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文化振興ビジョン策定委員会（第５回） 会議録 

 

日  時 平成25年（2013年）1月29日 火曜日 午後1時30分～ 

会  場 市役所本館 12階 1204会議室 

出席委員 ７名 

 秋月  修二，衣斐  弘行，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】 

 １ 開会 

 ２ あいさつ 

 ３ 議 事 

 （１） 策定委員会会議録の発言者氏名を公表することについて 

 （２） 第２次 鈴鹿市文化振興ビジョン(案)への意見募集結果について 

 （３） 第２次 鈴鹿市文化振興ビジョン （確定版）について 

 （４） 編集後記について   

 ４ その他 
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会議の内容 

 

■１ 開会 

 

（江藤課長） 

 皆様こんにちは。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。 

 ただ今から，第５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。 

本日の議題に入ります前に，大森副市長の方から，一言ご挨拶を申し上げます。 

 

■ ２ 副市長あいさつ 

（大森副市長） 

みなさん，こんにちは。 

日頃は，市政各般にわたりまして，何かとご尽力ご協力をいただいておりますことにつ

きまして，先ず，お礼を申し上げますとともに，第２次鈴鹿市文化振興ビジョンの策定に

向けて，策定委員の皆さまには，大変ご多忙の中，長期間に渡り，真摯に取り組んでいた

だき，改めてお礼を申し上げます。 

一昨年，平成23年9月29日の第１回策定委員会以来，本日まで約１年４カ月，４回を重

ねる中，熱心なご討議だけでなく，課題等を持ち帰ってご検討をしていただく等，大変ご

尽力をいただきました結果，市民の皆様に，ビジョン策定を報告できる，ほぼ一歩手前ま

で来たということで，重ねて委員の皆様方に感謝を申し上げさせていただきます。 

 今後は，委員の皆様にご提言をいただきましたビジョンを基に，鈴鹿市らしい文化・芸

術の振興により，魅力あふれる鈴鹿市の実現の為，施策の一つひとつを具体化していくこ

とに取り組んでいきたいというふうに考えています。 

本日は，ビジョン策定に向け，今一度，皆様のご助言を賜りますよう，お願いを申し上

げまして，冒頭のご挨拶とさせていただきます。 

本日はよろしくお願いを申しあげます。 

 

■ 委員会の成立について 

（江藤課長） 

 副市長は，この後，公務がございますので，退席をさせていただきます。 

それでは，委員会の進行につきまして，委員長よろしく，お願いいたします。 

 

（山田委員長） 

 まず初めに，策定委員会の成立について確認をしなければなりませんので，よろしくお
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願いします。 

 

（川北ＧＬ） 

 はい。午後１時３０分 をもちまして出席の委員の方が７名となり，総数１０名の半数

以上となりましたので，鈴鹿市文化振興ビジョン策定委員会運営要領の第１条第２項の規

定によりまして，第５回鈴鹿市文化振興ビジョン 策定委員会は成立をすることを報告い

たします。 

それから，委員長に議事の進行をしていただきます前に，お配りをしました資料の確認

をさせて頂きたいと思います。事項書，資料１「資料一覧表」，資料２「第2次鈴鹿市文

化振興ビジョン（案）への意見募集結果について」，資料３「第2次鈴鹿市文化振興ビジョン

（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。よ

ろしいでしょうか。それでは，委員長よろしくお願いいたします。 

 

（山田委員長） 

 委員会が成立していることが確認できましたので，議事を進めさせていただきます。先

ほどの副市長さんのお話にありましたように，何回もご検討をいただき，最終的にボラン

ティア的なご出席もいただきながら審議を重ねていただきましたが，今日このビジョンが

大体まとまっていくという所までこぎつけました。本当にありがとうございます。 

 それでは，最後に改めていろいろお気づきの点，ご活発なご審議をお願いしたいと思い

ます。事項書に沿って進めていきますが，パブリックコメントの回答案とか今度のビジョ

ン案につきましては，事前に皆さんのお手元にお配りしてあると聞いています。事前に見

ていらっしゃる方もいると思いますが，また改めて事務局の方から説明をしていただきな

がら，審議を進めていきたいと思います。議事の一番目ですが，中身に入るまでに，この

策定委員会発言者氏名を公表することについて，というのが最初の事項になっております。

このことについて事務局から説明をお願いします。 

 

（川北ＧＬ） 

 はい。事項書 議事（１） 会議の公開について 説明をさせていただきます。 

 この策定委員会の会議録を公開するにあたり，一昨年，平成２３年９月２９日の第1回

策定委員会で，事務局からの提案もございましたが，活発な議論を期待して，発言者の方

の名前を伏せて公開をするということでご承認をいただきました。当時は，名前を伏せる

公開方法が半分以上でしたが，昨年，１０月３０日，所管課から全庁的に，『情報公開条

例第３７条 (会議の公開)及び「審議会等の会議の公開に関する指針」の趣旨にのっとっ

て，特段の理由がある場合を除き，発言者氏名を公開することにより，透明性，公正性の

向上を図る。また，その旨審議会等の構成員にも周知する。』との通知がありました。 
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 この通知が出されたのは，前回の第４回策定委員会が開催された，８月２１日以降の通

知でありますことから今回の委員会から対象になります。今回の委員会に諮っての皆様の

ご承認をいただければ，今回の委員会の会議録を公開する際は，委員の皆様，そして私ど

も事務局職員の発言者氏名を公開させていただこうと考えております。 

 また，委員会で氏名は伏せるという決定がされましたら，従来どおり氏名は伏せた形で

公開をさせていただきます。公開はしなければならないという強制はないのですけれど，

委員会で諮っていただきたいと思います。 

 

（山田委員長） 

 今，お話がありましたように，市の方で全体的に改めてもっと積極的に公開をしてほし

いという要望が来ているということで，特段の理由がある場合を除き，基本的には積極的

に公開して欲しいということです。 

 当然ながら，会議の内容とか，或いは発言者の氏名とか，そういうことを公表すること

によって，公正または円滑な運営ということに審議会の審議に支障が生じるという場合は，

従来のように名前を伏せるということの判断もできるわけですけれど，皆さんのお考えを

お聞かせいただければと思っています。特に何とか賞を決めるとか，そういう事では無い，

文化をどうやって発展させるかという委員会なので，積極的に公開をしてほしいという要

望があれば，それはそれでいいのかなというふうに私は思っておりますが，いかがでしょ

う。ご意見がありましたらお願いしたいと思います。 

 

（丹羽委員） 

 今の説明によると，第5回のものについてからということですか。もし，皆さんよろし

ければ，過去の分もホームページに載っていますよね。各委員誰が発言したか事務局で分

かっていると思いますので，そこの部分も，やっても良いような気がしないでもないです

ね。 

 

（山田委員長） 

 他にいかかでしょうか。 

 

（秋月委員） 

 個人的には，私も丹羽さんと同じで異論は無いのですけれど，過去に公共的な場での議

事録で公表したら問題があった事とかはあるのでしょうか。 

 

（河原委員） 

 私もそこのところを，少し聞きたいですね。 
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（川北ＧＬ） 

 どの事例かは分かりませんが，公開している会議と公開をしていない会議があることか

ら，統一性を諮るために，特段の理由がなければ公開をしてくださいという通知がきたと

いうことです。 

 

（山田委員長） 

 今のお話は，同一の委員会で，過去は公表をしていたのに今回は公表をしていなかった

と。別の対応を過去にしていたことがあり，それはちょっとおかしいのではないか，とい

うご意見を寄せられたという事例ですね。秋月委員からのご質問は，このような性格の委

員会で公開することによって何かトラブルがあったりしたことは無いのかというご質問な

んですね。 

 

（川北ＧＬ） 

 このビジョンについては全然何もないですが，他の事例としてどのようなことがあった

かは，申し訳ないですけれど聞いていないです。 

 

（幸田部長） 

 これの発端は，他の審議会，或いは委員会において，傍聴もある委員会がございまして，

傍聴で直接聞いた市民の方がいらっしゃるのに，会議録ではＡ委員，Ｂ委員と隠すのもお

かしいのではないか，というご意見もございまして，今回の政策幹部会議の方で，今後は

このような委員会においては委員さんの同意も得ながら，公表をしていきたいという方針

決定がありまして，今回このようにお願いをするということでございますのでよろしくお

願いをいたします。 

 

（山田委員長） 

 この委員会も，傍聴は大丈夫なんですよね。 

 

（川北ＧＬ） 

 はい。 

 

（山田委員長） 

 そうですよね。たまたま今，いらっしゃらないですけれど，普段委員会自体が傍聴とい

う形でオープンにしている性格のものであれば，議事録もそういう形でいいのではないか

ということですね。 
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（中村委員） 

 前回の議事録をこちらへ来る前におさらいというか見ていたんです。個人的に，いろい

ろな率直な発言をさせてもらったつもりなのですが，固有名詞で，どこどこの施設とか名

前を申し上げた事がいくつか有るんですよ。そういう点についてはですね，こういう場で

すから，具体的に事例を挙げてお話をさせてもらっているつもりですが，それが，ストレ

ートに出るのはどうかなという，その点だけが，私としては削除或いはブラインドをして

いただければ後はもう一切ですね，各委員さんかなり率直な前向きな意見をどんどん出し

ていただいているので，どなたの発言かということはしょうがないと思うんですけれど。

固有の施設とか名称ね，時々出ていて，そういう点はちょっと相手さんに対して失礼なこ

ともあると思うのでご配慮をいただきたい。 

 

（江藤課長） 

 その点につきましては今までも必ず委員さんには事前に，こういう内容で載せさせてい

ただきますと連絡をさせていただいておりますので，個人情報など載せない方が良いとい

うご判断をいただきましたら，私どもの方は，そのようにさせていただきます。こういう

ルールでお願いしたいと思います。 

 

（山田委員長） 

 今，中村委員のおっしゃったのは，今日の部分はそういう形で発言も公開ということを

理解しながらご発言されたり，或いは議事録も送られてきた時にそういう事を配慮して，

議事録の修正とかそういう事が有ると思いますが，丹羽委員のご意見がありましたけれど，

過去の部分についてはですね，ちょっとなかなか大変な作業かなというふうに思いますの

で，もし可能であれば一応今回からということでどうでしょうか。課長さん何か。 

 

（江藤課長） 

 私どもは，今，部長が説明をさせていただいたとおり，ご要望があった時から新しく開

かれた会議につきましては検討してくださいという市民のお声ですので，今までのことに

ついては，再度公開をしてほしいという要望は無いと思いますので，市が決定した以降の

会議の公開ということでお願いをさせていただいたつもりでおります。 

 

（山田委員長） 

 主旨として通した方が全体にすっきりするのだと思うのですが，そういう作業的な問題

も含めて大変なところもありますので，一応今回からということでご理解いただければと

思います。ではそういうことで，今回から氏名も公開をしていくことでよろしくお願いい
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たします。 

 それでは，審議の中身に入って行きたいと思います。2番ですね，「第2次鈴鹿市文化振

興ビジョン（案）への意見募集結果について」ということですが，事項書（３）につなが

りながらご説明をいただけるかと思いますが，こちらについての説明をよろしくお願いを

いたします。 

 

