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第１次文化振興ビジョンの検証について(案) 

 

 （第１次）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(自己評価)を実施しました。  

 

 ５つの基本施策 

  １ すずかのまちの芸術文化を創造（つくる・そだてる） 

  ２ 伝統や歴史豊かな郷土文化の継承（まもる・いつくしむ） 

  ３ うるおいとひろがりのある市民文化の発展（まなぶ・いかす） 

  ４ 文化をはぐくむまちづくり（ひらく・ときめく） 

  ５ 文化をひろげるパートナーシップの確立（つなぐ・はばたく） 

 

検証内容の表示  【実施】，【一部実施】，【未実施】 

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～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）】，【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，課題や問題点を洗い出しました。 

 

（第2次）文化振興ビジョン策定に向けての方向性 

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を  ☞ の後に， 

【継続】・【充実】・【縮小】・【廃止】・【完了】・【終了】・【検討】・【他の計画で実施】で示しました。  

 

個々の細目ごとの検証内容等の詳細については，先にお届けしました「検証シート」のとおりで

すが，基礎データ的の羅列的になるため，要約をさせていただきました。 

 

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など，一つひとつの事業を各所属

で検証した結果，概ね８割以上の事業について実施をされていることがわかりました。 

検証作業の結果は，あくまでも，行政職員によるものではありますが，（第1次）文化振興ビジョ

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考えます。 

 

※方向性の欄として ☞【他の計画で実施】とあるのは，平成16年3月の第１次ビジョン策

定の後，同年４月に実施された市役所の機構改革による担当部署の変更や，平成18年3月に

策定された「第5次鈴鹿市総合計画」により，事業内容ごとに整理された結果，現在は，別

事業の一環として推進されることとなったもので，第2次文化振興ビジョンには含めないも

のです。 

 

  



第 2回 鈴鹿市文化振興ビジョン策定委員会   資料 5 
 

2 

 基本施策１ 鈴鹿のまちの芸術文化を創造（つくる・そだてる） 

  芸術活動を行う，個人，団体への支援 

  今後の活動が見込まれる若者の育成 

 

 

（１）人づくり 

・展覧会，コンクールにおける表彰 【実施】☞【継続】 

・市民美術展等創作活動による発表機会の充実 【実施】☞【充実】 

・伝統文化の語り部育成事業 【実施】☞【他の計画で実施】 

 

【実施内容・現状】 

 文化を育てるための人づくりは，文化を発展させるための中心であり，文化が生み出せ

る根幹とも言えます。 

 本市では，鈴鹿市美術展，鈴鹿市文芸賞等を開催して，市民の創作活動と発表機会の充

実を図り，個人や民間団体による展覧会，コンクール等への後援をしました。 

 

【課題・問題点】 

 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，参加者からは好評をいただいていますが，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，鈴鹿市観光協会が事

業を行っています。 

10 0 11
実施

一部実施

未実施

3 001
実施

一部実施

未実施
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（２）心ゆたかな子どもの育成 

・子ども向けワークショップの実施 【実施】☞【充実】 

・子どもにも楽しめる音楽，芸能，演劇の開催 【実施】☞【充実】 

・地域の文化財や伝統芸能の資料化 【実施】☞【検討】 

 

【実施内容・現状】 

 子どもを対象とした体験学習講座を考古博物館などの施設で開催し，(財)鈴鹿市文化振

興事業団の行う子育て支援事業として，子ども向けのミュージカルや演劇，科学ショーの

開催，学校アウトリーチ事業を実施しました。 

 地域にあるすぐれた文化財や祭り，踊りなどの伝統芸能をまとめ，伊勢型紙や伝統芸能

に関して映像資料を製作しましたが，児童・生徒の教育資料として活用は未実施です。 

 

【課題・問題点】 

ミュージカルや演劇に関しては，参加者には好評をいただいていますが，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 

・鈴鹿市芸術文化協会の支援 【実施】☞【充実】 

・鈴鹿市文化振興事業団への支援 【実施】☞【充実】 

・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 【検討を実施】☞【終了】 

・市広報やホームページ等による情報発信 【実施】☞【充実】 

・文化に関わる行政担当者，文化団体代表者との連携 【実施】☞【継続】 

 

【実施内容・現状】 

 鈴鹿市の文化政策を民間の活力を利用して柔軟かつ積極的に実施するため設立された

(財)鈴鹿市文化振興事業団と，鈴鹿市における芸術文化の振興を図るとともに，市民文化

の向上に寄与することを目的に設立された鈴鹿市芸術文化協会など文化団体との連携を図

り，活動を支援しました。 

 情報発信に関して，市広報でのホームページメールマガジンなどの行事案内だけでなく，

3 001
実施

一部実施

未実施

4 0 11
実施

一部実施

未実施
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(財)鈴鹿市文化振興事業団の情報誌「けやき」とホームページ，考古博物館，佐佐木信綱

