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鈴鹿市文化振興ビジョン策定委員会（第4回） 会議録 

 

日  時 平成24年8月21日(火) 9:30 ～ 12:00 

場  所 鈴鹿市役所 12階 1202会議室 

出席委員 10名  

 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 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) スケジュールについて 

  (2) ビジョン（素案）について 

  (3) パブリックコメントまでの流れについて 

 4 その他 



 

2 
 

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4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。挨拶につ

きましては省略させていただき，議事に入らせていただきます。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） 

本日は当初の予定よりも多い委員会となりましたが，皆様お集まりいただきありがと

うございます。今回は前回にいただいたご意見を踏まえて修正した素案を，パブリック

コメントに向けてご検討いただく予定となっております。ある程度まとまった形にして

いきたいと思いますので，どうぞよろしくお願いいたします。それでは，まずこの文化

振興ビジョン策定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10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，ビジョンの素案，パブリックコメントまでの流れについて

表にさせていただいたもの，以上でございます。また別封筒に前回いろいろとご質問い

ただいた鈴鹿市の取り組みについての，パンフレットやチラシ等の資料をご用意させて

いただきました。それと今度三重県立美術館で開催される伊勢型紙についての美術展

「KATAGAMI Style」のチラシを同封させていただきましたので，ぜひご覧いただきたい

と思います。 

 

■３ 議 事 

 （１） スケジュールについて 

 

（委員長） 

それでは第4回鈴鹿市文化振興ビジョン策定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。まず（1）スケジュールについて，ですが，パブリックコメ

ントに向けてある程度細かく決まってまいりましたので，事務局より説明いただきます。 
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（事務局） 

それではご説明させていただきます。資料3文化振興ビジョンパブリックコメントまで

の流れをご覧ください。1行目につきまして，本日8月21日第4回策定委員会を開かせてい

ただきました。この後12月か1月に第5回の策定委員会を開催させていただきまして，最

終版のビジョンをご確認いただきたいと思っております。2行目の政策幹部会議について

ですが，9月3日に今日決めていただきました内容を説明させていただきます。3行目の全

員協議会，これは私どもの方から全議員の皆様にご説明させていただくということです

が，10月15日に予定しております。4行目，パブリックコメントにつきましては，10月20

日から11月19日を予定しております。これについては後ほど詳しくご説明させていただ

きます。5行目の広報等についてですが，10月20日号の広報にパブリックコメントについ

ての記事を掲載させていただきます。最後の教育委員会ですが，9月28日の9月定例会に

てこのビジョンをご説明させていただく予定でございます。以上が今後のスケジュール

でございます。 

※パブリックコメント実施の際，開始日を10月19日(月)に変更しました。 

 

（委員長） 

素案が確定しますと，事務局側ではいろいろな確認作業があるようです。こちらにつ

きましては何かご質問はございますか。 

 

では大体このような形でパブリックコメントを踏まえて，12月から1月に最終的にビジ

ョンを策定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。日程調整につい

ては，また後日させていただきます。 

それでは本題のビジョンの素案についてですが，前回のご意見を踏まえていろいろな

変更がございますので，変更点を中心に事務局より説明をお願いしたいと思います。 

 

■３ 議 事 

 （２） ビジョン（素案）について 

 

（事務局） 

それでは，文化振興ビジョン素案についてご説明申し上げます。資料2の第2次鈴鹿市

文化振興ビジョンをご覧ください。変更点について，ご説明させていただきます。表紙

の題名ですが，「第2次」を追加し「第2次 鈴鹿市文化振興ビジョン」といたしました。

表紙の裏側ですが，市長挨拶を掲載させていただくこととしました。その次に，「目次」

にページ番号を追加いたしました。1ページから3ページですが，「ビジョンの構成」の

見出しを無くし，図を「ビジョンの位置付け」のすぐ後に表示。総合計画と行財政経営

計画の説明を，本文から切り離し，次ページに資料として別掲載いたしました。4ページ

「ビジョンの期間」と「ビジョンの進行管理」について，図の変更を含めて修正しまし

た。行財政経営計画が3年を目処に見直しをしていることから，行財政経営計画と連動し
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て，見直しの期間を設定しました。ビジョンでは，「重点施策」での事業が具体的な実

施計画と位置付けられるため，短期的に効果を確認し，見直し・微調整をすることとし

ました。5ページについては，「文化芸術振興基本法」を分かりやすくし，内容について

は，第1次ビジョンで設定した文化の範囲を継承する旨を説明し，文言の変更はございま

せん。6ページから13ページのアンケート結果ですが，11ページのボランティア参加の意

向結果について，「参加の意向が22％で少ない」とあったのを，「4人に1人という結果

は多い」と考え，潜在的な希望者多い，参加のきっかけづくりの工夫ができるのではな

いかと書かせていただきました。14ページから18ページの第1次鈴鹿市文化振興ビジョン

の検証ですが，見出しについて「実施内容・現状」を「取り組み」に，「課題・問題点」

を「課題・展望」に変更いたしました。「問題」を「展望」といたしましたのは，各担

当は，課題や問題を認識しながらも，前向きに取り組んでおり，事業のあり方など展望

を描いた部分もあることから文言の変更をいたしました。また，第1次ビジョンは平成22

年度に終了していますが，策定当時から現在まで引継がれている事業がほとんどであり

ます。本来の検証作業は，「第1次ビジョンの期間内での成果」とすべきですが，現在で

は平成22年度当時に立ち戻って検証することはできず，現在のスタッフにて現状の検証

を行ったため，現在までの「取り組み」とした方がふさわしいと感じ変更いたしました。

また「つくる・そだてる」「まもる・いつくしむ」等，小見出しを白黒反転しました。 

 

 そして19ページから33ページが本題の，ビジョンの素案の内容になってまいります。

19ページが「ビジョンの基本目標」となっておりますが，このページの下の空いている

部分にはイラストを追加させていただく予定です。20ページの「基本方針」ですが，「ひ

らく」の吹き出しに「発見する」を追加，図の「ひらく」「たのしむ」「つなぐ」を「さ

さえる」が支えているようなイメージにいたしました。 

 21ページからが4つの基本方針となります，前回は4つの「基本方針」と「基本施策」

に分かれていましたが，内容を一本化し，イラストを追加いたしました。まず「ひらく」

ですが，周囲で行われている様々な文化活動や，行事，文化的の価値のあるもの等は，

気付いていないだけで，本当はたくさんあるのではないか。それらを発見し，埋もれた

文化的な活動・人材を掘り起こし，価値を再発見する大切さ。市や市民といった漠然と

した対象だけでなく，市民一人ひとりが自分自身の体験として「気付き」，「発見」す

る感動，高揚感を大切にするというような意味で「ひらく」といたしております。 

 次の22ページの「たのしむ」ですが，文化活動や地域の行事などに楽しんで関わるこ

とで，本当の意味で，市民文化の広がりとレベルの向上が見込まれ，ひいては，郷土や

地域コミュニティーへの愛着や誇りが醸成されるのではないか。文化にかかわる身近な

環境づくりを目指しております。手法としては，文化セミナーの充実，学び・創作・発

表の場を提供，学校へ出向き体験の場を提供するとなっております。 

 23ページの「つなぐ」ですが，すずか文化としての発展には，伝統文化だけでなく，

新しく創りだされた文化も未来に継承していくことが大切です。先のキーワード，「た

のしむ」からの展開として，「つなぐ」を提案いたしました。先人が残してくれた，過

去から引継がれている文化は，現在のすずか文化の多様性と豊かさを構成する重要な要
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素であります。また，市民文化は，制度や形式ではなく，自主的に楽しんで活動ができ

てこそ，命が吹き込まれ，未来へと引き継がれるものです。伝統的な文化とともに，未

来へ引き継がれ，磨かれ，鈴鹿らしい文化として定着させ，鈴鹿に暮らす市民の郷土へ

の誇りと愛着を育むことを目指します。点在する文化財をつなぐ，文化遺産同士をつな

ぐには，公開施設の連携，来館者が他の施設の情報を入手しやすくするという利便性だ

けでなく，連携した企画などの方法もあります。手法としては，学校との連携，団体間

との交流の推進，文化財・伝統文化の調査・保存・継承・活用，文化資源の連携として，

公開施設間の連携，文化財巡りなどが挙げられます。 

 次の24ページの「ささえる」ですが，市民が主体的に文化活動を楽しめるよう，行政

と文化団体，企業などと連携をして支える。「ひらく」「たのしむ」「つなぐ」を行政

と企業，事業団等で支える。手法としては，市民の文化活動の支援，実行委員会形式で

の文化活動，文化施設の整備などでございます。25ページですが，説明を簡略化し，「さ

さえる」を「文化振興事業団」「文化団体」「市民」「企業」「市」というイメージで

作成いたしました。 

 それから，26ページから28ページ，こちらが「重点施策」についてとなり，３つ挙げ

させていただきました。内容は前回と同じですが，「文化にふれるまち」を一番目にい

たしました。実績の内容として，企画展講座，体験講座，出前講座の実施館を追加し，

フィールドワーク事業，金生水沼沢植物群落観察会・考古博物館の発掘現地説明会・文

化財巡りを追加しました。 

 27ページですが，「音楽のまち」を2番目にし，「まちかどライブ」を「ランチタイム

コンサート」に修正しました。ストリートライブより，まず実績のある市役所前広場で

のコンサートの定着を図り，音楽を通した市民の出会い・交流，音楽の鑑賞・発表を通

じて，市民のコミュニケーション環境向上を図ります。 

 28ページの「子どもが元気なまち」ですが，文化振興事業団が実施している，学校へ

のアウトリーチや，ワークショップによる鑑賞や体験参加型事業の説明を追加しました。

実績事業の整理としては，「親子ミュージカル」「サイエンスショー」等，「文化にふ

れるまち」に掲載した事業を「子どもが元気なまち」へ変更し，ペットボトルワークシ

ョップ，江島カルチャーセンターの読み聞かせ事業を追加いたしました。 

 次に29ページから31ページでございます。これにつきましては以前の文章から見直し

中ですが，何々に向けた役割という文面がございましたけども，役割という文言は，省

略をさせていただきました。それから2番の文化団体の説明の中から，前から4行目から5

行目にかけまして，鈴鹿市文化振興事業団の説明文書がございましたけれどもこれを削

除させていただいております。なぜかといいますと，この30ページの方には，文化振興

事業団の説明をしておりますので，重複を避けるという意味で，省略をさせていただい

ております。それから先程申しました30ページの3番の財団法人鈴鹿市文化振興事業団に

ついては，その実績と役割ということで，地元にあって文化関係の人的な密接な繋がり

が培われており，地元のニーズを把握し的確な企画力を発揮することが大いに期待でき

る。公益法人化を機に市と密接な連携により鈴鹿の文化推進を担う役割を追加して説明

させていただいております。 
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 それから次に32ページからはビジョンの推進に向けた文化資源の活用ですが，今回は，

