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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 

 

 平成24年10月19日（金）から11月19日（月）までの間に「第2次鈴鹿市文化振興ビジョ

ン(案)」に対する意見募集を行った結果は次のとおりでした。貴重な御意見をいただき

ありがとうございました。 
 

 意見提出者数・・・・・ 5名  

 意見件数・・・・・・・ 24件 
 

※「意見個所」及び「御意見」欄のページ番号は，意見募集時の「第2次鈴鹿市文化振興ビジョン(案)」のページ番号です。 

番号 
意見 
個所 御意見 回答 

1 

ｐ.12 

ｐ.19 

 

１．意識調査結果の分析について 

①余暇の過ごし方から 

 インターネットを活用することについ

て，高齢者から若年層まで一定数のユ

ーザーが存在していることが明らかであ

り，今後，形態はいろいろ出てくるであろ

うが，減ることはないと考えられる。そのこ

とから考えると，ネットの活用やそのため

のハードとソフト両面からのインフラ整備

の観点は外せないのではないか。 

 このことは，同じ調査結果の中，文化

財についての活用方法で，「インターネ

ットによる情報提供」が約 30％あることか

らも見て取れる。 

 

②文化施設の利用頻度，満足度につい

て 

 市民会館，文化会館，市立図書館など

建設年度から相当の年月がたっており，

長寿命化はもちろんだが，根本的な配

慮のあり方を検討すべきと考える。アンケ

ートにある駐車場の少なさ，交通の便が

悪いという課題に対して，鈴鹿市としてコ

ンパクトシティも含めた考えの上で，再配

置を検討しなければいけないのではな

いか。 

 

③目指すべき方向について 

 この調査での重点的取り組み事項の

回答からとして，「鑑賞事業の充実」22％

がピックアップされているが，この分析に

は疑問を感じる。事項の中から抽出して

考えると，「文化・芸術に参加できる機会

（事業）の充実」16％，「個人や団体の育

成・支援の充実」13％，「まつりや伝統芸
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番号 
意見 
個所 御意見 回答 

1 
ｐ.12 

ｐ.19 

能などの掘り起し・継承の支援の充実」

20％などは，身近な文化活動の支援を

求めるという意識で，それぞれ関連して

いるといえる。このように考えた場合，鑑

賞事業の充実をピックアップするのでは

なく，「市民の文化活動支援の充実」とす

べき，見直すべきである。 

 

 これらを踏まえる形で，以下の意見に

つなげます。 

 

２．文化振興ビジョン（案）に対する意見 

①ビジョンの基本目標について 

・中段「今回の意識調査では，文化振興

の方向性として ～ 市民が求めているこ

とが浮かび上がりました。」の段落につい

て再検証をすべき。 

 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。 

 市が重点的に取り組むべきことについて

「鑑賞事業の充実」の回答がが最も多い

のですが，ご意見にありましたように，「ま

つりや伝統芸能などの掘り起こし・継承の

支援の充実」や「個人や団体の育成・支

援の充実」などの回答率が高いことから， 

 

p.12「このことから、伝統文化が受け継が

れ、観賞事業が充実しているまちが、市民

が求めているまちであることがうかがえま

す。」を「これらのことから、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。」と改め

ます。 

また， 

p.19「鑑賞事業や体験型参加事業の充

実」とあるところを「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」に改めます。 

2 ｐ.19 

①ビジョンの基本目標について 

「魅力ある『すずか文化』を創造しま

す！」 

のキャッチコピーについて，‘創造’は耳

触りがよいが，今重要なことは既存の文

化活動をいかに充実させるかではない

か。文化は新しく作るものではなく，今あ

る活動を育てる，そこから自発的に生ま

れるものこそが，そのまちの文化といえる

のではないかと考えます。よってキャッチ

コピーを尊重して考え， 

「魅力ある『すずか文化』を育てます！」 

とすべきと考えます。関連して最後の文

面についても 

『これまで，育まれてきた「すずか文化」

が持つ文化力を一層高めるため，市民

の文化に対する意識を高め，市民・地域

住民・民間の力を活かし，一人ひとりが

気軽に活動できる環境を充実し，次代の

担い手である子どもたちが，地域にある

歴史文化はもちろん，優れた文化芸術

に触れる機会を充実し，文化が受け継

がれていくことで，魅力ある「すずか文

化」を育てることを目指します。』 

※「魅力ある『すずか文化』を創造しま

す！」は，策定委員会で定められた基本

目標であることから，再度，策定委員会で

諮らさせていただいた結果をもちまして公

表させていただきます。 
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番号 
意見 
個所 御意見 回答 

