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第二次佐賀市文化振興基本計画（案）に関するご意見と市の考え方 

＜意見１＞ 

項目 ご意見（原文） ご意見（要約） 市の考え方（案） 

第一次、第二次

計画との関連 

１．佐賀市文化振興基本計画（第一次）と第二次佐賀市

文化振興基本計画（案）との関連について 

(1)佐賀市文化振興基本計画(第一次)第４章第２節の５重

点事業の計画達成状況は如何ですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．佐賀市文化振興基本計画の第一次計

画と第二次計画（案）との関連について 

(1)第一次計画の重点事業の達成状況は如

何か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 

(1)第一次計画の重点事業の進捗状況は次のとおり。 

①佐賀市文化人材登録制度の創設 

今年度末創設に向け、文化振興財団と調整を行っ

ています。 

②文化振興基金の創設 

 運用益の見込めない現状、基金創設後の管理・運

営体制の構築が難しいことなどから、実現は困難で

した。 

③文化財の調査・研究・公開の充実 

 調査・研究については、三重津海軍所跡、東名遺

跡を中心に行っており、その成果として、三重津海

軍所跡は「明治日本の産業革命遺産」の構成資産の

一つとして世界文化遺産に登録され、東名遺跡は史

跡に指定されました。 

また、歴史講座、ワークショップ、史跡を活用し

た文化芸術イベントの開催など、公開活用にも努め、

一定の成果はあげているものと思っています。 

④佐賀城跡の保存・整備 

 佐賀城天守台の発掘調査及び報告書の刊行、出前

講座の実施などを行ってまいりました。 

全体的な保存・整備については、今後も関係部署

と協議をしていく所存ですが、個別の保存・整備に
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(2)達成できなかった事業があったとすれば、その分野を

第二次佐賀市文化振興基本計画に引き継ぎ事業計画の達

成をはかるべきではないか思慮します。 

 

 

 

 

 

 

 

(2)達成できなかった事業があるとすれ

ば、第二次計画に引き継ぎ、達成をはか

るべきではないか。 

ついては、佐賀城西堀護岸のように本来のあるべき

姿に修理を行うなど、一定の成果が認められます。 

⑤佐賀市民芸術祭の開催 

 平成２５年度から本年度まで４回の開催を経て、

成果目標値の総入場者数 10,000 人を達成し、年々、

市のイベントとして定着しております。 

  

(2)第一次計画で達成できなかった「文化振興基金の

創設」については、前述のとおり、財源、管理・運

営体制の構築等が課題となり、達成できていません

が、策定委員会の了承を得て、第二次計画の重点事

業にはあげておりません。 

第二次計画では、社会情勢や市民のニーズを勘案

し、次世代育成や文化施設の整備・活用などを重点

的に取り組んで行きたいと考えております。 

文化財の保存

と整備・活用 

 

（Ｐ51） 

 

２．第４章第３節 文化財の保存と活用による地域づく

り（2）歴史遺産の保存・継承と整備・活用について 

(1)主な取り組み「遺跡、史跡などの保存と整備」内容「本

市に数多くある遺跡や史跡の適切な保存・整備を行って

いきます。」とあります。当然のことであります。この前

段に「指定文化財、それに相当する歴史遺産等の現状の

把握」が必要と痛切に感じています。 

(2)特に遺跡、史跡、その周辺の現状は見るに忍びないも

のがあります。「観光資源としての活用推進」も謳われて

いますが、現状では不評をかうばかりで懸念しています。 

(3)有形文化財の中にも毀損が懸念されるものもありま

２．文化財の保存と整備・活用について 

(1)(2)(3) 

 歴史遺産等には毀損が懸念されるも

の、指定文化財の説明板が判読できない

ものなど多々見かけられる。「観光資源と

しての活用推進」も謳われているが、現

状では不評をかうばかりで懸念してい

る。 

遺跡、史跡などの保存と整備の前段と

して、歴史遺産等の現状の把握が必要と

感じている。 

 