記念館，大黒屋光太夫記念館の各館でも，情報誌の発行やホームページを立ち上げ情報発

信に努めています。 

  

【課題・問題点】 

 (財)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，より一層の自

立化が求められます。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ていません。 

 

 

  

基本施策２ 伝統や歴史豊かな郷土文化の継承（まもる・いつくしむ） 

 古墳や遺跡，文化財の価値を正しく評価し，次世代へ受け継ぐ 

 かつて活躍した文化人も貴重な文化遺産 

 今を生きる市民が文化の町を愛し誇りとする施策 

 

（１）文化財の保護と活用 

・文化財調査事業 【実施】☞【継続】 

・伝統芸能映像記録事業 【実施】☞【継続】 

・文化財保護管理事業 【実施】☞【継続】 

・文化財説明板設置事業 【実施】☞【継続】 

・庄野宿資料館管理運営委託事業 【実施】☞【継続】 

・稲生民族資料館管理運営委託事業 【実施】☞【継続】 

・伊勢型紙資料館管理運営委託事業 【実施】☞【継続】 

・大黒屋光太資料室管理運営委託事業 【実施】☞【完了】 

・前川定五郎資料室管理運営委託事業 【実施】☞【継続】 

32 2 21
実施

一部実施

未実施
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・伊勢型紙技術保存会支援事業 【実施】☞【継続】 

・(仮称)大黒屋光太夫資料館準備事業 【実施】☞【完了】 

・金生水沼沢植物群落保護増殖事業 【実施】☞【充実】 

・文化財を活かした学習支援活動 【一部実施】☞【継続】 

・文化ホームページの開設 【実施】☞【継続】 

・文化財めぐりや講座の開催 【一部実施】☞【継続】 

・各指定文化財管理運営補助事業 【実施】☞【継続】 

・各指定文化財修理修繕補助事業 【実施】☞【継続】 

・指定文化財環境整備補助事業 【実施】☞【継続】 

【実施内容・現状】 

 文化財の保護については，年２回，文化財調査会を開催し，文化財保護事業の調査報告

や課題の検討，文化財指定の可否等について審議を行ってきました。 

 鈴鹿市内の各地に伝わる地域伝統芸能（民俗芸能）の記録については，三重県や民間企

業（ＣＮＳ等）とタイアップをし，一部映像に記録しています。 

 各資料館や記念館における企画展示や特別展示については，指定管理による運営委託を

行っている館，直営の館等があり，それぞれの特色を活かして事業を展開しました。金生

水沼沢植物群落では，観察会を年内に何回か開催をし，大変好評をいただいております。 

 文化財を活かした学習支援活動や文化財めぐり，文化財講座等については，市民の方々

が文化への理解を深め，愛着をもっていただけるよう，観光や産業等との連携を図りなが

ら実施をしました。また，指定文化財に対する管理運営補助や環境整備につきましては，

予算の範囲内において事業を実施しました。  

 

【課題・問題点】 

 鈴鹿市内の各地に伝わる地域伝統芸能（民俗芸能）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おり，維持管理費用を捻出したり，運営

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ためのルール

の見直しや団体の自主的運営に向けての協議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。 

16 2 01
実施

一部実施

未実施
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（２）埋蔵文化財の保護と活用 

・伊勢国分寺跡整備事業 【実施】☞【継続】 

・伊勢国府寺跡保存事業 【実施】☞【継続】 

・緊急発掘調査事業 【実施】☞【継続】 

・埋蔵文化財保護事業 【実施】☞【継続】 

・遺跡の現地説明会や講座の開催 【実施】☞【継続】 

・遺跡地図の改訂作業の実施 【実施】☞【継続】 

・出土遺物の整理・保管事業 【実施】☞【継続】 

 

【実施内容・現状】 

 国史跡伊勢国府跡については，継続調査を進めながら国府の範囲を明らかにし，土地の

公有地化に努め，その保存と活用を図りました。 

 国分寺跡は，発掘調査の成果をもとに，考古博物館と一体化した歴史公園の整備を実施

しております。 

 遺跡の説明会や講座では，各遺跡（平田遺跡，磐城山遺跡，長者屋敷遺跡）などで現地

説明や，十三夜講演会など好評をいただいております。 

 今後も，これらの発掘調査や遺物整理作業が迅速に進むように専門職員の後継者養成を

図りながら発掘調査体制の充実に努めます。 

 遺跡地図の改訂作業では，WebGISでの情報共有化を推進しました。 

 