3 ｐ.23 

②基本方針について 

●「つなぐ」の部分で，「守る・いつくし

む・継承する・蓄積する・将来へつなぐ」

とすることを提案します。 

○上のことから「地域の文化資源を守り

育てる」に，「みんなでつくるすずか文化

のデータベース」を入れることを提案しま

す。 現在の携帯端末はもちろん，デジ

カメなどを活用すれば，市内各地にある

地域的な歴史・文化資源の発掘はもち

ろん，独自の祭りなども地域の声から情

報として収集することが可能，それを市

がデータベースを構築し，アーカイブと

して Web で発信することを提案します。

フェイスブックなどで投稿してもらうことも

一つの手ではないでしょうか，そこから，

文化課職員が整理し，集積するというス

タイルです。 

 ご意見をいただきました，「蓄積する」の

言葉につきましては，「守る・いつくしむ・

継承する・将来へつなぐ」の中には，直接

の言葉はありませんが，まさしく蓄積がさ

れることが前提であり，その意味合いも含

まれていると考えますので，「守る・いつく

しむ・継承する・将来へつなぐ」とさせてい

ただきます。 

 また，ご提案のように，インターネットは，

既存のホームページのように，施設紹介

等の情報発信をするだけでなく，市民参

加や相互交流を図るために有効な手段と

考えます。 

ツイッターやフェイスブックに代表され

る，ソーシャル・ネットワーキング・サービス

など，IT関連の技術は日々進歩しており，

10 年後にはどのように発展しているか想

像もできないぐらいです。 

 インターネットを通じて，市内にある文化

財を分かりやすく整理をして紹介すること

も，課題のひとつと考えますので，運営方

法のご提案も参考に取り組んでいきます。
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番号 
意見 
個所 御意見 回答 

4 ｐ.24 

②基本方針について 

●「ささえる」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」とすることを提案します。 

 

○文化施設の環境整備について，公民

館を文化取集と発信の拠点と考え，その

公民館のある地域文化を収集し，必要

に応じて活動支援すべきと考えます。 

 「市民の文化活動の活性化」は，提案を

いただいたキャッチコピー 「魅力ある『す

ずか文化』を育てます！」の「ささえる」を

分かりやすく表現していただいていると考

えます。 

 また，「地域文化の保全」につきまして

は， 地域文化を大切にすることは，郷土

への誇りと愛着の心を育み，地域社会を

元気にすることにつながると考えます。 

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，

「つなぐ」の部分で提案しました内容と重

なることから，「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「ささえる」の部分を「市民の文

化活動の活性化と発展を行政と市民で支

える」とさせていただきます。 

 また，公民館につきましては，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

ています。 

「ささえる」であげました「市民の文化活

動の支援」の各項目の中の「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」に含まれているので、

担当課に伝えます。 

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。 
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番号 
意見 
個所 御意見 回答 

5 ｐ.28 

③重点施策について 

 鑑賞事業の充実を取り上げたことで，こ

のような方向になっていると考えるところ

ですが，身近な活動の支援の観点から

考えると，例えば「子どもが元気なまち」

での目標で「優れたアーティストを学校

に派遣」という項目がありますが，アーテ

ィストの派遣ではなく，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。 小学校での音楽活動

で過去実績のあった学校があっても，指

導者が異動することで，その経験が継続

されにくくなっていることがあることは，文

化の育成という面から考えれば憂慮すべ

き点です。 ですので，ここでは目標を

「熱意ある指導者を学校に派遣」とすべ

きと考えます。 

 学校への「優れたアーティスト派遣」で

は，日常では体験できないような，プロの

演奏家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す。 

 「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。 

6 ｐ.31 

④ビジョン推進に向けてについて 

 「5 市」と「6 文化施設」について，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，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

