
令和４年７月１日（金）～同月２１日（木）
　４名
２６件

頁

1 27

◆案件①：「誰もが文化芸術に親しめる」ための取組について
該当箇所：第４章、基本目標１、施策(1)、主な取り組み②および③
意見：障害者等による表現活動が、大津市内でも活発に、あるいは人知れず、各所で
実践されています。
近年では、表現活動を生業とするプロのアーティストが、こうした障害者／アウトサ
イダーの表現に積極的に関わり、アーティスト側が刺激を受けて、自己の表現に取り
入れていくことも多くあります。
一例として、（社福）グローが主催する「糸賀一雄記念賞音楽祭」では、坂田明さ
ん、高良久美子さんといった、日本を代表するアーティストが、大津ワークショップ
グループに所属するメンバー（市内福祉事業所の利用者）と共演し、彼らに触発され
て、嬉々として白熱の即興演奏を繰り広げています。
②の取組例として障害者団体へのサポートが挙げられていますが、障害者は支援され
るばかりでなく、支援する（表現を先導し、創造性を刺激する）存在にもなり得ると
いう視点から、障害者／アウトサイダーと、一般の文化団体／アーティストの活動の
垣根を取り払い、両者が表現活動を「共にする」機会を積極的に作っていくべきかと
思います。
具体的には、②では上記のような「共に表現する場」の創出、③では文化と福祉の両
部局の連携による活動（団体）情報の共有化や、部局の垣根を越えた交流の促進が図
れれば、と考えますがいかがでしょうか。

2 27

◆案件②：「誰もが文化芸術を表現する機会の充実」のためのハードの整備
該当箇所：第4章、基本目標１、施策(1)、主な取り組み②
意見：音楽や演劇の活動を行う障害者の団体から、発表の場として使いやすい施設が
ない（少ない）という声を耳にします。
・既存の施設で、観客／客席側に比べて、出演者側／舞台裏のバリアフリー化、ユニ
バーサルデザイン化が進んでいない。
・音響や照明の設備が整った、100～200名規模の施設がない。等の現状が、こうした
声につながっていると思われます。
誰もが使いやすい施設、手ごろなサイズの施設の整備が望まれていると思います。

3 29

◆案件③：文化芸術を担う人材の育成について
該当箇所：第4章、基本目標２、施策(1)、主な取り組み①
意見：〇の4項目目の後半、「環境に配慮した行動ができる」という表現が、この「計
画」の中にあっては、違和感を覚えます。適当な表現が浮かびませんが、自然環境を
文化として捉える「マインドを持った」人を育てる、ということかと思うので、「行
動ができる」という表現が不適切なのでは。

第３次大津市文化振興計画（案）に対する意見内容と本市の考え方　　　

・意見募集期間
・意見の提出者
・意見総数

該当箇所
詳細箇所

主な取り組み
②③

ご意見のとおり、障害者と文化団体の両者が共に文化活
動を行うことは大切であることから、②誰もが文化芸術
を表現する機会の充実の取組例の「障害者団体への文化
活動のサポート」を「障害者団体等と連携した文化活
動」に修正します。
また、文化情報の共有化や交流の促進については、関係
機関等と連携しながら実施して参りたいと考えておりま
す。

主な取り組み
②

誰もが利用しやすい文化施設として、バリアフリー化、
ユニバーサルデザイン化、適切な維持管理等の取り組み
について、ご提案いただいた内容も参考にしながら今後
も検討して参ります。

主な取り組み
①

ご意見を踏まえ「環境に配慮した行動ができる人材」を
「環境を大切にする意識を持った人材」に修正いたしま
す。

No. ご意見 ご意見に対する本市の考え方

1



頁

4 31～32

◆案件④：子どもの文化活動の促進に係る地域格差について
該当箇所：第4章、基本目標２、施策(２)
意見：旧志賀町域に住む者として、地域間格差は小さくないと感じています。
特に子どもたちの文化芸術体験に関して、格差ができない配慮、施策を望みます。
基本目標１施策（１）取組①でアウトリーチ事業の推進が挙げられていますが、ここ
でもアウトリーチ事業は有効と思われますので、取組①や②に盛り込んでいただけれ
ばと思います。