（江藤課長） 

 それでは，私の方からパブリックコメントの結果につきまして，説明させていただきま

す。昨年の１０月１９日から１１月１９日にかけまして「第２次鈴鹿市文化振興ビジョン

（案）に関する意見募集について」ということで意見募集を行いました結果，５名の方か

ら計２４のご意見をいただきました。 

 事務局の方でお寄せいただいた内容から，ご意見である部分とご意見でない部分。 

また，ビジョンに関連したものとそれ以外のご意見と分ける整理をしました。それぞれの

ご意見について，答えの案を事前に私どもの方で考えさせていただきました。 

 これらを一覧にしたものを，先月，１２月２５日付けて委員の皆様にメール等でお届け

させていただきました。 

 その後，先週の１月２４日ですが，パブリックコメントに関連した鈴鹿市の意見公募手

続要綱が告示されました。文化振興ビジョンのパブリックコメントは，この要綱の前に実

施したものでございますが，公開にあたりましては要綱の主旨に沿ったものとして公開し

ていきたいと考えております。今から説明をさせていただく方向といたしまして，パブリ

ックコメントの一覧に基づき，ご意見と回答案を提出いただいた順番どおりに説明をさせ

ていただきたいと思いますが，一つひとつの文章を読み上げますと，時間がかかりますの

で，事前にご確認をしていただいているということで，要点をかいつまんで説明をさせて

いただこうと思います。 

 また，次の議案（３）文化振興ビジョン（案）にも関係いたしますことから，パブリッ

クコメントに対応して見ていただいて，平行いたしましてビジョンの方も見ていただきな

がら説明をさせていただきます。今回のビジョンの本文でパブリックコメントの文言や文

章を変更した部分には，網掛けで目印をさせていただきました。また，前回の第４回の策

定委員会で，ご意見や助言をいただき，変更のあった部分には下線を付けておりますけれ

ど，この部分につきましては，後ほど説明をさせていただきますが，並行して見ていただ

ければと思います。 

 それから，私が説明させていただく部分につきましては，吹き出しで説明を記入してあ

りますので，それも参考にしながら見ていただきたいと思います。それでは，先ず１番の

方から説明をさせていただきます。 
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 この方は，１ページの方で結構自分の持論を述べてみえまして，ご質問については次ペ

ージになります。この内容については，ビジョンの方を見ていただきますと１２ページと

１９ページが関係しているのではないかということで，私どもの方で回答を考えさせてい

ただきました。ご意見は，ビジョンの基本目標について，鑑賞事業ではなく身近な活動の

支援こそが重要ではないかと考えます。とのご意見をいただきまして，回答といたしまし

ては，市民アンケートでは，鑑賞事業の充実が数字としては一番多かったのですが，御意

見にあるように全体として，体験・参加型の充実についての回答が寄せられていますこと

から，１２ページの下の３行の所ですけれど，このアンケートの捉え方ですが，「このこ

とから，伝統文化が受け継がれ鑑賞事業の充実するまちが市民の求めるまちであることが

わかります。」というのが，前回書かせていただいたのですが，今回これを訂正いたしま

して，「これらの事から伝統文化が受け継がれ，市民の文化活動の支援の充実を求めてい

ることがうかがえます」と，それから，１９ページの下から６行目の所に，「鑑賞事業や

体験型参加事業の充実を」と書かせていただいたのですが，これを「鑑賞事業や体験・参

加型事業等による市民の文化活動支援の充実」に改めさせていただきました。これが１番

目でございます。 

 

 ２番目のご質問でございます。これはビジョンの方では，１９ページが該当すると思い

ます。このご意見は，ビジョンの基本目標について，キャッチコピーでございますが，

「魅力ある『すずか文化』を創造します！」から「魅力ある『すずか文化』を育てま

す！」 への変更をとのご意見でございます。回答といたしましては，キャッチコピーは

第１回の策定委員会で定められ，これを念頭に決めていったものもありますので，委員の

皆さまに諮っていただきたいと思います。ですから私どもの方では原案を作っておりませ

ん。総合計画の中では，「魅力ある鈴鹿を受け継ぎ生み出していきます」いう部分と関連

したテーマでありまして，一番初めの表紙の所にも，サブタイトルといたしまして，「～

魅力ある鈴鹿文化の創造～」と書かせてもらってありますけれど，「育てる」とい

うことであれば，これも「育成」ということになってしまうのではないかとも思い

ますので，この点につきまして委員の皆さん方のご意見を先ずお伺いさせていただ

きたいと思います。 

 

 番号３です。２３ページでございます。「つなぐ」の部分で，「蓄積」の文言を入れ，

「守る・いつくしむ・継承する・蓄積する・将来へつなぐ」との提案と「蓄積」にちなみ，

「文化資源の発掘や地域情報などみんなでつくる鈴鹿のデータベースを」とのご意見をい

ただいております。回答といたしましては，「守る・いつくしむ・継承する・将来へつな

ぐ」の中には，まさしく蓄積がされることが前提でありまして，その意味合いも含まれて

いると考えますので「蓄積」の特出しをしなくても，「守る・いつくしむ・継承する・将
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来へつなぐ」とさせていただいても良いではないかと考えます。ただし，蓄積と発信，共

有ということは重要と考えますので現在の蓄積されたデータなどの活用も含めて，データ

ベース化については運用面の課題もあると思いますので，ご意見を参考にさせていただき

たいと思います。といたしました。 

 

 次，４番目でございます。ビジョンの２４ページが該当するかと思います。これは，

「ささえる」という部分で，「市民の文化活動の活性化と地域文化の保全を行政と市民で

支える」との御意見ということでございました。それともう一つ，公民館活動の支援を，

というご意見でございました。回答といたしまして「地域文化の保全」につきましては，

地域によっては伝統文化の継承者不足は金銭的な問題より深刻とも言われます。ビジョン

では，基本方針「つなぐ」で保全をし「ささえる」で活性化・活用等をする，の意味を込

めて整理をしておりますことから，ご提案を参考に基本方針「ささえる」の部分を「市民

活動の活性化と発展を行政と市民で支える」ということに訂正をさせていただきます。そ

れから公民館活動につきましては，各種の定期講座や講演，実習，体育，レクリエーショ

ンなど地域住民の教養と地域の結びつきを高める場として重要な位置付けがされておりま

す。基本方針「ささえる」であげました「市民の文化活動の支援」の各項目の中に「セミ

ナー講座などの学ぶ機会の充実」，「文化芸術を発信する環境の充実」に含まれており，

担当課との連携により文化芸術振興の面から公民館の機能や活動内容と重なる部分で，特

に人的交流や情報共有などの連携が図れるものと考えます。としました。 

 

 次に５番目でございます。これはビジョンの方では２８ページが対象になると思います。

ご意見の方は，「重点施策」「子どもが元気なまち」の目標にある「優れたアーティスト

の派遣」について「日常的に指導できる人材の派遣こそが，子どもたちからすずか文化を

育てていくことに，重要といえるのではないでしょうか。それがあってこそ，アーティス

トの派遣があると発想を変えるべきです。目標を『熱意ある指導者を学校に派遣』とすべ

きと考えます。」とのご意見でございます。回答案として「学校への『優れたアーティス

ト派遣』は，日常では体験できないようなプロの演奏との交流や生の演奏を鑑賞すること

で，子どもたちの感性をゆさぶる芸術的な体験を提供しようとするもので，熱意ある指導

者の派遣につきましてはご意見を教育委員会へ伝えさせていただき，教育委員会との連携

出来る部分で事業展開を進めたいと考えます。」という答えでございます。 

 

 次に６番目でございます。これは３１ページに関係するところでございまして「ビジョ

ンの推進に向けて」の５番目の「市」と６番目の「文化施設」についてのご意見でござい

ます。文化施設の項目に「市民が文化施設等を安心して利用できるよう既存施設において，

つり天井等の耐震に対する改修工事を早期に行うことに努めなければなりません。また，
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文化施設を有機的につなぎ，市民にとって使いやすいものにするため考古博物館，文化会

館等の交通アクセスの整備も必要です。」とあります。これは「5 市」の項目に書かれ

るべきではないですか，ということでございます。施設の維持更新に計画の期間を考えれ

ば，その点を市の行うことに追加すべきと考えます。また，別の意見としまして市役所を

展示などの文化拠点のひとつとすることも明確にすべきと考えます。というご意見をいた

だきました。私どもの回答の予定といたしましては，５番目の「市」の役割は，文化施策

に関わる一員としてソフト面での役割をうたっておりまして，一方ハード面といたしまし

て６番目「文化施設」の役割を整理したものでございます。また，施設整備に関して吊り

天井の改修などは，重要な課題としてビジョンの実現の為，より具体的な計画である「実

施計画」に盛り込み実施に向け取り組みます。それからもう一つのご意見の方で，「市役

所を展示などの文化拠点」として明確化とのご意見につきましては，利用の多い市民ギャ

ラリー等は実質的に，既に文化拠点の一つとしての役割を果たしており，ロビーや玄関に

も著名な彫刻家の作品の展示もされていますが，市役所庁舎は防災などにも利用する複合

的な施設であり本格的な文化施設としての利用には不便な部分もあることから，市役所庁

舎本来の機能を尊重する意味からも文化拠点としての位置付けは難しいと考えます。とい

うような答えにさせていただきました。以上でございます。 

 

（山田委員長） 

どうもありがとうございます。今，番号１から６まで説明をしていただきましたが，最

後の５番，６番は，当然パブリックコメントの回答はするわけですが，特に修正をしてい

るわけではないということですね。それで，１番については，１２ページと１９ページの

網掛けでご意見を反映した修正をしている。それから，２番については，ここで委員の皆

様にご検討をいただくということで『私たちが魅力ある「すずか文化」を創造します』と

か，「すずか文化の創造」というふうに言っていたのを，「育てます」とか「育成」とい

うふうに変えたらどうかというご意見です。こちらは，ご意見をいただかなくてはいけな

いということです。 

 ２３ページにつきましても，既に第４回の所で情報の発信とか，そういう事も出ており

ますので，データベースとかは保存という所にも出ていると回答をしているということで

すね。４番については，２４ページの所で，この「ささえる」のタイトルのご意見をいた

だいて変更をしたりしているということですね。「創造」の所はご議論をいただかないと

いけないのですが，その修正をした所とか修正をして無い所について何かお気付きの点は

ございますか。 

 

（秋月委員） 

 ２番以外ですか。 
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（山田委員長） 

 ２番以外で。 

 

（河原委員） 

 ５，６は別と考えていいんですね。 

 

（山田委員長） 

 ５，６は回答はしていますが，特に今までのビジョンの文言を変えた所は無いというこ

とですね。主旨はきちんと受け止めますということです。 

 最初の頃，主に市民の方々の文化活動をもっと活性化するということを大事にすべきだ

という全体のトーンであったように思いますが，それはいくつか修正させていただいてい

ると思いますね。では，その「創造」の所についても，ご意見をいただこうと思います。

はい，秋月委員さんお願いします。 

 

（秋月委員） 

 従来からずっと継承されている鈴鹿の文化。これは，更に次の時代に向けて育てる。し

かしながら，文化というものは常に時代と共に新しいものも出て来るでしょう，という意

味もあって，「創造」もやっぱり必要なのかなというふうに思いますが，どちらか一方を

取りなさい，と言われてもなかなか困りますよね。創造し育てるという。そういう事も有

りかなという。どちらか一方にしなさい，と言われても困りますねということです。 

 