文化財，埋蔵文化財，公開施設の3項目に絞って説明をさせていただくことにしました。

それらの写真も，33ページの下の欄に掲載する予定です。それから前回にもお話があり

ましたが，32ページの文化財の項目で，伝統芸能，伝統工芸，史跡，天然記念物など，

有形無形の様々な文化財について，その意義や考え方を簡素にして，市内文化財を例に

とり説明をさせていただきました。指定の文化財だけでなく，未指定の文化財について

も保存が困難なものは，記録に残して後世に伝えるという大切さを説明させていただき

ました。 

 前回，御指摘をいただきました戦争遺跡につきましても，内容について詳細な分野に

なるため，このビジョンにおいては，未指定の文化財としてとらえ，そこに入れて説明

をさせていただきました。 

 次に，34ページになりますが，私どもの方で勝手に書かせていただきましたが，ビジ

ョン策定委員の皆様からのメッセージということで，600文字程度のメッセージをお願い

できないかと思いまして，ここに掲載をさせていだきました。 

 35ページ以降につきましては，参考資料となり，先ず，35ページから39ページは第5

次総合計画第3期行財政経営計画についての説明。40ページには鈴鹿市市民委員会規則，

41ページには鈴鹿市文化振興ビジョン策定委員会運営要領を掲載。42ページには策定委

員様の名簿を掲載し，団体，役職名については，平成23年9月29日現在で掲載をさせてい

ただきました。 

 後，43ページからは，鈴鹿市文化振興ビジョン策定のための市民意識調査の調査票を

掲載し，52ページからは，その調査結果を掲載させていただきました。 

 それから最後に62ページから65ページまでは市内の指定文化財について，掲載をさせ

ていただくということで，私ども，今回の鈴鹿市文化振興ビジョンの提案をさせていた

だきます。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す。各ページ毎に，特に本論の所は丁寧に説明をいただき

ました。それでは，この素案について御意見をいただきたいと思います。先ず，本論に

入るまでの18ページまでが，ビジョンの主旨とか位置付け，ビジョンの期間，進行管理，

意識調査の結果，第1次ビジョンの検証になっています。こちらについては，大きな変更

は特に無かったように思います。ただしビジョンの期間や進行管理については，前回，

ご意見をいただきましたので，見直しというような言葉を入れて，きちんと見直しなが

ら管理をするということになっています。では先ず，本論の前までの所で，何かお気づ

きの点はございますか。 

 

（委員） 
 5ページの，ビジョンにおける文化の範囲の表現ですが，理念と考えれば良いのかもし

れませんけれども，鈴鹿市におけるビジョンの範囲と考えると，1行目の，日々の人間，

「人間」という表現なんですが，「市民」という表現の方がよろしいのではないですか。

「人間」というと法律学的な表現になってしまいますので。皆さんに馴染みやすいとい

う意味では，「市民の生活」の方がよろしいのではないかと。 

 

（委員長） 
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 ありがとうございます。他にいかがでしょうか。 

 

（委員） 
 4ページの，10年間では長すぎるということで追加していただいた，斜め文字で「見直

し」「見直し」と，2回程，書かれている箇所ですけれど，ぱっと見たら，2回ぐらい点

検するのかな，という感じになります。何か説明のための※マークなどが要らないでし

ょうか。2回ぐらいで良いではないかというふうに，確定的な議論では無かったと思うの

ですが。必要に応じて見直しが必要だ。最低3年ぐらいは要るよね，のような話だったと

思うのですが，2回ぐらい真ん中，真ん中で書かれているのが，気になります。2回ぐら

い見直すのか，それとも時に応じて見直していくのか，2つ書いてあるから，これくらい

の時期に見直すのかな，と皆さん思ってしまうと感じるのですけれど。 

 

（委員長） 
 説明と字が少しずれるかもしれないのですが，4ページ目の下から4行目に，「なお，

およそ行財政経営計画がおよそ3年の期間で見直しがされていることから，ビジョンにお

いても云々，見直しや微調整をしていくこととします。」ということで，大体この3年ご

とに見直しをしていくことが含まれています。 

 

（委員） 
 で，これぐらいの所に書いてあるのですね。位置的にちょっと気になるもので意見を

言わせて戴きました。 

 

（委員長） 
 そうですね，3年と4年みたいな感じになるので。 

 

（委員） 
 それでしたら，下にちゃんと注釈があるから，「見直し」という漢字を一つぐらい書

いても良いのかなと思いますが。回数的には，最高２回は行うと解釈して良いのでしょ

うか。毎年というのは見直し回数としてはちょっと贅沢で煩雑だから，ということです

ね。位置的にこういうふうに書いていただいた方が分かりやすいのかなと思ったもので

すから。 

 

（委員長） 
 ご意見としては，2回「見直し」「見直し」と書くよりは，どこかへ2回ぐらい見直す

というふうに書いた方がよいというご意見ですね。 

 

（委員） 
 10年の間で3年ですから割り切れないものですから。大体，普通，絵を見て直感的に考

えるものですから。 

 

（委員長） 
 基本的には，絵で分かり易くするということでしょうか。 
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（委員） 
 2つに，3年と次は4年ぐらいに書いてあるんですが，大体ここらへんでという感じで，

斜め文字で書いていただいたんですね。 

 

（事務局） 

 行財政経営計画はですね，一応，3期に分かれる予定をしておりまして，3年，3年，4

年という。 

 

（委員長） 
 それでしたら，右側の「見直し」を1個前にした方が良いですね。 

 
（委員） 
 真ん中が，4年空いていて，後ろが3年というのが決まっているのかなと思って，一市
民として拝見して，この絵にこだわってしまったんですけれど。 
 

（委員長） 
 ちょっとずらせば，はっきりするんですね。 

 

（委員） 
 3年，3年，4年と書いていただいたら良いですよね。 

 

（委員） 
 委員長よろしいですか。前回，欠席をさせていただきましたので，事前にいただいた

ものを見せていただいたんですが，今，委員から言われた，この10年間の文化振興ビジ

ョンの3，3，4というのが，より具体的になって良いと思うのですが。基本的に，毎年，

毎年やる事業というのは，それぞれの文化振興事業団であるとか，或いは芸術文化協会

であるとか，それぞれ事業を，何を，どこが，いつやるかというのは，それぞれの団体

さんがやるのですね。そこと連携をしていかないと，あくまで行政の文化振興部の文化

課が，実際に何をやるという事ではないのですね。その辺がしっかりしていないと，せ

っかくビジョンができて，その進行管理というものが，具体的ではないのだと。我々も

そうなんですけれど，いろいろ事業をする際には，3年計画とか5年計画をたてて，来年

は何をするかと。終われば，その1年の事業はどうであったかと。その翌年はまた，実施

した事業に対して，何が良かったのか，悪かったのかと事を反省して，次へ進むという

わけですね。そういうことが連動していないと，なかなか10年間というのは長いわけで

すから，まず1年とか3年をどうするのかというのを，市が決めるのではなしに，この35

ページの，それぞれが事業をやっていく事務事業者がここにあるんですね。あるいは，

事業は何をやるかという。実際には，この事業推進者が市の全体の事業に連携をして，

先ず，1年とか3年とかいう事業を計画してもらうと。それを，どういうふうに進行管理

をしていくかというと，例えば，年度計画をたてたり，あるいは活動計画をたてたりす

る時に，年に何回かはこの推進事業体との会議が必要ではないかというふうに思うんで

すね。これは，窓口は文化課さんがやれば良いのですけれど，やっぱり横の連携があれ

ば，よそがどういうことをするのかということが，より具体的に，市全体の事業文化施

策というものになっていくのではないかというふうに思います。従って，結論から申し
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上げると，それぞれの施設，あるいは事業体の事業計画というのも，市としては，把握

しておく必要があるのではないか。それを実際に運営してくためには何らかの会議体を

設けて，年に最低でも1回，あるいは2回の，全体の団体さんに参加をしていただいて，

文化課が事務局になり，どこがどういうことをやったか，或いは，来年度何をやるのか

いうことが必要ではないかなと思いました。単体でやるのであれば，私どもでも，自分

だけの事業をやれば，それで良いのですけれど，やはり，市の行政がやるということに

なりますと，それぞれの団体が個々に好きな事，勝手な事をやっていたんではですね。

やはり連携をとってやるというのが，今回のビジョンの目的ではないかと思いますので，

できれば，年間のカレンダーなんかが出来てですね，いつどこで，何をやるか，どこが

やるか。そういう所までいくと，一層，具体的な事業になっていくのではないかと思い

ます。以上です。 

 

