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平成 25 年度 第１回三条市文化芸術振興に関する懇談会

公開の別

全部公開

開催日時
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無
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阿部凉子委員、花柳雅鶴委員、田村和豊委員、岡村守委員、
櫻井綾委員、藤田務委員、鶴巻純子委員

三条市

宗村部長、金子生涯学習課長、金子生涯学習課長補佐、渡辺
文化振興係長

(欠席者) 大原貞雄委員、樋山利浩委員、金子達雄委員
協議題

(1) 平成 25 年度文化芸術振興事業の実施状況について
(2) 平成 26 年度主な取組文化芸術事業計画（案）について
(3) その他

市民部長

あいさつ

自己紹介

委員、市職員の順に自己紹介

金子課長

会長、副会長については、要綱第５条により委員の互選ということで
あるが、指名推薦という形で選出をお願いしたい。
（阿部委員の推薦があり、多数の異議なしの発言がある）

金子課長

阿部委員の推薦で多数の委員の異議なしの発言あるので、会長は阿部
委員にお願いしたい。以後の進行をお願いする。

阿部委員長

就任のあいさつ
では、副会長の推薦をお願いしたい。
（岡村委員の推薦があり、多数の異議なしの発言がある）

阿部委員長

岡村委員の推薦で多数の委員の異議なしの発言あるので、副会長は岡
村委員にお願いしたい。

岡村副会長

就任のあいさつ

阿部会長

議題（１）について説明をお願いする。

金子課長

（平成２５度文化芸術事業の実施状況について説明）

阿部会長

ただいま事務局から説明があったが、ご質問ご意見をお願いしたい。

田村委員

平成 25 年度実施事業の中で市が支出していないものはどれか。

金子課長

生涯学習課で支出していないものとして 4 ページの「映画を観ま
SHOW」、「しあわせの種コンサート鑑賞」、「次代を担う子どもの文化
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芸術体験事業」です。
次代を担う子どもの文化芸術体験事業では、月岡小学校で関西フィル
オーケストラを呼んで体育館の半分を使い演奏を聴いた。
岡村副会長

1 月に行う岩田正巳展は一般の人が所蔵している作品を借りるのか、
また、事故が起きた場合の対応はどうするのか。
市の所蔵と主に市内で所蔵されている作品約 70 点を借りて東公民館

金子課長

と歴史民俗産業資料館で展示する。展示する作品には保険を掛ける。
また、この事業は 3 月から新潟県立近代美術館でも岩田正巳展を開催
するので県立美術館と対応をあわせて行きたい。

鶴巻委員

岩田正巳の作品で市で所蔵している作品数は。

金子課長

10 点くらいあり、その中には日展に出品された大型作品もある。
文化振興基金を使う事業はどのような事業か、その内の若手芸術家支

阿部会長

援事業は、作家によって費用のかかり方が違うと思うが、予算は毎年変
わるのか。
文化振興基金を使う事業は「わくわく文化未来塾」、
「若手芸術家支援

金子課長

事業」、
「芸術鑑賞ツアー」で、若手芸術家支援事業は今年は 65 万円の
予算での中で行ってもらう。

岡村副会長

若手芸術家の年齢の考えは。

金子課長

50 歳を目安としており、東公民館を会場として考えています。
他に質問はないか。

阿部会長

ないようなら議題の２に移らせていただく。議題の（２）平成２６年
度主な取組文化芸術事業計画（案）について事務局から説明をお願いす
る。

金子課長
阿部会長
田村委員
藤田委員
藤田委員

（平成２６年度主な取組文化芸術事業計画（案）について、説明）
大変夢のあるような計画を示された。これに対して意見・要望をいた
だきたい。
青年会議所の方がいられるのでお聞きしますが、青年会議所では音
楽・芸術・文化に関する活動はしていますか。
青年会議所は音楽等に関する活動はしていない。まちづくりに関わる
事業、後援をしている。楽音祭は後援している。
26 年度の美術展のポスター公募は市内の人を対象と考えているか。
現在今使っているポスターは、平成 17 年の市町村合併時に公募した

金子課長

作品で、今回 10 年目の記念として公募して新たなポスターを使ってい
きたい。
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芸術文化振興基金を増やす方法もこの懇談会に出してほしい。
阿部会長

青年会議所はふるさと絵画に賞を出しているが、以前は歩行者天国で
雁木にふるさと絵画の絵を飾ったり文化会館建設の署名を行っていた
こともあり文化活動も行っていた。
芸術文化振興基金について説明しますが、基金は昭和 50 年頃青年会
議所で集めたお金を基金として積立て市もお金を出して、また他に寄附
金をいただき積み立てた。文化会館の建設がないまま 7,000 万円くらい

金子課長

になったものを有効に使うことで文化活動振興基金を創設し事業を行
った。
基金をどのように使うか、三条市の文化をどのようにしたらいいかに
ついて検討する目的でこの懇談会を発足した。

