにして，ある程度確保はできるかとは思います。 

文化会館につきましては，確かちょっと少ないですか，百何十，数字はっきり分から

ないですけど，文化会館自体隣にある駐車場が少ないのとですね，他にもちょっと借り

ているんですけど，一つは道を渡っていただいた所にあるのと，かなり離れたところに

公園の向こう側にもあります。文化会館の目の前に図書館の駐車場がありますので，図

書館の利用者の方とごっちゃになったりして，ちょっとトラブったりとかいうのがあり

ますもので，そういう面で，利用者の方にはご迷惑かけているかなと思います。文化会

館ですと，研修室を使われるところもあれば，また別にホールで舞台を使うとか，いろ

んな行事がいっぺんに，利用される時もありますので，そういう時に重なると不便かけ

るかなという気はします。後，夜になって帰りたい時にバスの便が無いとかですね，公

共交通機関のこともご意見をいただいたりしています。 

 

（委員長） 

設備についてはないですか。 

 

（事務局） 

設備につきましては，市民会館は特に古くて，具体的には，例えば「破れた椅子に当

たってしもたわ」とか伺ったこともありますし，後，お客さんじゃないんですが，公演

に入っていただく楽屋の施設も古くなってきたりして，なかなか更新できてないところ

はあるなというのはございます。後，2階の展示室ですが，バリアフリー的な設計になっ
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てないもので，ロビーから荷物を上げたりするのにエレベーターというかリフトという

ものが無いもので，展示会などを2階でする時に不便というのはあります。 

 

（委員長） 

はい，どうも。 

他にいかがでしょうか。 

お願いします。 

 

（委員） 

結果的にこういうアンケートをやっていくというのは，いろいろな所で通常やる手段

ですよね。我々民間でもショッピングセンターやなんか店の経営をやるときはお客様の

声として聞きますよね。それに対して，今，委員長から言われたように，もっと掘り下

げて具体的にね，例えば施設であればどこを改善したら良いのか，それは利用するいわ

ゆる一般のお客様から見た不自由さ，或いはそこで演奏したり演劇をしたりという人か

ら見たその不便さというのですかね，お客様の目と使う人との目から見た違う差がある

と思うんですけども。 

そしたらそこの，例えば市の施設をね，6ページの施設というのはもう文化財について，

後はホールとかいろいろあるんですけど，具体的に言えばそういうホール，ホール，ホ

ール，ホール，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅの施設ごとに，じゃあどこが設備上の欠陥があるん

だと，それはどうしたら良いんだと直すのは，例えば企画をいろいろやるんだけど，企

画が弱いのか，市民にどうしてこうＰＲで伝わってないのか。じゃあ，それはどういう

風な方法でＰＲをしたら良いのか，それは効率的に良くするんであれば単独でいろいろ

こう，お知らせ，ＰＲするよりも，市全体としてのそういう施設が連携をとってトータ

ルでＰＲをしていく，或いは施設ごとにとか，年間とかありますよね，そういう管理者

としての具体的な対策，手直しがここに出て来ないと，声をいくら聞いても私はそれで

終わってしまうんではないかというふうに思うんですよね。ですから，そういうところ

は，もっと掘り下げてかないと，声は聞いたは，次はどういう手を打つ，というところ

まで行かないとですね，なかなかこういう数字というのは改善されてかない。 

もう1点は，先ほど申し上げようと思ったんですけど，一つは，予算の関係で策定委員

会の回数が減るということは問題だと。どのくらい予算があるのか分かりませんけども，

一般的にはアンケートを採ったり，或いはパブリックコメントを実施しますよね，その

後ですね，じゃあ，このビジョンをどういうふうに作り上げるのかというところは，我々

策定委員会として一番最後の押さえるところの部分がなくて，もう事務局というか行政

側でまとめて出来上がった物がですね，はっきり申し上げまして責任無い委員会，結果

的にですよ，前段は良いけど最後の締めが無いというのは，名目的なやり方で終わって

しまうんじゃないか，ということで，最後の最後は計画が最後に出来て，それが市民に

ぱっと出る。最後というのはですね，やっぱりもう一回そこでチェックなりしてですよ，

出していただくのが本来じゃないかとうふうに思いますよ。 

ビジョン作成の案が出来て審議をして，そして結果的に策定委員を全然最後に通らな



 

12 
 

いで，はいできましたよ，というのは私どもとしては，私個人としてはですね，委員と

しては，はっきり言って責任取れませんから，以上をもちまして降ろさせていただくと。

ま，言葉悪いですけどね。最後はやっぱりもう一回きちっとですね，まとめあげる最終

段階というのは，確認というか見るべきではないかなと，こんなふうに思います。 

 

（委員長） 

いかがでしょうか。もう少しいただきたいと思います。 

 

（委員） 

一つ 

 

（委員長） 

お願いします。 

 

（委員） 

このアンケートしかりですけれども，住民台帳から無差別ということですが，地域性

はどうだったんでしょうか。 

 

（事務局） 

あの本当に無作為なんです。例えば地域ごとに散らばるようフィルターはかけてなく

てですね，何遍かかけるごとにいろいろ費用もかさむということで，もう不作為ですね，

本当の無作為でさせていただいています。 

 

（委員） 

何でかと言うと6ページの文化施設の利用度ですね，これ見た時に，稲生の民俗資料館

の利用度がですね，庄野資料館より多くなってるんですね。前川定五郎さんの資料館と

かは分からないことはないんですけど。例えばこういうアンケート採る人数が偏ってい

れば，稲生の方が近いと，そちらへ出てったりします。私ももちろん両方とも利用しと

るんですが，殆ど稲生の民俗資料館って人おったことないんですわ。庄野資料館より稲

生の方が上になってますね。庄野の方は殆ど利用者が郊外とか，市外・県外の人がかな

り利用するんですよ，そういう人らは今回のアンケートの外ですね，こういう調査無い

ですね。ですからこれ自体は，伊勢型紙の資料館がトップで良いかなという気がするん

ですが，後はですね，このままだと参考にはそうならんのと違うかなちゅう気がするん

ですが。 

 

（事務局） 

今日のじゃないんですけど，以前送らせていただいた資料ではですね，鈴鹿市6地区に

分けた形で拾わせていただいた分では，稲生・栄・天名・合川という部分があるんです

けど，大体15%っていいますかね，この6地区で16%，13%，13%，15%，16%，24%というよ
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うな散らばり具合でですね，そんなに無茶苦茶偏ったふうでもなさそうな感じでは思い

ますんですけど，この詳細の資料編の1ページというところですね，すみません今お持ち

でなければこちら資料ございますんですけど。 

 

（委員） 

よろしいですよ。そうするとまあ，要はこういう施設の利用としてはある程度これで

反映しているということでしょうかね。 

もう1点ですね，3ページの満足度それから不満足度の満足度の理由でですね，施設・

設備が悪かったこれはこれとして。時間設定が悪かったってあります。これ，時間設定

っていうのは，当然，演奏時間とか講演時間とか，いろんなものを加味しながら出てく

るんですけれども，このような事をどうやってして理解したら良いんですかね，時間設

定が悪いちゅうのは。 

講座で昼間は勤めとるから夜にしてくれとか，そういう声ですかね。 

 

（事務局） 

そうですね。子育て世代の方でしたら行けないとか，先ほどの交通機関の理由とか，

他の自由記述なんかを見させていただくとそういうことが書いていただいてますもので，

生活のスタイルに合わない部分というのが書かれておるのかなと思いますんですけど。

もうちょっと，資料をクロスすると出てくるところかなと思います。 

 

（委員長） 

お願いします。 

 

（委員） 

前回の時にもちょっとお聞きしたんですけれども，今回はビジョンとして第2弾という

ことですよね。第1弾のビジョンが先にあって，ここに5つの基本政策というのがあって，

こういうまちづくりをしましょう，文化関係の検証をしましょう，で，それがあってそ

の検証の方から出てくるだと思うんですけれども，例えば第2次ビジョンというのは，第

1次と全く方向性が逆になるとかね，或いは内容の違ったものでも良いのか，第1次を踏

まえて第1次でやり残したことそこを充実させていくのか，そのへんの第2次の位置付け

がね，今一つ分からないということがありまして，その1次と2次との連続性というか継

続性というか，そのへんがプッツンとしても良いのかどうか，それをちょっと確認した

い。それからもう一つアンケートで，今後の目指す方向性についてということで結論的

にこう言っていますね。伝統文化が受け継がれ鑑賞事業が充実しているまちが，皆さん

が望んでいる伝統文化，保存と創造というような形が，この市の各地にあるいろんな伝

統行事それを保存に力を入れると，保存事業をやって，子ども達を文化に親しませるた

めにも鑑賞塾をやりましょう。このアンケート通りにいくならば，これをもっと推し進

めて具体化していけば良いのかなというところです。先ほど設備の話も出ましたけれど，

設備が悪い，いろいろなケースがあるでしょうしね。委員も言われたように，今，文化
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施設に鑑賞に行く人と，どっかの美術団体が来て，そこを使うのでは全然違いますよね。

もっと言えば良いものを作ろうと思えば，どんだけでもお金をつぎ込めば良いものは出

来るかもしれない。それは音響効果も含めて，舞台等も含めて。そういうものまで目指

すのか，そのへんのね，バランス。例えば国際的に有名なアーティストを呼ぶ，オーケ

ストラを呼ぶ，鈴鹿でやるんだということならば，このままの施設では足りないかもし

れない，そういうところまでやる。でもそういう人達は，この近辺でいえば，名古屋あ

たりまで聴きに行く，じゃあ鈴鹿の町はこのくらいの施設がいる，それ，やろうとすれ

ば，むっちゃくちゃお金かかりますよ，金食い虫になりますよ。このこともちょっと言

いましたけれど，文化文化と皆さんが言うんだけども，お金との関係にしろ予算との関

係もあるので，どういうふうに調整したら良いのか，ということになります。そのへん

をもう一度，1次と2次の連動，比較，継続の話，それから施設の話，それからこのアン

ケートの話。アンケートを配布した，ただ単にアンケートを採っただけだった，アンケ

ートを踏まえてそれを目指す，その辺をちょっと確認したい。 

 