（委員長） 
 ありがとうございます。折角，市長部局にこういう文化関係の施設も集まっているの

で，そのような事も含めながら，進行管理のところを，全体の連携とか，いろいろな事

業計画を全体に把握しながら，いろいろな事業団体と連携しながら進めるというような

ところを，もう少し具体的に書いた方が良いのではないかというご意見ですね。ありが

とうございます。はい，お願いします。 

 

（委員） 
 これまで出させていただいて，ビジョンというのは，単独であるものではなくて，市

の総合計画とも関連しながら，或いは，今回は，第2次のビジョンですから，第1次との

関係はどういう関係になるか。今回，ビジョンは10年計画だということで，それは，10

年はちょっと長すぎる。行財政経営計画と連動しながら3年ごとの見直しをという意見を

述べさせていただきましたけれど，今回まとまったものは，それを反映していただいて

おりますので，具体的なビジョンの前段としての総合計画との繋がり，ないし，他の繋

がり。それから，第1次の検証を受けて今回の案があると。それで，実際に，これから本

題に入るビジョンの内容については，今，委員もおっしゃったように，具体的に，ここ

で策定して市民の皆さんの意見を聞いた上で策定されたことを，個々の団体，あるいは

行政がどのように具体的に進めていくかということで，「今後の推進に向けて」という

所に入って行ければ良いと思います。 

 

（委員長） 
 この29ページ，30ページ，31ページ。このへんにも大きな進め方のようなことを記述

しておく必要があるのではないかというご意見ですね。 

 

（委員） 
 関連しまして30ページの4に，「企業等」というのがありますね。特に鈴鹿市は大学が

3校ありますよね。三重県には，鈴鹿だけなんですよね。特にここは企業とか，大学なん

かをボンとここへね，「企業等」ではなしに，大学も，ここへきちっと出していただく

と。しかも，芸術などというと，飯野高校の応用デザイン科も，これも唯一なんですよ

ね。そういう鈴鹿市として，突出しているところは，ビシっとビジョン推進には書いて

いただいたほうが良いのではないかというのが，他市にはないものですから。26ページ

の重点施策に戻りますけれど，ここで初めて，実績と目標というのがありますよね。非
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常に分かりやすくまとめていただいておりまして，実績は実績で良いんですけれど，継

続をしていくものと，それから新しく生まれ変わっていくものと，無くなっていくもの

があると思うのです。ですから，この実績というのは，今後引き続きやっていくという

ものも，目標に挙げても良いと思います。それぞれの実績とか目標という推進事業を，

どの団体がいつやるのかというのが，私が，先ほど申し上げました，一番の具体例なの

で，1年で終わるのか，3年続くのか，あるいは10年続くのかということも含めて。特に

ここで，この実績，目標という項目を，何かもうちょっと肉付けをしていただいて，実

際には，これをやっていくわけなんですよね。また新しいものも出ると思いますけれど。

ここを核に強調をしていただくと，非常にビジョンの具体性というか，その方が市民に

とっては，はっきり分かりやすい，目に見える事業として出てくるのではないかと思い

ますので，ちょっとここを工夫していただきたいなと思います。 

 

（委員長） 
 今，既に19ページ以降の話に入って来ましたので，それで良いと思いますが，19ペー

ジ以降の本論の所も含んでご意見をいただきたいと思います。今，最後の推進の所と，

それから，重点施策の所の目標と実績の書き方をもうちょっと工夫できないかというご

意見でしたが，関連してとか，いろいろご意見お願いします。 

 

（委員） 
 13ページに「文化振興に関する意見・要望」ということが，抜粋して入れてもらって
ありますが，これに耳を傾けることも大事だと思います。文化活動に対しての思いなど，

色々書いてありますが，参考にしていくと，良いかなと思います。今まで 3 回あった委
員会の話の中にも出てきたと思いますが，小中学校の学習の中でやっていること，また

市内の各地域の行事などのパンフレットもあり，こういうことをやっていると紹介され

ています。パブリックコメントでも，恐らく，色々な意見が出てくると思いますが，こ

の意見・要望というのは大切なことだと思います。 
 

 

（委員長） 
 ということは，やはり，13ページに載せた言葉に対しては，この中でどういう形で，

答えているのかということを，もう少しはっきりさせた方が良いというようなことでし

ょうか。 

 

（委員） 
 4項目で，「ささえる」という言葉が出てきましたから，市民の皆さんと行政が一致団
結してやろうとしていることを，是非強調したら良いと思います。 

 

（委員） 
 2ページから4ページにかかるのですが，鈴鹿市の総合計画とですね，文化振興ビジョ

ンの関係なんですけれど，どちらが基本で，どちらが，それに対するものかというのが

あるのですが。4ページを拝見しますと，先ず，第1次文化振興ビジョンがあって，それ

を実現する形で第5次総合計画があるように見えます。第5次総合計画の行財政経営計画

の第1期，第2期，第3期を経てですね，現在，第2次文化振興ビジョンが議論されていま



 

11 
 

す。この後，2015年から2016年にかけて，第6次総合計画に移行していきますけれど，こ

の時に，第2次文化振興ビジョンの考え方，施策，目標等がどのように第6次総合計画に

反映されていくのかということがちょっと弱いかなと思います。記述しておくべきなの

か。逆に，どちらが鶏か卵か分かりませんけれど，2ページを拝見しますと，第5次総合

計画があって，下に「施策の柱-1」があって，矢印が右にいっています。そこで文化振

興ビジョンの4つの基本方針があって，更にそれが，また左へ戻っていますけれど。本来

は，ビジョンが基本にあってですね，そのビジョンをどう実現するかに向けて総合計画

があるのかなと。そういう意味では，4ページの，第1次文化振興ビジョンが，先に2005

年から議論されて，それが第5次総合計画に活かされて，更に，第5次総合計画の後半の

方で，第2次文化振興ビジョンの方にまた，検証結果がまた反映されて，現在，文化振興

ビジョンが議論されています。今，見直しの時期ですけれど，これで見直しがされた結

果，第2次文化振興ビジョンが次に，2016年に向けて第6次総合計画に活かされていくと

いうようなストーリーが必要になるのかなと感じています。そういう意味で2ページと4

ページのこの絵が，受け取られるような形に少しコメントなりあった方が良いのかと思

います。 

 

（委員長） 
 そうしますと，これは出来るかどうか分からないのですが，例えば，2ページの絵は第

5次総合計画と今の文化振興ビジョンの循環の図になっているのを，もう一方で，第6次

総合計画に，この第2次文化振興ビジョンが，矢印か何かでつながるみたいな図も工夫出

来ないかということと，それから，4ページのビジョンの期間なりビジョンの進行管理の

中に，第2次文化振興ビジョンを，第6次総合計画にどうやって，活かしていくかという

ことも，もう少しちゃんと入れた方が良いということですね。 

 

（委員） 
 この表の時間の経過，矢印が左から右に流れていますよね。これは良いと思うのです

が，総合計画とビジョンとの関係と，また，第 1次ビジョンと第 2次ビジョンとの移行
の矢印とかですね，そういう方向なり流れといいましょうか，そういう意味での上下と，

それから左右ですか，そういう流れがあると，鶏と卵もあるのですが，先ず，文化振興

ビジョンがあって，第 5 次総合計画が作られていますと。それで，第 5 次が，1 期，2
期，3 期を経て，今第 2 期のおしまいの所でもう一度文化振興ビジョンを見直して，そ
れが総合計画にフィードバックされながら，第 2 次文化振興ビジョンに移行していき，
更に 2016 年においては，第 6 次総合計画に反映をされていくはずですと。そのような
流れの絵があると良いかなと思います。 

 
（委員長） 

 ということは，2ページよりも，4ページの方の表にそのようなニュアンスが入るとは
っきりするということですね。 

 
（委員） 

 2 ページは，先生がおっしゃいましたように循環ですよね，そのような必要があると
いうことですね。 
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（委員長） 

 他にいかがでしょうか。 

 
（委員） 

 総合計画とビジョンが，互いに関係しながら影響を及ぼし合いながら進められて行く

ということなんでしょうけれど，確認したいのは，どの計画が上位，下位とか，私の理

解では，総合計画がビジョンよりも上にあるという理解でいて，それは，市全体の行財

政経営計画の中で，その中の文化という分野において，ビジョンというものが作られて

いると。勿論，第 5次総合計画を受けて第 1次文化振興ビジョンもあったんでしょうが，
今度は，第 1次を受けて第 2次の文化振興ビジョンがつくられて，年度がそれぞれずれ
ていますけれど，第 2次のビジョンが第 6次の鈴鹿市総合計画の方に反映をする。私の
理解では，どっちが上位，どっちが下位というのはあるのですけれど，市全体の総合計

画が上位にあって，その中の文化分野をビジョンというものが，きちっと押さえている

と。それが第 1次のビジョンから第 2次のビジョンの流れになって，年度がちょっと違
いますので，第 6 次の総合計画をつくる時にこのビジョンを反映させていくという理解
をしているのですけれど，それでよろしいでしょうか。 

 
（委員長） 

 それで良いと思います。確かに上位は総合計画だと思うのですが，その計画づくりの

ところで，今回の第 2 次振興ビジョンが活かされると言いましょうかね，そういう形だ
と思いますね。 

 
（委員） 

 今，位置付けとか関係については，そういうことだろうと思うのですが，一番重要な

のは，ビジョンをつくって，重要な施策が決めて，それを如何に具体化していくか。18
ページまでの所と，それ以降のビジョンの所に触れさせていただきますと，基本目標が

あって基本方針がある。目標なり方針というのは，10年間を縛るものであって，その後
ろにある重点施策というのが，とりあえず，当初の 3 年間においてこれをやっていこう
と。で，見直したうえで，そのまま続いていくかもしれませんけれど，どこかでまた，

