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静岡市文化振興計画（中間案）に関する市民意見募集結果 

１ 実施期間 平成 28 年 11 月 25 日（金）～平成 28 年 12 月 26 日（月） 

２ 意見数  

    意見提出者数 １０５人 

    意見提出件数 １９７件 

３ 意見に対する静岡市の考え方  

番号 性別 年齢 ご意見のタイトル ご意見 市の対応 

１ 男 60 代 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

 

「まちは劇場」は、本来、リーフレットで"人が主役のまちづくり"と謳われて

いるとおり、だれでも、いつでも、どこでも（制約はあると思うが）、パフォ

ーマンス等を実施することができるまちであるべきところ、現状は、静響を中

心として、日時、場所を指定し実施されており、市が目指しているであろう「ま

ちの劇場」とは程遠いものであると考える。 

ついては、静岡市文化振興計画（中間案）19 ページ「視点３創造的にぎわい

づくり」に記載されているとおり、路上パフォーマンスの聖地として、誰もが

表現活動を行うことができるポイントを整備し、人と人との交流につなげるべ

く、規制緩和等により、至急、真の「まちは劇場」の実現に努めてほしい。 

いただいたご意見につきましては、今後の事業展開の際の 

参考とさせていただきます。 

 

２ 男 20 代 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 
良いことだと思う。 

貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。 

３ 女 20 代 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

 

青葉通りでよく催し物をやっているのを目にする。 

大道芸等の有名なイベントでは、パフォーマンスを行う側、パフォーマンスを

見る側だけでなく、ボランティアとしてイベントに携わる人がいるのを見て、

市民が一丸となり、静岡市を盛り上げようとする姿勢を感じる。 

地域一帯が活性化している一方で、人が集まる所に変な人も寄っていき、住民

へ迷惑をかけている人もいる。盛り上げるだけでなく環境の整備・警備も必要

である。 

いただいたご意見につきましては、事業実施の際の参考と

させていただきます。 

４ 男 20 代 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 
静岡でパフォーマンスと聞かれるとやはり大道芸が思い浮かぶ。11 月頃が盛

んになるが、他の季節ではあまり見かけなくなる。大道芸を軸とした、新たな

催しを考えるのも良いと思った。 

貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。 

５ 女 20 代 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

 

静岡市に文化を浸透させるためにはよい取組だと思います。ヨーロッパの都市

で行っていることをそのまま取り入れるだけでなく、＋αの何かがあるとより

おもしろいです。 

ex）共通のフレーズ・ダンスがある 

  小・中学生も参加できる… 

いただいたご提案につきましては、今後の事業展開の際の

参考とさせていただきます。 

６ 女 20 代 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

 

今、大道芸ワールドカップなどが行われてはいるが、大道芸以外だと静岡まつ

りだったり、ラーメン屋台があったり、市の職員の方がおっしゃっていたとお

り、食文化に関して今は重点的にやっているように感じる。また、おでん祭り

などでにぎわっていたりもする。 

しかし、まだ音楽や芸術というのが、私からは足りないように感じる。 

演劇とか伝統芸能とかを大道芸ワールドカップみたいに広めることができた

ら良いのではないか。ステージを作って、市民と一体になって楽しむことがで

きたら良いのではないか。大学祭みたいに、芸能人とかをお呼びしてライブし

いただいたご提案につきましては、今後の事業展開の際の

参考とさせていただきます。 
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たりできたら面白いと感じる。（にぎやかになる。）（市民体育館や公民館、文

化会館とかではなく、青葉シンボルロードとか外を使ってやったりすると面白

い。） 

７ 女 20 代 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

 

他市民から見ると、大道芸ワールドカップや文化会館でのイベント等多く行っ

ているイメージがあるため、今の状態でも悪くはないと思う。しかし、静岡ら

しさがあるかと言われると、まだ足りない。静岡らしさをもっと出せたら良い

と思った。 

クールジャパン戦略も、市内にバンダイのホビー事業部もあるし、美術系の学

校も多い方だと思うので、その辺りを利用するのも有りなのでは。 

いただいたご提案につきましては、今後の事業展開の際の

参考とさせていただきます。 

８ 女 20 代 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

 