5 全般

本計画書に記載されている図表に「タイトルと通番」を記載してはどうか。
・理由
本計画は５年間の計画で上位計画と関連計画が複数あり各事務局や市民にとっての見
やすさや錯誤の回避等のため。
・ご参考
本計画の関連計画である歴史的風致維持向上計画では精緻に記載されている。

6 全般

本計画書に記載されている図表に「出典」を明確に記載してはどうか。
・理由
本計画は５年間の計画で上位計画と関連計画が複数あり各方面から参照されるときの
便利のために有益である。

7
目次の
次頁

本計画の案には前文、はじめに、市長のあいさつ等の頁がない。Ｒ４年度の組織改編
に関連して佐藤市長にその思いを執筆いただいてはどうか。
・理由
本計画の前進計画では同時の目片市長や越市長のあいさつ文があった。時々の世相や
市の施策方針がわかりやすく記載されていた。
第２次大津市文化振興ビジョン・・・わがまち大津に湖都文化の輝きを　目片　信
第２次大津市文化振興計画・・・はじめに　越　直美

該当箇所
詳細箇所

主な取り組み
①②

ご意見のとおり、アウトリーチ事業は子どもが文化芸術
に親しむ機会の創出に有効な事業であることから①の取
組例に「アウトリーチ事業の推進」を追記いたします。

タイトルと通番については、本計画では関連している文
章の近くに図表を挿入し、示しているため、錯誤が発生
するとは考えにくく、記載することは考えておりませ
ん。

ご意見のとおり出典元を掲載いたします。

パブリックコメントにおいては、計画の内容について意
見を募集するものであるため、前文や挨拶を掲載してお
りませんが、製本時には、第２次大津市文化振興計画と
同様に、市長の挨拶を掲載いたします。

No. ご意見 ご意見に対する本市の考え方
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頁

8 36

市民の作品の出展数を目標値にしているが現状からその数値達成で市民の文化振興の
評価になるのか疑問である。より積極的な指標での施策を望む。
・理由
現在、大津市歴史博物館、生涯学習センター(１Ｆ貸会場)及び各市民センター(学区文
化祭が中心)等での出展を対象として目標値を設定していない。これでは現在の積極的
な市民を中心とした目標とならない。また県立施設等での展示会への参加・出展が本
計画で不明である。大津市民の文化振興については県立施設と周辺自治体での施設へ
の積極的な参加も促しているのか不明である。
「きらッと大津景観絵画展」は例年数百点の応募がある盛況な絵画展である。出典は
大半が小中学生であり一般成人の応募は少ない。この絵画展に限らず一般成人の出展
を支援するような取り組みも必要と考える。またこの展示会への出展数は本計画の現
状目標と実績に包含されていないのではないか。
・提案
１.本計画で記述していない施設でも市民が気軽に参加できるような仕組みの創設をし
てはどうか。
作品数を増やすこととそのような取組の人数・新たなグループの増大を促すような仕
組みを創設してはどうか。そしてそれをＫＰＩとして設定してはどうか。
２.既存の施設や行事として生涯学習センター(１Ｆ貸会場) 以外に軽便・安価な利用
施設（ｅｇ 県立唐橋ギャラリー、市役所１Ｆのギャラリー等）の利用方法を周知して
新たな展示会の実施を促す。(県立唐橋ギャラリーは老朽化が激しく青年会館のレスト
ランは宿泊者以外には閉鎖されたままで改善が必要)
３．大津市デジタルイノベーション戦略の一環としてオンラインやリモートでの展示
会・ギャラリートーク等も実現できるような仕組みを創設してはどうか。