（山田委員長） 

 秋月委員さんは，「創造」と「育てる」を両方入れたら，というご意見ですね。いかが

でしょうか。はい，お願いします。 

 

（河原委員） 

 パブコメにしっかりと答えて，これを作成されたのは，本当に大変だったろうなと先ず

思ったんですけれど，言葉を仕事にさせていただいてる私でも，かなり言葉で悩んでしま

いまして，この「育てる」ということと「創造します」は，個人的にはやはり「創造しま

す」のが良いと思います。文化は新しくつくるものではなく，今ある活動を育てる，とい

うことを言われていますが，先ほど秋月さんがおっしゃった通り，文化は，守り育てて，

そこから新しいものが出てくるのではないかと気分的に思っていますので，やはり創造で

良いんじゃないかと。 

 「育てる」ということは，創造の中にも，ただただ，ゼロから創造することではないで
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すから「温故知新」そのままだと思いますので，「創造」で良いのではないかと，私は個

人的に思います。でも言葉の使い方というのをここまで悩まなければいけないのかな，と

いうことで，これを一生懸命パソコンで読ませていただき，私なんか，言葉で生きている

んですけれど何かすごく悩んでしまいました。それが正直なところです。 

 ２番に関しては，文化は新しくつくるものではなく，と書かれているのですけれど，ち

ょっと，そこは，ううん，と思いましたけれど，私は。 

 

（山田委員長） 

 「育てる」も含めて「創造」という言葉で良いではないかというご意見ですね。 

 

（向井委員） 

 「育てる」というと今あるものだけと思ってしまい，幅が狭いように思います。「創

造」というと新しいものを造ることですが，それは基に何かしらあって新しいものを，つ

まり土台があってと思いますので，幅が広くとらえることができ，どのようにも考えられ

ると思いますので，私も「創造」とした方が良いと思います。 

 

（衣斐委員） 

 例えば，１９ページと２５ページで，助詞が，「を」と「の」と違いますよね。ページ

１９は「『すずか文化』を」となっていますね。２５ページで，「『すずか文化』の」に

なりますね。 

 

（河原委員） 

 助詞が違っていますね。 

 

（衣斐委員） 

 そこで受ける「創造」と「育む」という言葉も変わってきますよね。どちらかに統一し

ておかないといけないですよね。 

 

（河原委員） 

 こちらは，動詞形で終わって，片方は名詞で終わっているということだから「の」にな

ったんだろうと思いますけれど。 

 

（衣斐委員） 

 だから，片方を直したら，こっちも直ってくる。 
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（山田委員長） 

 そうです。だから文言を合わせないといけないですね。 

 

（衣斐委員） 

 すると，助詞も変わってくるわけですね。 

 

（山田委員長） 

 だから「育てる」形だと，「の創造」というところが「の育成」というように変わるの

では。 

 

（衣斐委員） 

 普通，「創造」という中には，もう「育む」というのは入っており，そんなに細かく分

けることはないですものね。 

 

（山田委員長） 

 どうでしょうか。 

 

（秋月委員） 

 先程の河原委員の言ってみえる事と同じになりますが，文化というのは，過去に有るも

の，過去に育んだものを次世代へそのまま受け継いでいくのではなくて，その時代，時代

によって，新しくちょっとどこか変えてみたり，そういう積み重ねが文化だというふうに，

古式に則って厳に守るというのも一つの文化かもしれませんけれど，市民と一緒にやって

いく文化というのは，やっぱり，日々何か新しいものを加えていく，或いは，削除してい

く。で，それが流れていくという事が大切だと思いますので。 

 多分，この人は「創造」という二文字の漢字が入っているので，もう少し柔らかくとい

うような意味もあるのかもしれませんけれど，ただ単に，過去のものを育てていくという

ことではなくて，その間に関わった我々が，何かを付け足したり，或いは，何かを取った

りして良いものをつくっていくという意味で「創造」という方が，私は良いと思います。 

 

（山田委員長） 

 中村委員さんいかがでしょう。 

 

（中村委員） 

 私も「創造」で良いと思いますけれど，創造ということで，今も色々なご意見が出たわ

けで，含まれるものは絶えず新しいものも創造し，例えばビジョンが１０年続くとしたら，
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当然，変化もしていき，変えるものもあれば続けるものもあると。それを一言で言うと，

もうやっぱり「創造」じゃないかなというように思うんですけどね。具体的に「育てる」

ということですが，文化は勿論，様々な年代に出てくるように，非常に様々なジャンルが

あって，それを含めて，という意味では「創造」と言う事が一番適切ではないかなと。だ

からそれは何かと言われるとね。 

 

（山田委員長） 

 そういう「育てる」と言う事も含めて「創造」という言葉を使おうというご意見が多い

わけですが，秋月委員さんどうでしょうか。 

 

（秋月委員） 

 お話を伺って，結構解釈がありますが「創造」というのは人の営みと言うのでしょうか，

ものを作りだす，その文化を育てる人を育むのが「育む」。 

 ですから，ちょっと「創造」と「育む」は違うのかと思います。それにしても，やはり

両方つながっていて，どっちかを代表させるとやっぱり「創造」なのかなという感じがし

ますね。ですから「創造」で，やはりいいのでしょうかね。 

 

（中村委員） 

 二文字入れて，「育て創造する」とか，或いは「創造し育てる」とか，別に違和感は無

いと思います。どっちかということじゃ無しに。 

 

（秋月委員） 

 「創造」という二文字の解釈には当然「育む」も入っています，ということをちゃんと

コメントを頂ければ，この方もご納得されると思います。 

 

（山田委員長） 

 回答の方に，この「創造」というのは，今までのものを皆切り捨てて全く新しいものを

つくるということではなくて，今までの文化を継承，そして育んで行きながら，常に新し

いものが生み出されていく。そういう意味を込めて「創造」と理解しています，というこ

とで書いていただくという事ですね。 

 他に先ほどの６番までの所どうでしょうかね，何かお気付きの点ありますでしょうか。 

 

（河原委員） 

 ５番の所で，優れたアーティストを学校に派遣するという項目でこの方は考えていらっ

しゃって，日常的に指導できる人材の派遣こそが大事なんじゃないかというご意見の所で
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す。鈴鹿市がどういうシステムで優れたアーティストを派遣しているのか，ちょっと，私

は分からないのですけれど。例えば，三重県では，学校に優れたアーティストを派遣する

ということはあります。それは，学校現場に熱意ある指導者，そういう核となるような指

導者がいて，呼んで欲しいということを要望するわけですよね。だから，優れたアーティ

ストを県のほうから一方的に派遣するという事はあんまり無いと思います。やっぱり，学

校現場に熱意ある指導者がしっかり核としてあって，こういうのを皆に聴かせてあげたい，

とか，俳句を子どもにつくらせたい，とか，ジャズピアノを聴かせたい，とかね，本当に

熱意ある核となる先生たちがいて，現場に合った要望を出すのですけれど。だから，「熱

意ある指導者を派遣する」というのは，プロ的な人を呼ぶというような事を言っているの

か，それとも，核となるような先生をいっぱい置けというのか，それだったら，今，小学

校でも中学校でも，かなり核となる先生と言うのか，熱心な先生がいっぱいいらっしゃい

ます。ちょっと，そこが分からなかったのと，熱意ある指導者の派遣というのは，プロの

アーティストそのものを日常的に在中するように，という意味なのか，ちょっとそこが分

からなかったのですけれど。 

 

（衣斐委員） 

 これは，教育委員会の夢工房というのを指しているのですか。 

 

（川北ＧＬ） 

 夢工房的なものなのかなとも思いますけれど。 

 

（河原委員） 

 学校側から要望が無くても，鈴鹿市が自主的に派遣するのですか？ 

 

（川北ＧＬ） 

 教育委員会さんの方で，着付け教室なり，昔の遊びを知って見える方とか，いろいろな

方を学校に派遣するという事業は行っております。中村好江委員さんも夢工房に行かれて

いますし。 

 

（河原委員） 

 それは，学校の要望が無いと持って行きませんよね。 

 

（衣斐委員） 

 学校からの要望が無ければ行かへんわな。 
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（河原委員） 

 だったら，「熱意ある指導者の派遣」というのはどういうことでしょう？ 

 

（川北ＧＬ） 

 常時いるクラブの監督さんのような指導者みたいなということであれば。 

 

（河原委員） 

 日常的にいて欲しいというお考えでしょうね，この方は。 

 

（山田委員長） 

 学校の先生で，そういうことに熱意ある方をちゃんと位置付けるようにという意味なの

かな，と私は思ったんですけど。 

 

（河原委員） 

 ちょっとそこが分からないですけれどね。 

 

（幸田部長） 

 昨年，岡田文化財団にお世話になった，リコーダーのドイツの方の演奏者を呼んでです

ね，その演奏者の方が，演奏前に桜島小学校の指導をしていただいたというような，そう

いう形のもので，演奏会がある時に時間があれば学校に行っていただくとか，指導を受け

るとか，そういう事は今後もやっていきたいなと思っています。そういうことも含めて，

指導者ですね，有名な方が講義をすれば，指導者の方も勉強になりますし，生徒も勉強に

なるというかたちですので。 

 

（秋月委員） 

 ちょっとよろしいですか。この５番も問題も，ＡかＢかではなくて，鈴鹿市には，日常

的に優れた指導者の方がいらっしゃるからこそね，子どもたちに啓発が出来る素晴らしい

文化人，アーティストを呼べると。そのことによって，子どもたちが物凄く啓発をされて

自分も将来こうなりたい，とかですね，その楽器を弾いてみたい，とか，そういう事も起

こりうるわけで，日常的に指導できる人材はある程度いらっしゃる中で，更に素晴らしい

アーティストを呼びたい，と。これは絶対両方とも必要なんですよね。ですから，この質

問をされている方は，日常的に指導できる方がいらっしゃらないという前提をとっていら

っしゃるようですけれど，そんなことは無くて両方必要なんでしょうけど，片側がとりあ

えず居ると考えた時には，一方では，優れたアーティストを呼ぶ事もとても大事ですとい

うように思うんです。これは，ＡかＢではなくて，ＡもＢも両方必要です。河原さんが先
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ほどおっしゃったように，呼ぶ方がいなかったら来ませんよね。ご回答としてはよろしい

のではないですかね。 

 

（河原委員） 

 そういうことですね。 

 

（山田委員長） 

 他によろしいでしょうか。修正のところは，皆さん，大体適切であるとお考えでしょう

か。 

 

（秋月委員） 

 ６番のご回答の最終的な結論が，最後の２行で文化拠点の一つとしての位置付けは難し

い，というご回答ですが，結構多くの市民の方が文化拠点を考えていらっしゃるというこ

とも事実ですね。市役所のホール，ロビーと必ず何か，今日も写真展をやっていますが，

これは明らかに文化拠点の一つなんですね。一つとして位置付けることは難しい，という，

文化拠点だけに位置付けるのは難しいのですが，鈴鹿市にたくさんある文化拠点の一つと

して，ここは位置付け，維持運営をしていきたい，とか，何かそんな答えの方が，私は非

常に嬉しいのですが。「たまたま，あそこが空いているから使わせてあげています。」じ

ゃ無いんですよね。 

 

（衣斐委員） 

 きっとあれは，市の方の管轄があるんでしょう。 

 

