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平成 30 年度第 2回ちば文化振興懇談会 開催結果概要 

 

１ 日 時  平成 30年 11 月 8日（金）午前 10 時～午前 11時 45 分 

２ 場 所  千葉県庁南庁舎 5階会議室 

３ 出席委員 

加藤 修委員(座長)、鈴木 通大委員(副座長)、大熊 雅美委員、椎名 喜予委員、椎名 誠委員、 

鈴木 勲委員、永井 俊秀委員、安田 一夫委員 

以上 8名 

 

４ 議事の概要 

（１）第 2次ちば文化振興計画 平成 29 年度進捗管理について 

「資料 1～2」により事務局から平成 29年度進捗管理について、まとめて説明。 

その後、各委員から意見。 

 

【委員】 

資料 1「この 1年間に文化芸術にふれた県民の割合」が年々低下しているとのことだが、どのようなこ

とが原因と捉えているか。 

 

（事務局） 

原因の一つとして、設問にある「文化芸術」という言葉に対し、一般県民は「高尚なもの」というイメ

ージを持っているのではないかと推測される。対策として、調査の際、映画鑑賞など、「文化芸術」にあ

たるものの具体的な例示を工夫することを考えている。 

その他の原因として、別の調査結果を見ると、DVD やテレビでの鑑賞で足りていると感じる方が増えて

いることがある。このような家庭内で鑑賞されている方々に、どのようにアプローチしていくかも検討

課題と考えている。 

 

【委員】 

資料 1「この 1 年間に文化芸術にふれた県民の割合」が年々下がっており、「平成 32 年度に 70％」と

いう目標を達成するのは難しいように感じる。 

しかし、その一方で、資料 1「文化会館・美術館・博物館の入館者数」は少しずつ伸びている。文化会

館の利用者はシニア層がメインで 20～40 代のいわゆる「働き世代」は少なく、こういった世代にどのよ

うにアプローチをするかが課題と感じている。アウトリーチ事業も実施しているが、会館まで来ていた

だくのが難しい。 
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【座長】 

働き世代」にどのようにアプローチするかは確かに課題である。まず現在、シニア世代に文化鑑賞等を

していただけることは素晴らしいことである。これはあくまで私見としてですが、現在のシニア世代は

それまでの教育環境の中で自然と文化鑑賞の姿勢が培われたように思えるが、現在の若い世代がシニア

世代になったときに、現在のシニア世代と同様の文化鑑賞の姿勢が保てているかには懸念を感じる。本

日は教育関係者の方々もいるので、意見を適宜いただきたい。 

 

【委員】 

資料 1「県立文化会館・美術館・博物館における伝統文化体験事業の参加者数」という指標があるが、

そもそも伝統文化事業ではこれらの文化施設を利用する事例が少ないし、施設面の（スペース等の）制約

により多くても 1 回につき 100 名程度しか参加ができないため、当指標を伸ばすには、まずその制約を

解決しないといけない。 

そもそもまつり等の伝統行事は各地域で行われているもので、これを「実演」とすると、一般の方々は、

多くの場合、「実演」に触れることになる。このような「実演」まで対象に含めると、指標も伸びるので

はないか。一見するとこの数値は低いように見えてしまうが、実際、伝統的な地域文化は各地域にあるこ

とを考えると実際に参加した人数はもっと多いと思う。 

同様に、資料 1「この 1年間に文化芸術にふれた県民の割合」にも、隠れた実態があるのではないかと

思われ、「文化」の定義によって変動するのではないかと思う。 

 

【委員】 

 県立文化会館・美術館・博物館等は、スペース的に狭いこともある。 

資料 1「この 1年間に文化芸術にふれた県民の割合」であるが、例えば佐原の大祭は夏・秋に多くの方

に来場いただいており、山車やお囃子など文化に触れる機会を持っていただいていると思う。また、お囃

子等の出演者は 40～50 代を含めて各地域で頻繁に練習を重ねており、こういった方々も文化芸術に触れ

る機会を持っていると言えると思う。このように、施設だけではなく、地域の空間も調査対象として考慮

いただけると、調査結果にも広がりが出ると思う。 

 

【委員】 

「働き世代」は忙しく、関心があっても文化芸術に触れられない物理的な制約がある。また、シニア 

世代・働き世代・若年層など世代によって、興味や関心の対象が違うのではないかと思う。広く関心を 

持ってもらいたいなら、各世代のニーズに合わせる必要がある。また、現在はメディアが発達しているの

で、メディアで文化芸術に触れることで鑑賞を済ませてしまう傾向もあると思うが、コンサートなど実

演に触れる機会を得られるよう、下準備をすると変わってくるのではないか。 

次に、当団体が実施している音楽祭等はある程度の集客がある。要因としては、内容の充実も常に図っ
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ていることもあるが、学校教育との連携をすることで、出演者である子どもの家族・親戚に関心を持って