9 全般

ＳＤＧｓの目標と本計画の目標・施策等との紐づけを本計画の各所に明示的に記述し
てはどうか。
・理由
本計画の上位計画「大津市総合計画第２期実行計画」では ＳＤＧｓの目標と通番・ロ
ゴが明示されている。
【ご参考として】
最近の大津市ＨＰでは本計画に関係する発表として下記のようにＳＤＧｓのロゴとと
もに表示されている。
令和４年６月１７日 第４５回大津市写真展覧会の開催 ～受賞作品が決定しました
～：ＳＤＧｓ目標４
令和４年６月３日「第２２回 大津市民短歌・俳句大会」の作品募集：ＳＤＧｓ目標４
大津市立長等小学校６年生による狂言発表会のお知らせ ～ 「エイエイヤットナ！」 
長等小だけの子ども狂言：ＳＤＧｓ目標４
・提案
１.本計画の目標・施策毎にＳＤＧｓの目標を紐づけてロゴを追記する。
２.本計画の第２章の国と県の動向に付加して「世界の動向」について追記する。
３.本計画の「はじめに」に 持続可能な文化振興についての記載をするか もし可能で
あれば「佐藤市長のごあいさつ」文に持続可能な文化振興について思いを記載してい
ただく。

該当箇所
詳細箇所

１指標について
基本目標１
評価指標②美術
展・写真展、短
歌・俳句大会、古
都の文学の出展数

大津市美術展・写真展をはじめとした、市民の作品の出
品数は文化芸術に親しむ場づくりの指標として、非常に
重要なものだと考えております。少子高齢化社会の中、
作品の出品数は年々減少傾向にあり、出品数の維持及び
増加は、今後の文化振興において重要であり、目指すべ
き数値目標であると考えております。
また、生涯学習センターの利用者数については、本市で
は文化施設ではなく教育施設と位置づけているため数値
に入っておりませんが、今後、施策を推進する上で関連
施設の利用者数を注視して参ります。
いただいたご意見を参考に、様々な文化活動の実施及び
支援を通して、年齢や性別、障害の有無等に関わらず、
「誰もが文化芸術に親しむ場づくり」に取り組んで参り
ます。

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）のロゴについては、取
り組み内容により、目標設定が異なってくることが考え
られるため本計画に明示はいたしませんが、本計画が持
続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）との関連性も考慮した計
画である旨を「第１章２ 計画の位置づけ」に記載いた
します。

No. ご意見 ご意見に対する本市の考え方

3



頁

10

13

15

18

36

アンケートや意見聴取についてその実施概要(日時 サンプル数 実施方法(郵送・電
話・ＷＥＢ等))自由記述があれば特記として追記して欲しい。大津市総合計画第２期
実行計画での調査については不要。
・理由
本計画は５年計画であり上位計画の大津市総合計画第２期実行計画終了後や世の中の
環境の変化等で見直す場合に市民と関係者の便利となる。
また進捗管理は数値だけではなく市民の実情調査から計画の適切な進捗管理の為にこ
れらの実施内容(アンケート・意見聴取)は重要である。
大津市歴史的風致維持向上計画では資料編として丁寧に市民の意見を記載している。
・提案
巻末に資料編としてこれらの実施内容(アンケート・意見聴取)を追加してはどうか。

11 36

基本目標１ 文化芸術に親しむ場づくり ⑤歴史博物館の総利用者数は 注釈 ※３の通
り
所謂博物館の入館者数と貸し会場の利用者数の合計値である。博物館が提供する展示
物への観覧者数と貸会場への来場者数とは 来館の趣旨が異なる。
・提案
博物館が提供する展示物への観覧者数と貸会場への来場者を並列して現状と目標値を
設定してはどうか。 博物館の展示事業・学術的調査・研究事業と一般市民の出展は趣
旨が異なるので ご検討を希望する。

12 2

下記についても その計画と計画期間を明示してはどうか。
・びわこ東海道景観基本計画
・大津市景観計画 (現在 改定中)
・大津市歴史文化基本構想
・大津市歴史的風致維持向上計画
・理由
県と国の関連計画も重要であるが大津市の事業・施策を５年間にわたり推進する本計
画での関連性が大きい。

該当箇所
詳細箇所

（1）文化施設のア
ンケート調査結果
（2）文化団体への
アンケート調査結
果
（4）大津市文化振
興のための意見交
換会
1．指標について

アンケートの実施概要を記載いたします。
また、計画の進捗管理については数値だけではなく、ア
ンケートや意見聴取をもとに、市民の声を幅広く取り入
れながら、施策を推進して参ります。
なお、アンケートは巻末に資料編として掲載するのでは
なく、本編に掲載し、まとめる形を取りたいと考えま
す。