（江藤課長） 

 市の庁舎を管理している部署が持っているのですが，ここに書かせていただいたのは，

文化だけでは無くてまちづくりをやってみたり，いろいろな活動の報告とか，特に今，写

真展をしているギャラリーの事について，この方は意見を述べていると思うんですけれど，

そのギャラリーを使うこと自体が文化のみには使えないことだよということで，文化施設

の一つとして位置付けるのは難しいと考えます，と書いたのですが，今，委員さんがおっ

しゃってみえたように，やはり文化の発信としての一つの場所として使ってもらっている

のですから，位置付けは難しいというのは，やっぱり極端かなと，ああ，そうかなと。 

 

（秋月委員） 

 如何にもお役所的な表現ですよね。 
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（江藤課長） 

 僕も思ってしまったんですけれども。全部が文化に使えないけれど，文化の拠点の一つ

としては考えられるかな，と。 

 

（秋月委員） 

 出来る限り，市としても配慮し，というような表現が。 

 

（江藤課長） 

 そのようなことも書いておいて。 

 

（衣斐委員） 

 やっぱり，鈴鹿市民の意識は随分この新庁舎で変わったと思うんですよね。旧庁舎の時

は全く無かったですものね。新庁舎になって，お城の鯱もここへ持って来ましたし。おっ

しゃるように，拠点とまでは行かなくても，そういう文化的なものがここで起きていると

いう事はね。 

 

（秋月委員） 

 他の行政，市町村さんの庁舎と比べたら，格段に鈴鹿市は素晴らしいと思います。 

 

（江藤課長） 

 結構，使い勝手が良くって，結構，使っていただいています。 

 

（山田委員長） 

 だから，芸術文化の為だけの拠点というわけにはいかない，ということですよね。 

 

（丹羽委員） 

 文章が，前段の所に，市役所庁舎は，普通の利用以外に複合的な施設とうたっています

よね。複合的な施設が文化も含まれる，そういう気持ちもあるでしょうし，そういう意味

合いで使っておられると思います。だから，今言ったように，本格的な文化施設とは考え

られないけれど，そういう文化という面も併せ持った施設である，というように，位置付

けがあるのではないか，丸っきり市役所は違うのか，と言うとおかしくなってしまうので。

やはり，文化施設の一つを担う，ある面を担う施設でもありますよ，公的な施設なのだけ

れども，そういう要素も含まれていますよ，という事を表現すれば良いのではないですか。 

 

（河原委員） 
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 「既に文化拠点の一つとしての役割を果たしているともいえます。」と書いてあって一

番下に，「位置付けは難しい」と書いてあるから，この表現でかなり悩みました。だから，

市役所庁舎本来の機能を尊重しつつということは，やっぱり書く必要がありますね。第一

義は，そちらの方の機能尊重ですよ，ということは言いつつも，やっぱり既に文化拠点の

一つとしての役割も果たしている所なのです―というような事を言う方が良いですよね。 

 

（衣斐委員） 

 私は，下の３行要らないと思います。３行要らんということは，「利用には不便な部分

もありますことを，その点をご理解ください。」そうやって流しておいた方が。 

 あまり，上から目線ではどうかと思いますが。 

 

（河原委員） 

 あまりにお役所的な雰囲気がありますね。 

 

（秋月委員） 

 全くＮＧではないというような表現にすれば，ご納得されるのではないですか。 

 ３番は非常に私どもの事業と関わりのある良い項目だと思っておりまして，昨年の末に

２０周年をやりましたが，２０年間で約５千本のフィルムが収録をされています。いずれ

も，自然，祭り，市民の方々の出来事，それから，行政の動きと，そういうアーカイブ化

すべき映像が残っていますが，それは過去の資産として，これからは，それを使える形で，

データ保存も，それから再利用も，また，コンピュータを使ったデータベース化も，考え

ていくのですが，それはＣＮＳという放送事業者のカメラマンなり，取材陣が出向いて行

って，いろんな方から連絡をいただいて，取材に行って撮ったものですが，ここでおっし

ゃっているのは，多分，最近はデジカメとかですね，スマートフォンが，もうカメラ内蔵

で動画まで撮れてしまう。もう鈴鹿市２０万人の方が全てカメラマンであって，そういう

中で，いろんな出来事，市の隅々で起こっている事が，そこにいらっしゃる方が，そこで

取材し記録し送ってくれると。で，そういった仕組みを作って，皆さんが取材をした，撮

影をした，あるいは撮った動画なり，音声を送ることによって，それをデータベース化し，

残し，つなげていけるんじゃないの，ということをおっしゃっていると思うんですよね。 

 これについては，今まで，ＣＮＳがニュースとして色々取材をして残したものが沢山あ

りますけれど，これからは，こういったご意見をきっちり伺って鈴鹿市さんと色々協力し

てやっていかなくてはいけないのかなということを，実は実感しました。 

 是非，ご相談して，我々の出来ることはやって行きたいなと，これは，丹羽さんの所に

も何か関係するかもしれませんが。 
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（山田委員長） 

 １０年後を考えると，本当に変わって行くと思うので，そのように柔軟にね，対応でき

る形にしておかないといけないのではないですかね。では，その次，７番から１２番まで

お願いします。 

 

（江藤課長） 

それでは，７番から１２番まで，事務局案を説明させていただきます。 

 

 まず，７番では，ビジョンの全体的な事をおっしゃってみえるのかなという事で，現在

市内各所，各団体によって行われている文化的なイベント，行事を３～４年毎に全市をあ

げて集中的に開催する「すずか文化祭典の年」を設けて，市民や各団体の文化活動に係わ

る機会を増やし，人と人との交流を深めると共に各所でのローカルな行事の知名度を高め

メジャー化を図っていければと考えます，とのご意見に対しまして，私どもの回答は，今

の財政状況からみまして，かつてのような網羅的なものは中々困難ですので，テーマやジ

ャンルを絞り込む中で，活性化や知名度を高め，交流をはかる等「重点施策」として方向

性を整理いたしました。施策の実施にあたっては，ご意見をいただいた，「各所でのロー

カルな行事」を掘り起こしていくなどの手法や取り組みも参考に進める必要があると考え

ます。 

 

 次，８番。これも全体的，その他にも近いのかなという部分もあるのですが，歴史健康

ウォークの毎年開催。本市の優れた自然環境，文化遺産や地域資源を広く知ってもらう為

に毎年「歴史健康ウォーク」を継続開催する事を提案致します。実施に当っては中学，高

校生を含むボランティアガイドを配置し，名所旧跡の説明案内，各産品の試食提供ＰＲ，

市マスコットキャラクターと各コース名を入れたバッチの進呈等，官民産学が一体となっ

た「オール鈴鹿市」で心のこもった「おもてなし」をする事が重要だと思います。という

ようなご意見で，その回答で，３２ページに「ビジョンの推進に向けた文化資源の活用」

という所で，豊かな歴史的文化の存在と資源として活用することの重要性を取り上げまし

た。 

 観光資源として注目されるようになってきており，担当課から大手のツーリスト各社

へのコース提案の働きかけもあり，健康志向の向上とともにウォーキングコースに，市内

の歴史や，文化にゆかりのある所を取り入れたツアーが企画されるようになってきており

ます。ご意見は，関係課へも伝えさせていただきます。ということで，観光の課という意

味合いもございます。 

 

 次に９番目です。ビジョンの個所としましては，２７ページ。市政70周年記念行事の継
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続実施という事で，吹奏楽等音楽の祭典。小学生から社会人まで大変盛んでレベルの高い

吹奏楽を始めとする音楽を幅広い層が一堂に会し，各々のレベルで競う事は裾野を広げる

為にも意義のある事なので，音楽のまちにふさわしい行事として継続願いたい。とのご意

見でございます。回答といたしましては，今年の市政７０周年記念と前年のプレ記念とし

て，２年連続して開催しました。鈴鹿の街音楽祭は，出演者の方からも，いろいろなジャ

ンルの音楽が一堂に集まる音楽イベントは他になく，大変ユニークだと好評でした。今あ

る鈴鹿らしい文化の強みとして「重点施策」の中に取り入れさせていただきましたので，

実現に向けて取り組みをいたします。 

 

 １０番目です。その他の要素になりますけれど，市政７０周年記念行事の継続実施，と

いうことで，鈴鹿サーキットレーシングコース内ウォークの継続。７０周年の今年限りの

開催と聞いていますけれど，世界に名の知れたコースをウォークする事などめったにない

機会なので，継続開催を配慮頂きたいというようなご意見でございますけれど。市制７０

周年記念行事で開催されたコース内ウォークについては大変好評だったと聞いております。

ご意見は，担当部著であるスポーツ課に伝えさせていただきますという回答をさせていた

だきます。 

 

 次に１１番。これもその他の事になろうかと思いますが，これは市政５０周年記念事業

の整備でございます。これは，２０年前になりますが，市内にある史跡の説明案内板が，

２０年を経過し破損等で補修を要するものや市内観光地図に記載されていて案内版のない

ものの追加表示等の整備をお願い致します。表示板の設置されていない所は積極的に追加

表示をお願いしたい。というようなご意見でございまして，回答といたしましては，ご意

見に挙げていただいた案内板は，全ては把握できませんが，市制５０周年当時，地元で設

立された実行委員会が企画をして自主的に設置されたものと思われ，市が修繕等をするこ

とが出来かねます。また，案内看板等を市で設置する場合，目的や効果，かつ学術的な検

討も加えた上で設置することになりますので，ご理解を願います。担当部署にご意見を伝

えさせていただきます。としました。 

 

 次に，１２番目でございます。これも全体の事になろうかと思いますが，継承する人材

づくりの為に，ということで，文化力を高めるのに，文化力を高める環境を作る案として 

参加ポイント制や顕彰制度を新設し，日々の活動を評価し，刺激し合いながら意欲を高め

継承する人材を育てていってほしいと考えます。とのご意見でございまして，回答といた

しましては，ご意見のように日常生活の中で創作活動を続けておられる方を掘り起こし，

広く「すずか文化」を育み，活性化する為の効果や実施の必要性も含め，対象の範囲，公

平な選考方法，財源等を考慮して検討していきます。という答えにさせていただきました。
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以上でございます。 

 

（山田委員長） 

 はい。７番から１２番につきましては，７番と９番のように，重点施策になっているの

で，それで進めていきますという回答部分と，趣旨を受けとめて検討したり，担当課に伝

えるという部分があるということですね。１２番もそのような感じでしょうか。全体とし

て本文の文面に反映させるという部分は無いということですね。いかがでしょうか。 

 