いただくことができ、発表会にも来場いただけることがあると思う。子どもを通していろいろな世代に

訴えかけていき、親世代・祖父母世代にも関心を持ってもらうという意味で、学校教育との連携を重視す

るとよいのでは。 

最後に、行事の周知の方法も大切と思う。予算面の制約もあると思うが、工夫の余地はあるのではない

か。行政の広報物は地味なデザインが多く、もうひとひねり工夫があるとよい。 

 

【座長】 

 たとえば「こども県展」等は多くの来場者でにぎわっているが、これは親世代・祖父母世代が来場す

ることが要因にある。参加形式が学校単位の美術展であり、価値観を次世代に継承する「教育」の仕組み

を用いた、文化に関心を持つ市民の広がりと育成の確実な方法としての役割を果たしている。 

私も県立美術館では年に一度ワークショップ等を実施している。参加者の最大数を１００名とし、例年

県内中学生約 50 名と自然木を組んで巨大なオブジェを作るという内容で、制作会場となる県立美術館外

庭の芝生で約 2 か月の展示も協力いただいている。屋内だけでなく屋外で体全体を動かす、楽しめる芸

術活動を周知いただくための一提案である。 

先日は個人的に、観客動員数の高い富山県美術館を視察したが、建物や展示内容には相当配慮したこと

を伺った。文化伝承を意図し、親子連れの鑑賞者を強く意識した美術館運営のコンセプトを知った。超高

価な作品を購入することによる集客の期待ではなく、幅広い年齢層の市民に広く愛される、または若手

造形作家を支援する場づくりとしての美術館経営である。当美術館屋上にはオノマトペを形にした遊具

が設置され、近所の方々が無料で遊びに来られるスペースが確保されている。そして楽しんだ後には美

術鑑賞（有料）もできるように構造となっていて、生活とアートの距離感が極めて近い。このような構造

を作るには相当の予算が必要だろうが、予算だけで実現できるものではなく、美術館の意識の問題もあ

ると思う。今回は参考として話をさせていただいた。 

 

【座長】 

文化施設からのアンケート回収率が 100%にならないようだが、残念に思う。オリンピック・パラリン

ピックも近づいているし、みんなで何かをしようという気持ちを持つにはよい時期だと思うので、回答

率も高まりを期待する。 

 

（事務局）前回（平成 29 年度）に比べると回答率は上昇しているが、なかなか全ての回答に至らない。

今後も粘り強く連携はしていきたいと思う。 

 

【座長】 

資料 2「文化施設（博物館）運営状況に関する調査結果について」のⅡ-2入館者数について、事務局か

ら「入館者総数」及びその内訳である「企画展等の入館者数」も「1館平均が昨年度より 6,000 人増加し
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ている」という説明があった。一見すると 6,000 人増だと多いように感じるが、通年であるため、一日あ

たりはあまり多くないようだ。もう少し伸びるとよいと思う。 

 

 

【委員】 

 当調査は年 1回程度実施するのか。前回はいつ調査を行ったのか。 

 

（事務局） 

年 1回の調査であり、前回の調査は平成 29年 9月に実施した。 

 

【委員】 

調査結果自体は理解できるが、これは現状把握であり、県はこの結果をどのように使うのか。 

 

（事務局） 

調査結果については、調査に協力いただいた施設や市町村文化担当課にフィードバックをする予定で

あり、これも目的の一つである。各施設・市町村には、他団体の傾向を見ていただいて、自分たちの立ち

位置を認識していただき、今後の取組の参考にしていただければと思う。また、県の取組にも当調査結果

で判明した課題を生かしていきたい。 

 

【委員】 

自分は美術館を運営する立場であり、確かに当調査のような結果をフィードバックしてもらうことは、

例えば「外国人向けパンフレット等の整備」状況など、参考になる。公立に限らず、広く文化施設にフィ

ードバックをすることは有意義と思う。 

しかし、指標の数値上の比較だけでは調査結果としてはもったいない。県としてはどのような方向が好

ましいとか、提案やコメントがあった方が良いと思う。 

個人的には、今回の調査結果を見ると、外国人対応がすごく遅れているように思う。オリンピック・ 

パラリンピックを控えてどうするべきか、県が提案するのも必要かなと思う。 

 