見直しが出来たら，重点施策もその段階で見直しとともに変わっていくことだと思いま

す。 

 
（事務局） 

 ビジョンと総合計画との相違と言いますと，ビジョンはある程度，これから進む方向

性を決めるのですが，総合計画は，予算が入ってまいりますので，具体的にビジョンの

内容を，今度，総合計画，行財政経営計画，或いは，実施計画の中で予算が連動してま

いります。それで，総合計画の見直しを入れてですけれど，予算獲得の為の，ある意味

ございますので，総合計画とビジョンの違いは予算と言いますか，予算が伴ってくるこ
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とです。 

 
（委員） 

 今のお話で，私もどちらが上位か下位かで悩むのですけれど，ビジョンはぶれないも

のですよね。ぶれないで，基本とか理念とかですね，考え方，哲学が入ってますね。一

方，事業計画は予算が入りますし，現実には，「考え方は良いのですが出来ませんよね」

というものもありますよね。ですから，上位，下位は無いんですけれど，やはり文化振

興ビジョンが先ず基本にあって，それをどう反映するか，実現するかの中で計画がいろ

いろ策定されていくというような考え方になるのかなと思うのですが，違いますか。そ

うすると，やっぱりこの 4 ページの絵は関わっているのかなと思うのですけれど。この
流れは，文化振興ビジョンが先にあって，その後に総合計画が出来るというように，お

見受けするのですけれど。どちらでも良いことかもしれませんが，ビジョンはぶれない

普遍的なものだと，私は思っていますので，そういう考え方で良いのかな。 

 
（委員長） 

 先ほど，上位とかいうのは，実施の面で，どうしてもそこに基づいてやらざるを得な

いというのは，そういうことになるということですよね。 

 
（委員） 

 委員のおっしゃいましたように，この中では，やはり総合計画があって，そのうえで

ビジョンがあるというような書き方がされていますよね。ですから，どうもやはり上位

が総合計画に見えますよね。特に 2 ページの上の方は，そのように書いてありますね。
本ビジョンでは総合計画・行財政経営計画における，1，2，3 に関して策定をする，と
明確に書いてありますね。ですから，そういうふうにもう総合計画が，先ず基本，上位

だと見えるんですけれど。 

 
（事務局） 

 総合計画というものは，最上位計画ということになりますので，ビジョンの理念の中

で，総合計画の補完をする意味合いがあると思います。 

 
（委員） 

 今となってですね，総合計画と文化振興ビジョンのずれがありますよね。ずれと言っ

てはおかしいけど，普通であれば連動して組んでいかないと，いつまで行っても，どこ

が先や後やとなるわけですよ。ですから，もう済んでしまった事だけど，2016年から第
6次総合計画が始まるということであれば，第 1次文化振興ビジョンの手直しで 2015年
までやって，2016年から連携をして第 2次になるというのがですね，1.5次になるか 2
次になるかですけれど，そのようなことはできませんが，この場は，やっぱり第 2 次文
化振興ビジョンを，ここでしっかりやっておけば，第 6 次総合計画の時にそれが反映を
されるということを強く総合計画に盛り込んでいただくと。その為の第 2 次の文化振興
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ビジョン策定ですからね。そんなところやないですか。 

 
（委員長） 

 他にいかかでしょうか。もう少しこういうところを盛り込んだ方が良いとかですね，

お気づきの点ございますでしょうか。 

 

（委員） 

 32ページの文化財ですね，ここに古い歴史と豊かな自然を有するとありましてですね，

鈴鹿市の有形文化財，4つの国の有形登録文化財というのがあってですね，この中に，一

つぐらいは，国の登録有形文化財の，例えば，信綱さんの生家とか，戦争遺跡で言えば，

掩体壕(えんたいごう)ですね。あれは，国の登録有形文化財になっていますけど，その

言葉を入れておいた方が良いと思います。もう一つ，観光資源という言葉はどうでしょ

うか。この10ページのところにですね，アンケートの中で文化財の活用方法に対する意

見として，「文化財めぐりや観光資源として活用」44%。ですから，文化財と観光資源と

いうのを，32ページには，観光資源というのは一言も入っていませんね。どこかへ入れ

ておいたらどうですか。貴重な文化財資源及び観光資源とかですね，市の方，どうでし

ょうか。 

 

（委員長） 

 今，ご指摘にあがっているのは，ほぼ鈴鹿市の指定文化財なんですか。 

 

（委員） 

 県もあります。 

 

（委員長） 

 国のも当然位置付けるべきではないかというご意見ですね。 

 

（委員） 

 登録の中に信綱さんの生家とかですね，ここにもありましたね，国の。それから，戦

争遺跡はどうなるかわかりませんけれど，鈴鹿市の成り立ちからいくと戦争遺跡を一つ，

掩体壕は国の指定なっていますから，入れておけばそういう指摘は受けないと思うので

す。やっぱり指摘を受けると思うのですね。 

 

（事務局） 

 前も申し上げたかどうか，平成33年に三重国体が開催をされる予定でございまして，

今，各開催県におきましては，文化面のアピールをしようということで，県下で，文化

財とか観光の資源を一冊の本にまとめまして，それをアスリートにお渡しするような事

業をしておりまして，それは平成33年ですので，その中にそういう記載も可能かと思い

ます。 

 

（委員） 

 2，3日前の中日新聞でこの間のシンポジウムの記事が出ていましたけれど，例えば，

戦争遺跡を観光面に変えていくというか，訴えていくというのも一つの手段ですね。 
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それともう一点，34ページの「ビジョン策定委員からの皆様へのメッセージ」とある，

この前の時にもちょっと議論が出たんですけれど，ちょっと上から目線みたいですね。

「皆様へ」，「市民」を取り止めた。 

 

（事務局） 

 「皆様」にさせていただいたんですけれど。 

 

（委員） 

 「皆様」もやめたらどうです。 

 

（委員長） 

 「ビジョン策定委員会からのメッセージ」。「からの」だけで。どこに向かっている

か分からないけど，「からの」でよろしいですね。 

 

（事務局） 

 市民の皆さんには，委員の方がどういう方面で活躍をされているか，読んでいても，

なかなか名簿だけしかわからないこともあり，委員の方の思いや肉声を市民の方へと思

いまして。 

 

（委員） 

 書かなくても分かっていますものね，これ。 

 

（事務局） 

 上から目線というのは気が付かず，すみませんでした。観光につきましては，観光ま

ちづくり委員会メンバーに入らさせていただいておりまして，今後も，文化財の活用に

ついての取り組みを観光課と連携していこうと思っております。 

 

（委員長） 

 そうですね，観光資源を活かすという文言も入っていても悪くはないですね。 

 

（委員） 

 20ページと25ページの図に。「ささえる」という所をつくっていただいて，「市が市民

の文化活動をしっかり支えてくれるんだな」という位置づけが出来て大変良かったと思

うのですけれども，前回の委員会でも，委員さんが沢山指摘されましたが，どこに鈴鹿

の文化が有るのかという，市民の目に触れる形で何か整えていく必要があるのではない

かというご意見をたくさんいただいたと思うんですけれどね。例えば，25ページの，行

政と市民で支えるの下に三つポイントがありますけれど，その中に文化的な環境を整え

るというか，文言は検討していただいたら良いと思うんですけれど，例えば白子の駅前

に観光案内の看板をきっちり建てるとかですね，或いは，いろいろな文化施設について

分かりやすい標識，案内をするとかですね，そういうような行政的な環境整備の事業を

していただきたいなと思います。今のままですと，各分野，各担当或いは各視点から文

化を担当していこうというのは分かるんですけれど，全体としてどうなのかというとこ
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ろがちょっと弱いのではないかなと思うので，鈴鹿市全体の文化的な環境を市民の目に

触れる形で整えて行こうという方向が，一つ欲しいなあというふうに思いました。 

 

（委員長） 

 そうですね，折角，文化施設の整備という項目も挙がっているので，単なる施設だけ

ではなくて，文化的環境の整備も含めるということですね。 

 

（委員） 

 一つ付け加えさせていだくたくと，総合計画は予算を含んだ計画だというご意見だっ

たので，そういう予算獲得にも力を入れていただければいけないな，現状，結構，文化

的な経費は，鈴鹿市は物足りないこところがありますので。そういうふうに，具体的に

こういう物を作るんだとか，こういう事が必要なんだということを私たちの委員会から

も提議してですね，文化的な市民の目に触れる，そういう物を作っていただきたいとい

うふうに思っているわけです。 

 

（委員長） 

 そうすると，24ページのそこにも，施設の整備だけではなくて，何か工夫する必要が

あるというご意見にもなりますね。これは，他の部署との連携ということになるかもし

れませんが，どうしても文化課だけでは出来ない部分が出てくるので，そこは上手く役

所内での連携を念頭に置いて何か書けると良いなと思います。 

 

（事務局） 

 現在，景観関係を都市計画課の方では看板など設置しており，歴史的なものも整備し

ています。 

 

（委員長） 

 ビジョン策定委員会からそういう要望があったということも含めて，委員さんが，こ

の前，大変強調してくださいましたね。 

 

（委員） 

 ちょっと，市の方々にお聞きしたいんですけれど，いろいろ議論の中で，先程，観光

資源とございましたね。先程，24ページの中の問題にも関わるのですけれど，例えば，

安心して使用できる施設の整備として，自然環境ですね，公園とか或いは遊歩道という

類のものは，この場の議論では対象外なんでしょうか。 

 

（委員） 

 先程，観光資源という言葉を使うのが，事務局からおっしゃられたように，そこの関

連がちょっと違うんですね。 

 

（委員） 

 違うのですかね。 

 

（事務局） 
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 観光は観光で自分たちの計画を持ってみえ，委員会がありまして，その中で文化的な

部分ということで，その中に入らさせてもらっています。先ほどの景観については景観

計画の中で，そういう連携とか情報交換などあるのですけれど，都市計画につきまして

は，公園とかになりますと，また計画の中で色々な歴史の文化ゾーンを決めて取り組ん

でいるというのが。 

 