(1)(2)(3) 

本市には数多くの歴史遺産があり、これらの適切

な保存・整備は重要なこととして、「文化財の保存と

活用による地域づくり」を基本目標の一つに掲げて

おります。ご意見にもありますように、指定文化財

等の現状把握に努めながら、今後も取り組みを進め

て行きたいと考えております。 
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す。また、指定文化財の説明（案内）板に判読できない

ものも多々見かけます。親切さが欠如しています。 

 

(4)市史跡「葉隠発祥の地」とその周辺の整備は、長年放

置の状況にありますが、計画も策定済で、用地買収も相

当部分が済んでおり、地元の理解を得ているにも関わら

ずとん挫の状況があまりにも長くなっています。本計画

にも「『葉隠』に求められる精神文化は、佐賀の歴史文化

の奥行きをさらに深いものにしています。」とあります。

基本目標に組み入れてください。 

 

 

 

(4)また、市史跡「葉隠発祥の地」とその

周辺の整備はとん挫の状況があまりに長

くなっている。本計画にも、「『葉隠』に

求められる精神文化は、佐賀の歴史文化

の奥行きをさらに深いものにしていま

す。」（P.41）とあり、基本目標に組み入れ

ていただきたい。 

 

 

 

(4)葉隠発祥の地とその周辺整備につきましては、他

事業を含め、優先順位を考えながら判断する必要が

あります。 

 第二次計画では、基本目標３「文化財の保存と活

用による地域づくり」の（2）「歴史遺産の保存・継

承と整備・活用」の取組の中で対応してまいります。 
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第二次佐賀市文化振興基本計画（案）に関するご意見と市の考え方 

＜意見２＞ 心豊かな人づくりや魅力ある街づくりを目指す 

項目 ご意見（原文） ご意見（要約） 市の考え方（案） 

文化を通じた

人づくり 

（Ｐ45～47） 

 

 

（子どもたちの

文化体験につい

て） 

１ 感性や想像力を育む文化体験 

 子供の身の回りに、独りで学ぶ玩具が、氾濫しています。核家族・共

稼ぎが多いため、子供が、セガム物を、買い与えてしまっているように

思います 

子供の知恵・年齢に応じた玩具類を壊したり、組み立てたり、繋ぎ合わ

せる玩具が少なく、子供が、成長する中で、発想・空想力を育むような

製品が、少ないように思います（プラモデルは、良き教材と思う、高価） 

①戦時中の尋常小学校は、1 年生は、サトウキビの胴体に、画用紙を切り、

胴体（差込み位置は加工済）に差込み、各人、作らせられた。先の方に

飛ばすには、どうすればいいのか、考えさせられた、想い出があります 

 ２年生は、胴体は４角棒、前羽は、竹ヒゴに紙を張り、後ろは、画用

紙を切り、貼り付けた。３年生・４年生それぞれ異なった飛行機を飛ば

した想い出があります 

 ５年生は、胴体は４角棒、前羽は、竹ヒゴ枠に、左右対称に２か所、

リブを噛ませ、紙を張り、胴体の上に重ねた。尾翼は、胴体にキリで穴

を開け、竹ヒゴ枠を造り、紙を張り、ゴムを利用したプロペラ飛行機、

６年生は、グライダー、毎年、校内で、大会が行われた 

 いま、三菱重工が、国産旅客機生産し、アメリカで、飛行試験を行っ

ています。世界の国々から、450 機余りの発注が来ているニュースが放映

されています 

 宇宙飛行士に成りたい等、子供の夢・理論を叶う環境造りが、不可欠

と思います 

②戦時中は、農家にナタ・鋸程度の用具しかなかった。小刀の代わりに、

１ 感性や想像力を育む文化体験 

 子供の身の回りに独りで学ぶ玩具

が氾濫しており、子供の成長過程にお

いて、発想・空想力を育むような製品

が少なくなっている。子供の夢・理論

を叶う環境づくりが不可欠と思う。 

 また、幼稚園や小学校で行われてい

るジャガイモ作り、商いなどの体験教

育も必要と思う。 

 