とても良い取組だと感じました。この文化が根付き、観光産業として発展して

いくことに期待したいです。ただ、大道芸に行くと若い人がとても多いように

感じます。もっと幅広い人々が訪れたいと感じるようにする必要があるのでは

ないかと思います。また、ヨーロッパはもともと音楽の文化が強く、街並みと

もとてもマッチするイメージですが、静岡はそういうイメージがなく、街並み

としても常に、いろいろな音（車など）があるので、どこでやるのかとても疑

問に感じました。 

いただいたご意見につきましては、今後の事業実施の際の

参考とさせていただきます。 

９ 男 20 代 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

 

「まちは劇場」プロジェクトを進めるにあたって、11 月に大道芸オリンピッ

クがあるといったお話を伺いましたが、私はそのようなものがあると初めて知

りました。駅には買い物に行きますし、セノバ等商業施設も利用はするのです

が、そういった取組があるという掲示を見たことがありません。もしかしたら

私が見落としているだけかもしれませんが、もう少し掲示などの広告を増やし

てもいいのかと思います。駅の地下を歩いていても広告はほとんどないです

し、駅もわかりづらいです。大道芸オリンピックなど素晴らしいイベントがあ

るならば、もっと大勢の人に向けて広告するべきだと思います。駅地下の広告

を増やしたり、展示をしたりして広報する必要があると感じました。 

正しくは「大道芸ワールドカップ in 静岡」という名称で、

11 月の文化の日を含む複数日にわたって開催されてい

ます。 

いただいたご提案につきましては、情報提供の手段につい

て具体的な方策を検討する際の参考とさせていただきま

す。 

 

10 男 20 代 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

 

音楽やダンスなどのアーティストや、大道芸等のパフォーマー、コスプレイヤ

ーなど、何かを演じる人であふれるような、活気のあるまちづくりにはとても

共感できますし、引き続きプロジェクトの成功に向けて計画を進めて欲しいで

す。しかし、それらを見る人たちに喜んでもらうことばかりを意識してしまう

と、「演じる人」たちにとって不利益な事態を招くかもしれません。演じる人

（アーティストやパフォーマー、コスプレイヤー等）が活動をして「楽しくな

い、つまらない、気持ちよくない」と思ってしまうようになると、まちづくり

として良くないと思います。このプロジェクトをする上で、ぜひ「演じる人」

へのリスペクトを忘れないで欲しいです。『「演じる人」に好まれるまちづくり』

という観点も大切にしていってください。そうすれば、パフォーマー等から愛

され、さらにそのファンの方にも好まれるにぎやかなまちになるのではないで

しょうか。 

いただいたご意見につきましては、今後の事業実施の際の

参考とさせていただきます。 

11 男 20 代 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

 

既存の文化・芸術のものに力入れていくべきだと思った。 

有名な（中・高生に人気のある）ストリートミュージシャンを呼んで演奏して

もらうのはいいと思う。人通りの多い所（109 やセノバなど）だけではなく、

各地で行ってほしい。その際、その地域の特色に合った人を呼ぶ必要があると

思う。 

静岡市には、多くの芸術家やおもしろそうなイベント、文化（歴史深い）と地

いただいたご提案につきましては、今後の事業展開の際の

参考とさせていただきます。 
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域のつながりなど様々である。まずは、当事者たちのことをよく知り、それら

を活かすことが必要だと思う。 

12 男 20 代 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

 