基本目標１
評価指標⑤歴史博
物館の総利用者数

展示の種類は違いますが、貸ギャラリーによる展覧会の
来場者も常設・企画展による来場者も文化芸術に親しむ
目的は同じため、特定の数値を目標値とするのではなく
総合的な観点から総利用者数を目標数値としておりま
す。

３計画期間

本計画は本市が策定している様々な計画や施策と関連し
ており、整合や連携して推進していくことを念頭に策定
しているため、「第１章２ 計画の位置づけ」にその旨
を記載します。

No. ご意見 ご意見に対する本市の考え方

4



頁

13 7

②に「。。。。また、まだ評価されていない文化資源も潜在している」とあるが大津
市歴史文化基本構想の資料編には膨大な調査結果の資料が記載されている。
また５章　歴史文化の保存・活用の具体方策に「（仮称）大津歴史文化市民遺産制
度」の検討などの施策が記載されている。そのような市政の文化遺産への積極的な施
策を希望する。
・提案
大津市歴史文化基本構想との連携での施策の推進をしてほしい。
この構想は教育委員会文化財保護課で策定されたが 今回の組織改編で文化振興が市長
部局に移行してすすめやすくなったと思う。

14 21以降

文化の「対象」として第３章以降で「自然 景観」についての記載が弱い。
・理由
中世から近代へ継承されてきた「自然や景観」を後世に伝えることは大津市の大事な
文化である。１９世紀には比叡山は禿山であり田上山も山肌が露出していたが人々の
営みや行政の施策で現在の姿となっている。また文化財の保存・活用には自然と景観
との折り合いが必要となる。脱炭素の事業・施策は大切で環境目標は達成しなければ
ならない。湖都大津を大切にする本計画で「自然と景観」についても目標・施策とし
て重視して欲しい。
・提案
２４－２５頁の計画の体系に「自然 景観」について追記して対応する施策・事業を明
示的に記載してはどうか。なお 現時点で大津市の事業でそれに相当する事業や認定等
は複数存在する。
(e.g. きらッと大津景観絵画展，膳所城跡公園と柳が崎湖畔公園が、「日本の歴史公
園100選」に選ばれたこと，歴史資源の公共空間化(近江国庁跡，瀬田唐橋等)，びわこ
東海道景観基本計画での事業 等)

15 9

これは滋賀県立施設の計画である。また 県の計画によると(仮称)新・琵琶湖文化館の
開館はＲ９年度となっている。本計画は５年計画であり，大津市の都市計画関連以外
では関係性が弱い。
・提案
１.９頁に(仮称)新・琵琶湖文化館基本計画は滋賀県立の施設であることを明示する。
２.本計画が(仮称)新・琵琶湖文化館の開館に向けて実施する施策と目標を明示する。
（大津市議会でも(仮称)新・琵琶湖文化館と大津港周辺の事業についての質疑があっ
た。）
あるいは (仮称)新・琵琶湖文化館基本計画策定については削除して他に大津市の事業
に差し替える。

該当箇所
詳細箇所

(2)本市の文化的特
色
②価値ある歴史
的・文化的資産が
数多く残されてい
る

「第１章１　計画策定の趣旨」でも示しているとおり、
文化財保護行政及び歴史博物館を教育委員会から市長部
局に移管し、文化行政の一元化を図ることで、本市が持
つ優れた歴史文化の保存・活用を推進し、これからの文
化振興施策を進めて参ります。

第3章以降

「第３章１　基本理念」でも示しているとおり、琵琶湖
をはじめとした美しい自然環境に育まれた質の高い歴史
と文化を有する本市の特徴を活かしながら文化施策を推
進することは非常に重要だと考えております。Ｐ２９の
取組例の中にもあるように、自然体験活動スキルアップ
研修会事業や、自然家族事業を通して、里山や棚田と
いった「自然　景観」を守り、育てていく活動や担い手
の育成に取り組んで参ります。
また、自然体験活動スキルアップ研修会への参加者は、
文化芸術を支える人づくりの指標としても掲げていま
す。

