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鈴鹿市文化振興ビジョン策定委員会（第3回） 会議録 

 

日  時 平成24年7月23日(月) 13:30 ～ 16:00 

場  所 鈴鹿市役所 12階 1201会議室 

出席委員 9名(1名欠席) 

 秋月  修二，一見  靖子，衣斐  弘行，大 川  操，河原  徳子 

 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 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) 文化振興ビジョン（素案）について 

 4 その他 
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会議の内容 

 

■１ 開会 

 

（事務局） 

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。

それでは第3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。進行につ

きまして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。まずこの文化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，総数10名のうち9名の出席となりましたので，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。 

議事を進めさせていただく前に，資料の確認をさせていただきたいと思います。まず

本日の事項書，資料一覧表，文化振興ビジョン策定委員会スケジュール変更(案)，文化

振興ビジョン策定委員会スケジュール変更(第2回委員会)，文化振興ビジョン素案，以上

でございます。お手元にないようでしたら,こちらに準備がございますので，お声掛けく

ださい。 

 

■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 

 

（委員長） 

それでは第3回鈴鹿市文化振興ビジョン委員会が成立をしていることを確認しました

ので，議事を進めます。本日の議題ですが，お手元の事項書にありますように，（1）今

後の委員会のスケジュールの変更についてと，（2）ビジョンの素案についてです。最終

的には本日の最後までに決まればよいですが，今までは資料3のような形で，委員会は本

日で終了し，最後のまとめは，委員のいろいろな意見をいただきながら事務局と委員長・

副委員長で行うこととなっていました。実を言うと委員会予算がなく，委員報酬が用意

できないため，委員の皆さんに申し訳がないということで，そのような形になっていま

したが，前回の委員会で，それでは委員として責任が持てないというご意見がありまし

た。委員会終了後エレベーターで個人的に委員の皆さんに事情を説明し，報酬はないが
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委員会をやっていただけるか声をかけさせていただいたところ，報酬よりも委員として

の責任が大切だというご意見が多かったので，後1回委員会を追加で開催させていただこ

うと思っていたのですが，現在のビジョンの進行具合を考えたところ，今回は主にビジ

ョンの中にどのような内容を盛り込んでいくかをいろいろと提案していただき，それを

ふまえてパブリックコメントの前にきちんとした内容をまとめる必要があるため，資料2

のように8月から9月で第4回委員会を開催させていただき，そしてできればパブリックコ

メント後の最後の仕上げとしてもう一度12月くらいに第5回委員会を開催させていただ

きたいと思っているのですが，いかがでしょうか。事務局からは何か補足はございます

か。 

 

（事務局） 

事務局といたしましても委員長のお話のとおり，お力添えをいただけるとありがたい

と思っております。私どもの説明不足もございまして，委員長はじめ委員の皆様に大変

ご心配をおかけしまして申し訳ないと思っております。委員報酬についても，私どもが

ふさわしいと考えている内容をお支払いすることは難しいかもしれませんが，ご理解を

いただければ有難いと思います。 

 

（委員長） 

皆様の志で出席していただくことにならざるを得ないところがありますが，ご協力い

ただけますでしょうか。本当に申し訳ございません。よろしくお願いいたします。 

それではスケジュールの方はそのような形にさせていただいて，本題のビジョンの素

案についてですが，事務局より説明をお願いいたします。 

 

■３ 議 事 

 （２） 文化振興ビジョン（素案）について 

 

（事務局） 

それでは，まず，文化振興ビジョン素案について説明申し上げます。委員の皆様には，

ビジョンの素案ですが，直前になっての配布となり申し訳ありませんでした。前回の委

員会では，ビジョンの骨子を提案させていただいて終わりましたが，今回は，素案を提

案させていただき，皆様のご意見をいただきたいと思います。お時間もないので，最後

まで続けてご説明をさせていただきます。 

内容としまして，目次をみていただきますと，大きく，概要，現状と課題，目標，参

考資料の4つから構成されています。骨子から，大きく変更のあった点として，目標のと

ころで，骨子にあった「基本計画」「実施計画」につきましては，参考資料の方へ内容

を移しました。また，目標のところで，「重点施策」を加えました。このことについて

は，後ほどご説明いたします。他にも,「ビジョン推進に向けての役割」の後に,「ビジ

ョン推進に向けて文化資源の活用」を加えさせていただきました。 

それでは，まず，概要につきまして，1ページをご覧ください。「策定の趣旨」,そし
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て「ビジョンの位置付け」とあります。ビジョンにつきましては，鈴鹿市第5次総合計画

との関係について，説明をさせていただいており，本ビジョンは，鈴鹿市の最上位計画

である総合計画の,芸術文化に関係する部門別計画との位置付けになります。 

3ページには「ビジョンの構成」を説明した図。ビジョンの進行管理。4ページを見て

いただきますと，「ビジョンの期間」を載せております。この総合計画も，第5次として

は，平成27年度に終了しますことから,本ビジョンは，次の総合計画策定に向けて，鈴鹿

市の文化振興施策の提言となるものとして，委員の皆様には，ご審議いただければと思

います。 

次に,現状と課題ですが，6ページから17ページになります。意識調査と，第1次文化振

興ビジョンの検証についての資料です。既に意識調査の概要と第1次ビジョンの検証につ

いては,前回までにご紹介をしておりますが，第１次ビジョンの検証については,前回の

資料を要約したものを掲載させていただいております。 

次に，目標ですが，18ページをご覧ください。前回，骨子で提案をさせていただいた

内容から変更と整理させていただきました。まず，骨子案では「基本理念・目標」そし

て「ビジョンの基本理念」そしてキャッチフレーズの「魅力ある『すずか文化』を創造

します！」そして，「基本目標」とありましたが，素案では，理念と基本目標を「ビジ

ョンの基本目標」として整理をしました。 

次の19ページをご覧ください。「基本方針」として「ひらく」「たのしむ」「つなぐ」

「ささえる」の4つのキーワードで，考え方を整理しました。第１回の策定委員会では，

第1次ビジョンにある「つくる（そだてる）」「まもる（いつくしむ）」「まなぶ（いか

す）」「ひらく（ときめく）」「つなぐ（はばたく）」に「ささえる」を加えて6つのキ

ーワードを提案させていただきましたが，「多くて分かりにくい」などのご意見もいた

だいたことから，4つに整理をさせていただきました。 

次に基本施策でございますが，20ページをご覧ください。骨子案で，「基本方針」の

次に「基本計画」と提案してありました部分を，素案では，「基本施策」として定義さ

せていただきました。これは，「計画」と表現しますと，より具体的，実際的な事業の

内容になりますので，それより，ひとつ前の段階の，範囲や分野ごとの少し抽象的な目

標を示すものとして，提案させていただきたいと思います。また，ビジョンを読んでい

ただく方にとっても，この「基本施策」の部分が，今回のビジョンとして，何をしたい

のか，「これに沿ってやっていくのだな」と一番わかりやすいところではないかと考え

ますので，虫の良い話かもしれませんが，委員の皆さまには，肉付けのほうをよろしく

お願いいたします。なお，骨子案での「基本計画」「実施施策」は，現在の私どもの事

業内容を紹介するかたちで，31ページからの「参考資料」の欄で紹介をさせていただく

形にしました。 

次に21ページをご覧ください。基本施策などのイメージ図でございます。次に22ペー

ジをご覧ください。前回の骨子には無かった，「重点施策（仮）」を提案させていただ

きました。昨今では，様々なところで，「集中と選択」が問われる情勢となってきまし

た。ビジョンにおきましても，かつてのように全ての事柄を網羅的に均等に取り組むの

ではなく，現在の強みや弱み・意識調査での結果をもとに，ある程度，メリハリをつけ，
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比重をかける分野を絞って，鈴鹿をアピールできるものをと提案をさせていただきまし