これが本当に、ヨーロッパの様に実現できるなら楽しそう。そのために必要な

ものは、パフォーマンスを受け入れるような街の雰囲気づくりが最重要。今の

街の雰囲気は妙に小綺麗。周りと同じような流れの中にいないといけないよう

な雰囲気。パフォーマーが寄り集まれるような場所づくりが良いと思う。それ

も公民館のような公共施設など堅い雰囲気の場所ではなく、それこそヨーロッ

パのバールの様な場所など。街には建物の中や決まった場所以外で、ゆったり

解放された場所がない気がする。 

いただいたご意見につきましては、今後の事業展開の際の

参考とさせていただきます。 

13 女 20 代 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

 

「歩いて楽しいまち」を実現するオープンスペースの活用についての案 

SNS（twitter・インスタグラム・facebook 等）に載せたくなるような演出 

例えば ・隠れミッキー!！ではなく隠れ○○を市街地に設置 

    ・オープンスペースの路上に１日限定でアーティスト（または造形学

部）が絵を描く。 

    ・青葉通りのイルミネーションを「静岡ならでは」に変える。 

    ・静岡市（市街地）のお店屋さんに声かけをし、お店の一部に統一し

てアートな空間を作成する。 

    ・109、マルイやパルコのような、静岡市とあまりコラボしないよ

うな全国チェーンのお店を静岡市限定のアートでそめる。（意外性

でインスタに up したくなる） 

いただいたご提案につきましては、今後の事業展開の際の

参考とさせていただきます。 

14 男 30 代 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 
アーティストを選出する上でのキーポイントは、第三者や全く興味のない人を 

取り込むことについて、その人がどのくらい真剣に考えているかだと思われま 

す。自分の作品に目が向いている人は、結果街のためにならないと思います。 

プロ、アマ問わず、スタッフ側が、そういった目で演者を選んでいけば、き 

っと素敵なまちづくりの協力者が増えていくと思います。 

貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。 

15 男 60 代 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 
「まちは劇場」プロジェクト、推進して良いと思います。 

呉服町、七間町の歩行者天国は 40 年前には始まっていて、市民の間では車は 

街中に入れないということは、周知されていると思います。この運用時間帯を 

もう少し前後に延ばして、「歩いて楽しいまち」を広げましょう。 

貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。 

16 女 19 歳 

以下 

【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 
がんばってください 

貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。 

17 女 19 歳

以下 

【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

 

まちを対象とせず、静岡市の歴史文化（遺産など）とからめたイベントをやる

のもいいのではないか。（観光資源となる）様々なパフォーマンスを増やして

（ライプペイント、書道ライブ、ＢＭＸ、ストリートダンスなど）みるといい

のではないか。（様々な芸術文化を市民に認知させる、興味を持たせる。パフ

ォーマーに発表の場を与えることで、若い世代のパフォーマーを育成させる機

会となる。）→登録制でパフォーマーを決める。 

いただいたご提案につきましては、今後の事業展開の際の

参考とさせていただきます。 

18 男 19 歳 

以下 

【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

 

まちは劇場プロジェクトに関して、まちでは必ず何か面白いことをやっている 

というのはすごく魅力的だと感じた。文化や芸術に対する難しそう、敷居が高 

そうという意識が払拭され身近なものとしてとらえられるようになると思う。 

また、それらに関心がない人たちも、それらに触れる機会が必然的に増えるの 

で促進につながると思う。一方で、本当に全く関心がない人たちはじゃまだと 

かうっとうしいとか感じるかもしれないので、そこの折り合いをどうつけるか 

いただいたご意見につきましては、今後の事業実施の際の

参考とさせていただきます。 
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ということも考える必要があると思う。 

19 男 19 歳 

以下 

【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 
マーチングバンド、トリックアートを描いて、広場や路地の活性化を図る。 

いただいたご提案につきましては、今後の事業展開の際の

参考とさせていただきます。 

20 女 19 歳 

以下 

【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

 

