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平成 30年度 第１回焼津市文化振興計画策定委員会 会議録 

 

１ 開催日時  平成 30年６月７日（木） 午後３時から４時 

２ 開催場所  焼津市役所 会議室棟１０１号室 

３ 出席者   11名（欠席者１人） 

  ⑴ 市長  中野弘道 

  ⑵ 委員  太田晴康会長、吉永律子副会長、中澤正人委員、落合孟郎委 

員、青木直子委員、川口円子委員、片野千鶴委員 

  ⑶ 事務局 渡辺晃子（文化・交流課長）、池ケ谷久子（市民文化担当係長）、 

        飯塚宏慈（市民文化担当主査） 

  ⑷ 欠席  増田照正委員 

４ 次第 

  ⑴ 開 会 

  ⑵ 委嘱状交付 

  ⑶ 挨拶 

  ⑷ 出席者紹介 

  ⑸ 会長、副会長の選任 

  ⑹ 焼津市文化振興計画について 

    ①策定趣旨説明及び、策定体制と今後のスケジュールについて 

    ②文化振興計画アンケート及びインタビュー内容について 

  ⑺ その他 

  ⑻ 閉会 

５ 内容 

【挨拶】中野市長挨拶 

【会長、副会長の選任】 

 太田晴康委員を会長に選任、全員同意し、承認 

 吉永律子委員を副会長に選任、全員同意し、承認 

【焼津市文化振興計画について】 

 

⑴ 策定趣旨説明及び、策定体制と今後のスケジュールについて 

 

〇池ケ谷係長  

まず、文化芸術に関する、国や県の状況について御説明します。 

国においては、平成１３年１２月に「文化芸術振興基本法」が制定されていま

すが、昨年６月、法の制定以来、初の改正がなされ、芸術そのものの振興に加

えて、観光・まちづくり・国際交流・福祉・教育・産業等、文化に関連する分
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野の施策についても、法の範囲に取り込まれ、法律名も「文化芸術基本法」と

改められています。さらに、文化芸術に関する施策の総合的かつ、計画的な推

進を図るため、新たに「文化芸術推進基本計画」が策定されました。 

県においては、平成１８年１０月に「静岡県文化振興基本条例」が施行され、

平成２０年３月に「静岡県文化振興基本計画」が制定、本年３月には「第４期

計画」が策定されています。 

このようななか、本市においては未だ、市が文化振興を推進するための指針

となるものがありません。そこで、国の「文化芸術基本法」並びに県の「静岡

県文化振興基本条例」を尊重するとともに「第 6 次焼津市総合計画」の分野別

計画として、本市の文化の振興に加え、文化的視点を生かしたこれからのまち

づくりや交流人口の拡大に繋がる、文化振興の基本となる計画の策定を目指し

ます。 

以上が、この計画を策定する趣旨となります。 

次に、今回の策定体制と今後のスケジュールをご説明します。まず、策定体

制についてです。資料の２ページ目をご覧ください。 

策定委員会は、学識経験・観光・経済・文化・教育等の各分野から推薦され

た委員の方から、計画の原案に対し、協議し、意見をいただきます。 

庁内検討会は交流推進部長を委員長とし、庁内関係各課で構成する検討会で、

計画策定に係る関係各課と調整を図りながら、計画原案を作成します。以上、

２つのグループが連携しながら、計画内容について協議していただきます。 

そして、今後のスケジュールですが、５ページ、策定スケジュール案をご覧

ください。 

今年度中に策定することが命題となっております。10 月中旬までに素案をま

とめ、10月末の総合教育会議、12月の市の施策調整会議、そして１月にはパブ

リックコメントを実施、３月末の完成を目指しています。 

短期間の作業となりますので、事務局にてたたき台を作成し、ご意見をいた

だいて、修正、肉付けをしていくかたちをとりたいと考えていますが、内容に

つきましては、市民意識調査の結果や、これから実施する市民文化団体へのイ

ンタビューやアンケート、パブリックコメントなどによる民意を反映し、計画

策定を進めていく予定です。 

第２回の策定委員会は、市の関係各課の部課長で構成する庁内検討会と合同

でひらく予定です。 

資料の計画の体系をご覧ください。この「基本理念」について、第２回の合

同会議で、みなさんからご意見をいただき、決定します。そして、第２回まで

に、文化団体へのインタビューや、アンケートの結果をもとに、事務局で基本

目標のたたき台を作成しますので、それについて御意見をいただき、基本的施
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策については、グループ協議をお願いして、まとめていきたいと考えています。