（委員） 

アンケートの結果と１次の検証の結果は関連しているように思います。先に読ませて

いただいた検証について内容の表示で実施・未実施などまた，継続・充実など記入され

ていますが，実施→継続となっているところは，引き続きやっていると見なして，アン

ケートの結果も良くなっているのかな，思います。また，鈴鹿文化振興事業団のこと，

委託事業のことなど，それを踏まえて，説明をしていただくと何か見えてくるのかなと

思います。 

このアンケートにある，文化施設についての件で，「駐車場が少ない」の件ですが，ひ

とつの例で言えば，鈴鹿文化会館の駐車場は狭いと思います。大きな行事のある時はな

かなか停められません。また「設備が悪い(充実していない)」件ですが，身近にあった

ことは，市民会館ですが映写機が無いそうです。持ち込みということで機材の問題かな

と思います。 

 

（委員長） 

お二人のご趣旨は良く分かるので，次に行きたい訳ですが，もう少しだけアンケート

の押さえるべきところを押さえて，そして，第 1 次の検証の方に行きたいと思います。

そこで改めてアンケートの事も含めながら，また，議論いただきたいと思います。 

もうちょっと，アンケートの所にこだわって，このアンケートに即せば，ここなんだ

みたいな事は確認をしておきたいなと思いますので，よろしくお願いいたします。 

先ほど委員が指摘されていた，その 1 次と 2 次の継続性とか，その違いとか，そうい

う事についても，事務局の方，また，後で説明していただければと思いますので，ちょ

っと考えておいてください。 

何かありますか，良いですか。 

 

（司会） 
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少しお答えをさせていただくのが良いかなと思ますけど。 

 

（委員長） 

もうちょっと待ってください。 

 

（司会） 

はい。 

 

（委員長） 

はい。 

 

（委員） 

凄くこう漠然としてですね，私が答えようかなとか，意見を言わせてもらおうかなと

思ってたのと，迫り方がちょっと違いますので，今ちょっと戸惑ってはいるんですけれ

ども，出来るだけこの中のアンケートの所から，というところなんですけれども。 

参加していただければ，満足度が凄く高いとか，来てみたら施設の満足度て，高いん

ですよという感じのことですよね。 

だけど，私，全体として，非常にこのアンケートで感じた事はですね，鈴鹿市の行政

に対して，「こうして欲しい」，「ああして欲しい」という，特にこの後ろの方の，この言

葉ですけど，これが凄く細かくて，2回も 3回も読ませていただきましたけども。 

それが凄く大きくてですね，例えば「自分達がこういうふうに主体的に活動をするか

ら，市側からこういう仕組みをつくって欲しい」とか，「予算もらえないだろうか」みた

いな，今の世俗の流れはそうなって来ていますので，そういう意見が無いのが，何か受

け身的だなと。「鈴鹿は田舎ですね」みたいな事を書いた方がいらしたんですが，これこ

そ田舎だなというのが，凄く私は思いました。 

とにかく受身的というのか，やっぱり今後の文化活動というのは，自分自らこう市民

が加わって行って，そして鈴鹿市に向かって，「こう仕組みつくって欲しい」だとか，「予

算ください」みたいなことを言うのが，私は道筋だと思っていますので，だから何て言

うんだろう，どういうふうにお答えして良いのかというのが，ちょっと私は困っている

んですけれども。 

だから細かく検証して，施設が悪いですよとか，地域的に偏っているんじゃないです

かみたいなことは確かにあるかもしれませんが。でも，結果的に地域は偏ってないとい

うことは，ここの細かいので見たら分かるんですけれども，そういうことを細かく検証

していくのが，ビジョンの策定委員会では無いだろうというのが，私の正直な気持ちな

んですけれども。 

だから答えだとか思ったことを一杯用意はしてきたんですけれども，私が思っている，

市民参加で巻き込んで市民を見方に付けるみたいな，将来の文化施策みたいな，こうい

うビジョンが，この中から全然見えてないので，何時そういうことを言ったら良いのか

なっていうことで，ちょっと今，戸惑っているところなんですけれども。 
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まあ，今，県でも全国でも，やっぱり市民参加です。本当に，極端なことを言えば，

社会的な協議会のような形です。私自身が文学講座の講師をしているんですけれど，一

市民の人達がつくった協議会の方が，私に講師を頼みに来られ，その依頼してくださる

のが普通のおばちゃんとかおじさんなんですが，凄く勉強なさっていて，文学講座の依

頼に来られるっていうことから，市民参加というか自らが文化をつくっていくんだなあ

っていうことを，凄く実感しているんです。 

それで，市とか県なんかの役割は，それを指導し指し示して育てていくみたいな事が，

それこそ本当の文化じゃないのか，みたいな事を申し上げようと思って，今日，来たん

ですけれども，ちょっと違うなという戸惑いがあるものですから，正直に申し上げてお

こうかなと思いました。 

申し訳ないですが，ずれているかも分かりませんけど。 

 

（委員長） 

貴重なご意見で。 

 

（委員） 

あのう，文化って非常に大切なものだと思うんですよね。で，大切なものなんだけど

も，中々目に見えにくいという，そういうものですね。 

行政というのがどこまで，それをバックアップしていくのか。例えば，下水道の整備

が悪いとか，どこどこの道路が不整備で直してくれとか。そういうふうに，具体的にね，

市の行政の中と，目に見えるような形で要求が上がってくる。皆さんの気持ちが分かる

というようものでも無い，文化。 

だから，どこで切るのか。強いて言えば，どこでお金を使わずに，お手伝いできるの

か。 

で，とても市役所だけで，やれるもんじゃ無いし。今言われたように市民参加の形で，

或いは NPO とかですね，いろんな方達，そういう人達を巻き込んで，鈴鹿の文化という

か，鈴鹿のまちを良くしていきますよと。そのへんが良く分からない。 

こういうビジョンということになると，お金を付けてね，昔はそうしたんですね。 

或いは，何とか有名なアーティストを呼んできますね｡それがまあ，実績みたいになる

かも知れませんけれども，例えば，世界的な一流アーティストが鈴鹿市に来られたとし

て，本当にそれを聞きたい人達は，他のまちへ行ってでも，観る人はいるんですね。 

で，放っておけば放っておいたで，その代わり現れて来ないですね，多分ね，市民の

ね。 

だから，そのへんの限度て言うかな，程度の問題というか，そのへんが非常に難しい

ものだと。だから，水道課とか何課，道路課等，そういうところとは違う所で，目に見

えないものを扱っているだけに，よけい難しい。 

 

（委員） 

文化というのは，規定まで考えてしまいますよね。 
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（委員） 

文化というのは，もう我々の全てが文化と言えるぐらいですね。 

じゃあ，行政としてどこまでやるのかという。 

少なくとも，鈴鹿は若いまちだというふうに言っていますので，子どもさんを含めて

ね，文化と言うと，良く目に見えないんだけど，小さい頃から，触れていけるように，

行政としてどこまで，バックアップできるか。 

音楽だけじゃ無くって，絵画もそうでしょうし。 

だから，第 1 の検証が終わって，その足らずのところを第 1 でアンケートも踏まえな

がら継ぎ足していくのなら，逆転の発想というかね，全く逆に言ってね，もうお金かけ

ないよ。お金がかからない文化のやり方にしましょう，とするのか。 

そのへんが，私自身も分からないところがありますので。 

 

（委員長） 

他にご意見いかがでしょうか。 

今，ご意見をいただいたように，私としては、アンケート全体を見た時は，一つは，

文化活動への市民参加というご意見がありましたが，私もそこが非常に大事だというふ

うに思っているんですが，もう一つは，この文化施設の利用度を見た時には，やはりも

うすこし利用度は高くなければいけないかなと思いました。 

それから，一つ目と関わるのですが、やはり参加についてです。6ページのところに，

「ボランティアの参加意向」という項目がありましたが，そこで出来れば参加してみた

いという方が，20パーセントあったということです。この20パーセントというのは，参

加には消極的というふうに分析されてるんですけれど，一応5人に1人といいますか，10

人に2人はボランティアをしてみても良いかなと思っているわけですから，表には表れて

いないけど，その参加の潜在力はあるんじゃないかというふうに思いました。このへん

を，少し意識して考えていかなくちゃいけないかなと思いました。 

それから，三つ目は，やっぱり青少年なんですよね。7ページの「目指すべき方向性」

などで，青少年の参加ということが随分期待をされています。「青少年の創造性，感性が

育まれているまち」という回答が，伝統文化と並んで高い割合になっています。そこを

何とか開拓していかなくてはいけないと、見させていただきました。 

個人としては，そのような意見を持ちました。 

 

（委員） 

あのう，鈴鹿の文化と言われると，鈴鹿にどんな文化があるんだろうっていうふうに，

迷ってしまうというのが，一般市民の意識じゃないかなって思うんですね。 

じゃあ私は，文化っていうのは，今，委員がおっしゃったように，市民一人ひとりが

創り出していく，市民一人ひとりが持っているものを統合して，高いものに高めていく

というのが，本来あるべき姿だと思うんですが。 

で，行政は何をするかというと，そういう市民の持っている力を，どうやって支えて



 

18 
 

いくかということに力を注いでもらいたいな，というふうに思うわけです。具体的に言

いますと，先ほど，どの先生だかおっしゃったように，市のいろんな施設があって，そ

れぞれにいろいろな文化活動を企画して実施している。 

それが，トータルとして市民にアピールしていないという現状があるんで，そういう

ところらをもう少しこう工夫していただく。 

今，委員長がおっしゃったように青少年の文化を高めていくという観点からすると，

例えば，鈴鹿市内の文化施設が非常にあちこちに散らばっているんですね。 

しかし，その散らばっているその周辺には，やっぱり学校なり幼稚園なり，あるわけ

ですので，意識調査の結果の中にも沢山書いてありましたが，教育委員会とタイアップ

して，例えば，大黒屋光太夫記念館の行事には，その近くの学校の子ども達が優先的に

行けるとかですね，そこへ重点的にＰＲするとかですね，そういうふうにして，子ども

の時代から，自分の身の回りの文化施設に親しんでいくっていう環境をつくっていく必

要があるんではないかなあっていうふうに思います。 

また，市民が参加しやすいっていう観点からいくと，鈴鹿市は20代から40代の若い世

代が多くって，参加意識が低いというレポートがされていますけども，子育てに手をと

られていて，なかなか，ゆっくりと文化鑑賞に出かけられないっていう実情があったと

思うんですよね。 

で，そういうものを，どうやって行政がサポートするかっていうと，例えば，託児の

施設をちゃんと用意するとかですね，そういうふうなお金の使い方っていうか，そうい

う面も考慮していっていただけると，もっと市民参加もしやすいんではないかな，とい

うふうに思います。 

ちょっとなんか中途半端ですけれど。 

 