音楽は、その姿が見えていなくても耳に入れることができるし、ＢＧＭとなっ 

てまちの雰囲気がよくなるので良いと思います。しかし、道の一部で行われる 

ということで、狭い所だと、むしろ通行の妨げになることは避けてほしいと感 

じました。また、数が多いのも、混ざってしまうと折角の音楽が台無しになっ 

てしまうのではないかと感じました。 

ただ、音楽というと浜松市のイメージが強いので、静岡市は、個人としては大 

道芸の印象が強いので、そこと繋げると良いのではないかと思いました。 

いただいたご意見につきましては、今後の事業実施の際の

参考とさせていただきます。 

21 女 19 歳 

以下 

【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

 

大道芸など市民や観光客が見るものはあると思うので、他の地域にあるような

市民が参加できるお祭りみたいなものがもっとあればいい。（例えば、ねぶた

祭とか阿波踊りとかよさこいとか）毎年開催でき、続けていけるもので。 

県外出身の者としては、静岡には代表的な祭りや文化がないように見えるの

で、新しい先進的なものを発信していく方向性でいくのもいいのかなと思っ

た。人が集まりやすい通りが駅周辺にあるため、通りをもっと利用すべき。話

題性があり、全国メディアに取りあげてもらえそうなものだとなお良いと思

う。その点で、大道芸ワールドカップはあまり知名度が高くないように思える。

（全国的には）イベントは多いが知名度が低い印象。 

いただいたご提案につきましては、今後の事業展開の際の

参考とさせていただきます。 

22 女 19 歳 

以下 

【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

 

静岡市役所の前に、青葉シンボルロードがあり、今の季節はイルミネーション 

を見に来る人たちで賑わっています。実際に私もそこに訪れたのですが、昨 

年まではイルミネーションのみの展示だったのに、今年はイルミネーションだ 

けでなく、音楽のパフォーマンスが見られたり、手作りの雑貨のお店や飲食店 

が青葉シンボルロードにずらっと並んでいました。そのため、イルミネーショ 

ンを見に来たはずなのに、音楽を聴いたり、食べ物を買ったりなど、違う目的 

でシンボルロードを散策していました。そのため、まちは劇場プロジェクトと 

して、青葉シンボルロードに常時屋台のような店を展開していけたら楽しいの 

ではないかとなと思いました。また、「イルミネーション＋まちは劇場プロジ 

ェクト」のように、プロジェクト単体で展開していくのではなく、何か違うイ 

ベントと組み合わせることによって、新しいものが生まれてくると考えまし 

た。 

いただいたご提案につきましては、今後の事業展開の際の

参考とさせていただきます。 

23 男 19 歳 

以下 

【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

 

自分の近くに芸術活動を感じられる街づくりというのは、文化に意欲的になる

きっかけだと感じる。大道芸ワールドカップやコスプレ大会は、見ることも参

加することもできる。 

さらに、私はプラモデルの企画もあったら良いと思う。静岡市は全国的にも有

名なプラモデルの産地だ。そのプラモデルを街の道路に展示したり、簡単なも

のを作ってみるコーナーを造営して身近に感じてもらいたい。 

いただいたご提案につきましては、今後の事業展開の際の

参考とさせていただきます。 

24 男 19 歳 

以下 

【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

 

ハルチカというアニメが人気だということで、あれは吹奏楽のアニメですの

で、地元の高校の吹奏楽部と連携して何かイベントを開くことができると思い

ました。ポップな曲を演奏していると足を止めて聴いてくれる人もけっこうい

ると思います。料金もいらないので、取り組みやすいと思います。富士山コス

プレ大会のように、ある特定の人たちを対象としたイベントは、いろいろな場

所から人を集めることができるという利点がありますが、その人たち以外はあ

いただいたご提案につきましては、今後の事業展開の際の

参考とさせていただきます。 
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まり楽しめないということもあるので、コスプレ大会に一般の方にも行ってみ

たいと思わせるような取組を加えることが必要だと思います。 

25 女 19 歳

以下 

【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

 