（委員） 

 違う場での議論なんですね。 

 

（事務局） 

 役所的になるのですけれど，総合計画の中で，事務事業の中で，ここは責任をもって

やりなさいよ，という割り当てがありまして，取り組んでいる。 

 

（事務局） 

 取り組みは良いのだけど，要するにビジョンの中で，道路に鬼太郎の像をとか，そう

いうことを，うちから発信したらどうか，と。そういうご意見だと思います。 

 

（委員） 

 私は広く申し上げているので，文化の中に自然というのは，入るのか入らないのかと

いう非常に極めて。 

 

（事務局） 

 横断歩道を渡る時にも，音楽のこととか，橋の欄干の音とか，そういうのも。 

 

（委員） 

 例えば，鈴鹿のまちというのは，桜がとても文化なんですね。桜というのが。桜とい

うことを言い出すと，「文化じゃなくて，自然の方だよ」と。「これは公園」とかですね，

「ちょっと議論が違いますね」と言われるのかもしれませんが，そういう意味で，分け

るのは非常に難しいのですけれど，自然という中に景観も入りますが，市民の方々が日

常的に楽しみ，慈しみ，継承しているものの中で，そういう自然も含めた文化もあるの

かなと思ったものですから。 

 

（事務局） 

 事務局が言っているのはですね，観光基本計画，景観基本計画がございまして，その

中に文化も入らせていただいて，意見も言わさせていただいてはいるのですが。 

 

（事務局） 

 今回，このビジョンにつきましては，5 ページでビジョンにおける文化の範囲という

ことで，文化芸術振興基本法に基づいて 8条から 14 条までの範囲について，このビジョ

ンを検討していこうということで，当初このようにさせていただいておりますので，こ

の範囲で検討させていただこうと思っております。 
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（委員長） 

 歩道までとか，そういうところまでは，ちょっと書けないと思うのですけれど，先程

言った，文化的環境を整えると言いましょうか，そういうことぐらいは入れることが出

来るのではないかと思うのです。 

 

 （事務局） 

 24ページの内容の中で，私どもは，一番最後の丸の所で，文化施設の整備を文化環境
の整備にさせていただいて，そういうようなことを反映させていただいたらどうかなと

思っております。 

 
（委員） 

 お役所の組織がどういうふうになっているのか知りませんけれど，例えば，第 6 次の
総合計画に向けて，ここは今，文化振興ビジョンというものを話し合っていますよね。

それとさっき同じように，国体の話も出ましたけれども，スポーツ振興ビジョンとか。

産業になると産業振興ビジョンみたいな，そういうのが，我々と同時期に並行的に，こ

のビジョンとついたものが進んでいるのかどうか。進んでいるとしたら，総合計画で，

具体的に予算をつけてやる時には，ビジョンとビジョンのぶつかり合いになってきます

よね。で，我々としては，ここでつくったビジョンを予算獲得も含めて，総合計画にき

っちり入れてもらって，10 年なら 10 年。ビジョンのぶつかり合いが，お役所の中で出
てきて，予算獲得合戦というふうになった時に，我々からすれば，意見を持ち寄り出来

上がったものを出来るだけ実の伴う具体的な施策として，強力にやっていただきたいと

思います。 

 
（委員長） 

 他にいかがでしょうか。重点施策については，今のところ，あまり，ご意見をいただ

いていないのですけれど。さっきの実績と目標の書き方みたいなところはご意見をいた

だいたのですけれど，この解釈としては，「実績が，今これが有って，これは大体引き続

きやっていくけれど，全体の方向としては，この目標に示された方向で進めるよ」みた

いな感じなんですかね。 

 
（事務局） 

 こうしたいなという，夢みたいなところもあるかもわかりませんが。 

 
（委員） 

 重点施策のところは，言葉で書いてありますが，25ページの創造については，イラス
トで書かれていますのでパッと印象に残ると思います。他にもイラストを沢山入れても

らっています。今は色々な事を，マンガで勉強することが増えてきたように思います。

25ページを見たときに分かりやすいと思いました。4つの基本方針もイラストを入れて
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あり，こういうのを見た時，｢面白いな｣と思いました。重点施策についても出来る限り

分かり易く，実績また目標を箇条書きにしてもらったのは良いと思いますが，イラスト

が少しでも入っていると，見た瞬間「重点施策はこうなんだ」と印象に残るように思い

ます。 

 
(委員長) 
 今のご指摘は，イラストをつくる方にとっては，ウーンと，こう頭を悩ます部分かも

しれないですけどね。 

 
（委員）  

 イラストにて分かり易く，これを作成するにあたって，大変だったと思います。見る

側にとって，やはりイラストは目に入り，携わっていない人に，如何に内容を分かって

もらえるかという事が大事だと思います。 

 

（委員長） 

 ごもっともなご指摘で，如何に分かりやすくということなんですが，重点施策の一つ

一つは，基本方針の「ひらく」「たのしむ」「つなぐ」「ささえる」のすべてに関わってい

るのですね。なので，「文化にふれるまち」や「音楽のまち」などを，ぐーんと重点施策

で押し上げて，「すずか文化」をさらにつくるという構図になるので，それをどうやって

イラスト化するかという感じなんだろうなと思います。 

 

（委員） 

 関連して，24 ページから 26 ページへ読んでいきますと何か段差があるんですよね。

ここから，話がゴロっと変わるような感じが。それで，私が思うのには，この 25 ページ

の中心を貫いている上を向いている大きな矢印ですね，この矢印の中身が，この 26 ペー

ジ，27 ページ，28 ページじゃないかなと思うので，この矢印に，「文化にふれるまち」

という言葉を入れたらどうかと。 

 

（委員長） 

 なるほど，これを基軸にしながらという素晴らしい案が出ましたね。確かに，２つ絵

があると混乱するのですよね。今みたいに統一された絵だと分かりやすいですよね。 

 

（委員） 

 委員のおっしゃられるように，26 ページから 28 ページの「文化にふれるまち」と「音

楽のまち」と｢子どもが元気なまち｣と，これは施設や会館がやってきましたよというこ

とで，実績ですから非常にはっきりしているわけです。これが，25 ページの「ささえる」

の中に，実際に誰がやるのかというのは，ここは，文化振興事業団，文化団体，市民，

イラストのサークルにありますよね。ここに鈴鹿市の市民会館とか文化会館など，いろ

いろな施設がありますよね。その主要施設がいろいろな事をやってくれているわけです
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よ。美術展もやったし，音楽もやったし，この実績の中にあるわけです。主要施設が，

先ず目標も含めて具体的にこういうことをやりますと。誰がやるのかはっきりしないと

目標が実現をしていかないと思うのです。現在，文化振興事業団は指定管理ではないの

で，文化施設の管理運営はしていませんよね。今のところは市ですよね。いずれ公益財

団法人にして指定管理にいこうというのが，具体的計画ではないけれど，一応目標はそ

ういうことを考えてみえる。そうしたら，文化振興事業団というのは，まったくの大き

な柱というか，中心的な事業団ですから，そこが大方の主要施設を使って，この「文化

にふれるまち」とか「音楽のまち」あるいは「こどもが元気なまち」というものが，そ

この施設で，そこの事業団がやるわけですから，それは，もっと具体的に取り上げた方

が，市民にとっては見えてくると言うか，誰がやるのですか，いつやるんですが，とい

うのはここのスケジュールですけれど，結局誰がやるのですかと。文化団体は芸文協も

ありますし，市内にはいろいろな団体がありますよね。そういうものは，この 25 ページ

表の中に，もう少し具体的に出しても良いのではないでしょうか。 

 

（委員） 

 さっき，委員がおっしゃられた大学なんかどうです。 

 

（委員） 

 そうですね，ここの「ささえる」という所にですね，支えて自分たちも実際に主体に

なってやってもらえるというのも「ささえる」ですよね。ですから，この支える所に今

言ったように大学が入って来て，飯野高校が入って来て，というのをここに具体的に入

れて，そういう物凄く大きな支える土台があって，「たのしむ」とか，「つなぐ」とか，

「ひらく」とかいうことができます。それが最終的に魅力がある「すずか文化」になっ

ていくんですという。ページが足らなかったら 2 ページに渡って，文字よりもやはり，

それじゃないですかね。ちょっと，こう 25 ページの絵を発展させてですね。 

 

（委員長） 

 この 1枚ですべてが分かるみたいな。 

 

（委員） 

 これを 25 ページにもっていくのはもったいないですか。 

 

（委員） 

 これは，このままではね，この発想をというかアイデアをね。 

 

（委員） 

 これを，パンフレットなど色々なところに載せれば，皆さんに大体分かっていただけ

るように思います。 
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（委員） 

 折角ですからね，支えるところを，土台をもっとしっかりする。 

 

（委員） 

 そうですね，この支える部分の図の面積が他より小さいような気がします。この「さ

さえる」が横に，ビーンと黒々と描かれて支えているだけでも，イメージとして，ビジ

ュアル的にも大分違うかなと思います。 

 

（事務局） 

 この支えるの部分には，文化団体とか，文化振興事業団，市民，企業，市と，こうい

うふうな説明書きを一応させていただいています。 

 

（委員） 

 一つお尋ねしたいのですが，一番上の矢印てっぺんに「魅力あるすずか文化」とあり

ますね。本文の中では，「すずかの文化」とあったりですね，35ページには，カタカナで

「スズカ」となって，まちまちでもよろしいか。本文には「すずかの文化」もしくはカ

タカナで「スズカの文化」となっていますね。 

 

（委員長） 

 ただ，固有名詞的には「すずか文化」でやっているんじゃないでしょうか。さっきの

35ページは事業名なので，こうなっているのでやむを得ずというとこではないでしょう

か。 

 