（河原委員） 

 すみません。１１番ですが，これはよくある事だと思いました。こんなに歴史や文化の

豊かな鈴鹿市でもったいないなあ，ここに表示プレートというか，ステンレス製とかです

ね，そのようなものがあればいいのに…といつも思います。この前，県の企画で，中村先

生の地元の柘植で行われる斎王群行の企画をさせてもらいました。柘植には横光利一の住

んだ家がありますが，岡田財団の助成金で，その場所に綺麗なステンレス製の案内プレー

トを設置し，これは雨風にも耐え，写真もしっかり川端康成なんかの顔が見えていました。

すごく感動して，何かその町が本当に光り輝いているような気がしたんですよ。私が学生

時代に過した東京の場合でもそうです。私は豊島区とか文京区の場所に住んでいたんです

けれども，アパートのすぐそばに，山吹の里伝説の場というのがありまして，豊島区教育

委員会・文京区教育委員会などが，綺麗な説明プレートを設置してあるんです。ただの石

碑というかプレートなのですが，それを読むと，何かこう拝みたくなるような…ああ，こ

こに太田道灌が来たのだな…などと思い，すごく感動するんですね。だから，この説明板

ということで，書いた方，ものすごく細かく書いていらして，江島の若宮八幡のあれとか，

２，３，４とか，日常真摯に考えている方なんだろうな，と思ったんです。私，どれも腐

敗しているとは，ちょっと気が付きませんでしたけれども。今度，県で企画させていただ

くのが，遷宮の年ですので，外宮さん界隈，「遷宮の街を歩く」という企画をさせてもら

いますけれども，外宮さん界隈にも，ものすごく立派な，アクリルだとか，ステンレスと

かで出来ているプレートが立っています。お願いした講師で，私のサークルの会員ですけ

れど，その方に聞いたら，その方は，会議でこれを作るのは反対しました，という事を言

っていました。なぜかと言うと，こんな小さな案内板がいくらすると思います，と言うの

で，４，５万円かな，と言ったら，違うんですね。２，３０万円するんですね，１本。も

のすごく高かったみたいですよ。外宮さんのあたり，いくつもあるんですけども，それが

ものすごく高価なので，何か，神宮さんがお金持ちだから立てられるのか，国家から費用

が出るのか，何か分からないですけれど，伊勢市の会議では，ものすごく，彼女を含めて

反対意見もあったらしいんですね。だけど，今度，県民を連れて歩くにあたりですね，そ

れがあるから，値打ちが全然違うというか…単純な考えかも知れませんけれども，私もず
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っと下見で歩かせてもらったんですが，その一つ一つのプレートを読んでいて，そうかあ，

そうだったのか，と気付かされる事が多くて，物凄く説得力があるんですよね。鈴鹿市な

どでも，文化人の方などから，惜しい，惜しい，ここにプレートがあれば…という事をよ

くお聞きします。これだけは，私ちょっと言いたいなと思って今日来たんですけれど。柘

植においても，外宮さん界隈においても，あまりにも感動したものですから。私などは他

所から来た者で，鈴鹿の宝みたいなものをよく知りませんので，その場にあるプレートを

一生懸命熟読させてもらったら，そうか，そうだったのか，と理解出来るかと。腐敗しな

い物で作る必要があるんですけれど，ただ，物凄いお金が要るんだなということを思いま

したので，無理に鈴鹿市にお願いすることもできないのかなとか，それはちょっと気弱に

思ってはいます。この回答を見て，涙が出るほど共感したのですけれども。他所で余りに

も感動をしたものですから言わせて戴きました。豊かな文化を伝える一つのツールだなと

思いますので，出来たらメインな所とかに，素敵なプレートを立てて欲しいなという気が，

個人的にはあります。何か汚い板などで，風化しそうなもの，墨で書いた消えそうなもの

なんかを見ると，ちょっと泣けてくるんですよね。素晴らしい史跡なのになあと思って。

それですから，この方はものすごく追及して記録されていますので，大変，鈴鹿市の文化

のことを思っている方なんだろうな，と思いました。 

 

（中村委員） 

 これは，私ね，河原先生の話があったみたいに，ある団体の皆さんが，初めは岡田文化

財団に申請があったんですよ。で，私が「材質はどうするんですか」と言ったら「木で

す」と。「どのぐらい持つんですか」と。「何年持つか分からない」と。で，第１回目の

助成，たしか５０万円ぐらい差し上げたんですよね。すぐね，２，３年してね，駄目にな

ったんですよ。で，その２回目の時に代表の方に「言ったでしょ。そんなね，何年持つか

分からない」。 

 で，ステンレスにしたんですよ。で，先日，私，退任したんですけれど，見に行きまし

たら，殆ど変わらないんですよね。ああいう物をいろいろ５０周年の時に，行政の５０周

年だからやってもらったんだけど，その後のお守はね，その後，どなたがそれを管理して

維持していくことを，どこがやるんですかという事がはっきりしていたら，こんなに傷む

までに何らかの手を打つと。主体性の内ですね，何か行政頼みで，もう，駄目になったら，

こういう事にならないように，今後は，一つひとつこれからですね。それこそ，いっぺん

にやろうと思っても大変ですやろ。所管の部署もありますけどね，こういう機会に，７０

周年だったからどうしてかということは，これが含まれて無かったと思うんですけれど，

やはり行政にやってもらったら，そのままでね，もう放置しっ放しということがこういう

結果になったんですよね。確かに気がつかれたのは，主張というか，素晴らしい事やと思

うんですけれど，維持管理がね。道路標識やらいろんなものを見ても，そのようなものは
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沢山ありますよね。もう少し何とかしたら良いのになあとかね。すみません，もう一つね，

この７０周年が，７番も９番も１０番も出てきますね。これは取りまとめて，私はですね，

この７０周年の記念行事では素晴らしい事をされました。じゃあ，その次１０年。こうい

う意見全部まとめて，このビジョンが，今から始まって１０年先に８０周年が来ますよね。

だから８０周年に向けた，一つの，この文化振興ビジョンの有り方みたいな，何か目標を，

７０周年の経験も生かして，そして，もう既に１０年先の準備ぐらいはですね，目標に立

てるぐらいのビジョン，それが夢かなと思うんですよね。そういうことをちょっと織り込

んでやると，市民の人，パブリックコメントをされた方もほっとするんじゃないか，とい

うことが，一つ考えられました。 

 

（丹羽委員） 

 担当部署に伝えるとかね，担当課に伝えるという一連の中から，ちょっと違和感が，い

かにも役所的だなあ，という気がするんですがね。この意見を寄せられた方が，じゃあ，

担当部署に伝えてくれた結果，担当部署はどう言っているんだと，いう事まで含めて回答

してあげた方が良いような気がしますね。頭からご意見を担当部署に伝えますというのは，

どっかのね，ここの所の窓口で，たらい回しになっている感じがするので，この表現は，

他の所はあまり出て来ないんですけども，この中から，３か所から４か所ぐらい出て来る

ので，えらい冷たい言い方だなあ，という感じがするのですよ。これ，ちょっと表現を変

えるかね，もう少し突っ込んで担当課があるんだったら，担当課はこう言っていますよ，

という事ぐらい，骨を折って回答してあげるというのが良いんじゃないかなというふうに

思います。出来ない事は出来ないで良いんですけれど。担当部署に伝えますというのは，

ちょっと冷たい感じがします。 

 

（向井委員） 

 ７０周年でやった記念行事について，今後はどうなるのか。記念行事として終わらず継

続して欲しいとのこと，私もどのように継続していくのかなと思います。「担当部署に伝

えます。」では終わってしまうものもあると思いますので，そこのところは色々な角度か

ら検討して欲しいと思います。 

 

（山田委員長） 

 ８０周年ということについてはどういう形ででも何か触れた方が良いような感じがしま

すね。それと担当部署の件ですね。担当部署の方は可能でしょうか。部長さんいかがでし

ょうか。そういう事，可能でしょうか。 

 

（幸田部長） 
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 意見としては市民の意見箱というのがありますし，関係部課と調整した回答もやってお

りますので，それは可能だと思います。 

 

（山田委員長） 

 ありがとうございます。他にいかかがしょうか。 

 

（衣斐委員） 

 よろしいですか。ずっと以前から思っていますけど，文化ビジョンのこれは，すずか文

化という言葉が沢山出て来ますけれども，すずか文化課みたいなものを一つ置かんと，も

う無理なんです。私，もう今の文化課と文化財の関係を色々やり取りをしていますけれど，

もう文化課も沢山のものに関わっていますので，やっぱりすずか文化課みたいなものを一

つ置いて，そこを窓口にしてやっていかんと。現実に，例えば，神戸城の案内を見ると，

商工観光課へ来て，今度，観光課から私の方へ行け，というので，結局，私一人が，今年

になって，２回も３回も引っ張り出されますやろ。やっぱり窓口が一つでないと，特に県

外からこれだけ鈴鹿市に入って来ると，何かやっぱり窓口を一つにしてもらって，いろい

ろなやり取りをしないと。この間，ジェフリーでもトラブルがあったようにですね，やっ

ぱりちょっと無理やと思いますね。だから，将来８０周年の時には，すずか文化課みたい

なものが出来ると，作るという目標を持ってやって行くと，この１０番とか１１番とかが

少しずつ解決していかへんかなという気がしますけど。 

 

（山田委員長） 

 また少し前に戻る事も結構ですので，もう少し進めて行きながら，議論していきたいと

と思います。では，１３番から１７番まで，お願いします。 

 

（江藤課長） 

 １３番です。ビジョンの該当箇所は，４ページになると思います。ビジョンの見直しに

ついて，今後１０年の間には，新しい文化の出現も，予想されますので，もう少し短い期

間，例えば５年程で，ビジョンを策定されても良かったのではないか，とも思いました。

とはいえ，国の基本法に沿っているので，しかたがないのかな，とも思いました。という

ことで，回答といたしまして，文化の醸成には，長期間にわたる文化活動や蓄積が必要で

あると考えますが，近年の社会情勢の急速な変化も考慮し，３年を目途とし調整や修正の

時期を考えます。というような答えです。 

 

 １４番でございます。ページ６から１３ページのビジョンに該当するかと思います。考

古博物館の一部でしか，既存の鈴鹿市の施設では，体験型のアトラクション的なモノがな
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いのは，一市民としては少しさみしいです。というような，ご意見をいただきました。回

答ですが，期間限定ですが，考古博物館や伊勢型紙資料館での体験教室，考古博物館での

観月コンサート，文化会館のプラネタリウムでは，実際の天体観測会や，七夕，クリスマ

スのコンサートや朗読会などが行われています。今後も，興味を持っていただけるユニー

クな企画を取り入れるよう努めます。 

 

 次が，１５番で，ページ４，ページ２６から２８についてのご質問でございます。重点

施策の目標を達せられるよう，鈴鹿市はPlan-Do-Seeをおこたらず，しっかりと事業を進

めていただきたいです。という事で，答えといたしましては，市の事務事業評価等と連動

して，進行管理を行いながら，事業を進めてまいります。また，ページ４の下から３行目

に，庁内組織による目標管理に取り組む内容の文言を加えました。 

 

 それから，１６番でございます。３０ページと全体です。鈴鹿市内には大工場が，いく

つかありますので，各工場内の福祉厚生部門や労働組合等に働きかけて，市内の文化施設

や事業について，ＰＲされたり，売りこみをかけたりして欲しいと思います。とのご意見

に対しましては，市や鈴鹿市文化振興事業団のイベント周知の際もＰＲをしていきたいと

考えております。という答えでございます。 

 

 それから，１７番目はですね，ページ４６。参考資料を見せていただいて， ページ４

３の，これは，パブコメの時の４３ページですが，委員名簿の中に知っている方がみえた。

応援とも解釈できるのですが，委員さんにご確認をさせていただいて，原文自体を掲載す

るかどうかという事を，先ずお聞きをさせていただきたいと思います。回答といたしまし

ては，ご意見に有りました委員をはじめ，他の委員からも有意義なご意見，ご助言をいた

だきました。 

 委員会の内容は，鈴鹿市ホームページでご覧いただけます。場所は，鈴鹿市ホームペー

ジの TOP ページ＞行政ガイド＞情報公開・市民の声＞審議会の開催と会議録 です。で

ございまして，先ず，委員さんのお名前を質問の所に表示させていただいて良いのかどう

かというのは，ちょっとご判断いただきたい所でございます。以上でございます。 

 