この間、初めて大道芸ワールドカップを見に行きました。想像以上に楽しく、

また行きたいなという気持ちになりました。しかし、この「まちは劇場」プロ

ジェクトのように、非日常だったものが日常になるというと、本当に人は来る

のだろうかと思ってしまいました。当たり前が続くと、人はそのこと自体に興

味や関心がなくなって、価値のあるものがなくなってしまうのではと感じまし

た。また、大道芸ワールドカップに行って思ったのは、自分みたいに地図に疎

いとどこで何をやっているかわからない状況がうまれ、行きあたりばったりで

した。それも楽しかったのですが、何かスマホと連動した地図アプリであった

り、またスマホで起きていることが現実に起こせたり、「スマホ×まち」の企

画がおもしろそうだなと思いました。スマホで人を動かせたり、音楽が流れた

りみたいな。 

いただいたご提案につきましては、今後の事業展開の際の

参考とさせていただきます。 

26 女 19 歳 

以下 

【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 
“まちをまきこんでやる”ことが面白いし重要だと思います。例えば、近くに

あるお店を利用（許可）させてもらって、劇中に店に入ったりそこの商品を扱

って演じるなどの、まちにあるすべてのものを、舞台、演出に使ってみては…

という一つの意見。 

いただいたご提案につきましては、今後の事業展開の際の

参考とさせていただきます。 

27 女 19 歳 

以下 

【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 
美術館や観光地など、ゆっくり遊びに行くのが目的な場所で大道芸やパフォー

ミングアーツが行われていたら見るが、駅前は私にとって、あまりゆっくり留

まろうと思うところではないので、そこでパフォーミングアーツを見ようとは

思わない。 

貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。 

28 女 19 歳 

以下 

【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

 

まちは劇場ということなので、色々な人々が行き交う場所なのでわかりやすい

内容にするとか、英語表記の説明も入れる等したほうがいい。わかりやすく、

ぱっと見てすごいと思われるクオリティの内容でないと、通う人は邪魔だなと

思ったり、迷惑だと思われてしまい、地域も活性しないと思うので、瞬間に見

る楽しさや、面白さがどのシーンでも見えるように表現するのが絶対いいと思

う。 

いただいたご提案につきましては、今後の事業展開の際の

参考とさせていただきます。 

29 女 19 歳

以下 

【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

 

ストリートで劇や音楽をやるのは良いと思う。劇場でやると本当に限られてし

まうので、多くの人に触れあえるようにすれば良いと思う。英国は、日本では

あまり見ないストリートシンガーや大道芸のようなパフォーマーが多いらし

く、そこからスター誕生、才能の発掘にもつながると思う。そして地域も元気

になると思うので、もっとやっていくべき。 

貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。 

30 女 19 歳

以下 

【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

 

青葉通りは、定期的にイベントが開かれていて、その時のにぎわいは素晴らし

い。その時だけじゃなく、常に誰もが青葉通りで足を止めて何かしら楽しめる

ように、曜日毎に何かジャンルの違うイベント（小さな）ができたら素敵だと

思う。ミニライブ、学生カフェ、ちびっこ向けのアウトドアイベントなど、青

葉通りほどの広さがあれば色々とできるのではないだろうか。 

いただいたご提案につきましては、今後の事業展開の際の

参考とさせていただきます。 

31 女 19 歳

以下 

【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 
行うのはいいが、いつもＣＭ（情報発信）が微妙で、何を行っているのか詳し

くわからない。イベントだけでは、新しい人の層は呼べないのではないか。も

っとみんな参加できるやつがいい。 

いただいたご意見につきましては、今後の事業展開の際の

参考とさせていただきます。 

32 男 19 歳

以下 

【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

「大道芸ワールドカップ」のように、イベントを開催すると「一時的に」交流

人口が増加するが、イベントが終わればその人口はすぐに消滅する。「恒常的

に」交流人口が一定数あり続けるためにパフォーマンスを開催するのは良い案

いただいたご意見につきましては、今後の事業実施の際の

参考とさせていただきます。 
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 だと思う。しかし、問題点として存在するのは「舞台となるストリート、つま