たのが，次の3点です。まず。「音楽のまち」市民演奏家の活動の場と，市民が生の演奏

にふれる機会の提供をテーマに，ある意味「現在の鈴鹿市の文化の強み」として，さら

なる鈴鹿市の音楽分野の活性化をめざしました。次に文化セミナー等による，市民の文

化的な要望に応え，意識の高揚をはかることをめざした，「文化にふれるまち」です。

意識調査の中で，潜在的な文化に対する関心や要望が強いと読み取れますので，効果的

な工夫により，重要の掘り起こしと文化芸術に関する意識の高揚が期待できると考えま

す。そして「子どもが元気なまち」を提案させていだたきました。学校現場への支援や

協力，子どもを対象とした市民活動への支援なども考えられるかもしれません。この重

点施策も,今回のビジョンにおいて，鈴鹿文化の「カラー」となるものを考えますので，

ご忌憚のないご意見を頂戴したいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

次に，25ページから27ページは，「ビジョン推進に向けての役割」です。「市民」「文

化団体」「文化振興事業団」「企業等」「市文化施設」文化を取り巻く，それぞれの立

場からの役割を第1次文化振興ビジョンに引き続き，整理をさせていただきました。次に

28ページから29ページは，「ビジョンの推進に向けての文化資源の活用」と続き，30ペ

ージ「ビジョン策定委員の方からのメッセージ」の欄を設けさせていただいております。

前回の委員会で初めて，メッセージの提案をさせていただきまして，突然の提案で，ご

迷惑をおかけしたかもしれませんが，このような市の発行物において，委員の方のお名

前や肩書きなどは載っていても，様々な分野でご活躍をされている委員の皆さんが，ど

のようなお考えやお気持をビジョンに込められたのか，生のお声といいますか，そのよ

うなものを頂戴できれば，ビジョン自体が非常に生き生きしたものになると考えました

ので，提案をさせていただきました。また，辛口な内容になったとしても，結構です。 

また，すぐ具体的に実現できないものであったり，今回のビジョンに収まらない内容

であっても，今後の総合計画への提言，あるいは，市民の皆さんへの夢，あるいは，市

職員の指針として，メッセージを頂戴いたしたいと思います。 

次に，31ページ以降は参考資料として，総合計画に基づいた現在の具体的な事業，文

化課，考古博物館の仕事の内容を紹介しております。以下，資料を掲載させて頂く予定

です。以上がビジョンの素案の内容です。委員長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。委員会直前になって素案の資料を各委員に送付していただ

いたということですで，十分に目を通していただいていない委員の方もいらっしゃるか

とは思いますが，よろしくご審議いただきたいと思います。議論の中心としては，3つの

枠組みの中の「目標」の部分，特に「基本方針」「基本施策」「重点施策」をたくさん

議論していただきたいと思っています。一応その前の「概要」「現状と課題」の部分も

確認をしながら進めたいと思います。それでは「目次」及び5ページまでの「概要」の部

分について，お気づきの点がございますでしょうか。ビジョンの趣旨とか位置づけを中

心に書かれておりますけれども。 

私も事務局と打ち合わせなどをしていて，今回のビジョンは次の鈴鹿市全体の総合計
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画への提言と位置付けられる点が，重要な性格だと改めて自覚いたしまして，その辺り

が素案にも書かれていると思いますので，私達の議論のスタンスもそういった形でお願

いできればと思います。 

 

ご意見がないようですので，もう少し進んでみまして，これは前回議論したところで

すが17ページまでの「現状と課題」のアンケートの結果と第1次ビジョンの検証の部分に

ついてはいかがでしょうか。 

 

（委員） 

前回，前々回での委員会でも前のビジョンとの関連性をきちっとした方が良いのでは

ないかと申し上げたが，それは「ビジョンの位置付け」の中で「ビジョンの基本的な考

え方については前ビジョンを踏襲し，過去9年間における取り組みを踏まえ，次期の鈴鹿

市総合計画も見据えながら，市民・団体・企業・行政の協働による文化振興の方向性を

示すものとします。」というふうに書かれ，前のビジョンは前のビジョンで検証しなが

らその大きな考え方は踏襲していく，そういった捉え方でよろしいか。 

 

（委員長） 

原案はそういう形になっております。 

 

（委員） 

それならばそれでいいと思いますし，次の「ビジョンの期間」をみさせていただくと，

第1次ビジョンが平成17年度に始まり平成22年度で終わり，平成23・24年度と見直しの期

間があって，平成25年度から平成34年度までの10年間が第2次ビジョンの期間となる，後

ろの基本目標とか基本施策・重点施策とも関連しますが，10年間というのは相当長いで

すよね，それが3年置きに見直しをやっていくのか，第6次総合計画が平成28年度以降作

られていく，委員長がおっしゃったように今回のこのビジョンの内容というのは，その

第6次総合計画に相当量取り入れられ反映させられるものだと考えてよろしいか。 

 

（委員長） 

ビジョンというのはかなり重たいものではないか，事務局の方もそういう意味で総合

計画作りに臨んでいただけるのではないかと思っています。 

 

（委員） 

市民の皆さんの世代や職業の違ういろいろな考え方の方が欲するところを取り入れよ

うとすると，どうしても総合論的にならざるを得ない，ただ第1次を踏まえ第2次ではこ

こに重点を置いてやったんだとしても，10年という期間はあまりにも長いため，最初の3

年間の重点目標を定め，次の3年，最終段階を考えていってはどうか。我々は当初の3年

間はなるべく重点を絞った形で取り組むべきではないかと思います。総合計画にビジョ

ンを反映し，10年間をひとつのターンとする基本的な考え方はよいと思うが，市長・市
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の幹部が変われば考え方も変わる可能性もあり，あまり長期の設定に縛られず，ここ数

年間はこうやっていくんだ，というものであれば作り易い。 

 

（委員） 

前回は事情があり参加できなかったのですが，100年・200年経っても陳腐化しないビ

ジョン，3ページにある第5次総合計画の「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」これは江戸時代でも明治時代でも平成でも通じる100年ビジ