【座長】 

今回の懇談会の場では、調査結果について、委員の皆様の専門領域から、数値の読み方等、意見をもら

えればと思う。 

 

【委員】 

資料 2「文化施設（劇場、音楽堂等）運営状況に関する調査結果」に、自主事業をしていない施設は 14



5 
 

館あり、そのうち 13 館は実施予定もないとまとめられている。理由としては、「貸館業務が主である」と

いうのが最も多いが、次の理由にある「予算や人的余裕がない」ということが貸館になっている理由と推

測され、結果と原因が共通しているように思う。予算や人的な支援がないと広がりは出ないのではない

か。自主事業をしていない施設がどこか事務局から教えてもらえれば、当団体では連携も検討する。 

 

 

（２）文化芸術推進基本計画の策定について 

「資料 3」により事務局から説明。その後、各委員から意見。 

 

【委員】 

現在の「ちば文化振興懇談会」は、条例が施行される前から存在するが、設立根拠を確認したい。 
 
（事務局） 
当懇談会は「ちば文化振興計画」の進行管理等をするために、県が制定した「ちば文化振興懇談会設置

要綱」により設置している。 
 

【委員】 

条例と当懇談会の関係性を確認したい。条例は現施策を補完・追認するためにできたのか、それとも、

「芸術」という単語を入れ込むことで現施策を拡大・強化するイメージなのか。 
 
（事務局） 
現行の「ちば文化振興計画」は県が 1 次、2 次と策定し、当計画により県は文化施策を展開してきた。

それに対し、今回の条例は議員発議のもので、県がこれまで実施してきたものを条例として担保するな

どの意向から、施行されたものである。 

条例が現計画の後からできた以上、現計画を条例に基づくものとできないため、条例に基づく計画を新

たに作成する必要が生じた。 
 

【委員】 

条例に基づいて計画を新たに策定するとのことだが、現計画と比べてどのようなイメージになるか。 
 
（事務局） 
現計画をベースとして検討する予定である。なお、懇談会の設置については条例の義務付けはないの

で、従来どおり設置要綱に基づいて設置したい。 
 

【委員】 

条例に「県民の意識を広く吸収する」というような項目はあるのか。もしあるならば、当懇談会の設置

根拠と言えるのではないか。 
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（事務局） 
条例では計画を定める際に、条例第 7 条第 3 項に基づき、「文化芸術団体等の意見を聴くとともに、そ

の案を公表し、広く県民等の意見を求めなければならない」としているが、県としてはパブリックコメン

トを想定している。当懇談会のように有識者の意見を聞く機会の設置は規定されていない。 
 

【委員】 

パブリックコメントはほとんど意見が出てこないので、意見聴取の方法、やり方や効果は考えた方が良

い。 
 
（事務局） 
計画策定のため、パブリックコメントは県として必要な手続きであるため実施するが、文化芸術団体へ

のアンケート等の調査も実施予定であり、県民の意見を聴く機会も設ける予定である。もちろん、当懇談

会でも計画内容については意見をいただきたい。 

 

（３）その他 

 ア 東京 2020 大会に向けた文化プログラムの推進について 

 リーフレット等より、事務局から「千葉・県民音楽祭」「ちば文化資産」「ちばアート祭」等の文化  

プログラムについて、進捗及び今後の展望を説明。その後、各委員から意見。 

 

【委員】 

「ちば文化資産」については自分も選定に携わらせていただいたが、地域の文化振興という目的から 

客観的に見ると、良い内容となったのではと思う。選定された資産が、自主的に頑張ったり波及効果が 

あったりすれば、より認知されるのかなと思う。「選定」というと選ばれなかったものは順位から落ちて

しまったように感じるかもしれないが、今回の 111 件は現在の情勢に合わせて選んだものであり、今後

も情勢を見て行政が調整してあげてほしい。つまり、適宜追加したり、ピックアップして紹介したり、特

別参加枠を設けたり。自分の地域にはよいものがあるという自薦でもよいし、客観的に見て取り入れた

方が良いと判断したり。 

111 件と数が多いのでどうやって周遊するかなど課題はあるが、「ちば文化資産」自体は良い企画と思

う。まずは自分の住んでいる地域や旅行先として注目するとか。 

 

（事務局） 

「ちば文化資産」は、今後の PR として交通広告や SNS 等を活用した仕組みなど、他部局とも協力をし

て発信をしていく予定である。 
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【座長】 

労力をかけて111件を選定したのだと思うが、追加等見直しはどれくらいの頻度で見込んでいるのか。 

 

（事務局） 

今の段階では未定である。 

 