（委員長） 

どうもありがとうございます。 

他に，いかがでしょうか。 

はい。 

 

（委員） 

委員のおっしゃったように，例えば6ページの，文化財の展示施設の所ですね，この展

示施設の管理運営をどういう主体，経営というか，どなたがやっているかということで，

例えば，そういう見方をしますと，佐佐木信綱記念館も，大黒屋光太夫も，伊勢型紙も，

考古博物館も，岡田文化財団に対して，殆ど毎年，活動事業支援申請をしていただいて

います。 

我々も，財団としての支援をしているんですね。やっぱり館長さんなり，顕彰会の会

長さんなり，理事長さんか主体になって，メンバーを集めて，その上で皆さんが自らい

ろんな企画というか計画をして活動をしているんですね。 

それをサポートする体制もあるでしょうし，熱心にやられる人がある。 

で，そういうところが，一つ一つの施設で柱というか，そういうものが出来上がって
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おれば，もう，市としてはちょっとしたサポートをね，していくかってことで良いと思

う。 

やっぱり主体はですね，それぞれの施設の館長さんとか理事長さんとか，いってみれ

ば，やっぱり民間なんですよね。 

私は，そういう形が非常に望ましいと思うし，今，事務局が最初におっしゃったよう

に，市の文化会館とか市民会館も，やっぱり指定管理で，市の職員さんが引き上げて，

プロパーの人達が自らその経営をしていくと，そういう所がですよ，本当は望ましいと

思うんですよね。 

ですから，例えば，先日ですね，鈴鹿科学医療大学で桜島の小学校のリコーダー演奏

会があったんですね。 

私どもが，あるご縁があって支援をしたんですけれど，本当にその先生とか父兄の方

が中心になって，900名を超える人を集めたんですよね。 

これは物凄く皆さん方が一生懸命，新聞社などあちらこちら手を尽くして，もちろん

無料でしたけども，あれだけの市民の方，ほとんどの方は鈴鹿市民だと思うんですけど，

集まって，楽しい演奏会が聴ける企画を実際にやっている団体，そんなに組織っていう

て，大きな組織ではないですよね。熱心な先生が一人いて，一生懸命皆さんに声をかけ

て，あれだけの事が短期間の間にできるという，非常にパワフルな一つの事例だと思う

んですよね。 

ああいうものが一つ一つどっかでやって，それがトータルの鈴鹿市の芸術文化の力に

なるんですね。 

で，ああいうことができるわけですから，行政としてもお金が要るとか，何が無いと

かいう問題じゃなしに，市民の皆さん達が自ら行動できるようなビジョンにして，それ

を行政がどういうふうに支えるか。 

もう，最初から行政がやるんじゃなしにですね。 

ですから，あんまりビジョン，こう深く考えてなんですけども，これから先の問題に

なるんですけど，この骨子の中の3ページにあるようにですね，基本計画というか市民参

加とかいろいろなことが書かれておりますけれども，その施設なんかもですね，一度そ

の，いろんな団体があるんですけど，市民の団体が中心になってやると。 

で，いろんな企画をどんどん，どんどんして，必要な予算の措置も必要でしょうけど

もですね，民間からもやっぱりそういう協力を得る。得るというか，いろんな日本全国

ですね，それに助成しとる団体があるんで，あちらこちらお金を集めてですね，そうい

ったことも，やっぱり自らがやっていくと。 

そういうことを含めてビジョンづくりをしていかないと。 

まあ，アンケートはアンケートで良いと思うんですよね。そんなに深く突っ込んでで

すね，考える必要ないと思うんですよ，実際は。 

一応ステップとしては，やっておく。パブリックコメント，一応やらなきゃいけない。 

で，それをすべて聞いたから，そのままやるというんじゃなしに，今も，委員も言わ

れたようにですね，主体はやる気のあるというか，やっていただけるところが主体では

ないかなと。そんなふうに思います。 
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（委員） 

よろしい。 

 

（委員長） 

はい。 

 

（委員） 

今，委員のおっしゃられたことについて詳細にお尋ねしたいんですが，今年，市制70

周年で助成金の公募がありましたですね。 

あれって，例えば予算のはっきりした金額は忘れたんですが，その中から選ばれたの

が，この間公表されていましたが。申し込みは，4，50あったとかで，ちょっと新聞記事

に書いてあったんですが，あの申し込みというのは，市民の文化の声なんですね。 

それで，当たらなかった人が40何団体あるわけでしょう。 

それはもう意気消沈するんですね，まったく。 

そうすると，その中に立ち消えになった企画が沢山あっても，それをその予算がつい

た，この予算をもう少し，1万，2万の金額でもええで，頑張りなさいということで，そ

こへ向けてやるというのが，やっぱり文化に対する，まあ，岡田文化財団に，何でもか

んでも，おんぶに抱っこですやろ。 

だから，そういう点，もうちょっと，いかんような気がするので。 

折角，ああいうふうな70周年というので予算とったら，あんまり大きなビジョンに限

定せんとですね，申し込みのところで少しでも，中にはそら選択して，ちょっとこれは，

というような団体や企画もあるか分からんですけれども，なるべく一つの市民の声であ

ったものを反映してあげるちゅうことも大事やないかなと思ったんです。 

ちょっと，このアンケートと違いますけれども，今のことを受けてですね。 

 

（委員長） 

はい。 

そろそろ，その次のビジョンの検証の方にいきたのですけれど，よろしいでしょうか。 

はい。そうしましたら，次に，議論は，アンケートの事を含めながらでも良いと思い

ますけど，まず，その第1次文化振興ビジョンの検証というところに移ります。説明を受

けて，また議論したいと思います。 

では，お願いいたします。 

 

■３ 議 事 

 （３） （第１次）鈴鹿市文化振興ビジョンの検証 

 

（司会） 

それでは，資料5の方をご覧いただきたいと思います。 
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先ほどの，お二人のお話の答えが少し見えてくるかなと思いますので，私の方から読

ませていただきます。 

まず，1ページでございます。鈴鹿市文化振興ビジョンの進捗状況について，5つの基

本施策ごとに計画された「実施細目」の実施内容等をもとに担当課による検証を実施い

たしました。ということで，5つの基本施策を順番に検証していくわけでございますけれ

ども，検証の内容の表示ということで，実施，一部実施，未実施ということで，検証の

内容について第1次文化振興ビジョンの計画期間内，平成17年度から平成22年度における

実施細目ごとの実施内容等から，実施，検討の実施を含む，それから，一部実施，未実

施の3段階で実施結果を評価するとともに，課題や問題点について洗い出しをいたしまし

た。 

それから，今度，第2次の文化振興ビジョンの策定に向けてという方向性ということで，

私どもの方で勝手に考えてみたんですけれども。 

検証の結果を受けて，第2次ビジョン策定に向けての方向性，その指マーク（☞）です

ね，その後に，継続，充実，縮小，廃止，完了，終了，検討，その他の計画で実施とい

うふうに，進めさせていただきました。 

今回の検証の結果，大きなイベントから地道に継続をしている事業等，一つ一つの事

業を各所属で検証をいたしました結果，概ね，8割以上の事業につきまして実施をしてい

ることが分かりました。 

検証の結果は，あくまでも行政職員によるものでありますので，第1次振興ビジョンの

策定された平成16年3月以降，社会情勢の変化とともに，事業としての役割や性格が変わ

ったものや，普遍性が認められるものなどが方向性に現れているのではないかと思いま

す。 

次の2ページの方から，順を追って説明をさせていただきます。 

まず，基本施策の1番の鈴鹿のまちの芸術文化を創造につきまして。 

(1)の「人づくりに」つきましては，3項目すべて実施をしました。 

それから市民美術展等，創作活動等による発表機会の充実と。 

これにつきましては，充実をさせていったら良いのではないかというような意見がご

ざいました。 

課題と問題点を読ませていただきます。2ページの下のところです。 

美術展，文芸賞などでは，他市町でも聞かれますが，出品者の固定化，作品出品数の

固定化や伸び悩みがみられます。また，展示会場のスペースが少ない悩みがあります。 

子どもの感性を育むイベントでは，参加者からは講評をいただいておりますが，開催

にあたり収益性などの問題があります。 

なお，語り部育成については観光的要素が勝るため，現在では鈴鹿市観光協会事業と

して行っております。 

(2)の「心ゆたかな子どもの育成」ということでございまして，これにつきましても，

3項目すべて実施をいたしました。 

その中の項目の，子ども向けワークショップの実施，それから，子どもにも楽しめる

音楽，芸術，演劇の開催について，今後は充実していったらどうかというようなことを
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考えました。 