ョンである，対して第5次・第6次総合計画，第1次ビジョンとそれをどうやって反映して

いくのか。社会情勢が変わっても基本的なあるべき姿のビジョンは，普遍的である。文

化振興ビジョンを策定するにあたって，それをどういうふうに具体化していくのか，そ

れを考えるのがこの多くの委員の方の集まる，委員会ではないかと思い参加させていた

だいた。今日の議論と今私の申し上げていることは，多少食い違いがあるかもしれない

が，3ページのあるべき姿をこの10年間で具体化していくのか，予算的な制約もあると思

うが，この10年間はこれまでの10年間で出来なかったことをやろうというのでもいいか

もしれない。意識調査の13ページに書かれている主なご意見は，事務局の方が抜粋した

ものではあるが，ビジョンに具体化して盛り込んでいくべき市民の意見・要望が顕著に

出ているものであり，大変参考になる。この点を具体的に議論してくのがいいのではと

思います。 

 

（委員長） 

他に今の全体のところではございませんか。今の両委員のご意見の中で，特に普遍的

な部分もあるが，第1次を受けて第2次では，この点が重点なんだというところをもっと

強調していってもいいと思っています。その点について具体的にご指摘いただければと

思います。それから，進行管理については3ページ目に4行だけ書いてありますが，総合

計画との関係もありますがもうちょっと書き込めないかと思う。「概要」と「現状と課

題」の部分は他にお気付きの点はございますか。 

 

（委員） 

やはり 10 年というのは，長いと思います。区切りは 10 年としても，世代交代によっ

て考え方も変わってくると思いますし，10 年の中で，3 年，4 年毎にこういうことをや

っているとチェックしていくことで，見えてくることもあるのでは，と思います。 
 

（委員） 

委員がおっしゃったように100年でも通用するビジョンがいるんだということはこの

10年の間でも十二分に感じているが，委員がおっしゃったように具体的なこともビジョ

ンには盛り込まれているので，その進行管理は重要なキーになる作業だと思う。例えば

私が今一番お世話になっている鈴鹿市文化振興事業団が公益財団法人化されるその後の

動きというのは鈴鹿市がひっくり返るくらいの機構の差だと思う。それを全部このビジ

ョンの中に組み込んでいくわけですから，100年ビジョンのような大きなものではなく，
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誰がどうやってどう人集めをしていくかという具体的な作業は，10年スタンスではとて

も駄目で，それこそ1年毎に進行管理しないといけないくらいで，それはちゃんと分けて

審議した方がよいのでは。 

 

（委員） 

委員がおっしゃったことと，私が先ほど申し上げたことはまったく矛盾しておらず，

MVCV（ミッション・ビジョン・コアバリュー）と言いますけれども，普遍的なあるべき

人間の姿というのを置きましょうということは問題ないと思います。ビジョンに話を移

すと，おっしゃるように10年というスパンは非常に長すぎて，進行管理をしたとしても

10年前と今では全く状況が異なってしまう，我々企業では事業計画，何をするのかどう

いった成果を出すのかという事業目線で，単年度計画か長くとも5年周期の中で見直しを

はかっていきます。1次ビジョンの期間は6年で，見直しがあり2次では10年となっていま

すが，それには何か理由があるのですか。 

 

（委員長） 

そこはあまり議論されていませんでしたが，事務局いかがですか。 

 

（事務局） 

文化というものは長い期間を経て醸成されるものであり，10年のスパンの方が一つの

文化というのは捉えやすいということと，また施設整備については10年くらいの期間を

みないと改修等もできないということで，10年という期間を設けさせていただいていま

す。 

 

（事務局） 

第1次ビジョンの期間につきましては当初，第4次総合計画の終了年度に合わせて，平

成22年度に設定されていましたが，第5次総合計画が前倒しで始まったため，現在のよう

な期間のずれが生じることとなりました。 

 

（委員長） 

第1次ビジョンは平成22年度に総合計画と同時に終了する計画になっていましたが，今

回のビジョンは少しずれて，お互いが影響し合うような形になるのですね。 

 

（事務局） 

総合計画の期間には直接縛られず，中長期的に10年という期間を設定させていただき

ました。 

 

（委員） 

企業で言うと10年でなくて大体5年なんですね，いろいろなことをやろうと思うと10

年くらいはかかるのかなと思いながら聞いていました。 
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（委員） 

第5次総合計画から第6次総合計画へ移行する場合，前の計画と新しい計画は常に重な

っているはずである，大きな目標はそれぞれの計画においてあると思うが，実際として

は重なっている，文化振興ビジョンにおいても第1次と第2次を踏まえているという位置

付けはよいが，計画・予定は独立しているわけではなく連続していくもの，基本理念を

外さないようにその時々，年度年度，3年置きでもよいが考えていく必要があるのではな

いか，計画とはそういったものである。3つの重点施策が挙げられているが，この3つで

10年引っ張っていこうということではないんですよね。 

 

（事務局） 

10年を見据えたものが基本方針であり，3～5年の事業計画が重点施策にあたる，短期

間でチェックをしながら行っていくものを，重点施策として3つ設けさせていただいてい

ます。 

 

（委員） 

前回の委員会では青少年に対して行政としてどうすべきか，市民のボランティアとの

関わりをどうするか，という話が出ましたが，それを重点施策に反映させていくんです

ね。 
 

（事務局） 

ボランティアのことについてはこの3つの項目の中には盛り込んではいないのですが。 

 

（委員長） 
すでに重点施策についての議論に入ってきているので，後の方の具体的な部分の話に

入っていこうかと思います。今のやりとりの中で，ビジョンとして大きな普遍的なもの

はあるが，同時に重点的なこういう特徴があるとか，こういうことをやっていくという

部分は明確にして，進行管理もきちんと行っていこう，全体のご意見はそのような感じ

だったと思います。当然毎年いろいろとチェックはしていくと思うが，大きくは3年ぐら

いずつに見直しをしていき，3年だと総合計画の変わり目になるので，ちょうどいいので

はないかと思う。 

 

（委員） 
ビジョンの構成をみせていただいて，基本方針を4つに絞っていただいたのは分かり易

くてよいと思うが，例えば2ページの部分でも行政のミッションということで明らかにさ

れているが，全体を読ませていただくとこんな華々しい文化を創っていきましょう，は

い用意しましたよ，市民のみなさん活動しなさい，というだけのように読めるんですよ

ね。やはり市民が自主的にやるべき文化活動で，行政主導ではおかしいと思うが，「さ

さえる」というところをみますと，連携を図るのが行政の仕事なのかということがみえ
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てくる。私は基本的にしっかりとした財政支援・補助金制度なりをきっちと作って市の

方で支援をしてほしい。こういうふうにビジョンをつくったので，はいやりなさい，で

はちょっと困るし，文化振興事業団も民間になりましたので，勝手にやってくださいと

放り出されたのでは大変困る。やはりそういうところを行政が支援するという言葉をど

こかに入れてほしいと思いました。 

 

（委員長） 
それは全体にも関わりますし基本方針や基本施策のところでもきちんと入れていくべ

きではないかということですよね。 

 

（委員） 
箱物を造るだけが行政の仕事のように読めてきますね。 

 

（委員長） 
ではもういくつかご意見いただいていますけれども，18ページからの「ビジョンの基

本目標」「基本方針」「基本施策」「重点施策」，この部分についてはまだまだ書き込

めていないので，委員の皆様のいろんなアイデアやご指摘をいただいて，しっかりとし

た内容にしていく必要があります。日頃のご活動とかお考えを踏まえていろいろとご意

見いただければと思います。 

 