【委員】 

「ちば文化資産」についてはまだ選定直後なので、ある程度様子を見て、事業の成果が出ないと次のス

テージには行けないかもしれない。良い波及効果があれば追加の希望も自然と発生するだろうし、反応

が少なければ活性化するために見直しも必要と思う。もう少し様子を見守った方が良い。 

 

【委員】 

「ちば文化資産」については、せっかく選定したので、選定しただけで終わりにしないでほしい。 

「日本遺産」も北総 4 都市が登録されたものの、関連した取組がまだ少ない。今後誰が PR の主体と  

なるのか、地元と県で話し合わないと、県が選定しただけで終わってしまう。 

 

【座長】 

 「ちば文化資産」の運用方法はいろいろありそうである。例えば、視覚的効果を狙って、紹介本・カ

ルタ等を作るなど。美術館でも美術史上の名作をカード化して普及教材としている。 

 

【委員】 

千葉テレビ放送に「ちば見聞録」という千葉県の文化を紹介する番組があるが、「ちば文化資産」の活

用として、このような番組との連携もよいのでは。 

 

【座長】 

 「ちばアート祭」における作品公募では、個々人が制作対象として取り上げた「ちば文化資産」のど

こが興味深く感じたところなのかを、制作テーマと合わせ、作品キャプションに参加者からのコメント

としてつけてもらえるとよい。 

 

【座長】 

 「ちば文化資産」には「景観」も含まれているので、これをテーマにしたポスター等を募集するとか。 

オリンピック・パラリンピックは「文化の祭典」でもあるので、行政が企画をして、地域・学校にも    

そういう視点で参加してもらうことが望ましい。 
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イ その他 

各委員から、今回の懇談会全体を振り返ってコメント等があった。 

 

【委員】 

 学校教育の中で、子どもが文化活動に参加するのはよいと思う。 

また、現在は情報機器が発達して、スマートフォン等個人が手の中で鑑賞できる状況なので、わざわざ

文化施設に足を運んでもらうためには、付加価値をつける必要がある。高校生はみんなスマートフォン

を持っていて、授業でも活用しているような時代であるのだし、付加価値がないと若い世代は文化施設

に行かないだろう。 

なお、インターネット等は、興味関心を持つきっかけがあればアクセスが一気に伸びる。よって、文化

施設も、アクセスしたらたくさん情報がある状態にしておかないといけない。また、最初のトップページ

の印象で大体のイメージが決まってしまうため、トップページを充実させないと若い世代を呼び込むこ

とにつながらないのではないか。 

 

【委員】 

「学校教育との連携」の事例として、当団体は地元学校などと連携し、町全体で文化祭のようなものを

約 2 週間実施している。今年度は町中の土蔵で、学校に公演をしてもらった。 
また、地元小学校の先生から「地域において文化を体験するなど、地域が子どもを育むような機会が 

ないか」という問い合わせをいただき、話し合いの結果、「狂言」は小学校 6 年生の教科書に載っている

し、文化祭において「狂言」の公演が予定されているという背景もあり、公演翌日に地元小学校を狂言の

団体が訪問して、生徒に参加・体験してもらうという機会を設けた。 
そのほか、地元小中学校との連携として、合唱部とプロオーケストラとの共演の機会を設ける取組を 

数年していて、子どもも指導教師も熱意を持って取り組んでくれていて、よい関係が築けていると思う。  

また、子どもが出演すると親・祖父母世代も鑑賞に来てくれるので、みんなで参加するような雰囲気に 

なる。 
さらに、当文化祭では地元高校にお茶会も出展してもらっている。このように、近年、学校教育との 

連携で裾野が広がってきたと感じている。 
 

【座長】 

 興味を持ってもらうためには実体験は欠かせない。学校まで出前公演をするのは良いことだと思う。 
 

【委員】 

資料 1「この 1年間に文化芸術に触れた県民の割合」をみると、現場とのギャップを感じる。 

自分もお祭り等に関与しているが、参加する子どもたちは本番にむけてよく練習している。そういった

練習も「文化芸術」であるという意識がないのかもしれない。 
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【委員】 

「本物を見る機会」は興味を持ってもらうためには大切と思う。劇・絵画・音楽などは、テレビでの 

鑑賞と「本物」とでは全く違う。最近はパソコンやスマートフォンで鑑賞を済ませてしまい、意外と   

「本物」は知らないのではないか。「本物を見る機会」を提供する取組を県でできないか。出前公演も  

よいかもしれないが、文化施設の利用時間等の制限をできるだけ取払ってもらうなど、県に鑑賞しやす

い状況を作ってもらいたい。 

 