(3)取り巻く環境の
変化、関連計画等
③(仮称)新・琵琶
湖文化館基本計画
の策定

ＮＯ．１３のご意見に対する本市の考え方を示したとお
り、文化財を保存、活用を推進していく上で、（仮称）
新・琵琶湖文化館との関係性は深く、今後滋賀県と連携
していく必要があると考えていることから、本計画への
記載は必要と考えます。

No. ご意見 ご意見に対する本市の考え方

5



頁

16

全般
31 大津市総合計画第２期実行計画62頁 【施策 20】 文化・芸術に親しめる環境づくり 

「ＳＤＧｓ－４」
動向と課題に「少子高齢化が進む中、子ども・若者世代は、次世代の大切な地域文
化・伝統文化の担い手であり、その数が減少していくことは、今後の本市の文化振興
にとって、後継者の減少や新たな文化の創造という点から、大きな課題となっていま
す。」とある。
大津市伝統芸能会館でのこどもの体験活動が望まれる。現状は 近隣の長等小学校のみ
が体験学習を継続している。小学校３７校での体験教育を復活して子どもが文化に触
れることは将来につながる。
また現在伝統芸能会館は指定管理の事業者が運営しているが大津市として文化振興を
強力に進めるに際して今後の見直しも必要と考える。
・理由
大津市総合計画第２期実行計画の構成と内容でＳＤＧｓについて明示的に表記されて
いる。
・提案
１.本計画３１頁 施策（２）未来を担う子どもへの文化活動の促進①子どもが文化芸
術に親しむ機会の創出の項で具体的に伝統芸能会館への子ども学習機会の増大などと
記載する。
２.本計画 冒頭で 佐藤市長のあいさつ文の中で世界の動向「誰一人取り残さない」と
いう観点でＳＤＧｓについての大津市の取組と共に記載する。
・提案の背景
現在 指定管理業者によりしばらくの間は新たな取組は難しいとは思うが段階的に全３
７校の子どもが伝統文化に触れ体験学習の機会が増えるようにしてはどうか。なお 大
津市立科学館での学習と同様に送迎は地元のバス事業者での対応が望ましい。

17

13

15
「大津市生涯学習センターでのアンケート調査」が実施されていない。この施設では
貸会場・会議室・ホール等での市民の文化活動が盛んである。その人々の意見は重要
である。アンケート調査を実施しなかった理由があれば開示して欲しい。
・理由
１６頁の意見交換会での市民の意見から：人気のある生涯学習センターは重要であ
る。
①施設が借りにくい，活動を行う場所が少なくなってきている。
②観光分野や環境分野など，多様な分野とのコラボレーションしたイベントを開催し
ていく。

18 36

基本目標１と２についてＲ３年度を現状として５年後Ｒ８年度と設定することには疑
問がある。
・理由
今回のコロナ禍で文化関連施設・行事等の実態が大きく変動(減少)している。
・提案
Ｒ元年度を現状とするか過去数年の数値を適切に処理して「現状」としてはどうか。

該当箇所
詳細箇所

施策(2)未来を担う
子どもへの文化活
動の促進
①子どもが文化芸
術に親しむ機会の
創出

次世代の大切な地域文化・伝統文化の担い手である子ど
もが伝統文化に触れることは非常に重要なことだと認識
しております。
現在、子どもたちに伝統文化の体験の機会を提供し、伝
統文化の振興と子どもの情操の育成に寄与することを目
的に「おおつ伝統文化親子教室」事業を実施しており、
伝統文化の繁栄と、担い手の育成に取り組んでおりま
す。
今後も、教育機関と連携を図りながら、施策を推進して
参ります。

（1）文化施設のア
ンケート調査結果
（2）文化団体への
アンケート調査結
果

ＮＯ．８のご意見に対する本市の考え方で示したとお
り、生涯学習センターは、本市では文化施設ではなく、
教育施設と位置づけているため、アンケートを実施して
おりませんでしたが、今後、広く市民の声を聴取しなが
ら文化振興施策を推進してまいります。

1.指標について

新型コロナウイルス感染症の影響による現状を受け止
め、アフターコロナ、ウイズコロナを見据え施策を推進
することが必要であると考え、また、令和３年度から実
施した事業もあることから、現状を令和３年度といたし
ました。