以上です。 

〇太田会長 

みなさんのなかから質問があればお願いします。 

無いようですので、次の文化振興計画アンケート及びインタビュー内容につ

いて、事務局より説明をお願いします。 

 

⑵ 文化振興計画アンケート及びインタビュー内容について 

 

〇池ケ谷係長 

本計画の策定の基礎資料として、アンケート調査とインタビューを実施しま

す。今回の策定につきましては今年度決まったことで、事務局が手作業で行い

ます。文化団体へのインタビューと、学校などに協力をいただいて、７００名

程度のアンケートを行うことを考えています。 

まず、文化団体向けインタビュー（案）をご覧ください。対象は、市の文化

連盟、音楽連盟の代表の方々を考えています。内容は、普段の活動を行う上で

の課題や実態など、生の声を聴くことで、計画に反映させていきたいと考えて

います。 

アンケートは表のとおり、市の講座参加者等に依頼などをしたり、高校や大

学なども協力をお願いして、７００名程度を対象に調査を行いたいと考えてい

ます。 

続いて、質問の趣旨について、御説明します。 

１から４については、文化活動をどのくらい行っているか現状を聞くものと

しました。それから５から７、９、１０は市民のみなさんが文化活動をすると

きに何を求めているか、環境をどのように充実すれば、文化活動がしやすいか

を問う内容としました。 

８については、焼津の文化を活用した交流人口の増加を目指していることか

ら、市民のみなさんが考える、焼津の文化の特徴について、聞くものです。 

それから、１１は文化芸術活動に求めるもの、１２は８と重なる部分もありま

すが、市が情報発信の取組で強化をすべき点を伺う内容としました。 

１３から１５－１については、将来の文化の担い手である、こどもたちに関

する質問です。内容は、子どもたちが文化活動を楽しんでいるか、体験をして

いるか、また、子どもの文化活動に対する保護者の考えを聞くものとなってい

ます。 

このなかで、選択肢で気になるところや、こうすれば良いというところなど、

ご意見をいただけるとありがたいです。以上です。 
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〇太田会長 