【課題・問題点】 

 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，適地を調査出来ない問題

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。 

  

7 001
実施

一部実施

未実施
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（３）先人の顕彰，すずかの文化人たち 

・すずかの文化人(先人)，文化財をテーマにした事業の開催 【実施】☞【継続】 

・佐佐木信綱顕彰会活動への支援 【実施】☞【継続】 

・資料の収集 【実施】☞【継続】 

 

【実施内容・現状】 

 文化講演会の開催や，考古学博物館，大黒屋光太夫記念館，佐佐木信綱記念館における

特別展の開催等，充実した次号を展開してきました。また，金生水沼沢植物群落の環境整

備が整い，観察会の開催も定期的に行われました。 

 

【課題・問題点】 

 今後は，顕彰会との協議のあり方や資料収集に係る人的予算の確保に向けて検討が必要

です。 

 

 

（４）歴史のまちづくり 

・歴史にはぐくまれた町なみの整備 【実施】☞【他の計画で実施】 

・パブリックアート（まちの芸術作品）めぐり 【実施検討】☞【終了】 

・考古博物館の企画展示の開催 【実施】☞【充実】 

・考古博物館を活かしたまちづくりワークショップ（体験） 【実施】☞【充実】 

・考古博物館を活かした総合学習教材づくり 【未実施】☞【廃止】 

・ガイドボランティアの育成・支援 【実施】☞【他の計画で実施】 

・まちかど博物館の設置 【実施】☞【他の計画で実施】 

 

【実施内容・現状】 

 考古博物館を中心に年４回の特別展や企画展，夏休みのこども体験博物館の開催，期日

限定講座や出前講座等を開催し，郷土の歴史や文化についての理解を深める活動を行いま

した。 

 今後も，歴史や文化を学ぶ拠点として，館の利用促進と活動の充実を市民のワークショ

3 001
実施

一部実施

未実施

6 0 21
実施

一部実施

未実施
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ップとして共に進めていきます。 

 まちなみ保存活動については，都市計画課が，鈴鹿市景観づくり条例，鈴鹿市景観計画

を策定して実施をしており，文化課文化財グループと連携して，佐佐木信綱生家周辺，東

海道，伊勢街道の町並み等について，景観保全事業を行っています。 

 

【課題・問題点】 

 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の拡大。 

 パブリックアートめぐりについては，検討はされましたが，対象となるアートやニーズ

を考慮して未実施となっています。 

 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

県環境生活部文化振興課(ｈ23年度まで，生活・文化部 文化振興室)で実施されています。 

 

 

 

基本施策３ うるおいとひろがりのある市民文化の発展（まなぶ・いかす） 

 創る，学ぶ，交流する場面を通して，市民が集う活気あふれるまちづくり 

 

 

（１）芸術文化活動の振興 

・公民館活動の充実振興 【実施】☞【他の計画で実施】 

・江島カルチャーセンタ−の充実 【実施】☞【継続】 

・市民サークル活動の振興 【実施】☞【継続】 

・芸術・伝統文化等の鑑賞事業の充実 【実施】☞【継続】 

・市民大学等，文化学習講座の開催 【実施】☞【継続】 

・ライブハウス等での小規模公演の開催  【実施】☞【充実】 

・ワークショップなど体験型学習事業の開催 【実施】☞【充実】 

・個性的で独自性のあるイベントの開催 【実施】☞【充実】 

・国や県が推奨する芸術文化事業の誘致 【実施】☞【充実】 

11 1 01
実施

一部実施

未実施

9 001
実施

一部実施

未実施
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【実施内容・現状】 

 (財)鈴鹿市文化振興事業団は，コンサート，演劇，「全国万歳サミット」（２回），

「すずかＪＡＺＺ」，「スイーツ＆カフェコンサート」など，芸術・伝統文化等のシアタ

ー事業の充実を図ってきました。また，公共施設だけでなく，飲食店や旅館での演奏会の

開催も実施しました。    

 また，文化学習講座の開催や，CNSとタイアップをして，市民大学セミナーの番組を製

作し放映（年２本）をしました。 

 江島カルチャーセンタ−では，児童図書室として図書の貸し出し，文化団体等の活動発

表の場としてギャラリー貸し出しをしています。 

 今後も，鈴鹿市芸術文化協会による芸文協祭など，より広い市民の参加が進むよう，個

性的で独自性のあるイベントの開催に努めます。 

 

【課題・問題点】 

 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（社会教育分野）にて，事業を実施しています。 

 国や県と関わりのある(財)地域創造や(財)自治総合センタ−の宝くじ公演などに積極的

に応募をしていますが，必ずしも採択がされない実情があります。 

 