り静岡の道そのものが狭い」ということである。パフォーマンスを行うスペー

ス、観客のスペースだけで歩行ができるスペースはほぼ消滅する。ストリート

上で行うのではなく、点在する広場のような場所で行うべきだと考えられる。 

33 男 20 代 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

 

“わくわく”や“どきどき”の対象がすべてパフォーマンスとも限らない。ア

ートで進めるなら、巨大アート×それで遊べるアトラクションみたいなもの

で、勝手に情報拡散されるようなド派手なものを１つ作ってみるとよいのでは

ないか。（ex）ロダン型巨大すべり台など） 

まず、芸術でいくよりも、HOBBY のほうが受け入れやすいのではないか。

なにも浜松と似たり寄ったりなことをする必要はないし、そもそも芸術という

言葉は地域の風情としてパッとこない。 

いただいたご提案につきましては、今後の事業展開の際の

参考とさせていただきます。 

34 男 20 代 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

 

まちにパフォーマンスをする人がたくさんいるのはいいことだとは思うが、そ

れによって道路が混雑したり、パフォーマンスする場所がなくなったりすると

いろいろな問題がおきてくると思うので、そのへんはどうなっているのか。ま

ちづくりは人のためにするものなので、市役所が出した案を市民に聞いている

のはいいと思った。観光客からしたらうれしいかもしれないが、静岡市民から

はどう思われているのかもっと聞くべきだと思った。路上でやるというのは、

どこでやるのか決まっているのですか。 

場所については、通行の妨げにならないよう十分配慮しな

がら、実施内容に合わせ検討します。 

 

35 男 19 歳

以下 

【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 
市の役割として、外国人観光客を大きく取り上げてもよいのではないでしょう

か。近年、外国人観光客は増加しており、日本としてもより魅力的なまちづく

りが必要かと思います。そのため、外国人が親しみやすいようなまちづくりを

進め、多文化共生のまちとしてもアピールできることにつながるかと思いま

す。ヨーロッパのように、訪れた人が楽しめるまちであれば、そこに住む人々

の意識も自然と向上するのではないでしょうか。 

いただいたご意見につきましては、今後の事業展開の際の

参考とさせていただきます。 

 

36 男 19 歳

以下 

【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

 

大道芸やコスプレのような、新しい文化は若い人をターゲットに交流人口の増

加を図るには良いと思う。ただ、これができるのは、人口の多い市や町だけで、

いわゆる過疎地域のようなところでは厳しいと思う。このような地域では何か

１つ新たなイベントの拠点として交流人口を増やすことも良いのではないか

と考える。 

貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。 

37 男 19 歳

以下 

【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

 

今回の話では、芸術ばかりが取り上げられていたが、近年の“スポーツ”の需

要の増加ということも考え、取組に盛り込んでもらいたいと考える。静岡は温

暖であり、春、夏、秋は外で活動できるので、駅周辺の空き地にバスケットボ

ールの３on3 の広場を作ることも需要があると思う。スポーツは“参加”と

“観戦”の２つの形態で楽しめる文化であると思う。 

スポーツについては、「静岡市スポーツ推進計画」という

計画において推進を図っているため、本計画の対象には含

まれません。 

38 男 19 歳

以下 

【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 
路上でのパフォーマンスは盛り上がるかもしれませんが、急いでいる人や近隣

住民からは迷惑な気がするので、普段使われていないような広場でやったらど

うでしょう。また路上でやるとなった際にも、市民の生活を第一に考えるべき

だと思います。 

いただいたご提案につきましては、今後の事業実施の際の

参考とさせていただきます。 

 

39 女 19 歳

以下 

【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

 

まちなかでやるというのは面白いと思いますが、道を通りたいという人が通れ

なくならないように、人がかたまりすぎないような工夫が必要だと思いまし

た。静岡駅まわりは自転車で移動しづらく、駐輪場もあまりないので、自転車

を主な手段としている人にとっては行きづらい場所だと思います。 

 