（事務局） 

 25ページは，最初の会議で，こういう名前にさせていただくということを決めさせて

いただいております。 

 

（委員長） 

 いろいろご意見をいただいてまいりましたけれど，今のご意見を踏まえて，もう一回

整理して，パブリックコメントに向かっていくということでよろしいでしょうか。 

 

（委員） 

 ひとつお聞きしたいのですが，以前，前回の会議でも申し上げたと思うのですが，文

化振興事業団が，平成25年ですか，形を変えるということで，それの危機感ではないで

すけれど，夢もあるわけですけれど，文化企画をやる時のキーになる人間を養成してい

くようなことも，「ささえる」に入っているのではないかと思っているのですが，具体

的に白子の公民館で，館長さんが，よく三重テレビやNHKで放映されていて，館長も存じ

上げているのですけれど，やはり，それを支えるスタッフが絶対に要るんですよね。だ

から，館長が居なくなったら，「もう，そこ駄目」みたいなのでは，絶対そんなのは文

化じゃないと思っていますから，やはり，動くためのキーになるような人間を養成して

いくことも，「ささえる」の事業ではないかなと思うのです。平成25年ではっきり変わ

っていくわけですから，キーになる人間が，１つの施設に1人しか居ないとか，鈴鹿市に

4，5人しか居ないんだよ，ということではとても困りますので，さっき4人に1人がとい

うことは，希望的に考えて，4人に1人が「参加してもよろしい」というようなことを言

っているわけですから，やはり「ささえる」の中に，動く人間の人材養成みたいなそう
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いうものを位置付けて支える中に入れて欲しいなと思うのですけれど，そうしないと平

成25年から私の頭の中で，ぐちゃぐちゃになりますので。そういう人間を他所からポー

ンと連れてきて，「企画して」，「はい作れ」みたいなのでは，鈴鹿文化とは言えない

と思いますので，やはりキーになる人間，人材を養成していくということも絶対に必要

ではないかと思っていますので，まだ，何年かありますから，それをちょっと盛り込ん

で欲しいなということは思います。 

 

（委員長） 

 基本方針の中に，事業団のことについて直接触れている所は無い感じでしょうか。今

までのご意見でもかなり事業団というのは，決定的な役割を果たすということで，この

「ささえる」の所で，この事業団の充実と，文化を支える専門的な方の育成ですか，こ

の文化ボランティアとはまた全然違う性格のものですよね。この30ページに文化振興事

業団が書いてありますけれど，ここにも人材育成ということは入れられますけどね。 

 

（事務局） 

 30ページの，事業団の説明の下から4行目の所から，「今後も文化振興を担う専門性の

ある職員の充実により」ということは書かせてもらっています。 

 

（事務局） 

 現状の事業団のことを皆さんに少し知っていただきたいと思います。実際に事業を進

めているスタッフは現在6名で，ただその中に，私も市の職員ですし，あと市の職員がも

う1名，計2名がそちらへ行って仕事をしているということで，残りの職員については，

嘱託職員で，正職員が全くいないという状況で，専門性のある職員を充実するというの

が，まず一歩目で，それで，事業団を完全に独立した形にさせると。その中において，

先ほど，委員がおっしゃった，いろんな市民の中にも，やりたい人いっぱいみえますの

で，そういった方たちとも連携をとって事業団と市民と一緒にやっていくという目標で

やっていきたいなというのが，事業団の夢というか目標になっています。そういった形

で盛り込んでいきたいなと思っています。 

 

（委員） 

 今の文化振興事業団が必ずしも指定管理者になるとは限らないわけですね。ですから，

この段階はここで止めておかないと，それ以上，もう文化振興事業団がですね，指定管

理者決定だということには成り得ないと，それは仕組みからそうなっているわけですね， 

公募で審査されますから。そうしておかないと，この「ささえる」の中に，そこまで入

り込むということは，今回の作業の中では，そこで止めておくべきものだと，私は思い

ます。 

 

（委員長） 

 そういう点では，30ページのここの文言「さらに今後，文化施設の指定管理者となる

ことで」ということで，もう，決まっているんですよね。それとも決まってはいないの

でしょうか。 

 

（委員） 

 いないです。ここの言葉を，「なる予定」だとか，「決まった」とか書いてもらうと

困る。目標にはしていただいているのは，大変分かりやすいということなんですけれど。 
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（委員長） 

 じゃあ，「期待されます」と最後がなっているからまだ良いんですかね。 

 

（委員） 

 恐らく，形としてはそういう方向で行くと思いますけれどね，それは，明確にはでき

ないことだと思います。 

 

（委員） 

 ビジョン推進に向けての1から6までありますけれど，小中高という文字がないのです
が，それは他に書いてありますか。学校関係というのは，4の企業及び教育機関また5の
市の中に入るようですが，子どもたちに対して，学校関係に色々な行事をお願いするの

は，教育委員会を通して頼んでおります。商工会議所，法人会での子供たちに対しての

色々な行事を学校ヘアピールするのに教育委員会さんに大変協力をしていただいていま

す。 

 

（委員長） 

 もしここの中に入れるのであれば，企業及び教育機関との連携みたいな感じですね。

そうすれば先ほどの大学，高校，小学校，中学校と，みんな入っていく。 

 

（委員） 

 教育委員会さんには，いろいろな行事でお手伝いをしていただいていますので，子ど

もたちを育てて行くということで，ビジョンの中にうたっていただくとよいと思います。 

 

（事務局） 

 はい，分かりました。あまり，教育委員会の事業の中の細かい所まで，なかなかうた

えませんので教育委員会と連携しながらなど，ある程度大きな範疇の文言しか入らない

かも分かりませんが。 

 

（委員） 

 子どもたちに対して，動いてもらおうと思うと，教育委員会さんを通さないと出来な

いというのが現実です。 

 

（委員長） 

 やぱり，重点施策の「子どもが元気なまち」も学校アウトリーチ事業とかですね，そ

ういうのも実際に入っていますし，やはりそうした連携を書いておく必要があると思い

ます。 

 

（委員） 

 今言われましたように，28ページの中程に学校教育との連携を図りますという文言が

短めに出ているかと思うのですが，先ほど言われました，30ページでの同じような，歩

調を合わせた文言というのを入れていただくことで良いかと思いますが，30ページの一

番最後の方に書いてみえます，大学を中心に文書が展開しているかなと思うのですけれ

ど，「大学を市民に開放したり，市民と共同で」と，「共同」というのはどちらの意味

でも読めるかなと思うのですが，大学に一定しないで，小中学校も含めた地域の文化や
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歴史の研究という方向でも良いのかなという提案をさせていただきます。 

 

（委員長） 

 なるほど，もうちょっと幅広くというということですね，この例の「共同」というこ

とですね。 

 

（委員） 

 今，お話の中での提案なのですけれど，29ページのビジョン推進に向けて，市民や団

体の力と協力が，ここはですね，「団体の連携協力が求められます」というような形に

改めてですね，そこ以降の1から6までなのですが，個別の団体さんを言ってしまってい

るので，あれもこれもとなるといろいろと難しくなりますので，先ず1ページですね，産

学民官という三つの大きな円を描きましてね，例えば，「学」の中に，大学があったり，

高専があったり高校があったりという「学」を入れれば良いでしょうし，「官」の中に，

市もありましょうし，或いは，市の文化施設もありましょうしね，「民」の方には，勿

論，市民の方が中心で，文化団体も「民」の中で，そういった形で産学民官を使います

と，みんなそこに入ってしまいますので，その産学民官の輪がですね，連携をしている

という絵を描けばですね，1ページで言い尽くせるかなと思います。ちょっとそういう意

味では，具体的な団体名を表現されていますので，あれもこれも，いろいろ議論が出て

きそうな気がします。そのようなことで提案します。 

 

（委員長） 

 いかかでしょうか。文化振興からすると，一番最初に，産学民官の順番で書くのはち

ょっと，やっぱり順序は。 

 

（委員） 

 ですから，サークルの中に，「産」のグループ，「官」のグループ，「民」のグルー

プ，それから「学」のグループ，そういう関係をそこに描いていただければ，その輪が

連携をしているような繋ぐ絵を描いてあげれば良いかなと思います。鈴鹿市内の全ての

団体，全ての機関が全部入りますということだと思います。 

 

（委員長） 

 先ほどの連携，協力というのは，そういうふうにした方が良いと思います。 

 

（委員） 

 参考で結構です。 

 

（委員長） 

 段々予定の時間が来たのですが，他にどうでしょうか。後，合わせて話題になってい

たので，どうかご意見を頂きたいと思いますけれど，この34ページにあるメッセージで

すね，こちらにつきましては，先ほどのご意見のように，ビジョン策定委員からのメッ

セージというタイトルで作らせていただくということですけれども，こちらについてで

すね，何か事務局の方から細く説明ございますか。後，締め切りは，大体いつ頃とかで

すね，そのようなことはどうでしょうか。 

 

（事務局） 
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 一応，11月末頃までにはお願いできたらと思います。内容については，私どもの方と

しては何も申し上げることはございませんので，皆様のお思いになることを600字程度で

書いていただいたらと思います。 

 

（委員長） 

 委員さんのいろいろな思いをメッセージに託してという事ですね，600字程度，11月末

ぐらい迄に事務局にお送り願いたいという今のご説明ですけれど，こちらについてはい

かがでしょう，それでよろしいでしょうか。 

 

（委員） 

 このタイトルも入ってですか。600字に。 

 

（事務局） 

 必ずしも，600字ということではございませんので，程度ということでございますので。 

 

（委員長） 

 メッセージにタイトルを付けるかどうか。 

 

（事務局） 

 有るか無いかですかね。タイトルは考えてないのですけれど，書いていただく内容の

タイトルですね。 

 

（委員） 

 タイトルを付ける訳ですね。 

 