No. ご意見 ご意見に対する本市の考え方

6



頁

19 21

「【基本理念】湖都大津の文化に、親しみ、育み，活かす まちづくり」とあるが本計
画の趣旨と日本語の表現で違和感がある。
・理由
本計画は都市計画のソフト的な部分を担うとはいえ体言止で「まちづくり」とするの
に無理がある。
本計画の基本目標が「１．場づくり ２．人づくり ３．仕組みづくり」を掲げてい
る。
ＳＤＧｓやその後の潮流としてWell-being(ウェルビーイング)が望まれる。
文化振興の大きな動きである。湖都を大津の文化の中心に据えるのはいいが人々の幸
にも目を向けてほしい。
・提案
案Ａ「湖都大津の文化に、親しみ，育み，活かす 幸せなまち」
案Ｂ「湖都文化に、親しみ，育み，活かす ウェルビーイングなまち」
案Ｃ「文化に、親しみ，育み，活かす 幸せな湖都大津」
等の案で ご検討を希望する。

20 33

「デジタル技術を活用した文化情報の発信」ではなく「デジタル技術を活用してリア
ルとオンラインのハイブリッドでの文化活動」を推進できるのではないか。現在の情
報発信をただデジタル化するような記述と方針となっている。
・提案
大津市の取組例にはならないが 全国各地・世界での取組事例等をふまえた展望を記載
してはどうか。
・ご参考
① 市民と市役所との双方向性の仕組みは 市民参加からの推進が望ましい。
② ＶＲ ＡＲ等の新たな仕組みで文化のすそ野を広げる
③ 文化財・歴史的資料等の保存と適切な活用
④ 大津絵や古絵図・文書などの展示は年間展示時間の限定と展示の有無が課題である 
歴史博物館に市民・市外の人々に広く・手軽に関心をもてるデジタルでの取り組みが
望ましい。
⑤ 舞台芸術のＶＲによる発信
大津市伝統芸能会館でのリアルな体験を促すには 市内すべての小学生の体験学習と共
に広く情報発信することが望ましい。

21 37

「施策の推進や進捗状況の把握を行っていきます」とあるが①進捗管理は本部会議で
はなく審議会でした方がよいのではないか②進捗管理は年度ベースか都度か不明であ
る。
・提案
年度ごとに審議会で進捗管理をするとしてはどうか。

該当箇所
詳細箇所

１基本理念

基本理念の考え方としては、大津市特有の文化を湖都大
津の文化と表し、誰もが文化に親しみ、豊かな心を育
て、活き活きとした魅力あふれる大津のまちをめざすも
ので、皆様の耳に残り、覚えてもらいやすいように、あ
えて体言止めである「まちづくり」としたものでありま
す。

基本目標３
施策(1)
②デジタル技術を
活用した文化情報
の発信

ご意見を参考に、文化芸術活動の発信だけでなく、取り
組みについてもデジタル技術の活用を今後検討して参り
ます。

２計画の推進につ
いて
(3)大津市湖都文化
庁内推進本部によ
る推進

大津市湖都文化推進審議会でも年度ごとに進捗管理をし
ておりますので、第５章２（２）に「年度ごとに文化振
興施策の推進やその進捗管理等に関して審議会の意見を
求めていきます」と記載いたします。

No. ご意見 ご意見に対する本市の考え方
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頁

22 26

大津にある素晴らしい文化施設のひとつである伝統芸能会館が子ども，市民，及び旅
の人にも楽しめるように施策を推進して欲しい。
・理由
数年前から近隣一校の小学校のみの体験学習に利用されている。市内全３７校のこど
もの学習機会を復活させて大津ならではの貴重な体験ができるようにしてはどうか。
小学校のカリキュラム増大・施設への移動の時間・教員の負荷等の課題はあるが教育
委員会と連携して新たな大津らしい取組として検討して欲しい。現在本施設は指定管
理業者での運用となっているが適切な体制で運用して欲しい。
・提案
１.隣接する大津市歴史博物館への来館促進や三井寺など近隣地区での観光・文化振興
のための企画も検討してはどうか。 
２.大津市歴史博物館で大きな催し物があり本施設で問題が無い場合本施設の駐車場を
開放してはどうか。
３.大津市内の重要な公共交通である京阪電車石坂線の利用促進の観点で関係部署との
連携を年中実施してはどうか。
建設部地域交通政策課，産業観光部観光振興課，教育委員会生涯学習課等との連携で
すすめてほしい。