（山田委員長） 

 １３から１７という所ですが，いかかでしょうか。１か所，１５番は，本文の方を付け

加えたという事ですね。４ページの所ですね。 

 個人のお名前なので，ご了解いただければ，パブリックコメントにそのまま出すという

事ですが，ちょっとという場合は，事務局も考えていただくという事ですよね。 
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（委員） 

 あまりストレートにですね，多くの委員の皆さんからも，色々議論をされて良い意見を

いっぱい頂いているんで，私の意見が多く反映されることを望みます，というのは，適切

ではないと，私自身は，削除していただいて，委員の一人としてね，そういう人もいると

いうことを，分かっていただければ良いんじゃないかなと思いまますので，考慮してくだ

さい。 

 

（江藤課長） 

 お名前は，パブコメの回答を出す時に削除させていただきます。 

 

（委員） 

 省いてください。お願いします。 

 

（中村委員） 

 １４番，１６番はですね，色々な催しや行事を沢山されているのだけれども，それが十

分伝わってないという点で共通していると思うんですね。もう少しこれは，市民の方にど

ういうツールでお知らせをするのが良いかというのは，色んな手段が有ると思うんですけ

れど，それぞれ開催をされたりする団体さんが情報発信しないと，なかなかマスコミを取

り上げてくれないし，それをどのようにサポートをしていくかと。 

 文化振興事業団の業務課，芸術文化協会とか，それぞれの施設，館がやられるのは，そ

れなりに情報発信されていると思うんですけど，なかなかそれが市民の方に伝わってない。

本当に沢山の色んな行事されているんですね。もう感心なぐらい。それが，やっぱりもっ

と市民に知っていただけるような広報誌と言うんですか，市政だよりというのか，そうい

うものもそうなんですけれど，なかなか見てない人もいるんですよね。やり過ぎるぐらい

しても見てない。私は岡田文化財団を退任しましたけれども，公募助成を中日新聞と朝日

新聞と伊勢新聞にやるんですけれど，この１ページにドンと出しても，瞬間にその日の新

聞見ないとさっぱり駄目なんですね。感心の有る方は必ずホームページを見ますからね。

で，この間も，結果発表も何人か私に問い合わせがあって，いつ発表されたんですか，な

んて言われるんです。新聞はもう仕方がないですね，その日一日ですから。だけど色んな

ツールで情報発信しているんですけれども，まあ，そんなもんかな，というふうにしか思

えないんですけれど。それこそ，このビジョンもそうですし，これから始まります，色々

月別の。或いは年度別の行事等がどれぐらい市民の人に知れ渡って，新聞なんかは開催さ

れました，なんてね，終わりの情報が多いんですよね。だから，やっぱり事前に，いつ，

どこで，何が行われますよという事を，もう少し，これは行政さんだけで無いんです。事

業を開催するそういう団体さんが，必ずそういう事を頭に置いてやっていただくというか，
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事業と連携した形で同じ情報が出るようにしてやらないと。ちょっとその辺を上手くまと

めていただいて，双方へ，皆，頼む，頼む，というのでは無しに，自らの開催についての，

情報を出すという事を心がけて欲しいと。 

 

（向井委員） 

 周知する事，その方法が大事だと思います。方法の例として，広報すずか・ケーブルネ

ット鈴鹿のすずか情報チャンネル（イベントなど先取り情報など）・情報誌ベルブ・情報

誌スズカヴォイスエムマガジンなど沢山あります。最近，ケーブルネット鈴鹿の情報チャ

ンネルとスズカヴォイスＦＭ局とでタイアップして，画面と声で別の内容ですが，情報を

流すことを考えているそうです。 

 

（秋月社長） 

 ２月からです。 

 

（向井委員） 

 広報すずかに色々な行事の案内が入っていますが，先程言われるように瞬間というか，

見なかったという状況が多いように思います。どのようにしたら皆さんの目にとまるのか

なと，沢山行事があるのにもったいないと思います。今年は商工会議所女性部は伊勢型紙

について勉強する予定になっています。新聞に型紙の展示会がショッピングセンターであ

ると書いてあったので見に行きました。また伝統産業会館で型紙について講演会があると

教えてもらいましたので聞きに行きました。興味があり早くから教えてもらっていると予

定をたてて行くようになります。松波建四郎さんの講演会にも行かせてもらいました。年

配の人がかなりきていました。誘い合わせてこういうセミナーに沢山の人が参加してもら

えば良いと思います。鈴鹿市には市の行事また民間がやっている沢山のイベントなどがあ

りますので少しでも早く知ることができ，また沢山の人に参加してもらうようになるとい

いなと思います。 

 

（山田委員長） 

 年配の方は，なかなか難しいのかもしれませんが，若い人だとやっぱり，フェイスブッ

クだとか，そういうソーシャルネットワークを使ってそこにダイレクトにそれぞれに情報

を流すということも必要なのではないでしょうか。鈴鹿文化情報ネットワークというよう

に定期的に鈴鹿市ではこんな事やっていますというような情報提供があるといいですね。 

 

（中村委員） 

 市の方で，市報が出ますよね。例えば，私は伊賀市なんですけれど，社会福祉協議会の
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方からも毎月出てくるんですね。後は農協ですか。そういうものの中に，文化施設とかい

ろいろな団体さん，それから公開されている諸施設，佐佐木信綱や大黒屋もそうですし，

いろいろ有りますよね，そういう施設とか，或いは会館とか，いろんなホールとかで，今

月は何をしていますよと，これは毎月出すわけにはいかないから，３か月ぐらいの，いわ

ゆる保存版というんですかね，見て捨ててしまう物じゃなしに，定着すればこれは見ると

思うんですね。そうすると何処で何時，何をやっているか，あ，この時，これをやってい

る，行ってみようかと，チラシ一枚，ぴらっとめくるんじゃ無くて，その都度，４半期で，

市のそういう文化関係の，勿論，文化ばかりじゃ無いんですけど，そういうものが出来る

と，勿論これお金に関係するから，予算無いからノーです，と言われたらそれで終ってし

まうんですが。もっとそれは，芸術文化協会もそうですし，文化振興事業団さんも，いろ

んな団体さんにも，何でも無料で市におんぶということではなくって，やっぱり自らもそ

れぞれの館もね，多少なりとも負担をするなりなんなりするなどして，そういうツールを

きちっと作っていくということが定着をするともっと広く市民で知れ渡ると。これ，どこ

の市もしていないんですよ。私が財団にいてですね，昨年からもう一年になるんですけど，

三重県の博物館協会に加盟している約６９施設に全部投げかけて，４カ月ごとにしたので，

年３回なんですけど，今，３回分が３月で終るんですけど，基本的には，岡田文化財団の

間接的助成ということで，私がやりかけたんですけれど，約４０館ぐらいから来ましたか

ね。勿論鈴鹿市も来ていますけど，沢山来てもらっているんですけど，それを，各施設に

情報をもらった所じゃなしに約６９ある所へ，全部無料配布をした訳ですよ。撒くとして

も５万枚ぐらいですからね，沢山来館者が多い所では早く無くなるし，残りましたという

所もあるんですが，そういう事をやって，県は単独で，県の施設だけやっているから，そ

んなん，おかしいやんか，と文句を言うたんですけれど，その他の民間施設が沢山あるも

のを，岡田文化財団がそういうふうにツールを作ってですね，配布した。で，皆さんね，

アンケートにね，書くんですよ。やっぱりね，何処へ行っても皆置いてありますでしょう。

するとね，あそこへ行って来た，と。ここへ行って来た，と。来館者も結果的に増えたと。

変わらん所もありますよ。変わらん所は中身の無い展覧会か，ずっと続けておるから，年

中続けておるから来なくなるわけですから，やっぱり，三ヶ月なりね二ヶ月で変えている

所は増えました，と言うわけですよ。だから，具体的にそういうものを何か，ビジョン策

定の結論としてはですね，やっぱりそういう新しいツールも作りましょうと。いっぺんに

出来ないと思うんですよ，いろんな関係があるから，予算が無いから，もっといろんなス

ポンサーを集めて来て，協力してやろうと。で，誰がこれをするの，という事なんですよ。

行政の文化課の担当の部署に言われてもなかなか出来ないでしょう。そうしたら，鈴鹿市

文化振興事業団が，よしうちが，やろうかと。お金は何とか皆で知恵を出しましょうとか

ね，ということが，手を挙げてやる主人公が居ないと出来ないですよね。いろんなアイデ

アが出ても。だから，是非そういう点を，多くの施設，或いは多くの団体さんが，行事を
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する事は，なかなか知れ渡って無いという事はどう解決するかというのは，一つは，そう

いう事もね，或いは，勿論，マスコミさんにも協力してもらうんですけども，目に見えた

具体策ではないかな，と。それも，今年度終ったけど，岡田文化財団へ助成をお願いした

ら良いんですよ。個人とか一団体じゃ無しに，全体としてやろうという事ですから，ちょ

っとお話が長くなって申し訳ないんですけれど，昨年１０月に，四日市の田中市長の発案

で，一年前から取りかかったんですけれど，ファミリー音楽コンクールというのをやった

んですよね。で，全国公募なんですよ。北海道から鹿児島まで，応募があったんですね。

それはイオンの店頭に，チラシ，ポスターを３百店舗ぐらい貼ったんですよ。それで，各

種音楽団体にも全部情報を出して音楽の友という業界で一番有力な所にも出して，結局９

２件応募があったんですよ。９２件ですね。当日１６団体さんに絞り込む予備審査をさし

ていただいて，１６組が全国から集まったんです。それを２時間かけてコンクールをして，

その大成功，それに岡田文化財団が２百万円，特別に助成というよりもファミリー音楽コ

ンクールの支援をして，で２回目，また，今年の１０月の３０日か２０日にやるんです。

また，２百万円頂いて。で，岡田が２百万円出しているから，民間の企業さんもずっと集

めて，４５０万円ぐらい優に集まるわけですね。で，第２回やるんですわ。だから，いろ

いろそういう事で支援の在り方はあると思いますから，私は離れた立場ですけれども，先

輩としてね，これに関わった以上はね，後押しでしてね，少し。そういう手も有るし，予

算が取れないから，駄目です，見送りですと言うだけじゃ無しに，やっぱり，これ，何ら

かの形で前進をさせて行かないとですね，それこそ，そうしないとこのビジョンが達成出

来ないと思うんですよね。これで終わってしまうんですよ。ま，第２次はそのようになら

ないように，以上です，すみません。 

 

（山田委員長） 

 他にいかかでしょうか。 

 