が，これは「5 市」の項目に書かれるべ

きです。 

 また，関連の項目では，施設の維持更

新についての考えが出ていませんが，

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。同時

に，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。

「5 市」の役割につきましては，文化施策

に関わる「一員」としてソフト面での役割を

うたい，「6 文化施設」では，ハード面とし

て，文化施設の役割や課題をアンケート

等のご意見を参考に整理したものです。 

 また，施設整備に関しまして，吊り天井

の改修は，重要な課題として，より具体的

な年次計画である「実施計画」で実施に

向け取り組みます。 

 「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，ご存じ

のように，市民ギャラリーについて，個人

から団体，芸術作品展示から様々な市民

活動の紹介など，多くの利用をいただい

ており，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。 

また，ロビーや玄関には，著名な彫刻

家の作品の展示もされています。 

しかし，市役所庁舎は，通常の利用以

外にも，防災などにも利用する複合的な

施設でもあり，本格的な文化施設としての

利用には不便な部分もありますことから，

市役所庁舎本来の機能を尊重する意味

からも，文化拠点のひとつとしての位置付

けは難しいと考えます。 
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番号 
意見 
個所 御意見 回答 

7 全体 

 本ビジョンの推進に当っては重点施策

の「みえる化」を図ると共に官民産学の

連携協働による「おもてなし」の心を前面

に充分発揮することが肝要だと考えま

す。 

 以下に私案を列記致します。 

 

１．「すずか文化祭典の年」の創設 

 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。 

 市制 70 周年記念行事として，第 2 回万

歳サミットが開催されましたが，今日では，

財政状況等から，かつてのような網羅的な

ものは困難ですので，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，文化活動に関わる人と人との交流を

はかる等「重点施策」として方向性を整理

いたしました。 

 ご意見にある，「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。

8 
全体 

その他 

２．歴史健康ウォークの毎年開催 

 本市の優れた自然環境，先人が残して

くれた歴史と伝統の織りなす文化遺産や

過去から受継いだ風俗習慣といった地

域資源を「みえる化」し，広く知ってもらう

為に毎年何コースかを選定し「歴史健康

ウォーク」として継続開催する事を提案

致します。 

 実施に当っては街道地図以外に要所

に中学，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を行な

う事や各産品の試食提供PR，市マスコッ

トキャラクターに各コース名を入れてバッ

チ化し可能な限り多くの参加者に進呈

する等官民産学が一体になり「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。 

 「ビジョンの推進に向けた文化資源の活

用」のところで，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がうた

われています。 

「観光資源」としても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などの働きかけもあ

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も企画されるよ

うになってきています。 

ご意見は，関係課へも伝えさせていた

だきます。 

9 ｐ.27 

３．市政 70 周年記念行事の継続実施 

①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巾広い層が一堂

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。 

 鈴鹿の街音楽祭は，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

して開催されました。 

出演者の方からも，多様なジャンルの

音楽が一堂に会する交流の場としても大

変ユニークだと評価をいただいており，

「重点施策」の方向性の一つとして取り組

みをいたします。 
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番号 
意見 
個所 御意見 回答 

10 その他 

３．市政 70 周年記念行事の継続実施 

②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

催と聞くが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，年々増加するウォーカーに励みを与

え更なる愛好者増加につなげる意味か

らも是非共継続開催を配慮頂きたいと考

えます。 

 担当部署にご意見を伝えさせていただ

きます。 

11 その他 

４．市政 50 周年記念事業の整備 

 いゝ事をやって頂いたと評価しておりま

すが，市内にある史跡に説明案内板を

表示してもらっておりますが，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板のな

いものゝ追加表示等の整備をお願い致

します。 私が気づいているものを書い

ておきます ①江島若宮八幡神社常夜

灯⇒案内板破損 ②寺家三丁目道標⇒

本体補強材の接続部腐食 ③設置位置

がわかりにくく補助表示が必要なもの⇒

徳川家康九死に一生を得た海岸の案内

板 ④追加表示⇒歴史のある神社，寺

院等々で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。 

 担当部署にご意見を伝えさせていただ

きます。 

 なお，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、当時、地

元で設立された実行委員会によって自主

的に設置されたものと思われます。 

これらの看板については、直接市が修

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

は、目的や効果などを考慮し，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。 

12 全体 

５．継承する人材づくりの為に 

 文化力を高めるには人々が常日頃か

らさまざまな文化的要素に触れて心の豊

かさや感性を培える様に家庭，学校，地

域の中に文化力を高める環境を作る事

が重要であるので参加ポイント制や顕彰

制度を新設して，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

人材を育てゝいってほしいと考えます。 

 ご意見をいただいたように，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。 
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13 ｐ.4 