23 全般

１．【大津の文化・歴史に基づいた市民野外劇（創作ファンタジー）の創設】
２．【野外劇場の創設】をご提案申し上げます。
湖都大津には古くから歴史絵巻に彩られた様々な話や文化があると思います。
そのような歴史に基づいた創作劇（フィクションも含む）をファンタスティックに創り上げ、それを「びわ湖大津市民創作野
外劇」として創設し立ち上げるのは如何でしょうか。
またそれを演じる・発表する場所として、屋内の限られた施設より、スペクタクルな仕様・様式を取り入れた「野外劇場」を
創設、造り上げるのは如何でしょうか。
野外劇場の想定場所は浜大津港・なぎさ公園周辺（ステージを琵琶湖側に）と考えます。
市民野外劇の中心となるキャストは勿論市民であり、市民参加型です。
基本的には公募（市県外からも募集）になると思いますし、既存の各種劇団・団体等との共同制作作品になると思われます。
総合演出、脚本、台本制作、舞台監督、構成、他等に関しましては、市県外からの方の力もお借りしなければならないと思い
ます。
舞台美術、舞台設備・装置・機構、照明設備、音響設備、映像設備等、は安全・信頼・実績等も含め、市県外からの業者選択
にもなると思います。
スペクタクルな場面を取り入れた演出効果としては、琵琶湖を舞台のバックとして組むことにより、ウオータースクリーン
（映像効果等）を使用したり、水・火（炎）・低温花火・スモーク・レザーシステム・バルーン・他、多種多様な特殊効果の
演出が挙げられます。但し、消防法等は順守しなければなりません。
各設備関係に関しては、基本設備、インフラ関係を整えておいて、公演時に機材・スタッフ等も持ち込み仕様にすれば初期投
資費用もおさえられると思いますし、日々進化する最新鋭の機材・設備でその都度の公演を開催する事ができます。創作劇の
内容等に関しましては、現状では大津市の文化・歴史に基づいた内容が最適と考えますが、市民参加型として演劇だけではな
く、舞踊や各種ダンスパフォーマンス等を構成・演出に取り入れる事により、日々、市内でその様な活動・鍛錬・習得をされ
ている各種団体・学校等の皆さんの成果の発表、舞台上という空間での体験の場ともなると思います。もっと演出を拡大する
ならば、吹奏楽部・ミュージシャン・演奏家の生演奏で一場面を上演したり、スポーツ・体操等のコラボレーションの構成も
考えられます。
大津市内に於ける文化振興の課題でもあります、地域の子供達の若年層から高齢者まで、多世代とのコミュニケーションの場
ともなり、学びの場・文化の発展・芸術関係者の育成にも繋がるものとも思います。
野外劇場の他の使用に関しましては、天候が一番懸念されるところではありますが、各種のエンターテインメント・イベント
系は勿論、薪能や服飾ブランドの海外・国内（若手も含む）のデザイナーコレクションショー、フラダンスフェスティバル
（水辺のイメージも活用し）等、多種多様な使い方もでき、新たな滋賀県湖都大津の価値観も向上すると考えます。
また、琵琶湖に於ける壮大且つ華麗な野外劇・野外劇場を創り上げ、市県内外に周知・告知する事により、観光・旅行等の発
展にも繋がると思います。別途ですが、野外劇場周辺でプロジェクションマッピングやインタラクティブな作品を展開し、ソ
フトを発信するのも一考であります。
市県内外からの方も大津に来れば、既存の屋内型の施設だけでは無く、野外での歴史・文化の散策と共に何か刺激的であり感
動・魅了される様な催事・事柄を見聞ができ、ラスベガスのような屋外型のエンターテインメントに触れ合い、鑑賞できる事
になります。その全ての中心を担うのが、人・大津市民であり、大津固有の施設であります。
大津という街で既存の施設だけにとらわれず、街全体が文化・芸術を学ぶ人達の技能・技術・感性を磨き・高め、活動・発
表・成果発信の場を創る事で、観る人（子供から高齢者まで様々な年代の方）の心も豊かに感性を高め、演技者・観客共に感
動を共有して行く事ができます。
大津市の次世代を見据えた新たな文化創生・価値創造が生まれ、魅力ある街づくりに繋がります事を願っております。