（秋月委員） 

 今，いろんな貴重なご意見をいただきまして，改めてメディアとしまして，情報発信に

対して，我々のネットワークと言いましょうか，メディアを使ってもっと発信力を高めな

くてはいけないなと。鈴鹿市さんは情報発信を一生懸命やってらっしゃる。で，市民の

方々との接触率をどう高めるかという事で，メディアとしては，先ず広報すずかさんがあ

って，その後，ボイスさんの，ボイスマガジン，最近は，ボイスさんといろいろ一生懸命

コラボレーションをやっていますけれども，２月からコミチャンのバックグラウンドにＦ

Ｍ流しています。そうしますと何か仕事をしながら，画は目を使わなければ見えませんが

音は聞こえますからね。そこで例えば，文化振興事業団のけやきホールで今週これやりま

す，とかね，来週これやります。そういうのが流れて来る。ぱっと見ると文字情報も流れ
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てます。そういう事も含めてですね，鈴鹿市さん，本当にいろんな事をやってますよね，

ただ，それが市民に伝わらないというところが，まだ，情報の発信の伝え方，発信はされ

ていますけど，その伝える手段とか伝え方がまた足りないのかなということで，我々もい

ろんな他のメディアさんとも協力して，やっていかなければいけないなと今の中村さんの

お話を伺って強く頭に入った訳です。それから，四日市さんのファミリーコンサート，な

かなか羨ましいなと思ったんですが，青井さんも一生懸命やってらっしゃって，鈴鹿市も

７０周年で鈴鹿音楽祭をやられましたよね。あれは，本当に素晴らしくて，何チーム集ま

りました。 

 

（青井ＧＬ） 

 チーム的には，４，５０ぐらい集まったかなと。 

 

（秋月委員） 

 ４，５０チームが二日に渡って演奏されたんですよね。で，もう老若男女，様々な方が

来ていましてね，私初めて今回，視聴させてもらいましてね，素晴らしいなと思いました。

財団さんの方にも，ご是非，支援をまた頂けるようにお願いします。そんな事で，結論を

言いますと，情報発信されたものを如何に伝えるかという，そういう接触度を高める為の

役割をもっとやらなきゃいけないなと思いました。 

 

（山田委員長） 

 そうしたら，１８から最後まで。よろしくお願いします。 

 

（江藤課長） 

 はい。１８番です。ページ１からページ４です。第５次鈴鹿市総合計画や第３期行財政

経営計画の関連部分の抜粋があり，ビジョンの位置付けや期間がとてもわかりやすかった。

と，ご意見をいただきました。回答といたしましては，全体としても分かりやすいビジョ

ンとなるように努めます。ということでございます。 

 

 １９番です。３２ページが該当してきます。戦争遺跡がもっと登録文化財となるように

県と協働して積極的な取り組みを実施して欲しい，とのご意見をいただきました。回答と

いたしまして，今後も戦争遺跡に限らず，５０年を経過した歴史的建造物に関しまして所

有者様に登録制度へのご理解をいただくよう努め，数を増やしていけるよう取り組んでい

きたいと考えています。とお答えします。 

 

 ２０番，３３ページが該当すると思います。平和教育の拠点となる平和資料館を設立し，
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観光資源としても活用していただきたい。とのご意見をいただきました。回答といたしま

して，文化芸術に収まらないご意見ですので，平和教育に主眼を置いた資料館建設に関し

ましては，中長期的な視点での検討が必要であり，関連する部署へご意見をお伝えいたし

ます，ということです。 

 

 ２１番，これは，ページ３３に該当するかと思います。三重県立美術館開館30周年記念

「世界が恋した日本のデザイン」「極小の宇宙 手わざの粋―伊勢型紙の歴史と展開―」

に参加した。型紙職人の方々への尊敬の気もちがあふれ，本当に感動した。館長はじめ，

職員の企画のセンスにたいへん感謝している。「伊勢型紙資料館」や「大黒屋光太夫記念

館」は，予算を増額し，全国，世界に情報発信すべきである。とのご意見をいただきまし

た。答えといたしましては，貴重な伝統技術や先人の功績について，今後も保存，発信に

努めてまいります。また，関連する部署へもご意見を伝えさせていただきます。 

 

 ２２番でございます。これは，その他の項になるかと思います。鈴鹿市文化振興基金に

関して，第２次鈴鹿市文化振興ビジョンに明文化されていないが，重点施策に入れてはど

うか。ということで，１番で，鈴鹿市文化振興基金創設の経緯について。同じく，使用目

的について。同じく，活用方法等について。同じく，これまでの活用実績について。同じ

く，残高について。それから，新たな積み増しについて。市民に対し文化振興基金活用事

業の公募をする必要性について。とのご意見をいただきました。答えといたしましては，

ビジョンの重点施策で取り上げている目標を具体化していく為，鈴鹿市文化振興基金設立

の目的に沿ってその活用方法を検討していきます，と。 

 

 ２３番目。これが，ページ２６から２８ページでございます。行政主導型の鈴鹿市民文

化祭・鈴鹿市民音楽祭の復活を重点施策に入れてはどうか。かつて，市民文化祭・市民音

楽祭の事業復活を重点施策としてビジョンに謳いこむべきではないか。とのご意見をいた

だきました。この回答といたしまして，かつての事業の復活ではなく，財政や多様化した

価値観など，今日的な課題と方向性を考慮して，市民の自主的な活動の為の環境づくりや，

文化芸術に親しみ，参加や交流のきっかけづくりとなるような取り組みを重点施策の目標

としてあげさせていただきました。 

 

 最後に２６番です。２６ページが該当するかと思います。鈴鹿市文化賞の創設について。

現在鈴鹿市には，優れた文化人や文化団体を顕彰する制度がなく，鈴鹿市文化賞を制定す

ることを，第2次鈴鹿市文化振興ビジョンの重点施策に入れてはどうか。ということでご

ざいまして，回答といたしましては，ご提案をいただいた，表彰制度については，実施の

効果や必要性を含め，対象の範囲，公正な選考方法，財源等を考慮して検討していきます。
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と答えさせていただきます。以上です。 

 

（山田委員長） 

 はい，どうもすみません。１８番以降なんですが，関連部署ということでは，文言を考

えたいと思います。他にいかがでしょうか。 

 

（衣斐委員） 

 この２４番ですけれど，文化賞の設立については，芸術文化協会の方にも同じような意

見が寄せられていまして，確か，総会で一度かけて，というような事を事務局長さんから

聞いた覚えがあるのですけれども，そのへんのところは，課長さんはお聞きありませんか。 

 

（江藤課長） 

 私は，その事については聞いてないです。 

 

（衣斐委員） 

 その提案された人，芸文協の事務局の方に提案が去年あったそうです。で，芸術文化協

会の中で市政７０周年の時にしてもらったらどうかという事で。しかし，それはもう一度

振られてきて，それは，芸文協の方で意見をもんでくれということを，一度，今年の総会

あたりで，そういう提案を出してみようかということを，ちょっと聞いたことがあるんで

すが。だから，ちょっと文化協会とも相談の上とか，文言を入れるかどうか，私も判断に

迷うんですけれど。なかなか市の方でね，こういうのをするのは，ここに書かれてあると

おり，ちょっと難しい一面もあるんですけれども，芸術文化協会の中ならば，各ジャンル

で推薦委員会をつくってですね，かなり具体的にこれはできると思うんです。 

 

（中村委員） 

 これは，今は，鈴鹿市さんは，何か芸術文化に関連した功労者の賞とか何とかいうのは，

一切無いんですか。 

 

（衣斐委員） 

 無いんです。その方の意見はですね，四日市はあるそうですので，四日市に準じた事は

どうですか，という提案やったと思います。 

 

（山田委員長） 

 津市もありますね。 
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（衣斐委員） 

 そうすると，四日市も津も行政がやってみえるんですか。 

 

（山田委員長） 

 津は行政ですね。 

 

（中村委員） 

 四日市も行政です。だから一度先ずそういう県内各市のものを参考にして，やるかやら

んかというか，時間もかかるでしょうから，もうちょっと，こう温か味というか出来れば

やれる方向に向けてね，検討作業というか，そういう内容に仕上げたらどうですか。当然

有った方が良いと思うし，これからは，やっぱりそういうものはきちっと検証してあげれ

ば良いなと思いますし。 

 

（衣斐委員） 

 芸文協で意見が出た時，私もお聞きしたんは，何かその方はですね，やっぱし生存者の

中ではいろいろ各ジャンルで難しい面が有るんですって。物故者やとあんまり文句出ない

んですね。 

 

（中村委員） 

 そうですね，今まで無かったものを立ち上げてスタートするとですね，それは難しいと

思いますけれどね。市長さんのお考えもあるし，議会もやっぱりあれでしょう。 

 

（江藤課長） 

そうですね。はい。 

 

（中村委員） 

そうでしょう。いろんな手続きを踏まなければいかんと思いますから，やっぱりそろそ

ろ検討の土俵に上げられたら，いかがですか。 

 

（衣斐委員） 

 しかし，まずは，芸術文化協会が，もしこれをしたら，その必要は市の方では無くなっ

てきますものね。 

 

（江藤課長） 

 そうですね。範囲がすごく広いというんですかね，基準とかですね，そういうのがやっ
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ぱり，非常に難しい所が有りまして，何か賞をもらっている人が，今から表彰をすると，

前はどうだったのか，という事も出てきますし，いろんな考えがあると思いますけれど。 

 

（衣斐委員） 

 芸文協なら問題は無いですね。 

 

（江藤課長） 

 そうですね，そういう事は。芸文協さんであるんでしたら。 

 

（幸田部長） 

 ５年に一度ですけど，市政功労の中でそういうのを拾っていきたいなと思っています。 

 

（山田委員長） 

 そういうのも有るんですね。５年に一回。 

 

（衣斐委員） 

 市政功労の中にも文化が有るんでしたか。 

 

（幸田部長） 

 文化功労ございます。 

 

（中村委員） 

 そちらの方で。 

 

（幸田部長） 

 ただ，５年に一度ですので。 

 

（中村委員） 

 タイミング悪く亡くなってしまったら。 

 この文化振興基金というのは，ちょっとご説明していただけますでしょうか。 

 

（江藤課長） 

 これはですね，平成３年当時に設立されたものでありまして，文化の振興の為にお金を

集めようという事で，民間の方からですね，お金を頂いて，頂いたその同じ額を市も出し

て，その基金の果実で運用しようという事で，平成３年から平成６年にかけて集めたもの
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なんですが，一度「埋もれ木」という映画が来た時に，そのお金を使ってですね，その時

に備品を買って，それが何かいろんな苦情をいただいてですね，そのままずっと今残って

いるということで，基金として残っているんですが，今の利子の少ない世の中ですので，

その利子を使っていくということは中々難しいという事で，今，お金を置いたままである

ということです。 

 

（中村委員） 

 幾ら有るんですか。 

 

（江藤課長） 

 １千９百万円ぐらいです。 

 

（中村委員） 

 ２千９百。 

 

（江藤課長） 

 １千９百です。１千９百あるんですが。 

 

（中村委員） 

 それはもう話にならないぐらい。１億か２億とか。 

 

（江藤課長） 

 当初は，利子を使っていくという。やっぱりこれだけ有るものですから，こういう時代

ですので有る程度ビジョンの実現に向けて，何とか市の方も取り崩してですね，会計の方

へ入れてやってもらえないかと交渉をしているところです。そういうような事も，議会の

一般質問に出ましたので，それを聞かれて質問をされたと思うんですけれど。集めたのは，

平成３年から平成６年までの４年間ぐらいという話です。 

 

（山田委員長） 

 だから運用資金にはならないということですね。 

 

（中村委員） 

 ならないですね。 

 