 

（２）情報ネットワークの整備 

・ホームページや情報誌による文化情報提供の充実 【実施】☞【充実】 

・公民館ネットワークの構築 【実施】☞【他の計画で実施】 

・地域間の文化や芸能，祭りの相互交流 【一部実施】☞【廃止】 

 

【実施内容・現状】 

 (財)鈴鹿市文化振興事業団では，情報誌「けやき」，ホームページの開設，スズカボイ

スＦＭ，ＦＭ三重，ＣＮＳ，雑誌社などを活用して情報発信をしています。 

 考古博物館や各記念館でも同様に，情報誌や館便りなどの発行，独自のホームページの

運用をして情報発信に努めています。 

 地域間の文化や芸能の相互交流として，平成17年3月に市内の獅子舞保存会が集い，

「獅子舞サミット」を開催し，獅子舞の上演と市外からの助言者とのパネルシスカッショ

ンを行いました。 

2 1 01
実施

一部実施

未実施



第 2回 鈴鹿市文化振興ビジョン策定委員会   資料 5 
 

10 

 生涯学習課では，地域の公民館同士の情報をホームページに掲載し，情報の共有化を図

りました。 

 

【課題・問題点】 

 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理，ニーズや費用対効果の見極めが必要です。 

 

 

 

基本施策４ 文化をはぐくむまちづくり（ひらく・ときめく） 

 文化の薫り高いまち 

 文化施設の整備や地域文化おこしを通じて文化を大切にするまちの雰囲気を育てる 

 

 

（１）地域文化おこし 

・鈴鹿バルーンフェスティバル，すずかフェスティバルなど 

   全市的規模の文化イベントの開催 【実施】☞【充実】 

・全市的規模の地域伝統芸能祭りの開催 【実施】☞【継続】 

・広報などによる地域祭りの紹介 【一部実施】☞【充実】 

・地域文化を担う担い手の交流，研修活動 【一部実施】☞【継続】 

・出前コンサートなど地域で鑑賞機会の充実 【未実施】☞【検討】 

 

【実施内容・現状】 

 全市的な文化イベントとして，「鈴鹿の街音楽祭」や「すずかＪＡＺＺ」を開催してお

り，好評をいただいている。 

 平成16年9月市制60周年記念事業として「伝統芸能の祭典」，平成17年3月に「獅子舞サ

ミット」，平成24年1月，市制70周年記念事業として「第２回全国万歳サミット」の開催

をしました。また，写真集「鈴鹿の祭り」を刊行しました。 

 

8 4 21
実施

一部実施

未実施

2 2 11
実施

一部実施

未実施
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【課題・問題点】 

 地域文化を担う人々の地域間交流や研修として「獅子舞サミット」（Ｈ17.3）などの開

催はされましたが，費用対効果など，短期間に回数を重ねるような継続が難しく，周年記

念などの節目に開催をしています。 

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

クとなます。 

 また，熱気球大会のバルーンフェスタや，よさこい踊りなどの，すずかフェスティバル

（すずフェス）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

をしています。 

 

 

（２）市民の異文化交流 

・在日外国人との文化交流の推進 【実施】☞【他の計画で実施】 

・日本語教室や日本文化教室の開催支援・ボランティア団体支援 【実施】☞【他の計画で実施】 

・外国人留学生や在住外国人と地元小中学校との交流 【実施】☞【他の計画で実施】 

・地域の国際交流団体，ＮＰＯの支援 【実施】☞【他の計画で実施】 

・鈴鹿のまちの紹介文化マップの作成・配布，イベント情報の提供 【実施】☞【他の計画で実施】 

・国際色ゆたかなコンサート等の開催 【一部実施】☞【他の計画で実施】 

・友好提携都市との文化活動の交流 【未実施】☞【他の計画で実施】 

 

【実施内容・現状】 

 異文化交流に関しては，現在は主に，市民対話課と(財)鈴鹿国際交流協会が主になって

活動を行っており，「鈴鹿市多文化共生推進指針」を制定し，地域における多文化共生の

推進を計画的かつ総合的に実施しています。 

 文化面でのイベントとして，Ｈ23年11月に開催した「鈴鹿の街音楽祭」では，ワールド

ミュージックのジャンルを設け，国際色豊かな音楽の交流が行われました。また，Ｈ24年

11月開催される「鈴鹿の街音楽祭」でも同様の企画を予定しています。 

 