（委員） 
前回を休ませていただいたので重なる部分がありましたら申し訳ありません。文化的

なまちづくりというと博物館とか沢山あると思いますが，上の世代の方は知っているか

もしれないが，私たちの世代では伊勢型紙にしても教科書の資料の話のようであまりよ

く知らないひとが多いため可視化していくことが必要だと思います。ニューオリンズは

とても分かりやすいまちで，空港に降りた瞬間にここが音楽のまちなんだということが

明らかに分かるんですね，ある意味テーマパークのようでもあるが，空港に降り立つ度

にこのまちに来れば音楽に触れられるんだという意識が向上できるので，みんながまた

そのまちに行きたいと思えるんだと思います。そういう方達が鈴鹿に来た時に，鈴鹿サ

ーキットは有名ではあるんですけれども，サーキットまで行かないとそのイメージが全

く浮かばないという感じがあるので，駅の前とかにサーキットのイメージができるモニ

ュメントがあったり，伊勢型紙の模様のランプがあったり，少しアート的なものが柱や

標識の横とかにあるといいと思います。そういうものがないと，今音がしているからレ

ースをやっているらしいというくらいの認識で，他のまちに行くと今はこういうフェス

ティバルをやってるんだということを，まち全体が知っているんですね，しかし皆が市

報を読んでいるわけではないので，まず駅前にそういった可視化できるものがあると随

分意識が変わってくると思います。井田川の駅前には感動したのですが，深夜でしたが

東海道の雰囲気を思わせるような木造の待合室がすごく明るくて木の温もりが感じられ

ました，私が高校生の時の柳駅はまさしく幽霊がいそうな雰囲気で，何回も怪しい人が
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出没してそれが普通でした。いつもだったらその辺りに広がっているような高校生の子

達が，なんだかそわそわしていて，不思議と若い人達は説明されるよりもそういったも

のがあると過ごし方が全然変わってくるんですね，原宿にジャージで行きますかという

ような感じと一緒で，まち全体の文化的なものが間接的に学生達の意識を変えていくん

だと思うので，13ページのような皆さんの意見はどんどん取り入れていくべきだと思い

ます。鈴鹿JAZZをやらせていただいた時にも文化会館に鈴鹿市駅から歩いた方が沢山い

らっしゃって，今度は車でしか絶対に行けないなと言ってる方や，もう来るのが嫌だと

言ってる方もいらっしゃいました。私はこれは大問題だと思います。鈴鹿ではすごくい

い事業が沢山行われていますが，市民一体となることも大事だと思うんですけれども，

交通の便だけでなく，外部から来たくなるようなものづくりが必要だと思います。八戸

の方のお祭りに行かせていただいたことがありますが，文化的な作り物が各館全体の中

に沢山あって，各ミュージシャンもものづくりというイメージで音を創造するというこ

とで，ユーストリュームのような実況中継やFMも沢山入っていて，まち全体がいろいろ

な方との交流もはかれるし，大きくなっていく，そういったことをやっていきたい人は，

私の知り合いのまちづくりのイベントをやっている若い世代の人はすごく多いんですね，

古民家を改修してカフェにしたりっていうことはものすごくブームになっているんです

けれども，そういった若い世代を取り込んだ祭りっていうのはもっと実施していくべき

だと思いますし，特に思うのは駅前で，看板となる白子駅前を最近とても綺麗になって

きてはいますが，ちょっとはサーキットの旗のようなものはありますが，鈴鹿の文化を

感じさせるものがとても少なくて分かりにくい，文化的なものでみんなの意識作りを具

体的にやっていきたいという気持ちを持って来ました。 

 

（委員） 

委員の話を聞きますと私もそちらの方に議論を引っ張られそうになりますが,今日の

主旨はちょっと違うとは思っていますが，非常に重要な議論ですよね。鈴鹿市って何で

すか,という問いかけですよね。私も38年前に白子の駅に降りた時に全く同じ印象を持ち

ました。それから東京に帰って24年ぶりにまた来たんですけれども，やはり同じ印象を

持って，このまちは一体何のまちかな，確かモータースポーツのまちだったはずなんだ

けれども，そういう印象を持ちました。委員のお話はぜひまた議論したいと思うんです

けれども，19ページの基本方針の「ひらく」「たのしむ」「つなぐ」「ささえる」の4

つのキーワードがぱっと見た時に分からない，子ども達がこれをみた時にわかりますか。

自分なりにこれはどういうことなのかなと思って書いてみました，基本方針の前に「す

ずか文化の」という言葉を付けて考えてみると,「ひらく」というのはすずか文化の発見

なのかなと,「たのしむ」というのはすずか文化を育てる，「つなぐ」というのはその育

てたものを継承していく，最後もここは重要なのですが，行政としてそれらの活動を支

えていく，支援していくというようなことなんだなと。資料をいただき，いきなりこの4

語を見た時どうも頭にうまく入らない，すずか文化を発見し，育て，次代に継承しそれ

を行政が支えます，というふうなことなのかなと理解したんですが，ただ小学生から中

学生，高校生，大学生，社会人も皆さん共通の文化振興ビジョンでしょうから,皆さんに
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分かっていただけるような内容にしたいと思います。 

 

（委員長） 
いろいろな角度からご意見をいただきました。 

 

（委員） 

お二人の話を聞いていると，鈴鹿というのは名前はあるがヘソがない，私は余所者な

ので詳しくは分かりませんが，昔の城下町のように城を囲むようにしてできたまちでは

なくて，企業が最初かサーキットが最初か点々としている，この市役所のある周辺が鈴

鹿のまちのヘソなのか，他のところがそうなのか，駅で言えば先ほど言われたように白

子が鈴鹿を代表する駅なのか，違うところにあるのかその辺がよくわからない。文化を

考える上でまちづくりとは裏表になっていて，ここは文化ゾーンとか商業地区ですよと

かそういう分け方はあまり好きではないのですが，すずか文化を一堂に会したような地

区はこの辺ですよとかいうのは，今後まちづくりに反映していくのか。鈴鹿は合併があ

ったんですかね。 

 

（事務局） 

戦争の関係で2町12カ村が強制的に合併させられて，鈴鹿市という一つ市が生まれたと

聞いております。 

 

（委員長） 
今の委員のご意見は全体に関係するかもしれないので確認したいのですが，そちらの

担当とは外れると思いますが，鈴鹿市全体のまちづくりはこのような方向性で進んでい

るという情報を把握していれば紹介していただきたいのですが。 

 

（事務局） 

都市計画では文化ゾーンとか商業ゾーンというのは区分けされています，古い街道筋

とか。 

 

（委員） 

私は鈴鹿に生まれ育って何十年といま住んでいますが，地域ごとに色々あるみたいで，

私も含めて，音楽，歴史，祭りなどそれに携わっていないと，なかなか知らない，また

知ることができないと思います。白子・石薬師・神戸など「まちかど博物館」のパンフ

レットも出来ています。各地区の自治会などが様々なものを発行しています。私も色々

なことに携わるようになってから良く見るようになったのですが。それでも知らないこ

とが多いなと。また置いてある場所が限られているように思います。知らせる何かがも

っとあればいいなと思います。 

鈴鹿市が見えてこないといいますが，モータースポーツ都市宣言のまちということ，

また市政70周年でCNSで「鈴鹿市の魅力発見」という番組など，市また文化振興事業団で
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も色々なものを作成していると思います。 