阿部会長

美術展の審査員を県外から 2 名お願いするということはどういうこ
とか。
見附市では、毎年 1 名県外の審査員をお願いしている。三条市の美術

金子課長

展は 6 つの部門があって毎年 1 人だと 6 年かかる。2 名だと各部門で 3
年に一回県外の審査員が審査することになる。

阿部会長
鶴巻委員
金子課長
花柳委員
鶴巻委員
岡村副会長

10 回目ということで県外から 6 名として、翌年からまた元に戻して
はどうか。
文化の一番星事業はどのようになるのか、また、基金から事業費を使
うのか。
基金と別の財源で要求している。全国、世界を目指す実力をつけるこ
とを目指す。
文化会館がないことはやはり（文化振興には）弱いことだと思う。
建物がない中で活動には限界があると思う。諸橋轍次記念館を見ると
やはり、建物があるということで催しが行いやすい。
お金をかけて造っても、その後施設は傷んでくるので見通しを立て計
画していくべき。
今の話は 3 年前に文化会館建設基金を文化活動振興基金に変える時
に既に論議された話。7,000 万円のお金で文化ホール、美術施設といっ

宗村部長

たものは難しく、国の補助金等何らかの支援がないとなかなかできない
現実がある。
市が建てるとなると資金調達が必要で、東公民館の時も合併特例債な
ど有利な財源があったが、今は難しいのでご理解いただきたい。

阿部会長

文化の一番星事業は今まで市長の報道の中で出てこなくて初めて出
てきた。小中一環だけでは一番にはならない、文化の一番もいる。こう
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いうことをと続けて行くことによって将来絶対に建物が必要になって
くる。
オリンピック招致が決まり、三条市も今後外国の使節団を受け入れる
田村委員

など国際交流を進めていくことになる。使節団が来たときに初めて交流
する施設がないことを実感すると思う。文化の交流についての国際感覚
も一番星の中に取り組んで行ってはどうか。

鶴巻委員
金子課長
岡村副会長

若手芸術家事業を行う時に図録を作る考えはないか。
対象者に事業をお願いしているので、図録を作成するのかはお任せし
ている。
市展の時にボランティアで手伝うとお金が出るが、いちいちお金を出
さずにそのお金を事業に使ってはどうか。
文化団体協議会でも市展のときのお金について前に話が出たが、全体

阿部会長

で出ないというならば別だが、出る人はお金が出るのならもらいたいと
いう意見が出てそのままになった。

田村委員
阿部会長
金子課長

音楽祭でも外部の人が手伝った場合はお金を出しているが、自分たち
はボランティアでやっている。
（その他）
事務局で特別用意していない。
この前ジュニア合唱団団員募集のチラシを見たが、会費が月 2,500
円と出ていた。

阿部会長

公民館の受講料は大人で 1,500 円位が一番多いと思う、2,500 円は高
いと思うので月謝を安くしてジュニア合唱団に補助金などで安くする
ことはできないか。安くすることで入りやすくなり、団員を増やせると
思う。
ジュニア合唱団は来年結成 20 年になり歴史がある組織になってきて
いる。今まで自主コンサートを行ったことがなかったが、地震の時に初
めてチャリティコンサートを行った。
県内には 4 つのジュニア合唱団で合同演奏会を開いている。会費のほ

桜井委員

か年の初めに集めに参加費などを含め別に集めている。また合同演奏会
を各市で順番に開催しているが、三条には施設がなく招いて開くことで
きない。
また、三条市には中学校の合唱部はない、小学校ではコンサートに出
るようなクラブとして成立している状況にない。
学校にはないものとしての課外活動は大きいと思う。

田村委員

三条から新潟の合唱団通っている子もいる。まずは母体をしっかりと
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することが大切。
新しい建物を建てることは難しいことはわかるが、廃校になる南小学
鶴巻委員

校の活用はどのようになっているか。どのように活用することになって
いるか。
財務課で地域の方の意見を聞き跡地の活用について検討している。

宗村部長

これまで男女協同参画で利用したい意見も出ている。
昨年度の懇談会で南小学校の活用に意見をいただいており、そのこと
についても財務課にいただいた意見を伝えてある。

桜井委員

三条市にはスポーツ少年団はありるか、また、文化の面で子供だけの
活動団体はあるか。
文化の面での子供の活動団体としては三条市ではジュニア合唱団だ
け。

金子課長

スポーツ少年団の中には野球、バスケットなどがあったりするが、例
えば文化少年団のような組織があってさまざまな活動が行われている
組織がない。

阿部会長

会議が 2 時間を過ぎたのでこれで閉会とさせていただく。
閉会のあいさつ

岡村副会長

いろんな意見をいただき問題も見えてきた、みんなでこの地域を盛り上
げて行きたい。
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