3ページに，課題，問題点がございます。ミュージカルや演劇に関しましては，参加者

には好評をいただいておりますが，開催経費に関連し安定した事業数や事業費の確保が

課題としてあげられます。 

(3），「文化団体の支援」につきましては，4項目の実施。一部，未実施がございました。 

未実施につきましては，3番目の登録制度による文化活動の支援，練習施設，公共施設

利用への優遇ということで，これは，できなかった項目でございます。 

充実をしていこうという項目で，鈴鹿市芸術文化協会への支援，鈴鹿市文化振興事業

団への支援，それから，市広報やホームページ等による情報発信，これを充実していこ

うと考えました。 

次の4ページでございます。 

その場合の課題と問題点でございますけれども，鈴鹿市文化振興事業団は，公益財団

法人化，平成25年度に向けて，よりの一層の自立化が求められております。事業団の自

主事業に関して，シアター事業等，施設の収容規模の制約から利益性が確保できず，市

民に良質な文化芸術を提供する使命と収益性向上とのジレンマがあります。 

情報発信に関して，技術革新の著しいホームページに関しては，より一層の利便性や

内容の充実が必要です。 

また，情報誌「けやき」に関しても，より見やすい紙面づくりに向けて不断の努力が

必要です。 

施設の登録制による利用優遇制度に関しては，施設数が限られており，文化芸術団体

以外に及ぶ広範な利用者を考慮する必要があることが検討され，実施はされませんでし

た。 

次に，基本施策の2番です。 

「伝統や歴史豊かな郷土文化の継承」についてでございます。 

まず(1)で，文化財の保護と活用につきましては，次の5ページには書いてあるんです

が16を実施，2つが一部実施になっております。 

一部実施につきましては，文化財を活かした学習支援活動，それから，文化財めぐり

や講座の開催が一部実施となっておりまして。 

5ページの一番上の，金生水沼沢植物群落保護増殖事業につきましては，これから充実

していこうということでございます。 

で，課題と問題点につきましては，鈴鹿市内の各地に伝わる，地域伝統芸能の記録に

ついては，記録の劣化等の防止に向けて方策を検討することが必要です。 

各記念館，資料館の事業では，財政状況が厳しい折，維持管理費用を捻出したり運用

形態を見直したりすることが課題です。 

文化財の管理運営補助や環境整備については，実態に応じた補助金交付の為のルール

の見直しや団体の自主的運営に向けた推進を進めていくことが課題です。 

金生水沼沢植物群落につきましては，駐車用地の取得と境界面の整備，沼沢の維持管

理のためのボランティアの充実が課題です。 

次，6ページでございます。 
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6ページ，(2)，「埋蔵文化財の保護と活用」。 

これにつきましては，7項目すべて実施をしております。 

課題と問題点につきましては，伊勢国府跡保存事業では，民有地を借り受けての実施

のため適地を調査できない問題があります。 

埋蔵文化財包蔵地の周知に努めるとともに現地説明会や速報展を通して市民の方々の

埋蔵文化財の保存への理解と関心を高める必要があります。 

調査資料の増大により，資料の整理保管業務の効率化が求められています。 

(3），「先人の顕彰，鈴鹿の文人達」でございます。 

7ページになります。 

3項目とも実施をさせていただいております。 

課題，問題点につきましては，今後は，顕彰会との協議のあり方や，資料集にかかる

人的予算の確保に向けて検討が必要です。 

それから，(4），「歴史のまちづくり」につきましては，6項目実施，2項目で未実施と

なりました。 

未実施は，2番目のパブリックアート（まちの芸術作品）めぐり，これは実施を検討し

ただけで未実施ということです。 

5番目の「考古博物館を活かした総合学習教材づくり」これが未実施となりました。 

それから，充実項目といたしましては，3つ目の考古博物館の企画展示の開催。その下

の，考古博物館を活かしたまちづくりワークショップ（体験）の充実ということを考え

ました。 

次に，8ページでございます。 

課題と問題点でございます。 

考古博物館で開催する特別展やワークショップへのリピーターの拡大，パブリックア

ートめぐりについては，見当されましたが，対象となるアートやニーズを考慮して未実

施となっております。 

また，ガイドボランティアは，鈴鹿市観光協会の語り部事業。まちかど博物館は，三

重県の方で実施をされてみえます。 

次に基本施策の3番，「うるおいとひろがりのある市民文化の発展」につきましては，

(1)で，芸術文化の振興ということで，9項目すべて実施しておりまして，下から4つ目の

ライブハウス等での小規模公演の開催，ワークショップなど体験型学習事業の開催，個

性的で独自性のあるイベントの開催，国や県が推奨する芸術文化事業の誘致。 

この4項目について充実を考えました。 

次に9ページの，課題と問題点につきましては，公民館活動については，平成16年4月

の市役所の機構改革により公民館を所管する，生涯学習課にて事業を実施しております。 

それから，国や県と関わりのある，地域創造や自治総合センターの宝くじ公演などに

積極的に応募をしていますが，必ずしも採択されないのが実情であります。 

(2），「情報ネットワークの整理」につきましては，2つで実施，1つが一部実施になり

ました。 

一部実施は，一番下の地域間の文化や芸能，祭りの相互交流。これが一部実施となり
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ます。 

それから，充実事項は，一番上のホームページや，情報誌による文化情報提供の充実

ということを考えました。 

10ページ，でございます。 

課題と問題点につきましては，今後も市の広報，ホームページを活用しネットワーク

化や文化情報の発信に努めます。 

伝統文化や祭りの相互交流と研修事業の整備，ニーズや費用対効果の見極めが必要で

す。 

次に施策の4番です。 

「文化をはぐくむまちづくり」につきましては，(1)，「地域文化おこし」，でございま

すけれど，2つが実施，2つが一部実施，1つが未実施でございます。 

まず，未実施は一番下の，出前コンサートなど，地域で鑑賞機会の充実，これは未実

施でございました。 

一部実施は，下から，2つ目と3つ目，広報などによる地域祭りの紹介，地域文化を担

う担い手交流，研修活動が一部実施となりました。 

それから，全市的規模の文化イベントの開催を充実していこうということでございま

す。 

次に，10ページの下の所です。 

課題，問題点，地域文化を担う人々の，研修や地域間交流として，獅子舞サミット，

平成17年3月などの開催がされましたが，費用対効果など，短期間に回数を重ねるような

開催は難しく，周年記念などの節目に開催をしております。 

出前コンサートに関しては，実現はしておりませんが，人材確保や入場収入の確保が

できてないです。 

また，熱気球大会のバルーンフェスタやよさこい踊りなど，鈴鹿フェスティバルは，

産業振興，観光事業として商業観光課が実行委員会を設置して開催しております。 

(2）の「市民の異文化交流」でございます。 

5つを実施，1つが一部実施，1つが未実施となりました。 

未実施は一番の下の欄でございまして，友好提携都市との文化交流，文化活動の交流

実施でございました。 

それから，下から2つ目。国際色豊かなコンサート等の開催，一部実施で終わっており

ます。この課題と問題点につきましては，第1次ビジョン策定の時点では，異文化交流が

テーマであったものが，多文化共生へと進化し，様々な交流事業が，市民対話課，国際

交流協会で取り組まれております。 

また，子ども達へは，「地球子ども村」（人権教育課）などの交流事業が実施されてお

ります。他に，鈴鹿国際大学が，主催をする市内小中学校の交流事業など各機関で活発

に活動が行われております。 

次，12ページになります。 

「文化施設の整備充実」でございます。 

一つが実施，一つが一部実施になりました。 
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一部実施は，市民会館，文化会館の設備の促進でございます。 

で，課題と問題点につきましては，厳しい財政事情の折，改修計画などが繰り延べに

なっていますが，集中と選択により予算の範囲内で実施をすべく，予算確保に向けて継

続的な努力が求められております。 

次に，基本施策の5番，文化を広げるパートナーシップの確立ということでございまし

て，13ページ，(1)，市民参加について，でございますが，7つの項目で実施，1つの項目

で未実施でございます。 

未実施につきましては，このデリバリーアート，市民が地域の施設を活用する文化講

演に芸術家を派遣する事業でございますが，これは未実施でございました。 

それから，上から2番目の，市の文化行事を市民との実行委員会形式で実施。これを充

実していきたいと考えました。 

次，課題と問題点についてでございますが，第1次ビジョンでのパートナーシップの確

立について，「平等な立場で建設的な話し合いを進めます。」とありますが，固く構える

のではなく手間と時間はかかりますが，アイデアや企画の時点から，それぞれの立場で

参加をし，一緒につくりあげていくことが求められます。 

(2）の「文化行政推進のための体制整備」でございます。 

14ページになります。 

「文化行政を進めるための体制整備」，3つとも，実施したということで，課題と問題

点につきましては，市民が求める文化情報や施策について，職員の資質向上を含め，横

断的効率的に文化行政が対応できるよう努めます，ということで，以上が，第1次文化振

興ビジョンの検証の結果でございます。 

 

（委員長） 

大体，丁寧に検証していただいたと思います。次の骨子との関係もあるんですけれど

も，先ほど委員委員のご質問にありましたが，こういう検証をした上で次につなげると

言った時には，大きな枠組みとしては，どういう方向で次の文化振興を構想するかとい

う点ですが、事務局として何かコメントございますでしょうか。 

 

（司会） 

大きなところではですね，先ほどのアンケートの結果でもおっしゃっていただいたん

ですけども，青少年の参加というんでしょうか，祭りにしても，いろんな文化活動につ

きましても，青少年の参加を促していくのが良いのかな，という思いもあります。それ

から，この中で意外と経済面とかがよく出てきたんですけれど，この事につきましては

ですね，企業の方には申し訳ないんですが，企業の方が持ってみえるですね，人材を利

用させていただいたり，資金力も利用させていただければですね，何か良い方向に向か

って行くのではないかということもですね，ここには入っていなんですが，皆でそうい

うことも考えていたんですが。 

 

（委員長） 
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では，ちょっと，この検証についてご意見をよろしくお願いしたいと思います。 

 

（委員） 

さっきの繰り返しになるかもしれませんが，グラフにある，検証して，やれたところ，

やれない所を説明をしていただきました。 

それで，今，2次に向けての取り組み方として，それぞれの事業の項目ごとに，これは，

もう終わっただろうから，廃止になってしまうと。これは，ま，継続していこう，と。 

これは，充実していこう等。継続と充実が良く分からない所が有るんですけれども，

ある程度方向性を事務局の皆さんの方から出していただいているわけですね。 

で，我々がやるのは，この第1次の枠組みの中で，出来た所，出来なかった所を検証し

ながら，将来の，2次へ向けてその継続とか充実とか，廃止とか，言うのか。或いは， 第

2次の骨子で，全く新しい観点で総括して一つの方向というのか，それはやっぱり廃止と

いうふうにあるけれども，継続した方が良いんじゃないか。これは無くしたほうが良い

んじゃないか。それを引き続きやっていってもらいましょうということさえ，言えば良

いのか。  

或いは，先ほど，市民参加というような話もあって，ちょっと，色が変わったという

か，味付けしてこういう市民参加みたいな所を多く前面に出して，やったのが良いんじ

ゃないですか。 

施設なんか，もう撤収とかね。 

そういうふうに，もし，この方向性だとすると，先ほど，委員が言われたように，我々

は，何となくアリバイ作りって言うかですね，お墨付きのための集会だけであって，で，

もう一回，何月に開いて，後は，それぞれのメールになるのか，郵便物になるのか良く

分かりませんけども，これでよろしいでしょうか。はい。よろしいですよって，来年の

年末を迎える。で，ビジョンができるということですね。 

で，面倒くさいんだけど，そのへんが聞きたかったので，最初の質問と同じことを聞

いているんですけれど，事前にいただいた，ここの中にも，これはできましたよ。で，

方向性は，もう，これは対象外にしますよ。これは，継続ですよ。これは充実ですよ。 

ある程度，答えは出ているんですね。 

答えが出ている中で，我々は，それを，お墨付きさえていうか，これで結構ですよ，

というふうに，言いさえすれば，良いっていうことですか。 

 