それでは、みなさまからご意見を頂戴したいと思います。 

市として、こうしたアンケートは初めてですか。 

〇池ケ谷係長 

初めて行います。 

〇吉永副会長 

参考にしたものはありますか。 

〇池ケ谷係長 

他市町の文化振興計画のアンケートや、世論調査を参考にしました。 

〇太田会長 

みなさんが、アンケートに答える立場になって見ていただいて、アイデアを

いただきたいと思います。 

８番で「焼津の文化といえば何をイメージしますか」とあり、９番で「焼津

市は身近に文化芸術が感じられるまちだと思いますか」とあるが、文化は範囲

が広いので、定義を示したほうが良いのではないでしょうか。例えば、「正調焼

津節」は、文化として捉えてよいだろうかと思う人もいるだろうし、あればわ

かりやすいだろうな、という気がします。 

〇落合委員 

団体へのインタビューの取り方はどのように行いますか。 

〇渡辺課長 

７月末に市長と文化連盟、音楽連盟とのティーミーティングがそれぞれにあ

ります。そこで代表の方々がお見えになりますので、ミーティングの前にお時

間をいただいて、インタビューを行い、そこで生の声を拾わせていただく予定

です。 

〇青木委員 

持ち帰りではなく、その場で答えるということですか。 

〇渡辺課長 

今はそのように考えておりますが、事前にインタビュー内容をお伝えして、

考えてきていただき、当日お答えいただくことも可能です。 

〇青木委員 

音楽連盟は、当日の出席者だけですと、それぞれの団体で状況が違いますの

で、事前に、この内容でよければ各団体に意見をだしていただいて、まとめた

ものを当日お渡しするでもよいでしょうか。 

〇渡辺課長 

 わかりました。 
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〇太田会長 

そういった、方法についても、この委員会で決めればよいですね。 

〇吉永副会長 

アンケートの対象が、市の講座等の参加者だと、20代・30代が少ないと思う。 

他の方法で、子育てをしている方の意見を集める方法を考えた方がよいのでは

ないでしょうか。 

〇池ケ谷係長 

家庭教育学級が、幼稚園・保育園児の保護者を対象にしており、100名程度の

参加者の方がいるようですので、そこにアンケートをお願いしようかと考えて

います。 

〇吉永副会長 

15 の「子どもの文化・芸術活動は重要だと思いますか」という問いは、ほと

んどが、重要であると答えると思う。項目としてもったいないのではないか。 

それから、８番は、文化の捉えは人それぞれなので、その他で記載する欄があ

ればよいと思います。 

〇落合会長 

15 の選択肢は二つしかない。重要に決まっている。ところが、例えば子育て

中のお母さんで、忙しくてそれどころじゃない、経済的なこともある、などい

ろんな意見があると思う。そういうことがでてくるようなアンケートにしても

らいたい。 

〇中澤委員 

５番で情報の入手先、12 番で情報発信の強化の取り組みについて尋ねている

が、５番でその方の情報元が分かるが、12 番では、その方にとってどういうも

のが受け入れやすいかという聞き方の方がよいのではないかと思う。また、12

番の選択肢に、ＳＮＳも項目に入れた方が答えやすいのではないでしょうか。 

〇太田会長 

これは、この場で気づかなくても、後日連絡しても構わないですか。 

〇池ケ谷係長 

来週の月曜日までに、事務局まで御連絡をいただければと思います。 

〇太田会長 

その場合、特に委員会は開かないので、会長一任ということでよろしいでし

ょうか。 

〇一同承認 

〇太田会長 

せっかくなので、第１回目なので、フリートーキングで、問題提起というこ

とで、お話しさせていただきたいと思います。 
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今回、法律は、地域を活性化する、交流人口を増やすという文脈で文化芸術

を位置付けていますね。一方で、我々の地域で文化振興計画を策定するときに、

文化芸術が必ずしも交流人口に結びつかないものもあると思うんです。一つは

量的な指標では計れない、質的なものとか。絵にしても、印象派の絵を呼べば

人は来るんだけれども、現代絵画のものを呼んでも来ないかもしれません。音

楽にしても、私は武満徹は好きだけれども、武満さんの作品よりも、ベートー

ベンの第九の方が人は来るかもしれません。計画を作るときに、マスで考えら

れない希少性とか或は、若い人、新しい芸術家を育てるとか、焼津から、新し

い才能を引き出し、全国へ、あるいは世界へ発信するという視点もあります。

本日は、最初の会合ですので、その辺をみなさんどう考えるか自由に意見を出

していただければと思います。また、県の計画のキャッチフレーズを見ますと、

「文化を支える」から「文化が支える」となっていますね。静岡市は「文化に

愛される」、「文化を愛する」となっています。では、焼津は、となりますが、

その辺も含めまして、第２回目までに考えてきていただくとよいのかな、と思

います。 

〇落合会長 

会長は、静岡福祉大学の学長ですが、地域で学んで地域に就職する学生はど

のくらいいますか。 

〇太田会長 

去年の例ですと非常に少なく、焼津市出身者で焼津に本社がある事業所に就

職学生は確か２人と記憶します。今年の１年生で焼津市に住所を置く学生は 35

人います。保護者の住所が焼津市の学生は 17 人。差引すると 18 人が焼津市外

から転入して一人暮らしをしている。あとは静岡市を中心として志太・榛原、

他県からも来ています。そんな状況です。 

〇落合会長 

私どもの、子どもを対象にした文化活動などで学生ボランティアを募集する

と静岡大学や常葉大学の学生さんが来てくれます。地元で学んだ学生が、地元

に育てられて、地域に還元する、そういった流れができるとよいと思う。 

〇太田会長 

福祉大の学生は、他校と比べ、福祉系なので実習があり、夏休みも忙しく、

そういった意味では募集しても集まりにくいところがあるかもしれません。一

方、学生の特徴でいいますと、非常に共感能力が高いので、相手の立場に立つ

とか、そういう意味では、文化芸術も共感能力という点で、興味を持つ学生も

多いだろうと思います。 

〇川口委員 

今、先生がおっしゃったような、活動に興味をもっていても参加できない、
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理由もあると思う。あるいは、子どもを参加させられない親御さんたちの理由