（山田委員長） 
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 全体でも結構ですので，今までご意見をいただきましたけれども。 

 

（江藤課長） 

 ご確認をいただきたい事がもう１つありまして，最初の方に説明をさせていただきまし

た，前回の委員会などで，色々なご意見をいただきまして，直した所がありまして，これ

が，２２ページの上から５行目の所ですね，「楽しむ」という言葉を入れさせていただい

たのとか，２３ページ，これも上から説明文で，４行目の所で「いきます」を「いくこと

を目指します。」とか，２３ページの一番下の欄ですが，「文化財巡り」ということしか

書いてございませんでしたので，「文化財巡りのための情報発信」というようなことを入

れさせていただきました。それから，２４ページでございますが，一番最後の３行，文化

環境の整備という所で，「文化施設のアクセスの整備」「文化施設と観光資源との連携」

「高校・大学等教育機関との連携」というのを入れさせていただきました。それから，２

６ページでございます。これは，説明文の上から２つ目，「ふれあえる」を「ふれること

ができる機会」の文言をいれさせていただきました。２９ページでございます。２９ペー

ジの方は，丁度真ん中あたりでございますけれど，固有名詞を入れさせていただきました。

「佐佐木信綱顕彰会，大黒屋光太夫顕彰会，鈴鹿市考古博物館サポート会などが活動をし

ており，」というように具体的にさせていただきました。それから，３０ページでござい

ます。下から５行目です。大学や「工業高等専門学校，高等学校」こういう名前を追加さ

せていただきました。３２ページございます。真ん中ぐらいにアンダーラインが引いてあ

る所で，これも追加いたしまして，「国登録有形文化財の旧北伊勢陸軍飛行場掩体，佐佐

木信綱生家など」こういうことを具体化させていただいたのと，それから３行下，「観光

資源として」と，観光の言葉を追加させていただきました。 

 

（山田委員長） 

 他にご意見いかがでしょうか。ビジョンの最終的な文言ですけれど，今日の議論でもか

なり重要なご指摘をいただいていると思います。先程の８０周年の問題をどういう形で入

れるかとか，関連部署の問題とか，広報の新しいツールの話とかですね，いろいろ重要な

ご指摘をいただいているので，本文の所も何らかのかたちで改定していきたいと思います

けれど，こちらにつきましては，事務局と衣斐委員さんと私と相談させていただきながら

進めさせていただいて，そして確定する時には，できれば委員さんにメールでもですね，

先にお知らせをさせていただいて，こういうかたちで良いですかと，いうような確認もさ

せていただければなあというふうに思いますけれど，そういうかたちでよろしいですか。 

 

（江藤課長） 

 パブコメの回答も，ビジョンの内容につきましても，公表する前には，必ず先に委員さ
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んにお目通しをいただきますということでお願いをいたします。 

 

（山田委員長） 

 そういうかたちで，まとめていくということで，よろしいでしょうか。 

 そうしましたら，４番目の編集後記について事務局の方から現状をよろしくお願いしま

す。 

 

（川北ＧＬ） 

 お忙しい中，編集後記，ご迷惑をおかけしております。まだの方もみえますもので，欠

席されている方への連絡も含めて，１週間をとらせていただいて，２月４日月曜日を最終

とさせていただくことで，印刷の打合せをさせていただきたいと思いますので，よろしく

お願いいたします。以上です。 

 

（山田委員長） 

 ほぼ最終的なものが出来て皆さんにお送りする時に，この編集後記の方もちゃんと入っ

た形で皆さんに確認をしていただくので良いと思います。では，その他についてよろしく

お願いいたします。 

 

（川北ＧＬ） 

 会議の内容は，先ほどのように確認をさせていただいた後，市のホームページで公開を

させていただきます。ご承認をいただきました氏名につきましても公開をさせていただき

ます。パブリックコメントの公開も，今日の会議より先にホームページに出したり，後先

するより，見られる方が経緯を分かるように会議録と同時に公開させていただこうと思っ

ています。ビジョンにつきましては，発行を本年度３月末の印刷になるかなと考えており

ます。申し訳ないのですが，ビジョンを皆さまにお届けするのが，ひょっとすると申し訳

ないのですが，４月に入ってからとということになるかも分かりませんので，ご了承の方

をお願いしたいと思います。以上でございます。 

 

（山田委員長） 

 それでは，そういう事で，大体よろしいでしょうか。 

 

（中村委員） 

 第１次ビジョンの資料編の中に，後半の方に，主要な文化事業の推移というのがあって

ね，これが非常に分かりやすいんですよね。体系と事業名があって，目的内容があって。

それで，残念ながら，実績と今後の予定という所で，平成１６年の３月につくられたんで
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すね。その後は，ずっと空欄になっているんですよね，進捗から見れば。これは，資料編

としては，非常に分かりやすく，どうなってこうなってと，良く分かると思うんですよね。

だから，こういうスタイルを取られるかどうかというのは，第２次の冊子ができる後半の

資料編に，今，ここにある参考資料と書いてあるこれは無いんですけれど，主要文化事業

の推移。 

 

（江藤課長） 

 今回のビジョンの中には，そういうページは設けず，４ページにも記載させていただい

ておるのですが，関係部署を中心にした連絡会議を設けて，そういったものにつきまして

は，別にしていこうというような事は，今，考えておりますけれど，冊子の中に描くとい

うのは別物として，その進行管理はしていかなければならないということは思っています。 

 

(中村委員) 

 これを(第１次鈴鹿市文化振興ビジョン)見せていただくと，それぞれの団体とか施設が，

どういうふうに，という事が具体的に書いてある。ただ残念ながら，最後の締めが無いん

ですね。例えばですね，「文化財の保護と活用」(Ｐ.８０)で，「佐佐木信綱記念館の管

理運営委託」について「佐佐木信綱記念館の利用等に関する事務や管理運営等を財団法人

鈴鹿市事業管理公社に委託をすることにより，利用者にきめ細かなサービスを提供するこ

とができるため。利用等に関する事務と施設管理」。内容はちょっとよく分からない部分

があるのですけれど，それぞれの施設について運営をしている目的であるとか内容がどう

であるとかという事が書かれているんですね。文化団体の支援については，文化振興事業

団の事務費の補助とかですね，文言でダーッと書かれているのも，まあ，それも一つなん

ですけれど，資料としてまとめた時に，どこが何をどういう事をやるかというのが，非常

に分かりやすいと思うんですね，まとめ方としては。是非これを一度検討していただいて

平成１６年に作成された内容なんですけれど，その他の資料については，よく似た事が，

後ろに用意されておるんですけれど。 

 

（江藤課長） 

 一応，細かい所につきましては，今回は，３８ページから行財政経営計画の内容を挙げ

させていただいていますので，多分この内容について，今どうなっているかというような

検討は，これから先，行っていただく事になるかと思います。内容的には，この３８ペー

ジから４２ページの間が，それに該当する部分になるかとは思います。 

 

（中村委員） 

 本当を言えばですね，それぞれの内容について２４年度，２５年度，２６年度，３３年
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先は別にしても，少なくとも３年とか５年先の進捗管理とか先程出てきましてけれど，ど

ういうふうに進捗されているのか，これは予定どおり行っているのか，出来てないとかい

う事をチェックシートやないけれど，それを管理出来るものが有れば，作り放しじゃ無し

に良いんじゃないかと思うんです。 

 

（山田委員長） 

 進行管理の要望みたいなものですね。では一応会議の方は終了するという事で，ありが

とうございました。では，事務局に最終的にお返しをするということでよろしくお願いし

ます。 

 

（江藤課長） 

 最後に部長の挨拶をお願いします。 

 

(幸田部長) 

 どうも皆さん，５回に渡りまして委員会で多数のご議論をいただきましてありがとうご

ざいました。今回のビジョンづくりは，私ども行政にとりましても文化を見直す良い機会

だったかなという感じがしております。私ども現在の平成２５年度の予算査定が始まって

おりまして，策定中ではございますが，この文化振興ビジョンでいただきましたご意見も

いろいろ反映をさせていただきまして，数事業を新規事業として予算計上をさせていただ

いております。７０周年を受けまして議論をいただきました音楽事業の推進の継続。それ

から，新たに市民大学というのも一回解説をいたしましてですね，高齢者等を対象とした

大学の設置，或いは，先程，基金の話もございましたが，子どもたちの文化事業，全国大

会に行く時の交通費等の支援，そんなものもやって行きたいなということで，新規事業と

して，今回計上をしておりまして３月の議会でご議論をしていただきたいなと思っており

ます。それから，今回いろいろなアンケート調査の中で，文化事業の認知が３４％という

本当に低い数字，或いは，参加していないというのが７６％という数字が出ておりまして，

これはちょっとショックでございました。いろんな文化事業をさせていただきますと，や

っぱり顔ぶれが同じような方が，多数来ていただいている中で，やっぱり新規の方の開拓

っていうのは，大変やなという気がいたしております。これも受けまして新たなファンづ

くり，子どもたちを対象としてですね，新たな次世代の子どもたちに文化を，利用してい

ただくということもありまして，子どもたちの事業の推進も考えていきたいなというふう

に思っております。それから，施設の利用促進につきましても，来てもらえるような事業

計画というのもやっていきたいなと。鑑賞事業の充実とか，それから，郷土芸能，地域へ

の支援というのもアンケートにございました。それから文化芸術への参加機会，これは特

に初歩講座，お茶席に呼ばれた時に，お茶を呼ばれる作法を教えて欲しいとかですね，家
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庭で，ちょっとした生け花をいける，そういう初歩的な講座をお願いしたいな，そういう

アンケートの結果もございました。そのようなことも踏まえて今後考えていきたいなと思

っております。それから，平成２８年度から，次期の総合計画等の策定が始まりますので，

それに向けた形で，この文化振興ビジョンを利用していきたいなと思っております。今後，

予想されるのは，考古博物館，これもリニューアルを考えていかなくてはいけませんし，

それから，歴史的公園が稼働いたしますので，これの活用等についても，次期計画の中で

考えて行きたいなと思っております。それから，先程，いろいろな看板等のお話も出まし

たが，平成３０年には高校総体，それから，平成３３年には，国民体育大会，国体が始ま

ります。その中で，再計画も考えて行かざるを得ないような状況になって来るのかなと。

スポーツだけの祭典ではなく，文化の方も，この時期に合わせていろんな計画を立てる事

業計画が立てられておりますので，文化面に対しても国体にみえるお客さんも対象とした

文化事業の推進，これも多分，予算化をされてくると思いますので，これも７年後，８年

後を楽しみにしたいなと思っております。それから，施設につきましては，資料館の改修

などもでてきております。それにつきましても整備を計画的に進めていきたい。それから

吊り天井の問題が文化会館等ございますので，これはまだ，国交省の基準づくりがまだ進

行中でございまして，これに合わせて計画をしていきたいなと思っております。今後，委

員の皆さまからいただきました意見，アンケート，それから市民のご意見なども参考にし

ていきましてですね，今後１０年間，このビジョンを元に推進をしていきたいと思ってお

りますので，委員の皆さんも今後もですね，お見捨てにならないようにですね，ご意見等

もいただきながら，進めてまいりたいと思いますので，よろしくお願いをしたいと思いま

す。本当に長い間ありがとうございました。 

 

（一同） 

 ありがとうございました。 