（委員長） 

 私のイメージでは，一つひとつには，タイトルは無くても良いかなと思っているんで

すが。 

 

（委員） 

 じゃあ，編集後記みたいな形で，ただ，こう書いて名前だけ載っているような，そん

な形で。 

 

（委員長） 

 そうですね，委員さんの言葉が一つ，一つと。 

 

（委員） 

 要らないですね。 

 

（委員） 

 例えば，10人おられると10人がどの方向で書くのか分からないように。 

 

（委員） 

 ぐちゃぐちゃになったりして。 
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（委員） 

 何となく呟きになってしまうけどね。 

 

（委員） 

 呟きだと思っていいんでしょうか。 

 

（委員） 

 それで良いんでしょうかね。 

 

（委員） 

 メッセージというより呟きだなと思いながら考えていたんですけど。 

 

（委員長） 

 1年ぐらい前ですかね，委員のご主人と一緒に仕事をさせていただいた三重県全体の教

育ビジョンというのをつくらせていただいて，その時に，各委員さんにメッセージをつ

くっていただいたのですけれど，それは，例えば，それぞれ想定する方を念頭に置いて

書いていただいて結構です，という感じで，教育関係者の方に向けてのメッセージとか，

保護者へのメッセージとか，自分のメッセージは，こちらに向けて書いているよ，とい

う思いで書いていただいたという感じなんです。だから，万遍無くというよりは，自分

が特にここに向けて書きたいな，というような，その思いは大事にして書いて頂いたと

いうところはあるのですが。 

 

（委員） 

 そうすると，ここのタイトルには，「市民へ」という，「皆様へ」というのは抜けて

いますね。思いは，その市民へ向けて書けば良いということですか。例えば，その鈴鹿

の文化に対する思いを先生方の思いの中で書けば良いとか。批判も含めて，注文も含め

て。ですから，削られるかも分からないね。 

 

（事務局） 

 この部分については，そのまま出させていただくつもりではございますけれど。 

 

（委員） 

 「ちょっとこれは」というのがあるかもわからない。 

 

（委員長） 

 それは，勝手にそんなことはしないはずなので。 

 

（委員） 

 600字あったら，文章の中でかなり主張できますよね。 

 

（委員） 

 やるか，やらないかだけど，果たして10ページに，10人が全部600字書いて読んでもら

うのか，何なのか。市民の人から見たらね，「何やこれは」と。だから，私は，それに

は反対で，委員長さんが，「初回からこういう目的で，こういうメンバーでいろいろな

議論をしてきた」と。そういう事の経緯を踏まえてですね，非常に熱中をしてこういう
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議論をということをまとめて書いていただく方が。私，書きたくないからじゃないよ，

10人各々書いてしまったらね。じゃ，私が何を書こうか，今思っていたのは，行政に対

する事でも何でもない。要するに，実際に活動をしてくれる団体に，「こんなことをや

ってくれ」ということを書こうと思っていたんだけれど，皆がそういうことじゃないか

ら，これは，やっぱり，ビジョンの会議がこういう経緯で，こういうことでやって，こ

ういう方向でまとまったということは委員長がご専門ですよ。 

 

（委員長） 

 私が，あった方が良いかなと思ったのは，先ほどからも議論があるように，「このビ

ジョンが第6次総合計画に活かす」と言った時に，それなりに個人の言葉というのは重た

い。ビジョンとして一応まとまっていますけれど，やはり，「こういう思いがちゃんと

込められているんだよ」というのを寄せていただいて，ちゃんとビジョンに込められて

いるというふうにしていただいた方が，このビジョンの重みが出るんじゃないかという

ふうに思って，委員さんには，是非お願いをしたいと。 

 

（委員） 

 別に，皆さんが賛成やったら，私も賛成で。 

 

（委員） 

 私も，控え目にはですね，「どうかな」と思っていますけれど，やはり1年をかけて皆

さんと一緒にご議論を頂いたこの結果がですね，このビジョンだということ。いずれに

しても将来の楽しみもありますしね。ただ，600字は長すぎるかなと思います。せめて，

SMSメールに書けるぐらいの一言でどうかなと。「自分はこんな気持ちでこのビジョンに

参画しました」という気持ちを一言で表現できたら良いかなと。そうしたら，1ページに

全部入りますので。で，多くは委員長に語っていただいてですね。そんなことで，一言

にすることについては良いのかなと思います。 

 

（委員） 

 そうすると何字ぐらいです。 

 

（委員） 

 SMS何文字ぐらいですかね。 

 

（委員） 

 丁度，ツイッターぐらいの感じで。 

 

（委員） 

 200字やったら何も言えませんね。 

 

（委員） 

 言えませんね。600字で10人は，かなり多いですね。 

 

（委員） 

 400字詰め原稿の1.5倍ですからね。 
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（委員長） 

 400字ぐらいにしましょうか。 

 

（委員） 

 400字も長いんじゃないでしょうか。 

 

（委員長） 

 程度なので，ちょっと多めの方も居るし，少なめの方も居るしというところで。 

 

（委員） 

 100文字以内ぐらいで，良いですかね。 

 

（委員） 

 そうしたら，もう400字以内とか600字以内としておけば，100文字でも良い訳です。 

 

（委員） 

 短くても良いですね。200文字でも良いんでしょうけど，以内としておけば。 

 

（委員長） 

 400字以内にしておきましょう。 

 

（委員） 

 作為的に調整しないで，勝手に書いて良いのでしょうか。 

 

（委員長） 

 委員の皆さんを信頼していますので，是非思いを語っていただければと思います。 

 

（委員） 

 策定委員会として希望されているというのは，どういうふうに市民の方々に受け取っ

ていただきたいのですか，それをちょっと聞かせていただきたい。それによって，書く

面積が決まってくると思いますし，委員会からの一つの発信のページになるかと思いま

すので，その辺を先ず確認させていただいてもよろしいですか。 

 

（事務局） 

 先ず，13ページに載させていただいておるのですけれど，自分の思いを書いていただ

いた，このアンケートの結果ですね，ビジョンを見た時に市民の方がどう思ってみえる

か分かると思うのです。これと同じような形でですね，このビジョンをつくられた時の

委員さんのビジョンに対してどのような思いを持っていたかというのを書いていただく

と，このビジョンを読んでいただいた方が，ビジョンの策定の経緯，思いを分かってい

ただけるかなと思います。 

 

（委員） 

 というページを求められているわけですね。そうしたら，それぞれ10人いる中でそれ

ぞれの思いはあると思うのですけれど，やっぱり，委員会としてのメッセージを届ける

べきであって，各委員の思いというのは，各ページに盛り込んだページにすべきではな
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いのでしょうかね。 

 

（事務局） 

 ある程度は，思いを入れていただいて，必ずしもビジョンに沿った形で書いていただ

くことは，そこまでは求めていないのですけれど。 

 

（委員） 

 検討の過程というのは，それぞれ皆さんいろんな思い，意見を込めて，こうした各回

での発言等々に表れているかと思うのですけれど，そうした検討を踏まえて出来ました

という発信のページでなくて，それぞれに入れた思いが様々だという所を読んでいただ

きたいということですか。市民の皆様にアンケートで寄せてもらって，そこから私たち

が知りえる情報というのと，ビジョンという一本のものをこれから打ち出して行こうと

する時に，策定委員からのメッセージという事で，それぞれ個別のメッセージという所

から逆に市民の方に読み取ってください，というのは，なかなかこの一本として出来上

がったそのビジョンの展開という中に，なかなか反映されにくいというか，理解がしに

くいのかなと思うんですけれども。 

 

（事務局） 

 ビジョンの内容についての説明のメッセージではなくて，委員さんの普段思ってみえ

る文化に対する思いというのを書いていただいても良いかなと。 

 

（事務局） 

 いろいろな分野で活躍をされている委員さん方に参加をしていただいているわけです

から，名簿だけというよりどういう方が，どういう気持ちで作られたというのをツイッ

ターみたいな形で結構ですけれど，ビジョンの中に参加されている方の多様さというも

のを紹介できたら良いなとも思うのですけれど。 

 

（委員） 

 ちょっと方向性がそれぞれ違うようにも思えたんですけれど。 

 

（委員） 

 思いは分かるのですけれど，それが本当にここ必要かどうか。 

 

（委員） 

 それをきちんと読み取ってもらえるものにしないといけないと思うので，それだった

ら，そんなにページ数を，一応，市のお財布から発刊していただくものだと思いますし，

そのへんを考えた時に，この60数ページでしたか，の中にページをいくらも割いて載せ

ることなのか，それとも，編集後記のような形で読み取っていただきたいというので，

もっとコンパクトな形でそういうのも伝えるというのも可能だと思うんですけれど。そ

のへんというのをどういう形を求められて，そのページから何を市民の方に読み取って

いただきたいのかというのが，ちょっと今お聞かせ頂いた中で，ブレなのかなという印

象を受けたんです。 

 

（委員） 

 前回より本になってきた時にね，市民の人がそれを見た時に，それでかえって反発を
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頂いてもいかんと思うんです。個々のメッセージを折角委員の先生方に書いて頂いたの

が，逆になる可能性もあるので，やっぱり委員さんがおっしゃられたように，「この会

議が白熱して委員長にまとめてもらったんです」というメッセージが一つあれば良いよ

うな気がするのです。 

 

（委員） 

 委員長さんとしては大変だと思うのですが，何回かのこの会議の風景みたいなものを

書いて戴くと良いかと。メッセージとかと言うと，メッセージはちゃんとこの冊子の中

に入っているんですから，やっぱり，会議の風景みたいなものを書くのが一番かと。 

 

（委員） 

 ここに議事録がありますね，議事録が各委員の先生の意見を一行でも抜粋しながら。

委員長の方で難しかったら，我々がツイッターみたいな格好で委員長に出して，まとめ

ておいてもらう。もしくは，こちらで，二人でやるとか。 

 