があると思う。さまたげになっている要因を探る項目が、アンケートにあると

良いと思います。 

〇太田会長 

本学は、子ども学科ができてから、親子ふれあいフェスティバルを開いてい

ます。昨年は、テレビで有名なキャラクターを呼びまして、親子の皆さんに喜

んでいただき、文化会館が満席になりました。今年は、小規模のサーカスを本

学の体育館に呼びましたが、申込者が定員をオーバーしました。それを見てま

すと、親子で楽しみたい、という要望が確実にありますね。我々も手探りです

すめています。テーマがキャラクターでも来ましたし、サーカスでも沢山の方々

が来ました。 

〇片野委員 

先ほどのアンケート先で、家庭教育学級も一つの手だと思いながら、お母さ

んが中心になるので、働いているお父さん方はどうなのかな、と思います。学

校の入学式を見ますと、以前はなかったですが、今は夫婦で見えますし、参観

日にお父さんも見えます。ですので、男性からもアンケートがとれる方法はな

いか、働く人も文化に親しむってことは、どうなのかなと思います。 

それから、13 は、各園で工夫している活動もあるので、小さい頃から文化に親

しむという点で、園にも広げて質問するとよいと思います。 

〇太田会長 

働いている人からもアンケートが取るような工夫があると良いですね。市の

講座参加者だけでなく。 

〇落合委員 

交流人口を増やしてという考えはわかるが、例えば、焼津・藤枝・島田を考

えた時に、焼津に来て、文化がキラっと光っているところがあるかというと…。

若者が、焼津で泊まって何かをと考えた時、藤枝の方がよい、静岡の方がよい

となると、みんなでそこに何か光るものを探していかないと。それがまず第一

ではないかと。 

〇太田会長 

このまちに文化が感じられるというのは、例えばどういうところでしょうか。 

広い意味で文化という言葉を使うと、議論が拡散してしまうので、難しいです

が、例えば、焼津の浜言葉の本を大学で作ったときに写真を集めたのですが、

駅前の小石川に屋形船が浮かんでいました。桜並木があって。当時、そこに佇

めば、三味線の音色が聞こえたのではないかと思う。そこには、焼津らしさが

あったわけですね。他市でも、イベントはあってもまちがそういう空気を出し

ているのはなかなか無い。焼津はまだ川もあるし、浜通りに行けば風情もある。
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そういう意味では、まだまだ文化が感じられる風景が残っていると思います。 

〇中澤委員 

観光協会の話をさせていただきますと、観光案内人の会というボランティア

の会が去年発足しました。花沢の里と、小泉八雲、浜通り、まずはその３コー

スが設けられ、それについて案内ができるようにと、ボランティアの方々が勉

強してきました。案内人の方はこれからも増えそうですが、昔の姿を忘れられ

ないように継承していく、歴史・文化を残していく、そういう活動を通して伝

えていきたいと思う。しょっちゅうではないですが、観光で見える方に、そう

いう情報が広がって、ボランティアを依頼する団体さんもみえます。ボランテ

ィアの方々もだんだん成長されています。私たちの方でも、そういう活動を推

し進めていかなければいけないと考えています。 

〇太田会長 

浜通りの行燈は、きれいですね。食文化ということでいいますと、鰹三昧が

年間一万食でると聞きました。これは鰹文化と言えますね。 

〇吉永委員 

今もそうかはわからないが、熱海でバスに乗ったとき、ボランティアさんが

同乗していて、案内をしてくれた。焼津でもできるといいと思う。 

〇片野委員 

これだけの時間でいろんなアイデアが出るので、市民のみなさんに問えば、

焼津の文化が発展するには、どういうところに視点をあてたらよいか、どこを

発掘するとよりいいか、というアイデアがでるのではないでしょうか。９、10

については、選択の理由を聞かないともったいない。焼津市の文化では何が目

玉となるか、どこを魅力と思っているか、そういったものが聞けると良いです

ね。 

〇太田会長 

 そろそろ一時間になりますので、まとめに入りたいと思います。我々の役割

は、青写真といいますか、全体像をつくることにあります。みなさんからのア

イデアや市民の方々へのアンケートなどを通じて、大きな計画から細部にいた

るまで決められたらよいと思います。今回はこれにて終了し、事務局に会の進

行をお返しします。 

 

【その他】今後の会議の日程についてお知らせ 

【閉会】 

 

 

 


