
※期限後提出： 10月25日
NO. 策定委部会・事務局回答

第5章
達成方針

【5-1】
102 ページ 11 行目 意見 回答担当課：歴史文化財センター

可能な限り行政は無形文化財の保護、伝承に努め、担い手である継承者の支援を行う
べきだが、後継者不足等の理由で伝承されない無形文化財も出てくることは現実的にあ
り得ます。
こうした場合、文化財センターとしては「記録保存」を行って伝承するという手法を想定し
ていますが、現実的にその手法を選択せざるを得ないと考えます。
したがってご提案の「～伝承と、それらを軽減する要因が無いように進めます。」です
が、「～軽減する要因が無いように～」と明文化しても、具体的に「何をどうするのか」を
明らかとすることが困難であると考えられるため、適当でないと考えます。

第5章
達成方針

【5-1】
103 ページ 18 行目 意見 回答担当課：歴史文化財センター

民間の団体やボランティアの皆さんに期待する「情報発信」には文化財そのものが持つ
「ものがたり」や「いわれ」なども併せて発信することが含まれ、それを通じ広義で「魅力
発信」も含まれると解しております。

第5章
達成方針

【5-1】
103 ページ 25 行目 意見 回答担当課：歴史文化財センター

幅を広げるという視点は非常に大切であると考えます。この部分、「郷土の歴史に興味
を持ち、学ぶ活動を支援します。」に修正することでいかがでしょうか。

2

文言「～情報発信に努める。」を
「～情報発信や伝達など、行事を通じで魅力を広める機会を設ける
  よう努める。」と修正することで推進力が増すと思います。
※身近な情報が溢れている中で、懐古的な情報を取りに行くことが
   少なく、目立った取り組みがない限り埋もれてしまします。工夫して
   交流ができる場となるよう努めることが大切です。

3

文言「郷土の歴史を知る活動を支援する。」を
「郷土の歴史に興味を持って知る活動～」と修正して、幅を拡げて
ほしい。
※学校では習っていないという生徒もいました。切っ掛け作りが活か
   されていないのが現状です。体験型の活動など、実感できる内容も
   取り入れることで定着を図れるのではないか？

審議会合同部会  第2部会 事前意見シート（基本目標について）

内容

1

文言「～文化財の伝承を進めます。」を
「～文化財の伝承と、それらを軽減する要因がないよう進めます。」
と修正して頂きたい。
※認知が低いこともあり、必ずしも保存とはならない場合が懸念される
   ため、そうならないための取り組みも含めておく必要がある。
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※期限後提出： 10月25日
NO. 策定委部会・事務局回答

審議会合同部会  第2部会 事前意見シート（基本目標について）

内容

第5章
達成方針

【5-2】
107 ページ 意見 回答担当課：歴史文化財センター

「５－２」は主に景観形成と維持に関わる章であるため、行事、祭典に関する成果指標を
設定するのは難しいと考えております。

第5章
達成方針

【5-3】
108 ページ 3 行目 意見 回答担当課：歴史文化財センター

ご指摘はおおむね同意しますが、現在の千曲市で「伝統産業」として一般的に認知され
ているものが弱く、また行政としてはっきりと位置付けているものがなく、今後の課題とさ
せていただきます。

第5章
達成方針

【5-3】
108 ページ 10 行目 意見 回答担当課：歴史文化財センター

後継者不足は人口減少が進む中で、全般的に不足している状況はご指摘の通りと考え
ております。
しかしながら自助努力で頑張っているまつりもあるため、「一部」を「その多く」とするのは
いかがでしょうか。

第5章
達成方針

【5-3】
108 ページ 16 行目 意見 回答担当課：歴史文化財センター

ご提案の趣旨を活かして、
文言「～子どもたちに伝えられ～」を「～若い世代に継承され～」に、

「～愛着を持った子どもたちが育まれています。」を「～地域に誇りや愛着を持つ風土を
育みます」

としたらいかがでしょうか。

6

後継者不足について、全般的に不足している危機的な状態なので、
「一部」を削除するほうが現状に合っている。

7

文言「～子どもたちに伝えられ～」を
「～子どもたちや若者にも伝えられ～」に、
文言「～愛着を持った子どもたちが育まれています。」を
「～愛着を持った風土に育みます。」に修正したほうが適切だと思いま
す。
※小さい頃からの慣れ親しむ環境を意識した風土作り、若い世代にも
   伝えていくことで、後継者の問題も緩和されるはずです。

4

成果指標

文化を伝えるための行事や企画(イベント)の件数を盛り込むことで、
より多く知る機会を促進できると思ため、次の項目を追加して頂き
たいです。
◆行事･祭典に関する件数
   ◇開催数
   ◇来場者数

5

文言「～伝統行事への参加と～」を
「～伝統行事や伝統産業への参加と～」に修正してほしい。
※蚕産業で発展したが衰退してしまい、建物だけが残っているような
   こともあり、昔があったからこそ今があるという歴史は、産業に
   おいても伝えていく必要があります。
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※期限後提出： 10月25日
NO. 策定委部会・事務局回答