（１，２まとめて） 

様々な文化を体験することは、子ども

たちの感性や創造力を育むために重要

なことと考えています。また、文化を伝

えていくことの大切さを意識すること

にも繋がります。 

本計画では、基本目標１「文化を通じ

た人づくり」の（1）「子どもたちの豊か

な感性の育成」、（3）「文化に親しむ機会

の提供」の事業方針に位置づけ、学校や

地域と連携し、文化振興の取組を推進し

てまいります。 
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包丁を持ち出し、竹トンボ・凧・紙鉄砲・竹馬等をこしらえ、遊んだ経

験があるため、子、孫に経験させた想い出があります。最近は、竹鉄砲

の玉に使用する榎を見かけなくなった。 

③ニュースで、幼稚園では、芋ほり、小学校では商い体験が、最近放映

される。良い体験をしていると思っています 

 老人会を活用した野菜作り、特に、春ジャガイモ作りと商いを、体験

する教育も必要と思います。耕作農家は、地力が付くため、喜んで農地

を、貸し与えると思います 

④公民館行事に、餅つきが、必ず、行われている。昔は、ヨモギ餅がよ

く作られていた 

 最近は、外来種雑草の繁茂で、ヨモギは無くなり掛けている。温暖化・

食糧難に見舞うかも知れない。薬草・外来種駆除等の点、或いは、薬草

の効能・利用方法・春の七草を含め、教えて行く必要があると思います。

特に、高齢者の体つくり・会話に、花を咲かせる環境造りが不可欠と思

います 

 

（子どもたちの

文化体験につい

て） 

２ 文化を伝えていくことの大切さを意識するようになるためには 

 自動車社会の到来、核家族化で、家族中心の生活、子供は、荷物のよ

うに連れ回し、地域の子供達と溶け込むことがなく、根付いた文化・し

きたりを学ぶ、参加することが、希薄になって来ているように思います 

 新しく、移り住み着いた若者の中には、町内会（注）にも参加しない

人も有ります。 

（注）ある校区では、庁内会費（800 円／月）が、高過ぎる所に一つの問

題があると思っています。子供の育成の経費は必要ですが、老人会

支援費用まで含んでいる 

28 年度から老人会に参加しました。地域の老人会（友愛会）の間で

２ 文化を伝えていくことの大切さ

を意識するようになるためには 

 

現代の子供達は、根付いた文化・し

きたりを学んだり、参加することが希

薄になってきているように思う。 

地域の中で子供達と接する機会を

つくり、河川・道路周辺清掃をする奉

仕の精神、地域の文化、しきたりなど

を教え育てることが必要である。 
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は、今迄、働いて来たから、国・県等から補助がある金は、受けな