○ビジョンの見直しが行われることは，市

のトップも変わり，一市民として喜ばしい

ことだと思います。ただ，今後 10 年を見

わたすということですが，新しい文化の

出現も，もしかしたら予想されますので，

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。（P.5） 

 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。 

しかし，近年では社会情勢の変化も目

覚ましく，3 年を目途とし調整や修正の時

期を考えています。 

14 

ｐ.6 

から 

ｐ.13 

○（P.6～）意識調査結果の概要は良くま

とめられており，（P.13）の文化振興に関

する意見・要望は，賛同することが多くの

っておりました。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いのは，一

市民としては少しさみしいです。 

 考古博物館や伊勢型紙資料館では，期

間限定ではありますが体験型教室等のイ

ベントが行われています。 

アトラクションとは異なるかもしれません

が，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。 

15 

ｐ.4 

ｐ.26 

から 

ｐ.28 

○（P.26）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，しっかりと事業をすすめていただきた

いです。 

 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，P.4 本文には，「○庁内組織の設

置」，「ビジョンの進行管理を行えるように

関係部署を中心とした連絡会議を設け、

基本方針、重点施策についての取り組み

の検討を行います。」の文言を加えまし

た。 

16 
ｐ.30 

全体 

○（P.30 の 4）ビジョン推進に向けて，特

に企業では，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。 

 市や(財)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。 
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17 ｐ.43 

○参考資料を見せていただいて，（P.43

の）名簿のなかに，三重県主催の懇話会

などに参画されている委員がおられ，鈴

鹿市の文化振興ビジョンにも，民間出身

者らしいご意見が数多く反映されることを

望みます。 

 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。 

18 

ｐ.1 

～ 

ｐ.4 

・P1～P4 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。 

 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。 

19 ｐ.32 

・P32 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組を

実施してほしい。 

 登録有形文化財につきましては，現在

市内で 4件が登録されております。 

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は，所有者

様に登録制度への御理解をいただくよう

努め，そのご意向に沿いながら，数を増

やしていけるよう取り組んでいきたいと考

えております。 

20 ｐ.33 

・P33 平和教育の拠点となる平和資料

館を設立し，観光資源としても活用して

いただきたい。 

 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。 

21 ｐ.33 

・P33 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。 

 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。 



（第５回）鈴鹿市文化振興ビジョン策定委員会  2013.01.29  資料２ 

10 
 

番号 
意見 
個所 御意見 回答 

22 その他 

●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。１．鈴鹿市文化振興基金創設の経

緯について。２．鈴鹿市文化振興基金の

使用目的について。３．鈴鹿市文化振興

基金の活用方法等について。４．鈴鹿市

文化振興基金のこれまでの活用実績に

ついて。５．鈴鹿市文化振興基金の残高

について。６．新たな基金の積み増しに

ついて。７．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。 

 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。 

23 

ｐ26 

から 

ｐ.28 

●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。 

１．現在，行政主導で実施されている市

民参加型事業は，美術展と文芸賞のみ

であり，市民文化祭・市民音楽祭など市

民参加型の舞台発表事業が殆ど無くな

った。一部の事業を鈴鹿市芸術文化協

会が引き継ぎ実施しているが，予算的に

も厳しく，出演者は協会員に限られ，一

般市民の参加が難しいのが現状である。

このままでは，ますます市民文化の衰退

が顕著であり，これらの事業復活を重点

施策としてビジョンに謳いこむべきでは

ないか。 

 基本方針「たのしむ」の中で、市民の自

主的・創造的な文化活動の場づくりをうた

っているので，かつての事業の復活では

なく，今日的な課題と方向性を考慮し，そ

の趣旨に基づいて考えていきます。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。 



（第５回）鈴鹿市文化振興ビジョン策定委員会  2013.01.29  資料２ 

11 
 

番号 
意見 
個所 御意見 回答 

24 ｐ.26 

●鈴鹿市文化賞の創設について。 

１．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ありません。鈴

鹿市の文化の振興に貢献し，その活動

及び功績が優れた個人・団体を表彰す

ることにより，優れた活動や功績の周知

を図るとともに，より高い自己研鑽に努め

ていただく目標ともなるよう，鈴鹿市文化

賞を制定してはどうか。 

 三重県にも三重県文化賞という制度が

あり，過去には鈴鹿市の文化人も功労賞

や大賞を受賞している。この制度を新た

に創設することにより，鈴鹿市民の文化

に対する意識の向上や，クオリティの向

上が図れる。 

 以上の理由から第 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。 

 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 

 