該当箇所
詳細箇所

基本目標１
施策(1)
①誰もが文化芸術
に親しむ機会の創
出

ＮＯ．１６のご意見に対する本市の考え方で示したとお
り、教育機関とも連携して施策を推進して参ります。
また、他部局等との連携については、Ｐ２３基本目標３
において「文化芸術によって生み出される価値を観光
や、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業など様々
な分野と連携することで好循環を生み出し、市の魅力の
向上を目指す」としております。

ご意見として、今後の文化施策やイベント実施にあたっ
ての参考とさせていただきます。

No. ご意見 ご意見に対する本市の考え方
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頁

24 20

① P.20「課題８新型コロナウイルス感染症の影響」の解決策が、具体的に記載されて
いないのが気になりました。P.33に「配信等支援事業」との記載はありますが、コロ
ナ禍で失われた“文化芸術に触れる機会”を充実させるためにどのような施策を考え
られているのか、気になりました。

25 29

② P.29「基本目標２―施策（１）文化芸術の担い手、つなぎ手の育成・支援」に関し
て、取組例として、「文化芸術団体補助事業」と記載されてはいるのですが、P36.
「計画の推進に向けた指標」には、その記載がないのが気になりました。また、全て
において、予算・金額的な数値目標がないのが気になりました。目標数値が出せない
場合は、もし可能なら、「金銭的な支援も検討し、必要な場合は実施する」等の記載
を盛り込んでもらえるとありがたいです。

26 31-32

③ P.31-32「基本目標３―施策（２）未来を担う子どもへの文化活動の促進」に関し
て、文化庁が今後5年間で推進する予定の「文化部活動の地域移行」への対応が記載さ
れていない点が気になりました。文化庁が7/12公表した「文化部活動の地域移行に関
する検討会議提言(案)」（以後、提言案）によると、「（省略）地方公共団体等にお
いて、文化部活動の改革を契機として、中学生にとどまらず多様な世代が参加する地
域の文化芸術 環境の充実を図る機会にしていくことが重要である。」（提言案p3）と
記載があり、具体的な令和4年度の取り組み例として、「各市町村において、次年度以
降の地域における新たな文化芸術等に親しむ環境の構築に向けて必要な経費や人員等
を検討・措置する。」（提言案p14）等が挙げられ、令和６年度以降の取組例として
は、「地域における文化芸術等に親しむ環境の整備充実を本格的に進め、生徒にふさ
わしい活動を着実に増加させていく。」（提言案p14）との提言がなされております。
この件に関して、大津市としてどのように対応されるのか気になりました。

該当箇所
詳細箇所

「課題８新型コロ
ナウイルス感染症
の影響」

具体的な取組例としては掲げておりませんが、コロナ禍
において失われた文化芸術に触れる機会の充実のため、
文化芸術活動を支援できるよう、民間事業者等とも協力
連携しながら、動画配信やＶＲ体験といったコンテンツ
を活用し、市民の文化芸術に触れる機会や表現する機会
の充実について検討して参ります。

「基本目標２―施
策（１）文化芸術
の担い手、つなぎ
手の育成・支援」

文化芸術団体補助事業の一環として、「大津市学区文化
祭事業補助金」及び「芸術文化団体文化祭事業補助金」
といった補助金を交付することで、文化祭事業を支援し
ており、指標にも補助金の利用団体数を掲げておりま
す。
予算・金額的な数値目標について計画段階で示すことは
困難であると考えており、計画を推進していく中で、検
討していくこととなると考えております。

「基本目標３―施
策（２）未来を担
う子どもへの文化
活動の促進」

文化部活動の地域移行については、文化庁において「文
化部活動の地域移行に関する検討会議」で議論されてい
ます。
今後、文化部活動の地域移行については、文化庁の対応
方針を注視するとともに、滋賀県や教育委員会とも連携
を図りながら、検討して参ります。

No. ご意見 ご意見に対する本市の考え方
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