いただいたご意見につきましては、今後の事業実施の際の

参考とさせていただきます。 
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40 女 19 歳

以下 

【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

 

私は麻機地区出身なのですが、小中高とあまり街が好きではありませんでし

た。でも大道芸に行く時だけは別で、街周辺を歩き回るのが楽しくて、すごく

わくわくしていました。そんな“わくわく”がこのプロジェクトで増えたら、

みんなが行きたがる街になったら、素敵だなと思います。何をするのかわから

ない事業（オーディション、家康が愛した～など）があるのでそれは具体的に

知りたいです。でも全体的に老若男女が楽しめそうなのでいいと思いました。

お祭り（別に出店とかではない）は楽しいと思う。子ども祭りとか。 

貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。 

41 女 19 歳

以下 

【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

 

まちは劇場という考えはもし実現できたら、楽しい地域になりそうなのでおも

しろいと思います。そうすることで、音楽や芸術などに関心のある人が集まる

と思います。今はイベントや路上パフォーマンスのことが多く取り上げられて

いる感じがしましたが、それに加え、建物自体にデザインを施すのもおもしろ

いと思います。建物の色が市や県で規制されていると聞いたことがあるので、

それに引っかからない程度のデザイン性を出したり、管理は大変だと思います

が、駅にピアノを置いて誰でも弾けるようにしたりと、普段の日常の中を変え

ていけたらさらにおもしろいと思います。 

いただいたご提案につきましては、今後の事業展開の際の

参考とさせていただきます。 

42 女 19 歳

以下 

【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

 

大道芸などの路上パフォーマンスを定期的にやるのはどうか。今はダンスも人

気がありプロだけでなく、趣味でやっている人、大学のサークルや部活動、一

般のクラブなど親しみが持てるグループがやるのも良いと考える。 

私は“SPAC”の劇を見て、外で初めて劇を見る体験をしてすごく新鮮だった。

この体験は多くの人にうけると思うので、もっとやっていくべきだと考える。

また、道路や階段にちょっとした仕掛けを作り、その上を歩くと音が鳴るとか、

音楽が流れるなど、楽しく明るい雰囲気になるものが良いと考える。 

いただいたご提案につきましては、今後の事業展開の際の

参考とさせていただきます。 

43 女 19 歳

以下 

【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

 

個人的には、演劇や音楽は好きなので、やっていたら見にいきたいと思いまし

た。街中で何かをやる場合には、年代ごとに親しみが湧くものならみんなでみ

たいと思います。昼間でも時間帯によって、お年寄りの方も多いので、そうい

ったことも考えていくといいと思いました。ただ、野外で行うので季節が冬だ

と興味がある内容でも寒くてみんな来られないと思います。演劇もオリジナル

でなく、みんなが知っているもののアレンジの方が演劇に関わっていない人に

もわかりやすいです。 

いただいたご意見につきましては、今後の事業開催の際の

参考とさせていただきます。 

44 女 70 歳

以上 

【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

 

楽しい企画だと思いました。市民の自主性と創造性を重んじる基本がいいと思

いました。民間との協働を文字として打ち出していますが、他公共機関・大学

生・学校関連とも、相手の負担にならない範囲内で双方が得する協働もありか

と思いました。 

街中だけでなく、市全体が文化や芸術を愛し、大切にする方向に広がればうれ

しいですね。 

子どもたちへの働き掛けや教育は、これからとても大切だと思います。 

いただいたご意見につきましては、今後の事業実施の際の

参考とさせていただきます。 

45 女 60 代 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

今年 10 月 30 日静岡市中央図書館で開催された「しずとしょフェスタ」。そ

の際「まちかどコンサート」がありました。予期していなかったコンサートに

出会った方々は、私も含め新鮮な感動を覚えたと思います。すてきな演奏を身

近に聞き、静岡の文化の風を感じた一時でした。そこで提案したいのは、「ま

ちから出前劇場」です。小・中学校、子ども園、幼稚園、保育園等…なかでも

「S 型デイサービス」への出前をお願いしたいと思います。 

私は 3 年前から、S 型デイサービスのボランティアスタッフとして活動して

いただいたご提案につきましては、今後の事業展開の際の

参考とさせていただきます。 
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いますが、いつもどんなプログラムにするか頭を痛めています。体操、ゲーム