【課題・問題点】 

 第１次ビジョン策定の時点では「異文化交流」のテーマであったものが，多文化共生

（定住外国人も同じ地域の住民として互いに認め合い、共に地域づくりをしていく）へと

深化し，様々な交流事業が，市民対話課，(財)国際交流協会で取り組まれています。 

5 1 11
実施

一部実施

未実施
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 また，子どもたちへは，「地球こども村」（人権教育課）などの交流事業が実施されて

います。 

 他に，鈴鹿国際大学が主催をする市内小中学生との交流事業など各機関で活発に活動が

行われています。 

  

 

（３）文化施設の整備充実 

・市民会館，文化会館等の施設整備の促進 【一部実施】☞【継続】 

・施設の利用者の意見の聴取 【実施】☞【継続】 

 

【実施内容・現状】 

 文化施設は文化の発表の場，創造の場，交流の場としての拠点と位置付け，積極的にそ

の活用を図ることが求められています。 

 市民会館は開館から約40年，文化会館は約20年経過し，耐震化や老朽化に対応した大規

模改修を計画的に行い，施設・整備の更新と安全設備の充実を図る計画をしていますが，

社会情勢の変化に伴う経済的低迷の影響で，計画の多くが繰越となりました。 

 今後も，計画に沿うよう改修実施に向け努力をし，安心して利用できる施設の提供に努

めます。 

 

【課題・問題点】 

 厳しい財政事情のおり，改修計画などが繰り延べになっていいますが，集中と選択によ

り，予算の範囲内で実施をするべく，予算確保に向けて継続的な努力が求められます。 

  

 

 

基本施策５ 文化をひろげるパートナーシップの確立（つなぐ・はばたく） 

 文化の活動を広げ，その質を向上していくために，市民，市民団体，ＮＰＯ，企業，大

学，専門機関，財団，市とのパートナーシップの確立が必要。 

 

1 1 01
実施

一部実施

未実施

10 0 11
実施

一部実施

未実施
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（１）市民参加 

・市民と行政，民間団体等が鈴鹿の文化について話し合う場の設定 【実施】☞【継続】 

・市の文化行事を市民との実行委員会形式での実施 【実施】☞【充実】 

・事業に際し市民からの提案を導入 【実施】☞【継続】 

・文化ＮＰＯの育成支援 【実施】☞【他の計画で実施】 

・市民主催の文化事業への支援 【実施】☞【継続】 

・デリバリーアート 【未実施】☞【検討】 

 （市民が地域の施設を活用する文化公演に芸術家を派遣する）の実施 

・☆市民や企業等との連携による効果的な事業の拡充 【実施】☞【継続】 

・☆近隣市町村との連携による鑑賞事業の効果的・効率的な開催 【実施】☞【継続】 

 

【実施内容・現状】 

 （財）鈴鹿市文化振興事業団の事業においては，実行委員会形式で「鈴鹿の街音楽祭」，

「万歳サミット」など，数多くの市民参加型イベントを開催してきました。また，「スイ

ーツ＆カフェコンサート」などでは，市内スイーツ店からの出展というかたちで連携をし

て開催をしました。 

 他市の事業団と連携して，ポスターやチラシ等の相互配布や情報交換を行っています。 

 イベント開催時に必ずアンケートをとり，次回事業への反映できるよう努めています。 

また，ＮＰＯ支援については，地域課が窓口になり支援事業を行っております。市民の主

催事業への支援としては，後援名義の承認，芸術文化協会への支援などが行われました。 

 

【課題・問題点】 

 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，かた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。 

  

7 0 11
実施

一部実施

未実施
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（２）文化行政推進のための体制整備 

・市の歴史，文化等の理解のための職員の充実 【実施】☞【継続】 

・担当職員の研修 【実施】☞【継続】 

・文化に対する行政施策に 

   横断的に対応できる体制作り，文化部門の統合 【実施】☞【継続】 

 

【実施内容・現状】 

 また，文化行政に関しては，専門性の高い分野での研修に比べて機会が少なく，県の主

催する他市町との交流や研修をとらえて参加をし情報交換や知識の向上をはかりました。 

 (財)文化振興事業団では，平成25年度の公益法人化に向けて，職員の専門性を高めるた

め，プロパー化を進めていきます。 

 専門的な知識により，企画や啓発活動を推進していくために，学芸員の役割が重要とな

ってきます。 

 第1次ビジョン策定（平成16年3月）以降，平成16年4月に鈴鹿市の機構改革により文化

振興部が発足し，その後の第5次鈴鹿市総合計画（平成18年3月）により，総合計画では，

事業評価制度を取り入れ，各所属と業務内容について整理がなされました。 

 

 

【課題・問題点】 

 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。 

3 001
実施

一部実施

未実施