（委員長） 

 もう一回すみません。 

 

（委員） 

 400字で，そこに思いを入れるというのは，「誰に向けてなのかな」と考えます。 
今まで，話し合ってきたことを，代表で委員長に書いてもらったほうが良いかなとも思

います。何を書いたらよいのか迷います。 
 

（委員長） 

 委員長が書く言葉というのは，ある意味で非常に形式的な言葉ではないですか。だか

ら，例えば，委員長がまとめる場合に，おっしゃるような内容のものというのは，何処

に置けば良いんですか。やっぱり編集後記みたいな感じなんでしょうか。巻頭では良く

ないと思うんですね。 

 

（委員） 

 それならばね，「この会議に4回出席して」というテーマで，意見を述べてもらうとか，

この会議に対して。そうすると，一つの書く目標といいますか，お互いに違った意見で

会議に参加して，鈴鹿のビジョンを語ったという思いを，その編集後記的な扱いで載せ

るのならば，まだ。名簿を持っているわけですね，委員会の先生方は。 

 

（委員長） 

 「この会議に出席して」という形の方が書きやすいですか。 

 

（委員） 

 中味はそれぞれ違っても良いと思うんです。 

 

（委員） 

 もし，書くのだとしたら，どういう所から自分がこのビジョンの委員・策定委員に入

ったかという，自分の立ち位置みたいなものを表現したいなあと思います。さっき，「そ
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れぞれの分野から来られた，その意見を書いて…と仰っておられたので，もし書くんだ

としたら，自分の立ち位置かなあと。メッセージと言われると，また大上段に構えて，

もし600字書くんだったら…と考えてしまうと思いますが。それぞれ勝手なことをいっぱ

い皆が書いている――というのは，ちょっと危惧することですけど。 

 

（委員長） 

 編集後記的なものですね。他にご意見いかがでしょうか，今の件について。 

 

（委員） 

 最初，このメッセージの話が出た時に私なりに感じたのは，ビジョン策定委員会とい

うことで，「ビジョンづくりの基本となる策定委員会に参加して」というようなものを

書けば良いのかなと思っていました。その中には，自分の文化感なり，そういうのも入

ってくるかもしれませんけれど，参加して今，どういうふうに思っているかも含めてそ

れで良いんじゃないかなと。もう一つは，最終的にどれぐらいの大きさの冊子になるか

わかりませんけれど，1ページに10人収めるのか，2ページに収めるのか。例えば，この

A4サイズで，この文字，大きさだと400字にしても，これ1行40字ちょっとあるので，10

行ぐらいになるわけですね。例えば顔写真などを付けるとすれば相当大きなものになり

ますよ。委員長が400字以内と言ったりしても，一人は100文字で，一人は399文字で，一

人は400で足りなかったら400数十文字。でこぼこが出来ても良いのか，そのレイアウト

も考えてどのくらいの大きさの冊子で，10人なら10人を納めるとするのか。委員長も文

字数が同じで良いのかということもありますけれどね。その辺で，逆算して文字数を出

した方が良いように思いますね。やはり「参加して」になると皆さんいろいろな思いが

ありますけれど，大体，5行として200文字ぐらいで良いのじゃないかというふうに思い

ます。 

 

（委員） 

 そうしたら，やはり「策定委員会に参加して」と，一言頂くのが統一しますものね。 

 

（委員長） 

 もし，そうした形で皆さんにご了承いただけるのであれば，そういう形にしたいと思

いますがいかがでしょうか。最後は，実際はこういうことになります。パブリックコメ

ントには出しませんので，最終的な調整はまた出来ると思いますけれど，それでは，「策

定委員会に参加して」ということで，委員さんのご提案のように200字程度で一言書いて

いただくという形で，編集後記的な位置付けで構成するということでよろしいでしょう

か。 

 

（委員） 

 よろしいかと思います。 

 

（委員） 

 その場合，10月でどうですか。11月迄にというより，10月で締め切っておいて。 

 

（委員長） 

 別に何時でも，早ければ，早いほど事務局は助かると思いますけれど。じゃあ，10月

末ということでお願いいたします。 
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（委員） 

 10月末で，200字以内ということなんですね。 

 

（委員長） 

 それでは，ご意見いろいろありがとうございます。何とかまとめることができました。 

 

（事務局） 

 委員長，すみません。時間もですね，経過をしておりまして，申し訳ないのですが，

ちょっと，事務局から一言，補足をさせていただきたいと思います。で，かなり時点が

ですね，遡って恐縮なんですが，委員さんの方からですね，自然が文化足り得るのか，

あるいは，それに引き続いて公園とか遊歩道，こういうキーワードのご提言を頂きまし

た。これについては，事務局の方から明確なお答えが無いまま過ぎて来ておると思うの

ですね。で，一部，事務局の方から，説明をしかかった訳でございますが，ま，彼の言

わんとする所は，既に皆さん方お気付きだと思うんですが，やはり役所でございますの

で，縦割りの色合いが非常に濃いということで，そういった事については，私ども，文

化一課の私どもが担当するわけではなくて，都市計画の公園や，そういう所が担当をし

て整備をするなり，或いは維持管理をしていくという事が原則だ。という事を申し上げ

たかったんだと思うんです。で，更に自然とかですね，遊歩道に結びついた訳ですが，

文化課長の方からもこのビジョンの策定案の5ページに定義がありますとですね，ま，こ

れを一番冒頭の所にございます，日々の人間の生活に関わる営み全てを文化ととらえる

という事に照らせば，ま，恐らく文化に定義されるんだろうと，思うところでございま

すが，この定義というのは，まあまあ，ちょっとまだ先に，延ばさせてもらいたいと思

うんですが，ま，それだからという事で申し上げるというのでは無いんですが，取って

付けたような申し上げかたで，本当に恐縮なんですが，私が前回ですね，この場で申し

上げた，ま，逆提案のような形で，申し上げた伊勢国分寺跡の歴史公園整備。この事が

実は，その色合いをですね，多少補足しておるんではないかなという思いがありまして，

それを述べさせていただきたい。で，歴史公園の整備というのはですね，実は市内で初

めてなんですね。これを先ほど申し上げた定義に基づくとですね，公園部門が本来やっ

ていくと事が本筋なんですが，実はこれ，文化一課でもって整備から，その施工，そし

て，管理についてはですね，今，あのアウトソーシングの時代でございますので，恐ら

くまあ，部外に委ねるという事に来ようかと思いますが，ま，それにしても担当課とい

うのはですね，都市計画部門がやって行くようなことになると，いうことなんですが，

取り敢えず，整備についてはですね，鈴鹿市が初めて文化として，手を付けた歴史公園

整備だということでございます。で，それがありましたものですから，前回，敢えて私

は，逆提案のような形で，歴史公園整備，伊勢国分寺跡というのをですね，盛り込んで

くださいよ，というような事を申し上げたんです。で，それから，逆説的にですね，ま，

演繹的と申しますか，戻っていきますと，やはり公園とか，面整備である公園とか，線

整備である遊歩道，更には，そのもっと根源的なもので，自然といったようなものもで

すね，逆に文化の範疇に分類して差し支え無いのではなかろうかと，こういうふうな事

を，前回の事と結び付けて思わしていただきましたんで，ちょっと，補足になるかどう

か分かりませんが，申し上げました。 

 

（委員長） 

 はい。 
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（事務局） 

 それから，後，あのう，他の各委員さんからもいろんなご提案を頂いたんですが，お

答えをこの場で，レスポンス良く差し上げられない部分がございまして，で，これを次

回という事に，どんどん，どんどん引き継いで行きますと，もう次回，最終でございま

すんで，5回目に初めて個々対応ですね，ご披露するというような事になりますと，私の

懸念する所は，それでは，非常にまずいんじゃないか。この場である程度結論付けられ

る事，お答えできる事は，差し上げてって，というふうな事も思うのですが，なかなか

そう行かない部分もございますので，今，委員さんのご質問には，一部ちょっとお答え

をしたんですが，他の皆さん方にも，そういうご迷惑をおかけしておると思います。な

るだけ早く，5回目までにお答えが，さしていただけると。よろしいですね。何らかの方

法でという事で，考えているそうです。よろしくお願いします。先生，割り込みまして。 

 

（委員長） 

 当然，パブリックコメントの前には，全委員さんに，今日の議論を踏まえた内容の案

を送っていただいて，また，それに対してご意見を寄せていただく形になると思います

ので。パブリックコメントをして市民の皆さんから声を聞く訳ですから，もし皆さんも

その段階で，いろいろご意見があったら，事務局の方に寄せていただければと思います。 

市民の皆さんに，公開する案が出ますので，それについて，ここはこうなんじゃないか，

とかですね，また，ご意見をいただければと思います。 

 それは，本日これで終了させていただきます。事務局の方からよろしくお願いいたし

ます。 

 

（事務局） 

 おっしゃっていただいた，パブリックコメントですが，パブリックコメントの流れと

というのに，一つ目，9月3日政策幹部会議がございますが，これに向けて修正なりをし

ていきたいと思います。この後，市議会全員協議会，パブリックコメントが始まります

と，ご意見をいろいろ頂くと思いますので，パブリックコメントが終了した後，回答等

を送らせていただきたいと思います。第5回の委員会の日程ですけれど，設定はどうで

しょう。 

 
（委員長） 

 ちょっと，これは様子を見てからの方が良いと思います。 

 先ほどの，委員会に参加してというのは，事務局に送っていただければ。 

 
（事務局） 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 それでは，よろしいですね。本当に貴重な意見いろいろありがとうございました。こ

れで，少しまとまった形の案が出来て行くと思います。また，今後ともよろしくお願い

します。本日はありがとうございました。 

  

以上 