（委員長） 

はい。そのへんはどうなんですかね。 

私は，先ほど委員が指摘されていましたが、このような点はもっと強調していかない

といけないんじゃないかというような事は，次の振興ビジョンに活かしていくというよ

うな方向で良いのだろうと考えていますが、そのへんは，事務局の方はどのようにお考

えでしょうか。 

 

（司会） 
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私どもといたしましても，話の内容には，こういうふうな反省をさせていただきまし

たけれども，私どもの考えとですね，市民の皆さん方の考えが乖離していたらいけませ

んので，皆さん方のご意見をお聞きして，方向性を決めていきたいと思っておりますの

で，あくまでも，私どもの方は，参考資料というふうに捉えていただいて，今もおっし

ゃってみえましたように，市民参加というのが，今後大事だと思いますし，これからや

っていかないかんということはやっていく，とかですね。 

それから，ちょっとこれも，先に行ってしまいますが，骨子の方で4つばかり，今回つ

くらさせていただいたんですけども，今回のビジョンにつきましては，ささえる，とい

うのを一つ新しく入れさせていただきました。これからご協議いただくわけでございま

すけれども，やはり，市民が自主的に行動をしていただいてですね，その自主的な行動

を私達行政が支えていくと。 

どういうふうに，それをしていったら良いのかと，そういう事も今回新しくビジョン

に盛り込んでいけたらどうかなあというように思っております。 

何遍も申し上げますけれども，私どもなりには反省をして，これから継続や，充実だ

とか，書かせていただきましたけれども，それは，参考程度に聞いていただければと思

っています。 

後，事務局のほうから。 

 

（事務局） 

すみません。ちょっと後ろから申し訳ないです。 

席札に，事務局と書いてありますが，文化振興事業団として現場をまかされています

文化振興事業団事務局長としての立場を含めながら話をさせていただきます。今，お話

をお聞きして，こういった細かい所なんですけれど，明日，委員と一緒に事業団に理事

会の場で話をする細かい内容が，結構盛り込まれているような感じがします。 

お客さん，どうしたら一杯来てもらえるとか，どうしたら，参加一杯に出来るとか，

こういた結構細かい所や，駐車場の問題にしても，現場の話も，こう，一杯出ています

けれど，私ども，現場で仕事をしていますので，どうしたら良いかということはですね，

その先の所で話をするということで，現場については，現場で話をさせていただいて。 

で，こちらのビジョンについては，そのもう一つ上の幹の部分をこういった方向とい

った形で，これを決めていただいけたらな，というふうに感じておるんですけれども。

すみません。 

 

（委員長） 

この委員会では、いろいろな方向性とか意見を出すことが重要だということです。よ

ろしくお願いいたします。 

 

（委員） 

いいですか。 
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（委員長） 

はい，お願いします。 

 

（委員） 

そのアンケートの部分と検証の部分を踏まえてということなんですが，沢山ある中で

一つとらえさせてもらいます。「心ゆたかな子どもの育成 実施内容・現状」の箇所で，

児童・生徒の教育資料としての活用は未実施と記入されていますがどんな事が未実施な

のかなと思いました。 

私は，鈴鹿商工会議所の女性部また鈴鹿法人会の女性部などで，色々活動しています。

その中の一つで，地域活動をさせていただいた経験で，子ども達に向けて伝えたい大切

なことを，少しでも教育の中で，文化を通じて，やってほしい事を，また私達も一緒に

やらなければと思います。 

何故かと言いますと，一市民の私が，色々な社会貢献活動に携わらせてもらったお陰

で，色々な事が目に付き，その中で，市民の皆さんが，様々なところで活動に参加して

いることを知りました。活動については，新聞・市報・ケーブルテレビ・地域のラジオ

で知ったり，いろいろ周知はされていると思いますが，私が，知らないだけで，（本当に

知らないなあ），という思いを感じさせてもらいました。 

私が携わった経験の中でも，法人会では，教育委員会様また鈴鹿市・亀山市の小学校

様ご協力のもと，親会主催で，税を知る週間で，市民会館で親子映画鑑賞会というのを1

年に1回11月，税務研修を通じて開催して，親子で1,300人ぐらい集めています。また，

法人会の女性部会でも夏休み8月にこれも税についての勉強をしながら，親子映画鑑賞会

を，（鈴鹿税務署管内ですので鈴鹿市・亀山市の企業なので親会は市民会館で，女性部は

亀山文化会館を利用）亀山市の文化会館を借りて開催をしていますが親子で900ぐらい人

の参加がありました。それぞれ沢山の子ども達が参加し社会勉強をしています。 

また，商工会議所の女性部では，教育委員会様・市内幼稚園・小・中学校様ご協力の

もと平成21年7月～8月にかけて，「ただいまSUZUKAおかえりF1」テーマで絵画コンテスト

を開催し，1,192作品応募してもらいました。 

また平成22年8月，「モータースポーツ都市宣言のまち」ということまたF1についての

アンケートをこれも教育委員会様・小・中学校様ご協力のもと，小学校6年と中学校1，2，

3年対象に，7,540名に配り記入してもらいました。集計しその結果を関連した所へ送り

ました。 

その結果，小学校社会科の副読本『のびゆく鈴鹿市』にモータースポーツのことを載

せてもらいました。 

各団体では，いろんなことをやっていると思います。私達が，どこまで知っているか，

と思います。他に活動している団体など沢山あると思います。自分の団体の予算でやっ

ていると思います。文化にスポーツに行政が少しでも，またどこまで，支援できるかだ

と思います。 

私は，現在のこともあまり知らないのに，大それた意見はとても言えないですけど，

こういう社会貢献活動の中で，子ども達に鈴鹿の良さを伝えたいという気持ちで活動を
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させてもらっています。他の団体も同じように，最後は，未来をつくる子ども達に向け

て，伝えたい大切な事を，小学校・中学校のうちから，こうですよっていうことを，教

えてあげれば，育っていくのかなと思いました。 

それと，今，市制70周年で，「鈴鹿市の魅力発見」ということで，30分の特別番組がケ

ーブルテレビで放送されています。学校教育の中にも，それを持って行っているとのこ

とです。この番組は本当に鈴鹿の文化・産業・工業・商業・農業を知るということがで

きます。 

この番組は，どんどん行政のほうで宣伝していけば良いのにと思っていたら，どの映

像資料かわかりませんが教育資料として，活用未実施ですと書いてあり，大変厳しく評

価をしているのだなと思いました。 

行政と民間で協力してやっていることは沢山あると思いますが，一つの例として意味

があるのかなと思い，法人会・商工会議所の活動を，ご紹介させていただきました。 

 

（委員長） 

他にいかかがでしょうか。 

 

（委員） 

何となく，話を伺っていて，第1次ビジョンがあり，いろんな事業をこれまで何年間か

かけてやって，そういう大きな流れは変えないんだけども，第2次に向けて，ちょっとこ

ういう所を，市民参加なら，市民参加のところに，あんまりお金も使わないで，もっと，

盛り上げるというか，引き出すっていうんですかね。 

それから，今言われてたように，はぐれているような，埋もれているような水面下に

あるものをもっと引き出せるような，第1次と比べると，そういうところで，第2次は，

味付けをしていただけたらな，というように思いましたけれどね。 

我々も，この何とか事業，何とか事業，何とか事業，これが良いのか悪いのか，全然

分かりませんから。 

それは，そちらの方におまかせするとして，第2次に向けては，第1次を土台にしなが

らも，出来なかった所も検証をし，味付けをどこの方にするのかということなのかなあ，

というふうに，今理解しているんです。 

 

（委員長） 

はい，お願いします。 

 

（委員） 

第2次というのはより鈴鹿らしさというのが一番メインにあるわけですから，その鈴鹿

らしさを具体的にですね，それぞれ，今，施策1，2，3，4，5があって，今回は，この基

本方針というふうに，名前，変わっているんですけれど，いずれにしてもその，基本と

なる所にですね，具体的に鈴鹿らしさというものをもっと取り上げたらどうなんですか

ね。 
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浮き彫りにしてしまう。 

例えば，伝統工芸品であれば，型紙と鈴鹿墨ですよね。 

じゃ，その型紙というのは，今，いろんな所で活動をされているし，イオンのショッ

ピングセンターでも，発表会をしてもらったりしていただいているんですけれど。 

そして，勿論，伝統工芸会館もありますよね。 

それから，勿論，もう一つは墨なんですけど，その墨ついてももう少し，水墨なのか，

或いは，習字というか，書道などそういうものを，もっとこう浮き彫りにして，具体的

に取り上げると。これは，伝統工芸の部分なんですけど。 

それから，鈴鹿市の文化振興事業団としての，事業も一つの大きな市民参加型文化事

業の推進の柱ですからですね，文化振興事業団の関わりというのは，もうはっきりとし

ているわけですね。 

それから，芸術文化協会もはっきりしている。 

それから，鈴鹿市の市民美術展というのもですね，もっとはっきりと具体的に，ボン

と取り上げてですね，やっぱり美術の一番大きな祭典ですから，そこにその子ども達を

どういうふうに，こう送り込むのかとかですね。 

或いは，音楽をですね，前回も申し上げましたけども，小学校から，大人まで吹奏楽

は非常に盛んですから，そういったものも，この第2次のビジョン策定の中には，もう，

ボンと取り上げてですね，鈴鹿と言ったら，これと，これと，これと，これと，これと。 

言うぐらい，もう，その具体的なものを浮き彫りにして，そうしたら，皆が，市民が

誰でも知っていると。 

そういうものを，一つ一つ作り上げていくのが，私はビジョン策定の一番のメインで

はないかなと思うんですがね。 

すべて全部というと，こらもう大変ですから。 

さっき，委員が申し上げられましたように，庄野とかですね，稲生のと言うても何人

来てくれているのか。だけど，やっぱり，それはその地域だけに限らず，広く鈴鹿市と

しても，もっと広く取り上げて，来てもらう人も増やしてですね，いろんなイベントも

していかなければと思うんです。 

それぞれのジャンルの中で，第2次というのは，もうちょっとこう，形容詞というのか，

きれいな言葉じゃなしに，何と，何と，何と，いうぐらいのものをですね，少しはっき

りと市民へのメッセージとして伝わるようなことをして取り上げれば，分かりやすくな

るんじゃないかなというふうに思います。 

 