ければと云った意識が強すぎると思います。老人会に参加している

人は、校区の４割も満たないことを聞いた 

①未来を担う子供達と接し、河川清掃・道路周辺清掃する奉仕の精神、

地域の文化、或いは、しきたりを教え育てる⇒子供達と接する機会を作

る 

 災害が起きる度に、絆が叫ばれますが、日頃、接するたびに、挨拶・

声かけ運動が、犯罪防止にもなると思います。 

 また、安倍総理が、唱えた 2026、2026 年までに、二酸化炭素 26％削

減するように、徒歩・自転車で通行し、人との出会い、語り合う社会の

構築を目指して行くことが必要と思います。徒歩・自転車で通行するこ

とで、大腰筋を鍛え、医療費の削減に繋がると思います 

②１年程前に成ると思いますが、子供たちが、部屋に閉じ篭り、ゲーム

に夢中になり、視力が低下し、1.0 以上が４割程度に、低下していること

が放映されました 

 そこで、公民館等で、前項②に記した遊び、竹トンボ・竹馬等を教え、

伝統文化を継承して行く、必要があると思います 

 地域で、子供を育てる、子供を産める環境等が、叫ばれているが、大

人達の利用する公民館に成っているように思います。 

 各校区の公民館は、半径２ｋｍ以内に囲まれると思います。公民館は、

公有地でありながら、自家用車で乗り込むため、子供の遊び場・他から

移住して来た方の交わる場が奪っている、制限（注）する必要があると

思います。 

（注）例えば、朝９時から日没まで 

※文部科学省告示 ９条２項から、少し、逸脱しているように思います 

 歩行・自転車は、健康増進、医療費削減に繋がると思います 

色々な行事を決めて行く中でも、子

供達に意見を述べさせ、参加意識を高

めることが必要と思う。 
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 ●昨年、６月２２日（水） 市長宛に公民館の利用について、提案８・

９の２件、秘書課広報係経由で提出しています。検討してください 

 

③いま、老人会に、支出している経費を、地域に伝えられた伝統文化の

継承及び、子供との茶会等に仕向ける。色々な行事を決めて行く中でも、

子供たちに、意見を述べさせ、参加意識を高めることが、必要と思いま

す 

④鍋島様を中心にした本、或いは、歴史資料は多くあるようですが、殿

様を支えた農工商の生活状況・住まい・服装等が、時代と共に、どのよ

うに変化していったか、逸話・物語・伝説等、子供達に、参加活動させ

る大会を検討し、地域の文化を継承する環境を作る。特に、戦前・戦後

の荒廃した日本・復興等を語り継ぎ、先人の苦労に基づいた話を教えて

行く必要があると思います 

⑤狭いアパート生活・核家族化で、先祖を祭る習慣が、無くなって来て

いるように思います。正月の飾付、正月を家族で祝う行事手順、カレン

ダーの仏事の両彼岸等先祖を敬う心が、欠けて来ているように思います。

このような習慣を、体得していないと、結婚し、新居を構えた時、嫁ぎ

先の風習に、馴染めなく、気まずい思いに成り兼ねないと思います 

⑥最近の○○家に嫁いでも、○○家を栄えさせるための責任を感じなく

なってきている。余りにも、変化し過ぎているように思います。そこに

潜む孤独死・空き家等が生じていると思います 

 毎日、仏様の前で、手を合わせ、拝む気持ちが、先祖に敬う気持ちを

身に着けていれば、家庭暴力・犯罪防止に繋がる心が、育まれると思い

ます。また、カレンダーの年中行事・二十四節気を含めた内容を伝えて

いく必要があると思います 
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文化のまちづ

くり 

 

 