この間も三重テレビで，市長みずから出演され，一部ですが，歴史ある町，鈴鹿ブラ

ンド品また大黒屋光太夫のことなど紹介されていました。またモータースポーツに関係

している人達が，鈴鹿サーキットについて紹介していました。そういう放送があるとい

うことを知ってもらうだけでも鈴鹿を知るということにつながっていくと思います。 

私のように古くからいる者は，神戸とか白子とか言ってもある程度はわかりますが，

平田など企業がきて沢山の人が集まって栄えた町もあります。鈴鹿市は古い歴史ある町

が沢山あると思いますので過去のことを大事にするのも大切なことだと思います。 

「ひらく」「たのしむ」「つなぐ」「ささえる」というのをどのように考えていくの

かまた今とつなげていくのか，もっと分かり易くする必要があると思います。 

白子駅についても，広く整備はされましたが，もっと鈴鹿のことが分かる駅にしたら

いいなと思います。 

 

（委員） 
鈴鹿のまちにはいろいろな文化資産があちこちに散らばって存在しているんですね，

それがみんな点としてあるので，つながっていない。例えば私は石薬師を通るが，そこ

には小さな公園の近くに石薬師宿という立派な看板があるんですが，ただあるだけでそ

の宿場町にどのような観るべきものがあるのかとか，どんな順序で歩いていったらいい

のかとか，そういうものが全然その近辺にないので，ああここは石薬師宿か，庄野宿か

というだけで終わってしまう，それを街道ウォーキングマップなどを看板に付けたりし

て分かり易くしていく努力があまりされてこなかったのではと思います。いろいろなイ

ベントも単発でバンバン出てくるが，もう少しメディアを使っていただいて，何日にど

んなイベントがあるのかというのが一覧になってそれぞれの行事の関連が一目瞭然で分

かるようなPRがあって，市民が選んでいけるようになるといいなあと思っているんです

が。単発でなくて面で考えていかなくてはいけないんじゃないかと思いました。 

 

（委員） 

関連でケーブルテレビについて申し上げますと，昨年までは私どもの番組は過去形の

番組でした，そうではなくて先取り番組をやっていこうということに変えまして，今後

もっと先取りと現在進行形の情報を，市民の方が見たい情報をということで進めており

ます，反省と弁解めいた内容になりますが。鈴鹿のまちに久しぶりに赴任した時に思っ

たことは，先ほど皆さんがおっしゃったようなことですが，ただ3年経った今はとてもす

ばらしいまちだと思っておりまして，鈴鹿のまちをくまなく歩いているんですけれども，

自然と商工業がうまくバランスをとっているんですね，四日市は煙突ばかりですよね，

鈴鹿市は鈴鹿川を渡ると綺麗なグリーンが広がっていて，素晴らしい商業地があり，本

田さんをはじめとした素晴らしい工業地があったり，山があり椿大社があり，本当に自

然と商工業がバランスをとっているまちだなと思います。ただ，一点だけやはり，分散

型都市であるという問題はずっと変わっていませんけれども，このまちをどのようにう

まくつないでいくのか，鈴鹿市はドーナツ型の都市であり，中心が田んぼばかりで人口
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20万の大都市でこのようなところは他にないです，その中心の自然を活かした何かが出

来ないかと思うのですが。昔は神戸・白子・平田，それぞれバラバラに競争し合ってい

るように感じていました。私は神戸に住んでいて毎朝散歩をしているんですが，神戸城

を見ていると何故こんな素晴らしいお城を観光地として利用しないのかと思います，神

戸場にはお堀と池がありますが，水も腐っていてここに何とかして鈴鹿川の清流をもっ

てこられないか，また近鉄鈴鹿市駅からのお寺も沢山ある素晴らしい街道を活かして，

おかげ横丁とは言いませんが，どうにかできないか，発見はしているけれども育ててい

ない継承していない，資産はいっぱいあって可能性のあるまちじゃないかと思っていま

す。 

 

（委員） 
分散型のものをどうつないでいくかというのが一番大事なんじゃないかなと思いまし

て，例えば市役所の西側の道路が茶色く整備されているところがありますが，あの雰囲

気だけでも文化的な感じがして気分がすごくあがるんですよね，市内全部をそのように

するのは難しいかもしれませんが，観てほしいというところを茶色く舗装して，案内図

を作ってそのまちがどんなふうにつながっているのかというところを具体的にやってい

けたらいいんじゃないかと思います。あと今の人達はまずホームページを参考にしてど

こに行こうかをいうのを決めると思うので，まちに行った際にはそこにあるマップをみ

ると思うんですが，鈴鹿市に来たいと思うまでの原動力はホームページなんじゃないか

なと思うんですよね。事務的なものではなく見たくなるようなものを作る必要がありま

す，見にくいページはすぐに見なくなってしまうので，どこをどう行けば楽しみながら

鈴鹿を旅することができるのかということが，ぱっと視覚的にわかりやくなっているの

がいいと思います。 

 

（委員） 

各委員の先生のお話を拝聴して，今のままの話をしていると後2回も3回も同じことを

しないといけなくなるのではないかと，1回目の委員会とほとんど同じような話になって

いるので，たたき台に基づいて具体的にこの文言を入れないといけないとか，そういっ

たことを議論してはどうでしょうか。だいぶ後のことになりますがよろしいですか，30

ページの「ビジョン策定委員から市民へのメッセージ」には，先ほどのご意見なんかは

非常にいいと思います，ただ「市民へ」という文言は上から目線なのでやめた方がいい

と思います。全体の話でいくと，市政70周年記念という言葉がこのフェスティバルのと

ころに1回だけなので，せっかく70周年が当たっていて，この先10年20年残っていく場合

に，もう少し70周年・80周年に向けての具体的なビジョンをうたっていけないかなと思

います。私は1回目の時，鈴鹿は「あした・あさって・ささって」の文化と申し上げまし

たが，他は大体「あした・あさって・しあさって」で「ささって」があるのは鈴鹿だけ

なんですね，そういう訳で鈴鹿の特色は「あいまいさ」であって，これは江戸時代の藩

体制が鈴鹿ほど沢山ある中で成り立ってきた市はないということなんですね。鈴鹿市の

文化にヘソがないと言われれば確かにそうなんですけれども，市政70周年というと昭和



 

15 
 

17年で日本が戦争に向かっていっている時代で，鈴鹿市というのは国の政策の上で戦争

の犠牲となって生まれてきた市でありますから，この中に一応たりとも戦争遺跡，軍部

としての鈴鹿市が誕生してきたというのが1行も謳ってないというのは，100年先にこれ

が残っていった場合，100年前の我々がいったい何をしていたんだと，今言われた神戸城

というのは450年前の戦国時代の戦争遺跡なんです，そういう意味でも鈴鹿市の戦争遺跡

というのは実はあって，これをこうしますという文言は入れるべきだと思います。そう

いった具体的なご議論がいただけたらなと思います。 

 