（事務局） 

あの。 

 

（委員長） 

はい。 

 

（事務局） 
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この，第1次文化振興ビジョンにつきましては，10年前につくりまして，12年経過した

わけなんですけれど，今後この第2次振興ビジョンにつきましては，当面では，25年度の

予算の方にも，もし反映できれば反映していきたいなと。 

それから，第3期，第5次の総合計画の最終4ヵ年の事業がございますが，それの途中の

見直し事業，或いは，第6次の総合計画に向け，基本になるビジョンでございますので，

その10年間という期間を設定してございますので，その中で，皆さんの見識あるご意見

をいただきながらですね，それに反映していきたいなというのが主旨でございますので，

そのへんをよろしくお願いします。 

 

（委員長） 

はい，お願いします。 

 

（委員） 

何か具体的な形を浮き彫りにしてというかね，委員の意見にすごく賛成です。 

それで，なおかつですね，全体にこの資料とかには出て来ないのですけども，私は元々

は三重県でも鈴鹿市でもないですので，ここへ来て，田舎だとか文化に理解がない，と

いうのを一杯書かれていましたけど，そうではなくて，この資料の中には出て来ないん

ですけれども，ある公民館なんかは館長さんが換わったとたんに，もの凄く市民を巻き

込んでですね，良い見本のケースを見ているみたいだなって，そういった展開の仕方を

されている公民館もありますし。 

プラネタリウムのことは全然話題に出て来ないんですけれども，利用者が少ないのか，

何か，それで問題にされてないのかな，とか思うんですけども，仕事の関係で，プラネ

タリウムの中で，朗読をさせていただいたりすることがあって，結構，全国のプラネタ

リウムを回っている人間なんですけれども，鈴鹿市のプラネタリウムというのは珍しい

異色のケースで，ボランティアが中心になって，動いているプラネタリウム会館なんて

いうのは，案外無いんですよね。 

で，やっぱりボランティアですから，意識が凄く高くって，ただ回ってきた職員さん

では無いという，ちょっと口が悪いですけれども，凄く意識があって，文化的に意識を

持っている方がやっているというのは，ここの鈴鹿のプラネタリウムでも，凄く感じま

すので，一緒に仕事をさせてもらったことは無いんですけれども，やっぱり，全国のプ

ラネタリウムを回っていますが，ここは凄い活動をしているなと思うんです。 

だから，私なんかが見てても，鈴鹿にも凄く良い例がありますので，そういうのを広

報なり，何なりで，こんなふうにやっているんだよ，というのを，もの凄く大きく取り

上げてですね，元気付けみたいなんですか。 

で，そういうのを行政サイドというのは，何か胸を張ってできないですけれど，公民

館とか，プラネタリウムみたいな所でも，民間も凄くやられているみたいで，私なんか

も日頃感心させていただいているので，そういうところも取り上げて，胸張って宣伝し

てほしいな，というふうに思います。 

ビジョンの中にどう入れていくかというもの，こんな素晴らしい実績があるんですわ，
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異色で全県というか日本の中でも自慢できますよ，みたいなことで，ばあーっと出した

ら良いんじゃないかなあって日頃思ってますので，プラネタリウムのことなんか全然出

てこなかったから，やっぱり人数が少ないのかなあ，なんてちょっと残念に思ったんで

すけれど，運営方法としては理想的だなと思うんで，何度も言いますけど胸張って宣伝

してあげてほしいなっていうふうに思います。 

 

（委員長） 

その，メディアの使い方と言いましょうか，広報と言いましょうか，それも大きな課

題になるんじゃないかと思いますね。 

検証のところで他にいかがでしょうか。 

 

（事務局） 

すみません，事務局から，よろしいでしょうか。 

 

（委員長） 

はい。 

 

（事務局） 

委員からですね，先ほど，3ページのところでですね，型紙や伝統芸能の映像というこ

とで，ご意見を頂戴いたしました。 

型紙につきましては，岡田文化財団さんの方でも大変お世話になりまして，その彫刻

の技というものも，DVDにまとめていただきましたものも，中学校の方にも配布もさせて

いただいております。 

また，伝統芸能につきましても，ずっと企業さんとの連携の上で，映像に収めたもの

もございます。 

ただ，その体系的に，今も委員長からも，いかに発信をしていくかということも，そ

れから教育との連携も先ほどからですね，ご意見頂戴していますけれども，そういう発

信の仕方がというのが非常に重要であるなと。 

それで，予算のこともありますけれども，伝統芸能につきましても，地域地域の非常

に貴重な伝統芸能の資料化はですね，今。 

これも非常に懸案として，私達も捉えておりますので。 

やはり，そういう教材化と言いますか，本当に市内にはこんなに素晴らしい伝統芸能

も残っていますので，また，教育委員会さんや指導課さんにもね，もっとご紹介をする

中で取り入れていただくような，そういうアプローチの仕方というのも必要だなという

ふうに思います。 

決して，その未実施というのは，ちょっと厳しい書き方をさせてもらってますけども，

この積極的な情報発信，連携という点では今後の課題であるという，そういう捉えでこ

こに書かせていただいておりますので，まったく無しということではないです。 

本当に，委員にもお世話になりまして，岡田財団さんからも貴重なDVDの方もお世話を
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いただいておりますので，ちょっと付け足しをさせていただきました。 

 

（委員） 

副読本も見ましたが，『のびゆく鈴鹿市』にきちんと入っています。 

こういう教材が小学校3，4年生用にあって，ここにモータースポーツとかいろんなも

のが紹介されていて，これを見ると地域ごとに鈴鹿市がどういうとこなのか，というの

が分かります。本当に良い教材で，大人でも見るべきじゃないかなと思います。 

これには，沢山鈴鹿市のことが掲載されており，再度私達も，ああ，鈴鹿市って，こ

ういうところなんだなと，大人でも勉強になる教材が，教育委員会さんの方から，出し

てもらっていますので，決して未実施じゃなくて，ここは大変厳しく書いてあるなって

思いました。道徳の時間でお勉強するように，聞いております。 

未実施って，大変厳しく書かれているなあ，って思ったので，どういうことかなあ，

ということで質問させてもらいました。 

ここに実物を持ってきておりますのでお見せしておきます。 

 

（委員） 

それ，どこに売っとる。手に入りますか。 

 

（委員） 

どうなんですか。 

 

（事務局） 

指導課，教育委員会の指導課さんの方ですね。 

 

（委員） 

教材で一般販売はしていません。 

私も資料を提出したからいただいたと思います。色々な場所でこの本を紹介しており

ます。是非また見てください。 

学校の子ども達が，現実の姿としてお勉強をしていることも，私もこういう副読本が

出ているということも，実はあまり知りませんでしたが，今は色々なことに携わったお

かげで知ることがとできました。 

 

（委員） 

いいでしょうか。 

 

（委員長） 

はい，お願いします。 

 

（委員） 
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学校現場から言いますと，もう学校現場を離れてだいぶ経つんですけれど。 

いろいろな所から，いろんなビデオ資料とかが頂くんですね。 

この『のびゆく鈴鹿市』というのは，長年，小学校で使っている副教材でして，年々

資料の内容もこう時代とともに変わっていきますから，委員会を作って改定しながら，

毎年，小学校3年生か4年生くらいの地域学習をする学年で，使っているわけなんですけ

ども。 

そういう，カリキュラムにきっちりはめられてある場合には，割合と活用するんです

が。 

資料を作りましたから使ってください。て言うて，学校へ送ったからといって，それ

がちゃんと使われているかというと，はなはだ疑問ですね。 

図書館の戸棚に入ったなりになっていたりとかですね，そういうところをもう少し活

用するようにするには，教育委員会の指導課からご指導いただいて，例えばお昼の給食

の後の教室で皆が寛いでいる時にビデオを流すとかですね，そういう時間帯を各学校で，

ちゃんとつくりなさいよ，というようなご指導を頂いただきますと，学校も対応をして

いくわけなんですけど。 

そうじゃないと，はい，作りました。どうぞ使ってください。では，なかなか埋もれ

て死んでしまいます。 

だから，そのへんの，その教育委員会との連携というのは，報告の中にもたくさん書

いてもらってありましたけれども，そういうのをもっと強めていっていただいて，緻密

な連携をとっていただくと良いかなあ，と思います。 

 

（委員長） 

ちょっと，よろしいですか。 

次に，今までの議論をどうやって活かしていくのか，というような話が最終的には重

要かなというふうに思いますので，骨子の話の方に移っていっても良いでしょうか。 

いいですか，はい。 

それでは，4番目の文化振興ビジョン骨子のところの説明を，よろしくお願いたします。 

 

■３ 議 事 

 （４） 文化振興ビジョン（骨子）について 

 

（司会） 

はい。 

資料6でございます。 

骨子といいますか，今度のビジョンの目次的なことをこちらの方へ出させていただき

ました。 

まず，読んでいきますと，始めに市長の寄稿文を載せます。 

次に目次。 

次，概要といたしまして，「改定の趣旨」で，鈴鹿らしい市民文化を達成するための基
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本方針，文化を取り巻く社会環境の変化への対応，市民ニーズに応え，市民に分かりや