３ 魅力ある文化の街となるために必要なこと、力を入れることは 

 企業誘致・農業或いは、有明海の生産性の向上と、流通・交通の便等、

長期計画を立て、市民参加型の街造りが、不可欠と思います 

①もう７~８年前と思いますが、長野市 小布施、葛飾北斎公園を中心に、

昭和 56 年頃から町おこしに、栗・リンゴ・ソバを材料で、取り組んだ内

容が、配信されていました。 

 地理的には、東京周辺の大都市に近く、自然環境に、最高に恵まれた

処でもある。そのネット中に、道幅が狭いため、何回も打合せを繰り返

し、各個人の屋敷の塀・柵等を取り壊し、リンゴ・栗・果実を植え込み、

家の中以外は、裏側の屋敷の内でも、お客が、立ち入り、眺めることが

出来るような内容が記されていました。 

 また、家を建て替えるときは、道の淵から２m 以上離し、建家の建て

方、屋根の色等、自治会で決められていたことを、読んだ想い出があり

ます 

 4~5 年前、再度、配信内容を見たときは、長野は、果物の産地（桃・ブ

ルーベリー・キュイフルーツ・柿・イチジク・スモモ・リンゴ・栗等）、

これらの食材を利用した店・観光客が、食べ・飲みながら散策出来るよ

うに加工（多種のアイスクリーム）されている 

上記のように、既存の街並みを、どのように創っていくか、また、「○○

市町おこし」とネットに入力すれば、取り組みが出てくる市を参考にす

ることが出来ます 

 此れらの内容を踏まえ、議論を重ね、方向を導くことが、急務と考え

ています。 

②佐賀市は、大きな工場もなく、農村地帯の中にあると思います。西友・

マルキョウ等の農産物は、福岡産６割・大分産２割、後は、宮崎・熊本

産で、全く佐賀産の品はない。偏見的な見方ですが、行政の中に、農業

３ 魅力ある文化の街となるために

必要なこと、力を入れることは 

 

 企業誘致・農業或いは、有明海の生

産性の向上と、流通・交通の便等、長

期計画を立て、市民参加型の街づくり

が不可欠と思う。 

①他県においても、それぞれの地理的

環境や自然環境等を活かした取り組

みがなされおり、それらの取り組みを

参考に、方向性を導くことが急務と考

える。 

②佐賀市は農村地帯の中にあるが、ス

ーパーの農産物は福岡県産、大分県産

など、他県のものが多くを占めてい

る。農家の活気を引き出す施策を導い

て欲しい。 

③地域一般・大学・高校等の料理・食

品加工等の大会を催し、試食・販売す

る方策を検討してほしい。 

④山間部には耕作放棄地が見受けら

れる。佐賀大学・製薬会社を巻き込み、

薬草生産について検討してほしい。 

文化は、最も広くとらえると、人々の

生活に関わる総体を意味するとされて

います。 

しかし、本計画が対象とする文化の範

囲は、第２節（Ｐ4）に示すとおりであ

り、ご提案いただいた企業誘致、農業等

についての問題はその範囲を超えてお

り、本計画の中で取り組むことは難しい

と考えます。 

本計画では、文化の中核を成す文化

財、伝統文化、芸術、芸能、生活文化、

国民娯楽などを示す文化を対象とし、本

市の文化振興を推進してまいります。 
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振興課があるが、一体、どんな仕事をしているか、疑問に思います。Ｊ

Ａにおんぶ・抱っこ、のようで、佐賀市は、沈没してしまうのではと危

惧しています 

 農家は、金も気力も消失していると思います。山口県周南市は、市町

村合併で、市役所が主体に成って、「道の駅」を設けていました。 

 農家の活気を引き出す施策を導いて欲しい。そのようにしなければ、

益々税収は、減少して行くように思います 

 3~4 年程前、久留米市の東の田園地帯・草の・田主丸付近を、12 月初

め頃、散策しました。殆どの水田は、早場米（8 月末～9 月初めに収穫）

を作り、直ちに、秋野菜を作り、生産しているため、途切れもなく、多

く生産をしている。集荷場には、大型のトラックに、野菜類を積載して

いました。 

 運転手から話を聞くことが出来ました。地域ごとに、収穫物を出荷す

る曜日が決められている。 

 関西方面に、16 時頃から出かけるようなことを聞きました。しっかり

した流通機構が構築されていることを感じ取りました 

③地域一般・大学・高校等の料理・食品加工等の大会を催し、試食・販

売する方策を検討する 

 佐賀は、訪れる客が少ないので、食品加工に力を入れる必要があると

思います 

④山間部には、耕作放棄地が見受けられます。ずっと前に、薬草の 8 割

は、中国からの移入品とのニュースを聞いた覚えがあります 

 佐賀大学・製薬会社を巻き込み、薬草生産は出来ないか、検討して貰

いたい 

●昨年、6 月 22 日（水） 市長宛に、菊芋と、薬草栽培を目指す、提案

４を、秘書課公聴係経由で提出しています。検討してください 
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第二次佐賀市文化振興基本計画（案）に関するご意見と市の考え方 

＜意見３＞ 

項目 ご意見（原文） ご意見（要約） 市の考え方（案） 

文化を通じた

人づくり 

 