審議会合同部会  第2部会 事前意見シート（基本目標について）

内容

第5章
達成方針

【5-3】
108 ページ 24 行目 意見 回答担当課：歴史文化財センター

ご指摘のとおりと考えます。
「伝統行事を継承し、熱心に（または、積極的に）活動に行う」
としたらいかがでしょうか。

第5章
達成方針

【5-3】
108 ページ 26 行目 意見 回答担当課：農林課

「栄えある」を「特徴ある」ではいかがでしょうか。
その箇所以外はご意見通り修正いたします。

第5章
達成方針

【5-3】
109 ページ 意見 回答担当課：農林課

指標名：郷土料理の提供数
基準値：小中学校13校
目標値：小中学校13校
考え方：次世代へ郷土料理の伝承状況を表す
実績値把握方法：小中学校での郷土料理講習会の実施数

第5章
達成方針

【5-4】
110 ページ 15 行目 意見 回答担当課：文化課

110ページの各主体に期待される主な役割では「市（行政）」としていますので、「～市（行
政）、市民、文化団体、企業など～」と修正させていただきます。

第5章
達成方針

【5-4】
110 ページ 20 行目 意見 回答担当課：文化課

教育機関の協力は欠かせないとともに「③　各主体に期待される役割」に「◎学校」を追
加しましたので、ご意見のとおり修正させていただきます。12

文言「～文化芸術活動を通じて～」を
「～文化芸術活動や学校活動を通じて～」と修正して頂きたい。
※地域を伝えていくには、教育機関の協力が大きく影響するので、
    盛り込むことで興味が深まっていくはずです。

10

成果指標

文化には食を通じるものもあるため、次の項目を追加して頂きたい。
◆郷土料理の提供数
※店舗であれば品目数でも構わないし、学校なら給食や家庭科での
   実施数でも良いと思うので、伝えていることを明示することが大切
   だと思います。

11
文言「～市、市民、文化団体、企業など～」を
「～行政、市民、文化団体、企業など～」と修正したほうが、前向きに
進める意欲を感じる。

8
文言「伝統行事を伝承し～」を
「伝統行事を熱心に伝承し～」と修正して頂きたい。
※やはり熱意や本気度がないと、きちんとして伝承に繋がらないと
    思います。

9

文言「～名物として商品開発を進める。」を
「～名物として栄えある商品開発と情報発信や伝達を進める。」と
修正して頂きたい。
※魅力がなければ人は目に留めないと同時に、情報も興味を持てる
    形で発信しないと伝わらない。
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※期限後提出： 10月25日
NO. 策定委部会・事務局回答

審議会合同部会  第2部会 事前意見シート（基本目標について）

内容

第5章
達成方針

【5-4】
112 ページ 9 行目 意見 回答担当課：文化課

ご意見のとおり修正させていただきます。

第5章
達成方針

【5-4】
112 ページ 10 行目 意見 回答担当課：文化課

ご意見のとおり修正させていただきます。

第5章
達成方針

【5-4】
112 ページ 11 行目 意見 回答担当課：文化課

日頃から学校との良好な関係作りは欠かせないとともに「③　各主体に期待される役
割」に「◎学校」を追加しましたので、ご意見のとおり修正させていただきます。

14
文言「～的確な情報発信を行う。」を
「～的確で幅広い情報発信を行う。」としたほうが、受け取る側の興味
を広げる可能性が増します。

15

文言「関係団体間などの連携強化を図る。」を
「学校や関係団体などで、日頃からの意見交換を通じて連携を
  図る。」と修正して頂きたい。
※単に連携だけだと目に見えた部分だけになりがちなため、
    ちょっとした発見なども日頃から話し合える関係作りが重要だと
    考えます。

13 文言「担い手としての自覚を持つ。」を
「担い手としての熱意や自覚を持つ。」としたほうが前向きだと感じる。
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※期限後提出： 10月25日
NO. 策定委部会・事務局回答

審議会合同部会  第2部会 事前意見シート（基本目標について）

内容

第5章
達成方針

【5-4】
112 ページ 意見 回答担当課：文化課

以下の成果指標を追加します。
【指標名】
更埴文化会館、上山田文化会館、戸倉創造館の自主事業の件数
（基準値） 平成30年度　　17件
（目標値） 令和８年度　　 20件
（指標の考え方） 文化芸術活動の取組状況を表す
（実績値把握方法・出典等） 毎年度の主催、共催事業件数の積算

【指標名】
更埴文化会館、上山田文化会館、戸倉創造館の自主事業の来場者数
（基準値） 平成30年度　　9,073人
（目標値） 令和８年度　  10,000人
（指標の考え方） 文化芸術活動の取組状況を表す
（実績値把握方法・出典等） 毎年度の主催、共催事業来場者数の積算

第5章
達成方針

【5-4】
114 ページ 意見 回答担当課：生涯学習課

　ご要望いただきました「国際交流事業の件数」の成果指標への追加につきましては、
件数の把握による連携の状況確認はむずかしいため、追加はいたしません。
　ただし、現在、国際交流協会との協働事業により、外国籍市民の生活サポート体制の
強化と、相互理解のためのイベント等の開催について研究していますので、体制がある
程度整ったところで、実施内容や市民参加の状況を、市民に向けて示していく場を作っ
ていきたいと考えています。

16

成果指標

積極的な活動を示す意味で、次の項目を追加して頂きたい。
◆文化芸術に関するイベント件数
   ◇開催数
   ◇来場者数

17

成果指標

各種外国関連の団体との連携で、工夫をしながら共通理解をする
機会を見える化してほしいため、次の項目を追加して頂きたい。
◆国際交流事業の件数
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