すい文化施策を展開するため，そういうことを書かせていただいて。 

次，「文化振興ビジョンの位置付け」といたしましては，前回も報告させていただいた

と思うんですが，文化芸術振興基本法に基づく，鈴鹿らしい文化振興のために策定され

る計画ということ。 

それから，鈴鹿市の総合計画，「文化を育むまちづくり」，との個別計画との整合性を

図る，というようなことを書かせていただきまして，次に，「ビジョンの構成」，イラス

トを描かせていただいて，次に，「ビジョンの進行管理」につきましては，単位施策とか，

事業施策の方でやらせていただくと。 

「ビジョンの期間」につきましては，これも前回説明させていただいたんですが，概

ね10年間ということにさせていただくということでございます。 

それから，「ビジョンにおける文化の範囲」ということで，旧ビジョンと同じように文

化表現活動や文化財継承活動などを対象とする，その範囲でさせていただくということ

でございます。 

「現状と課題」につきましては，今日，説明をさせていただいた内容の形でさせてい

ただこうと思っております。意識調査の結果ですね，それから，旧ビジョンの検証とい

うことでございます。 

それから，「理念と目標」ということで，これも前回決めていただいたと思っておりま

すけれども，「ビジョンの基本理念」といたしまして，「魅力あるスズカ文化を創造しま

す！」，ということでございます。 

「基本目標」には，鈴鹿文化，文化力を一層高める。市民が多様な文化芸術を楽しむ，

心豊かに鈴鹿市に暮らす誇り，魅力あるまちを目指す，と。 

それから，「基本方針」につきましては，前回の委員会で，6つのキーワードを決めさ

せていただいておったんですが，多いので分かりにくいというようなご意見もいただき

ましたので，4つの基本方針ということで整理をさせていただきました。 

まず，「ひらく」ということで，新しい文化をつくる，伝統文化を知る，鈴鹿の文化を

再発見する。 

で，「つなぐ」。ひらいた文化を守り，広げ，磨き，継承をし，将来へつなぐ。 

それから，「楽しむ」。市民自身のスタイルで，鑑賞や，活動をすることを楽しむ。 

それから，「ささえる」ということで。 

市民の文化活動が発展するよう，行政と市民で支えるということの4つの基本方針を考

えました。 

それから，「ビジョン推進に向けての役割」ということで，市民，文化団体，文化振興

事業団，企業，それから市の役割をここでうたわせていただこうかと思っています。 

それから，「基本計画」につきましては，文化財を発掘，保存，活用してたまちづくり

の推進ということで，文化財について。 

それから，埋蔵文化財，伝統工芸，伝統芸能，文化人について。 

それから，市民参加型文化事業の推進とういことで，文化振興事業団，鈴鹿市芸術文

化協会，各種市民団体の活動，文化情報の発信。 
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それから，文化的施設の整備，運用面ということで，文化施設について，文化財，建

造物の保存，活用について，計画を入れさせていただこうと思っております。 

「実施計画」につきましては，これは，もう，市の総合計画の方に委ねるということ

にさせていただこうと思っております。 

それから，「文化振興ビジョン策定委員会からの，市民へのメッセージ」ということで，

誠に勝手なことを考えたんですが，委員の皆様方から，市民の方へ，文化のまち，鈴鹿

にむけて，元気付ける，夢，将来像があれば，メッセージをのさせていただければと考

えました。 

「参考資料」については，策定委員さんの名簿，意識調査結果，パブリックコメント

結果，市内の指定文化財等を，載せさせていただこうと思いますし，今日，いただきま

したご意見を，この骨子の肉付けとして載せさせていただこうと，思っております。 

以上が，この骨子といいますか，目次でございます。 

 

（委員長） 

はい，どうも，ありがとうございました。 

今，骨子というか，項目という形になっていて，これから今日の議論を踏まえて，原

案を考えていくというふうになると思います。 

是非，こういうところを基本計画の中に入れていくべきだというようなことを中心に，

いろいろご意見をいただければ，と思います。 

いかかでしょうか。 

 

（委員） 

一言よろしいですか。 

 

（委員長） 

はい，お願いします。 

 

（委員） 

今の，3ページのところにある，委員からの市民へのメッセージというのがありますが，

これは，今回初めてでしたか。 

1次の時もあったんでしたか。 

 

（司会） 

いえ，無かったです。 

 

（委員） 

無かったですか。 

 

（司会） 



 

37 
 

はい。 

 

（委員） 

これは，委員の先生方，どうでしょうか。 

よう似たメッセーになってしまうおそれがあるので。 

ある程度分担するというとおかしいけど。 

意識的に分けておかないと。 

辛口のメッセージがあっても，そのまま載せるのかどうか。 

そういうところですね。 

ま，これは，今日は結論出なくても。 

 

（委員長） 

はい，別にいいですけど。 

 

（委員） 

そもそも，これが必要なのかどうかということがね。 

最初に，こう策定に主旨なんかを書いていくわけなんで。 

どんなんでしょうか。 

 

（委員） 

ちょっと，一つ。 

 

（委員長） 

はい，お願いします。 

 

（委員） 

これは前段はいいんですけれどね，いろいろお上手に作ってあると思うんですけれど。 

基本計画とか実施計画というので，10年ですよね。 

ですから，それには中期，3年ぐらいあってですね。 

それは，第2次ですからスタートをして10年後，どんな格好になるのか，というのと，

それから1年1年をどういうふうにして取り組んでいくのか。 

例えば，もう1年，2年で完成というか，実施ができたものは継続していくのか。 

あるいは，また違う方向で行くのか，非常に10年というたら長いと言うたら長いんで，

それをばくっとして10年，いっぺんで網ができてしまうとですね，いくらでもええんだ

けれど，これをやったら次，どんどんね。 

そのへんの組み立て方を，何か姿形で見えるようにね，目標設定というのは，やっぱ

り1年，2年，3年，中間で5年，そこで見直しがあるのかどうか。 

そして後半戦かという，そういう構成を考えておいた方が良いと思いますね。 

いきなり，よーいドン，バーンでゴールの10年先まで走っていく。もう走るの嫌や，
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と。 

 

（事務局） 

委員長，よろしいでしょうか。 

 

（委員長） 

はい，お願いします。 

 

（事務局） 

この文化振興ビジョンの策定につきましては，政策幹部会議といいまして，市長以下，

部長級が寄った会議で，一応，コンセプトを説明をいたしまして，その中でも，10年と

いうスパンは長いというご意見もいただいております。 

3年前かに，スポーツ振興計画をたてる時には，振興計画の中に，途中で，また，策定

委員会の中間のチェック機能みたいなものを持たせてですね，途中で，また，ご意見を

いただくようなことも，計画の中に入れ込んでありますので。 

そういう手法も，これから，考えていきたいなと。 

政策幹部会議でも，そういうような意見が出ておりますので，10年というのは長すぎ

るので，途中で見直したり修正をかけたりする必要はあるという意見はいただいており

ます。 

 

（委員長） 

他にいかがでしょうか。 

 

（委員） 

それは10年という期間は，一応設定するけれど，例えば，3年ごとに見直していく。 

そういうことですね。 

 

（事務局） 

はい。 

 

（委員） 

見直してみたものを入れていくと。 

 

（事務局） 

先ほど言いましたように，総合計画がございまして，その総合計画も大体3年スパンで

経営計画を書き換えていきますので，その中で見直しをかけていく必要は出てくると思

います。 

 

（委員） 
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先ほどの，委員から市民へのメッセージですけども，私事で誠に恐縮なんですが，私，

今，津に住んでいますけれども，津に職場を持っていますが，実際家は家族その他は，

東京に残しているんですね。 

そういう委員なんですよ。 

で，そういう人物が，委員になっているんですけれども，少なくとも10年先，5年先も

居るかどうか分からないんですけれど，そういうのでもいいんでしょうか。 

 

（委員） 

むしろ，そういう委員の方が良いのと違いますか。 

 

（委員） 

そうですかね。 

 

（委員） 

どっぷり，こうやって，ずっと。 

 

（事務局） 

やはり，鈴鹿にみえる方というより，外からの新鮮なご意見というか，視線というの

も非常に。 

 

（委員） 

そら，委員なんかも，そういう意味ではね，言えますもんね。 

私らも，ここまで，出掛かっても言えやんことも。 

 

（委員） 

鈴鹿のこと何にもわからなくて，何か偉そうなこと言ってんなあ，みたいな。 

 

（事務局） 

他のとこと比較していただくのも，一つの手かなと思いますし，鈴鹿にいろんな企業

の方もおみえになってですね，単身赴任が多いとこは，やはり家族の方がついてくる魅

力が無いのかな，と。 

文化面かあるいは進学率なんか分かりませんけども。そういうのがありますので，そ

ういう外から見た意見も重要なんだと思っています。 

 

（委員長） 

事務局さんとしては，単にビジョンというだけでは無くて，肉声が欲しいというよう

なところもあるのかもしれないですね。 

 

（事務局） 
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応援団というのかですね。 

 

（委員） 

応援的なものを，望んでいる。 

委員のおっしゃったとおり，やっぱり，画一的に，おんなじような雰囲気になるかも

しれませんよね。 

 

（委員長） 

はい，お願いします。 

 

（委員） 

理念と目標というとこで，最初に，ビジョンの基本理念がありまして，「魅力ある『す

ずか文化』を創造します！」とありますが「すずか文化」という言葉が，ここでポンと

出てくるんだけれど，じゃ「すずか文化」という用語で，一体何を想定しているのか，

ということについての，文でいうか，そういうこの中身は何なんだっていうことがちょ

っとわからない。そういう，論議というか説明というか，そういうものはどこかに要る

んではないかなと，ちょっと思いました。 

 

（委員長） 

このへんについては，事務局さん，何かありますか。 

 

（司会） 

この文化力を，すずか文化を創造します，というのは，第1回目でですね，これを基本

目標に据えて考えていこうというふうなことをいただきまして，これからそれ以降のも

のがですね，この基本理念に対する目標であったり方針であったりするということで，

それ以降のところで説明をさせていただくことになるのかな，というふうなことを思っ

ておりますけれど。 

 

（委員長） 

何か，第1回の時には，鈴鹿というのは拠点がいくつかあって，一つの鈴鹿というのが，

なかなかイメージしにくい，というご意見がありました。 

そういう中で，別に決まっているわけではないけれども，その伝統的なもの，新しい

もの，そういうことを含みながら，何かすずか文化みたいな魅力あるものがだんだんと

創られていったらいいというような，そんな雰囲気だったかな，という記憶があります。 

 