（Ｐ.45） 

 

 

重点事業 

（Ｐ.56） 

■子どもたちの文化体験について 

・学校（小学校・中学校）での文化体験鑑賞の機会の増

加をお願いします。 

全ての子どもたち、できるだけ多くの子どもたちに文化

芸術に触れて貰うには、学校という場が一番です。その

ためには何よりも行政の力が必要です。また、教育機関

との協働が可能となるのも行政が中心になってこそと

思います。民間の文化活動が活発になってきているとは

いえ、それらは限られた子どもたちが対象であり、多く

の子どもたちに可能性を与えることができるのは、学校

教育機関だけです。勉学だけでなく、心を耕す文化芸術

に触れる機会の提供を是非お願いします。 

■子どもたちの文化体験について 

・小学校・中学校での文化体験鑑賞の機会の増加

をお願いします。 

 全ての子どもたち、できるだけ多くの子どもた

ちに文化芸術に触れて貰うには、学校という場が

一番です。そのためには何よりも行政の力が必要

です。また、教育機関との協働が可能となるのも

行政が中心になってこそと思います。勉学だけで

なく、心を耕す文化芸術に触れる機会の提供を是

非お願いします。 

子どもたちの感性や創造力を育むため、文

化芸術を鑑賞・体験する機会をつくることは

重要なことと考えています。 

 ご意見にありますように、本市の将来を担

う子どもたちの豊かな感性を育むためには、

学校と連携した取組が有効と考えます。 

第二次計画では、重点事業「次世代育成支

援プログラム」として、既に実施している事

業のさらなる充実を図ると共に、新たな取組

も検討しながら、佐賀市の未来の文化振興に

繋げる取組を進めてまいります。 

 

文化を通じた

人づくり 

（Ｐ.45～47） 

 

多様な文化芸

術活動が行え

るしくみづく

り 

（Ｐ.48～49） 

 

■文化を伝えていくこと、魅力ある文化のまちとなるた

めに力をいれるべきことについて 

・アートコーディネーター、また、アートマネジメント

ができる人材の育成、登用が必要です。 

今後も佐賀市文化振興財団が中心となり、市文化会館や

他施設での自主事業、またアウトリーチを展開していく

ことになるかと思いますが、そのためには更に専門性を

持った人材が必要になるかと思います。地域の文化芸術

活動を育て、アートと多くの人を繋ぐコーディネーター

の育成及び登用、また、アートマネジメントに関する研

修会開催などをお願いします。 

■文化を伝えていくこと、魅力ある文化のまちと

なるために力をいれるべきことについて 

・アートコーディネーター、また、アートマネジ

メントができる人材の育成、登用が必要です。 

今後も佐賀市文化振興財団が中心となり、文化

会館等での自主事業やアウトリーチを展開してい

くことになるかと思います。そのためには更に専

門性を持った人材が必要です。地域の文化芸術活

動を育て、アートと多くの人を繋ぐコーディネー

ターの育成及び登用、また、アートマネジメント

に関する研修会開催などをお願いします。 

 

 

・ご意見にありますように、アートコーディ

ネーター、アートマネジメントができる人材

の育成は、文化の創造性を広げ、魅力あるま

ちづくりに繋がるものとして必要なことと考

えます。今後も文化振興財団との連携を深め、

文化的な取組のコーディネートの役割を強化

して行くよう考えており、今後の取組の参考

とさせていただきます。 
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・地元のアーティストが育つための事業を。 

市民芸術祭やアウトリーチ事業において、地元佐賀で活

動する若手のアーティストが発表の機会を得たり、一流

のアーティストと交流できる機会を創出して欲しいで

す。既に行われている部分もあるかと思いますが、出演

に関して公募をしたり、出演を決める基準など明確にし

たほうがよいように思います。 

 

 

 

・市民芸術祭について。 

新たな観客（新たに文化に触れる人）を創出していくた

めにも、１年毎の計画ではなく、３年、５年と長期の計

画を持って、プログラム内容の工夫を行って頂きたいと

思います。 

 