 

（事務局） 

先ほど市の方針についてのお話がありましたので，お話しさせていただきたいのです

が，当市の方向性といたしましては，新しい市長が就任した段階で新生すずかの発進と

いうことで，縦割りではなく市長のトップダウンによる横に線を入れていく組織づくり，

そしてモノづくりの支援体制をどうしていくかということと，第2名神が完成いたします

ので東西の道路，高速をつなぐ道路が少ないということでそれに伴う道路整備，それか

ら防災無線や避難ビルといった危機管理に対するまちづくり，今回は10年というスパン

を申し上げたが，政策幹部会議でも短期・中期・長期の計画もいるのではないかという

意見も出ております。次に将来に向かった種づくりということで，70周年事業はすでに

始まっておりますが，次につなげていくような事業をということで進めております，で

すからこの音楽のまちづくりというのも，短期的なビジョンの計画ではないかなと考え

ております。まちづくりについても市民との協働，市民のご意見をどんどん取り入れて

いきましょうということで，まちづくり条例というものを制定させていただいておりま

す。今後は市民の意見を聞く機会を増やしていくということで進めていく予定をしてお

ります。それから第6次の総合計画につきましては，10年を3期に分けて計画すると思い

ますので，平成27年度・30年度・33年度について新たな見直しをはかっていくことにな

ると思います。平成33年に三重国体が開催されまして，これはスポーツばかりでなく文

化の方もプログラムを作って約70万人くらいのお客様が全国からおみえになりますので，

その方にも文化を発信していくという役割があります。これは7月に県より説明を受けた

ばかりなのでまだ事務局には言ってないんですけれども，文化プログラムの作成も今後

出てきますので，そんなのもこのビジョンの中に入れていく必要があるのかなと感じて

おります。新生すずかの発進，種づくり，まちづくりの市民協働これが鈴鹿市に課せら

れた大きな課題，第6次に向けた課題でございます。 

 

（委員） 

20年ほど前に国民文化祭というものがありましたね，それのことですか。 

 

（事務局） 

いえいえ，国体はスポーツの祭典ですけれども，各市町の紹介を一つの冊子にして，

みえた方に配る企画がありまして，最近は各国体の開催県で行われております。ですか
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ら鈴鹿だけでなく，三重県中の文化の発信をしていこうということです。 

 

（委員） 

3日前に京都の型紙展を観に行ってきたんですけれども，平日にも関わらずもの凄い人

でした，その時に残念に思ったのが，鈴鹿市所蔵というのが何点か出ていますが，近く

のお客さんに鈴鹿ってどこだという声があったことです。それと伊勢型紙という言葉が

ネックになっていて，お伊勢さんを想像されるようです，墨は鈴鹿墨ですがそれとセッ

トにしないといけないなと感じましたね，鈴鹿の伊勢型紙といった感じで。 

 

（委員） 
確かに県外の方はそう思う可能性は大きいですね。 

 

（委員長） 
鈴鹿は文化資源が分散しているので，それをどうやってつないでいくかというお話で

したが，それを鈴鹿らしいキャッチフレーズで表すことはできないか，また「ひらく」

「つなぐ」の部分に文化遺産どうしをつないでいくというような内容を盛り込めないか，

私としては「基本施策」や「重点施策」にこういう観点や内容を入れたらどうかという

意見をいただきたい。 

 

（委員） 

委員のおっしゃたような視覚的，感覚的なことは大切ですね，市政20周年で作られた

曲が未だにCNSで流れているのは考えもの，悪いということではなくて。 

 

（委員） 

みんなで作り上げている感じはやはり大切，目にしたり耳にしたりするのは大事です

ね，ケーブルテレビだけでなくて旗や案内板が連動している必要があると思います。す

ずかJAZZではポスターの文字を皆さんに描いていただいたが，F1の絵を公募して駅前な

どに展示すると興味を持ってもらえるのでは，市役所まで行って初めて分かるのではな

く，やはり駅前が一番大切ではないかと思います。 

 

（委員） 

私も賛成です。個人的に70周年イベントに応募したのだが，見事に不採用だった。白

子の駅に降りた時に一体このまちは何なんだろうと皆さんが思う，F1のまちのはずなの

にそれを想像させるものが何もない。以前伊勢型紙のファイルを作成していろいろな所

で販売したんです，白子駅前のシャッター通りのシャッターに綺麗な伊勢型紙の絵を描

いてもらってライトアップしたらどうかというアイデアだったのだが不採用でした。分

かり易くこのまちはどんなまちなのかというのをアピールできるようなものを，せめて

この10年ビジョンで出来ないものかと思う，観光協会とも付き合いが深いので，建物の

外観をどうにかできなかと言ったこともある，柿渋はコーヒーと良く合うので，あそこ
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に柿渋色のカフェを作って，綺麗な型紙を飾ったらどうですかと。正直シャッター通り

は30年前と変わっていない，駅前は再開発で綺麗になったがこれを契機に商店街の方を

どうにかしませんか。私どもは今鈴鹿ブランドを一生懸命やっているが，鳥飯や大黒屋

光太夫饅頭やそういった物を買える所が何処にもない，普通は駅前には名産品が並んで

いるものだが，近鉄さんにも交渉したことがあるが，難しい問題があるようで駄目だっ

た，せめてこれが鈴鹿だよというものを事業計画に入れていきたい。私の夢だった鈴鹿

市大花火大会というのをあちこちで叫んだが結局実現できませんでした，私は長野県諏

訪市の生まれで，8月15日だけは子どもも大人も親戚もおじいさんもみんながまとまる，

諏訪湖の周辺にムシロを敷いてみんなで花火を観る，そういったことが分散している鈴

鹿のまちの皆さんが集まって楽しむという，サーキットの花火では一部の人しか楽しめ

ないので，そういう行事が一つでもあってもいいと思います。すずフェスが間もなく始

まるが，それがそういった行事に発展するといい。結論をいうと子ども達が鈴鹿にいて

良かったと誇れるまちになるように，私は子どもの頃にこんなに素晴らしい花火が上が

るまちはないと，諏訪市のことを誇っていました，実際は違いますが，せめてそういう

気持ちを子ども達に持っていただけるような何かを文化振興の中でできないか，そうい

うことです。 

 

（委員） 

重点施策で「音楽のまち」「文化にふれるまち」「子どもが元気なまち」というのを

挙げていただいているが，本当にこの3つでいいのかという議論も必要かと思います。私

の関係する24ページをみてみると，たった7行でちょっと失望というかこれから練ってい

ただくのかなと。ぜひ入れていただきたいのは，こんな行事を用意しますよというので

はなく，もっと子ども達が積極的に参加したいなと思うような施策をとってほしい，例

えば学校をその行事のPRの場として使っていただくとか，それには教育委員会との連携

が必要になると思いますが。それからいろいろな文化施設に行くアクセスの問題があっ

て，必ず親と一緒でないと参加できないという市内の状況を考えると，親も子も楽しめ

る企画が必要なんじゃないかなと思います。それから文化の担い手として一番大切な小

学校高学年から高校生までの感受性の豊かな時期の子ども達をターゲットにした文化的

な企画も考えていただけないかと思います。横の連携をとっていくように今市が動いて

いるというお話がありましたので期待していますが，そういう教育委員会，メディア，

ホームページ関係，そういったものを駆使して行事だけでなく周辺整備もしていただけ

ると嬉しいです。 

 