（委員） 

この基本理念の説明部分が，後につくわけですよね。 

その中で，どうしてこういうような用語を使ったのか，鈴鹿らしい，その「文化」と

いうものを創造していこうとしているんだけれども，鈴鹿の中心をなす文化というのは，
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一体どのへんに視点を置いていくのか，というようなことを述べないと，この後が続い

ていかないかなと思いました。 

 

（委員） 

これは，最初にいただいたこれが，非常に分かりやすいと思うんですよね。 

あまりこの文章の中身を，文言を変えないでですね，基本方針案，魅力あるすずか文

化の推進と，いうふうに最初に書いてあるんですね。 

これは，その創造しますとは，ちょっと違うんですけれど，魅力あるすずか文化の推

進の下の方にですね，文化は，というて，これ5つありますよね。 

自分を磨きから始まってですね， 

仲間が集う楽しさがあります，と。 

これ，分かりやすいと思うんですよ，非常にこう生涯生活に生かすとか，観る楽しみ

があるとかですね。 

非常にこれは良くまとまってて，ここの今日いただいた理念と目標とか骨子とかいう

のは，勿論読みづらいし，内容的にも少し変わっているんで，できればこういう形のも

のをするかね，基本にされて，変更はあってええと思うんですけれど，出来るだけ分か

りやすくてですね，こういう方法で進むんか，ということで。今日の資料も大方そうい

うことなんでしょうけども，委員が言われるように何か鈴鹿の文化というのが。 

第2次ですから，先ほど申し上げましたように，基本計画以下，基本計画，実施計画と

いうものを，よりもっと具体的に鈴鹿らしさも取り入れてですよ，ここできちっと押さ

えるとはっきりすると思うんですよね。 

前段の方は何となくという気があるんだけど。 

第2次ですから，せめてこの基本計画と実施計画というものに重点を置いて，案作りと

いうのですか，今委員の先生から話がありましたけれど。 

 

（委員長） 

特に私の方から一言なんですが，この基本計画の中で，今日ずっとアンケートから第1

次の検証の中で特に強調されていたのは，やはり市民参加ということと，やっぱり民間

の力を活かすということ。 

それから，学校や幼稚園とか、教育委員会との連携ということですね。 

そして，行政が支えると言いましょうか。 

このへんのことは是非きちっと，強調されるようなつくり方にしていただけると良い

と思います。 

特に，民間の力を活かすということと関係するんですが，今度，文化振興事業団が独

立するという事は，たいへん大きい事だと思うんですね。 

それについて，もうちょっと，立ち入って，何かビジョンの中に書き込んでいく必要

があるかもしれません。 

文化振興事業団をそういう形で独立してもらうことによって，どのように良い形で進

んでもらうのかというような，今までと違う形での振興の仕方についてです。 
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そのようなことも従来の書き方とはずいぶん違うものが必要なのかな，というふうに

も思います。 

それと後，ご免なさいもう一つ，先ほど何年かごとに見直すということがありました

けれど，今，評価ということが重要になってきて，こちらでも事務事業評価というビジ

ョンの進行管理ということが，骨子に入っておりますけれども，今回の第1次のまとめに

しても，ずいぶんご苦労をされているみたいだったので，そういう点では，次からはも

う少し上手く評価を継続的に行っていくような，そういう仕組みも必要かな，というふ

うに思いました。 

他にいかがでしょうか。 

委員さん，今までのいろんな議論を聞いてきて，何かございますか。 

 

（委員） 

アンケート結果からですね，いろいろ聞かせていただいたんですけれど，今，事務局

の方が向かれているのが，市に向けて，内を向いていらっしゃるのか，それとも発信を

していこうと，外に向けていこうとされているのか，と言うと，私は非常に微妙な感じ

に今回の資料を読ませていただきました。まずは内向きのこれを元に，外向けの発信の

体制というのを整えていくというのが，最初の段階かと思うんですけれども。 

ただ，今回これは，1次の策定ビジョンではなくて，2次の策定ビジョンになるわけで

すので，もう少しそっちの発信体制の方向性というのを定められた方が良いのかなと，

非常に行政的な発言になって，申し訳ないんですけれども，そうした方向性についてふ

らついてみえるように読み受けました。 

で，今，他の委員さんからも，たくさんご意見をいただき，誠にその通りやと思うん

ですけれども，行政の役割というのは，主体は民間さん，それから市民の活動というの

を，助けるという方向に向かっているというのは，県でも同じ方向で今進んでおります。 

その中で，行政の役割は何なのか，という見定めというのが，大きくはそうした市民

の活動を下支えするということと，この文化施設の安全管理を主体として文化活動を活

性化していこうと，その機能となるのがそうした文化的施設の整備になってくると思う

ので，これについては，経済的に非常に負担がかかることやと思うんですけれども，こ

れは，市民の方がどれだけ頑張っても太刀打ち出来るもんではありませんので，そのへ

んのしっかりした財政的な支えっていうのも，行政さんの方でより主体的に，これは，

どうしても，我々行政は縦割りになってしまいがちなんですけれど，部局を超えた連携

ということも図ってですね，そした市民活動の基盤になる部分へ力を，もうちょっと入

れていただいて，文化振興ビジョンというところの，本当の部分というのを考えていく

と，3年後の見直し，あるいは10年後の更に3次に向けての大きな基礎となってくるかな，

というふうに感じさせていただきました。 

 

（委員長） 

全体に，まとめていただいたということで，ありがとうございました。 

他に，いかがでしょうか。 
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今後事務局にも頑張っていただいて，今のいろんなご意見等入れて原案を具体的作っ

ていただこうかと思います。 

では，本日はこういうところで終わります。次回の委員会の予定なんですけれど，特

に事務局から何かありますか。 

大体が，7月ですよね。もうちょっと具体的にありますか。 

7月の後半は。 

 

（事務局） 

素案ができる具合もございますので，また，連絡など取り合いながら。 

 

（委員長） 

今回，月曜日なんですけれど，他の委員さんは月曜日はどうですか。 

今日はたまたま，ぶつかったということですか。月曜日は，良くないと。 

 

（事務局） 

会議とかですね，公演会，ライブが入っているので，ということで伺いましたけど，

曜日として都合が悪いとは伺っておりません。 

 

（委員長） 

月曜日ということですと，7月の23日とか，そういうのが月曜日になりますけれども。 

委員の皆様方はどうでしょうか。 

そのへんはちょっとまずいという方。 

 

（事務局） 

また，連絡を取り合って集計させていただくのでもよろしいんですかね。 

もう，日を決め打ちでさせていただく。 

 

（委員長） 

もし，今，この委員さんの間で，23日というのが大体よろしいということであれば，

それを中心に，調整をしていただければと思いますので，見た限りでは大体よろしそう

な感じですので。 

じゃあ，一応原案としては23日ということで，お願いをしたいと思います。 

 

（事務局） 

はい。ありがとうございます。 

 

（委員長） 

できれば，他，後2名の委員さんも， 

ご出席いただけるとありがたいなと思います。 
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（事務局） 

はい。早いうちに連絡させていただきます。 

 

（委員長） 

それでは事務局から，何かその他連絡はございますか。 

 

（事務局） 

はい。今日はどうも，ありがとうございました。 

今回，次回の日も決めていただきましたものですね，今日の策定委員会の議事録を，

早いうちに作らせていただきまして，皆様に資料として送らせていただこうと思ってお

ります。 

それとまた，素案につきましても，連絡とかですね，また，委員長，委員の方々にも

途中の原稿を見ていただいて，進めさせていただきたいなと思っております。 

なるべく遅くならないように，だんだん，遅れてきておりますんですけれど，させて

いただこうと思います。 

ありがとうございます。 

連絡としましては，はい。 

 

（委員） 

今読んでいただいた中で，語り部のことを言われてますね。 

語り部というと，今は観光協会へ。 

 

（司会） 

はい。 

 

（委員） 

まだ，あるんですか，語り部。 

 

（事務局） 

はい。語り部さんは，何かこう。 

 

（委員） 

わりと神戸小学校の人は，いつも何やかんやと私のとこへ，振られてくるんですわ。

まちのあれって。 

語り部の会があれば，その人達にお願いしておけば，わりと当たってきますもんでさ

な。是非，そういう人達に活動していただけるとありがたい。 

 

（事務局） 
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会自体が，今，どういう状況かというのがちょっと。 

 

（司会） 

また，調べておきます。 

 

（委員） 

それともう一点，部長さん，最初に言われた中村晋也先生の文化講演会，スズカ市民

文化セミナーって，これですけれども。これは結局この文化課が主体なんですか。 

 

（事務局） 

主体は，あくまでも鈴鹿市です。 

 

（委員） 

これは，中村晋也先生は，絶えず講師なんですか。 

 

（事務局） 

はい，メイン講師でお願いを。というのは，高校卒業を5年と設定をしておりまして，

今年と来年の後2ヵ年，で最終的には，神戸高校で卒業という形で終止符が打たれると。 

 

（委員） 

そんな意味で。いやあ，神戸高校の卒業生でどうこうで，事実この中に，委員の先生，

神戸高校の卒業生見ても，そんなにありませんね。 

 

（事務局） 

中村先生の同期の方の。 

 

（委員） 

はあ，それに対して市が。 

 

（事務局） 

それを市民にも発信をしていただけるということになりましたので。 

 

（委員） 

実はですね，私は子どもの頃に鈴鹿市の夏期講座があったんです。 

小学校の時に大江壮一の話を聞いたりなんかして，非常にこの小学校の子どもでも物

凄いインパクトがあって，ずっとそれが文化の根みたなところになっていることもある

んです。 

そういうことも大事やないかなと思うんです。こういうものに，こう使ってくれと。 

これは，どのようになったんですかね，夏期講座はいつ頃まであったんか，忘れまし
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たけども。 

結構あれは，文化の発信をですね，三島由紀夫を，大江壮一が来た時は，三島由紀夫

を連れて，山口誓子のところへ行っている記録があるんですね。やっぱり，鈴鹿へ来た

ということは。 

だから，そういうことも大事やなあと思いましたんです。 

いらんことで，申し訳ない。 

 

（委員長） 

他によろしいでしょうか。 

はい，では，本日終わらさせていただきます。 

ありがとうございました。 

 

（一同） 

ありがとうございました。 

以上 