 

・文化活動の価値向上を。 

文化活動はボランティア（無償）でやるもの、といった

印象が未だあるように感じます。舞台芸術には予算が必

要です。優れた作品を提供するにももちろん必要です。

文化会館などの施設維持管理に関しても同様です。文化

予算への理解を広めてほしいです。 

 

・文化体験ができる場所を。 

佐賀市文化会館のリハーサル室及び練習室は、とても使

・地元のアーティストが育つための事業を。 

市民芸術祭やアウトリーチ事業において、地元

佐賀で活動する若手のアーティストが発表の機会

を得たり、一流のアーティストと交流できる機会

を創出してほしい。既に行われている部分もある

かと思いますが、出演に関して公募をしたり、出

演を決める基準など明確にしたほうがよいように

思います。 

 

 

・市民芸術祭について。 

新たな観客（新たに文化に触れる人）を創出し

ていくためにも、１年毎の計画ではなく、３年、

５年と長期の計画を持って、プログラム内容の工

夫を行っていただきたい。 

 

 

・文化活動の価値向上を。 

文化活動はボランティア（無償）でやるもの、

といった印象が未だあるように感じます。舞台芸

術をはじめ、優れた作品を提供するには予算が必

要です。文化会館などの施設維持管理に関しても

同様です。文化予算への理解を広めてほしい。 

 

・文化体験ができる場所を。 

文化会館のリハーサル室及び練習室はとても使

・地元のアーティストを育てることは、本市

の文化を高め、広く文化を発信していくこと

に繋がり、文化振興に不可欠のことと考えま

す。 

基本目標２「多様な文化芸術活動が行える

しくみづくり」の（3）「文化を伝える、支え

る芸術家、専門家への支援」の中で、今後、

具体的な取組を検討し、内容の充実を図って

行きたいと考えております。 

 

・市民芸術祭については、ご意見にあります

ように、長期的な計画をもとに、プログラム

内容の工夫を行う必要があると考えます。こ

れまでの開催経験を生かし、企画・運営力に

磨きをかけ、文化に触れる新たな層の創出に

努めてまいります。 

 

・本市の文化振興を推進することで、市民の

文化活動への理解、ひいては予算への理解に

つながるものと考えます。 

 

 

 

 

・文化会館のリハーサル室、練習室は、本来、

本番の練習やリハーサルのための附属施設
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いやすく、多くの人が集まりやすい場所でもあるのです

が、有料での研修会やワークショップを開催することは

できないと伺っています。（目的外の利用不可とのこ

と。） 

民間団体が自分たちでワークショップを開催したい場

合、運営費（会場費・宣伝費等）を自費で捻出すればよ

いのかもしれませんが、参加者から少しでも料金を頂い

ての開催が可能になれば、運営はかなり楽になります

し、文化体験の機会を提供しやすくもなります。もし可

能であれば、利用に関しての見直しをお願いします。 

いやすく、多くの人が集まりやすい場所でもある

のですが、有料の研修会やワークショップを開催

することはできないと伺っています。（目的外利用

不可とのこと） 

民間団体がワークショップを開催する場合、参

加者から少しでも料金を頂くと運営はかなり楽に

なりますし、文化体験の機会を提供しやすくもな

ります。可能であれば、利用に関しての見直しを

お願いします。 

で、使用料も安価な設定となっておりますの

で、御希望の利用方法への見直しは困難です。 

本計画では、基本目標４「地域に根ざした

特色ある文化のまちづくり」の中で、（2）「身

近な場で文化にふれる場所づくり」や（3）「利

用しやすい文化芸術活動の施設などの整備」

の充実を図っていくこととしており、今後、

文化活動のできる既存施設の情報発信を行う

など、市民のニーズを把握しながら、市民が

安心して文化活動ができる場所づくりに取り

組み、文化振興を図ってまいります。 

 

 

 