（事務局） 

今，委員より重点施策の話がありましたが，事務局の立場からこのようなことを申し

上げるのは本来の方向性に沿わないかとは思いますが，重点施策がまだ仮の案だという

ことで一つ提案させていただきたいと思います。考古博物館は伊勢国分寺跡という国の

史跡がございまして，これの南に併設するように建てられております。伊勢という冠が

付くと伊勢志摩のイメージで捉えられがちですが，国分寺が存在していた頃の伊勢とい
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うのは本当に国分寺が中心でありました，その48,200㎡という広大な面積を平成21年度

を初年度として歴史公園整備というのを手掛けております。当初は平成27年度完成予定

でしたが，残念なことに昨年東日本大震災の被害を被りまして，そちらの方に国のお金

がいくことになり，大変遅れていく傾向にあります。完成が平成27年になるのか平成29

年になるのか，平成30年までもつれ込むのか，どちらにしてもその頃には歴史公園とし

て完成することになります。考古博物館も今年で14年目で痛みも激しいこともあり，そ

れに合わせてリニューアルをしてガイダンス機能を果たしていこうという計画を持って

おります。昨年までに終わった造成地の上に，当時の伊勢国分寺の伽藍配置の遺構表示

をしていきます，市民の方に広く利用していただいて，伊勢国分寺の歴史を感じていた

だくというのを理念にしております。これを重点施策の一つとして盛り込んでいただけ

たらということで逆提案という形になりますがお話をさせていただきました。 

 

（委員） 
4つのワードの中の「つなぐ」という意味合いについて，時間的に過去のものを今日に

つないで将来へということですよね，それも大事なんですが私は先ほどヘソがない町と

いうことを言いましたが，ヘソがないならないでそれを逆手に取って分散型のいい社会

をつくればいい，それも重要な考え方の一つだと思っています。「つなぐ」というのも

点と点を平面的につないでいくという意味合いを持たせて，そこにもう少し書き込んで

いただいたらいかがかなと思います。もう一つは「基本目標」「基本方針」「基本施策」

「重点施策」という仕分けの仕方は，一般の市民の方が読んだ時に大変分かりにくい，

ビジョン，方針，施策・重点施策というようにもっと簡潔にならないか，またキーワー

ドのイメージの部分ももうちょっとすっきりできないかと思います。イベント一つをと

ってもいろいろありますが，イベントを単発で終わらせずにいろんなイベントを組み合

わせる，音楽祭についてもそこにこんな楽しいコーナーがありますよということを常に

考える，単発単発でやるよりもそれを中心に他の要素を加えていく，そんな考え方もあ

っていいのではと思います。 

 

（委員長） 
後で事務局が考え易いようにと思ったのが，委員のご発言を標語的にまとめると「す

ずか文化を可視化できるような環境づくり」とか「すずか文化にアクセスしやすいまち」

というようなものかと思いました。委員も「基本施策」と「重点施策」と二つあると分

かりにくいというご意見ですが何か工夫が，「重点施策」の方が具体的だから分かりや

すいというのはありますよね。 

 

（委員） 

全然関係ないことですけれども，違うジャンルの方に鈴鹿に目を向けていただけると

いうか，結構海王丸とかには人が集まるので，大黒屋光太夫に関してモニュメントがあ

ったり博物館には本当にコアな方しか来ないので，イベントを可視化ということでも港

に帆船を呼んだりして，海に関することを入れていく感覚を取り入れると，他のジャン
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ルの方も集まれるんじゃないかなと思いました。 

 

（委員） 
基本的なことですが，鈴鹿の表玄関というのは近鉄白子駅でいいんですか。 

 

（一同） 
一般的にそうであろうという意見 

 

（委員） 

加佐登の駅は井田川のように変わっていて，昔ながらの雰囲気が伝わって良かった，

駅前づくりというのは大切。白子駅なんかをみても，ここがどのような町かわからない，

知ってる人はいいがそうでなければ考古博物館へも行けないと思う，ぜひ具体的に白子

駅をどうにかしたい。 

 

（委員） 

鈴鹿市における玄関口が何処かというと近鉄鈴鹿市駅でしょ，外からアクセスする人

はみんなここへ来る，すると戸惑う。昔は伊勢神戸駅でした。言葉の使い方ですけれど

も24ページの「本物の」というのはやめた方がよい，芸術家でいいと思いますね。 

 

（委員長） 
自分の専門と関係するのですが，このようなことはすごくいろいろなところで動いて

いて，例えばイギリスも国の施策でクリエイティブパートナーシップといい，学校で芸

術家に限らずクリエイターを外から呼んで子ども達を元気にするという取り組みを行っ

ている。文化だけでなく，学校や子ども達，まち全体が元気になる取り組みとしてもか

なり重要だと思う。 

 

（委員） 

佐賀県の図書館でしたか喫茶店を作ったり，何処かの美術館はまち全体で提携しなが

ら，駅を降りた所から美術館が始まったりとか。 

 

（委員長） 
伊勢型紙ロードとか。 

 

（委員） 

いいですね，そういうのがないと私達も日頃商業のラーメン屋さんとかしか目に入ら

ず，何のまちかが分からないので。 

 

（委員） 

委員はシャッター街の話をされましたけれども，市は財政が決まっていて動きにくい
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ので，企業なんかに働きかけるのはいいかもしれないですね。 

 

（委員） 

何人かの人とは話をしましたが，プランがもし具体化するなら協力しましょうという

方はいらっしゃいますね，飯野高校さんの美術学部にご協力をお願いしたり，子どもさ

ん達が一筆一筆協力していったら，本当に愛着のあるシャッター街に変貌できるのかな

というのが夢だったんですけれども，企業なりたくさんありますのでいいアイデアとプ

ロモーションがあれば乗ってくる企業はあると思います。問題はそのプロモーションで

誰が声を掛けるかですね。この委員会でもいいと思いますが，せっかくですのでこの10

年ビジョンで白子駅を変えませんか，伊勢神戸もいいですね改名しませんか。22ページ

の話ですが重点施策でいきなり「音楽のまち」でいいのかなと思ったのですが，市民同

士や市外，世界の人達と音楽を通したコミュニケーションができるまち，そのようなイ

メージでコミュニケーションを大事にしたい。「音楽を通したコミュニケーションが上

手く出来上がっているまち」そのような言葉がほしい。「文化にふれるまち」というの

がありましたが，文化を上手くつなげられる，カルチャーのネットワークが上手くバラ

ンス良く出来上がったまちを目指そうという，また子ども達のお話をおっしゃっていま

したが，鈴鹿のまちで誇りに思うのは，鈴鹿の子ども達はとても挨拶がいい，神戸高校

の前を朝に歩くと全員が挨拶をする，エレベーターでありがとうございましたと声を発

してお礼を言う，どちらも東京じゃ考えられない，どうしてこのまちの子ども達はこん

なにも挨拶ができるのか，やはり学校教育に理由があるんでしょうか。 

 

（委員） 

学校では挨拶運動をやっていまして，PTAも地域の方も巻き込んでやっていますが，で

も知らない人に声を掛けられたら無視しましょうというのと矛盾していて，大層難しい。 

 

（委員） 

私は夢工房で小学校に通わせていただくが，皆さん必ず挨拶をしてくれるので，学校

内できちんと挨拶をするということは徹底されていると感じます。 

 

（委員） 

それはとてもいい文化ですし，もっともっと子どもさん達が明るく元気に挨拶を出来

るようになれば，このまちは元気になると思う，そういう意味で挨拶なりネットワーク

なりコミュニケーションなりその辺を文言として記入してもらったらいいかと。 

 

（委員） 

テーマ付けて大人もできるようになるといい，海外ではハイという感じで少しとける

感覚がありますが，まちの雰囲気が変わるかもしれないですね。 

 

（委員） 
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委員がCNSで流れている古い市歌について，先ほどのような意見を持たれているのが大

変意外でした。「音楽のまち」というのが重点施策で出ているが，鈴鹿の市歌を作ると

いうことで，例えばパラミタの事務局長氏と三重県の文化会館の館長が中心になって企

画された、四日市のファミリーコンクールのような感じで，今はパソコンででも何でも

音符で創作される方はたくさんいますから，若い感覚で作っていただいたらいいかと。

鈴鹿の市歌を募集してコンサートを開いて，市民みんなでアンケートを採って，ケーブ

ルで流していただいたりしても面白いのかなと思いました。 

 

（事務局） 

それに関連して市政50周年で鈴鹿のイメージソングを募集して，私も10万円もらった

のですが，その時のグランプリをとった曲は素晴らしくて，作曲者もその後プロになっ

たのですが，歌自体は全然浸透しなかった，やり方によってはお金をかけずに楽しいこ

とができると思います。 

 

（委員長） 
そろそろまとめに入ろうかと思いますが，今後どのように動いていくかということが

非常に大きなことだろうと思います文化振興事業団について，あまりご意見のなかった

ことが一つ気になっていますので，どなたがご意見はございませんか。 

 

（委員） 

私は実はそれを一番心配しております。この前の日曜日に桔梗が丘の公民館で講演さ

せて戴きました。名張市は全部市民参加で協議会形式になっておりまして，そこで講師

をさせて戴くにあたり，打ち合わせから何から何まで全部市民の方で運営を行っていて，

鈴鹿市も将来あのような形に移行していくんだなということをしみじみと思いました。

名張方式だとか，亀山方式は少し違いますがかなり自主的に動いているんですね。鈴鹿

市の場合は、本当に市におんぶにだっこの形で何も市民が参加しなくても，腰掛けを並

べてくれてハイという感じですが，名張市などは自分がお金を払って来ているのに，そ

れでも参加者の皆さんが平気で椅子を並べたりするんですよね，意識が鈴鹿市とは全然

違うなと思って腰抜かすほどびっくりしました。あのような場所に一般市民が行って勉

強するということは無理なので，つなぎの時期としては事業団や市の職員が行って勉強

してもらいたいと思います。全国で移行したところはたくさんあります。NPOや協議会形

式に移行するのに興味がある方もおられると思いますが、事業団の在り方が変わりまし

たよ、その後はこうしてください、という感じでビジョンだけポーンと放り出しても絶

対そんなのは無理なので，何年かかけて勉強していただいて，市とボランティアか非常

勤でいく協議会形式でやっていく，これは真剣に橋渡ししなくてはと思っています。 

 

（委員長） 
委員は何かございますか。 
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（委員） 
基本方針を4つに絞り込んでいただいたのは分かり易くなったが，市民の方が冊子をと

られた時に理解しやすいのが21ページにあるビジョンに体系図だと思いますが，ここを

もう少し分かり易く出来ないかなと思います。4つの柱がばらばらに見えてしまうので，

「ひらく」「たのしむ」「つなぐ」というのが，「ささえる」の中に抱え込まれている

んだという印象を持っていただいた方が，市民の目線に立った時にビジョンというもの

が分かり易いのかなと思います。10年の計画が長いという意見もありましたが，10年全

てを同じ調子でしていくというのは現実的ではないと思いますので，何を主体としてど

れくらいの周期で見直しをかけるかという所が見えにくいと思いますので，ささえると

いう中で，何か市民の方々に楽しんでいただけて，つなぎ，ひろげていくといった体系

図になっていれば，活動しようとしている市民からするともう少し理解され易いのかな

と思いました。重点施策の内容に濃淡があるので，体系図に似た形で要約された3つの重

点施策の柱がみえるようになると良いと思いました。 

 

（委員） 

考古博物館の提案を重点施策に入れるかどうかは，委員長，副委員長にお任せしまし

ょうか。 

 

（委員長） 
それとも「文化にふれるまち」の中に大きく位置付けるか，私も迷っていますが。 

 

（委員） 
全体のトーンを崩さないようにして，何処かに入れ込めないか。 

 

（委員） 

この「文化にふれるまち」だけで，考古博物館だけで3つ挙がっていますしね。そこに

更にというのもちょっとくどい。 

 

（委員） 
その点については28ページに文化資源の活用というところを整理していくことで，カ

バーできるのではないか，その中で国分寺跡というのがどのような役割を今後担ってい

くのかということを，活用の面からも含めて謳っていくことがよいのではないか。 

 

（委員） 

そうしましたら，事務局がおっしゃられたことをもう一度文章にしていただいて。 

 

（事務局） 

本日提案させていただいたことは，私の一存で爆弾発言的に申し上げたことでござい

ますので，文章にて次回報告させていただきたいと思います。 
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（委員長） 
それでは時間も予定より過ぎておりますので，事務局には今のご意見をふまえて素案

を推敲していただきたいと思います。次回の委員会ですが，議会の都合もありまして議

会前の8月20日くらいか議会後の9月20日過ぎかになるかと思いますが，出来れば期間も

ありませんが8月20日くらいにしたいと思いますがいかがでしょうか。 

 

（一同） 

なかなか日程の調整がつかない 

 

（委員長） 
欠席の委員の方の予定も確認する必要があると思いますので，事務局の方で今のとこ

ろは21日の午前中で調整していただいきたいと思います。本日の委員会はこれで終わら

せていただきたいと思います。事務局の方よろしくお願いいたします。 

 

（事務局） 

本日はご審議いただきましてありがとうございます。会議録につきましては時間の都

合もございますので，今回は要約する形で作らせていただきたいと思います。素案が出

来次第また委員の皆様にはお送りいたします。ありがとうございます，以上でございま

す。 

 

（事務局） 

本当に長時間にわたりたくさんのご意見をいただきありがとうございました。冒頭で

今後の策定委員会の開催につきましてはご無理を申し上げましたが，皆様のご意見をい

ただきたいという一念でございますので，よろしくお願い申し上げます。どうも本当に

ありがとうございました。 

以上 