はもちろんですが、出前で演奏会をしていただければ、内容が濃くなっていく

と思います。一年に一回くらい、希望するところで。 

「まちは劇場」人材バンクのようなものはあるかと思いますが、もう少し幅を

広げ、静岡市内各地から人材発掘をして活性化をはかっていったらと思いま

す。演奏家だけでなく、マジシャン、大道芸人、朗読する人等、ジャンルを広

げて人の交流ができたら楽しいのではないでしょうか。 

46 女 20 代 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

まちのいたるところに音楽やダンスなどのパフォーマンスを演じる人がいる

まちになれば、まちに暮らす人は日常的に、また、まちを訪れた人も自然に芸

術に触れることができるようになり、静岡市はとても良いまちになるだろうと

感じた。ただ、まちの中に既にあるものも活用していくべきだと思う。例えば

商店街を挙げることができるが、商店街のお店、お店の人たちをこのプロジェ

クトに巻き込んでいくことができれば、文化振興を通してよりまち全体を元気

にすることができるのではないだろうか。そして、それがより良いまちづくり

につながるのではないかと感じた。 

いただいたご意見につきましては、今後の事業展開の際の

参考とさせていただきます。 

47 女 19 歳

以下 

【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

私は県外出身なのですが、最近はじめて大道芸が街で行われているのを見まし

た。これほど、芸術文化事業で人が集まるということに驚きました。ただ街に

来て通りすがりに見ていくのではなく、それ自身を見に行くために街に行くと

いうような「目的」となるような事業というのは、街の活性化にとても重要で

あると思います。私の生まれた県では、割と観光事業が盛んで、歴史的なもの

が多いです。そこに比べると、静岡市は“歴史的”な観光ができないので、正

直、街をどう盛りあげているのか気になっていました。 

静岡は演劇、芸術が教育においても大事な項目となっていると思うので、今回

の「まちは劇場」プロジェクトがただ行われるのではなく、事前の宣伝や事後

の報告（ニュース）などを重点的にすることで、市民にこのプロジェクトを意

識させることが大切であると思います。 

いただきたご意見につきましては、今後の事業実施の際の

参考とさせていただきます。 

48 女 19 歳

以下 

【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

私はこの計画案は良いと思いました。私は生まれも育ちも静岡県で、ずっと静

岡市に住んでいます。高校の帰り道で寄るところといえばまち中でした。しか

し、私の周りの友達も言っているように、静岡のまちは遊ぶところが少なく、

すぐに飽きてしまいます。だから、まちは劇場プロジェクトのような、いつで

もだれでも楽しめるイベントがあるというのはいいことだと思います。日本に

は、クリスマス、お正月、お花見、花火大会などたくさんイベントがあります。

これらの時期に、まち中に飾り付けをしたり音楽を流したりしてほしいです。

たくさんのイベントをすることで、まちも活性化していくと思います。 

いただいたご意見につきましては、今後の事業展開の際の

参考とさせていただきます。 

49 女 20 代 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

静岡市が魅力と活気あふれる街になるためにとてもよいプロジェクトだと感

じました。今持っている資源を最大限活かしていくことは大事なことだと思い

ます。静岡市には、多くの文化施設や優れた芸術があると思うので、それらを

活かし、他の地域から人を取り込んで魅力を伝えたり、静岡市に住む人々の、

自分の市に対する愛着や誇りを大きなものにしたりすることは、地域の過疎化

や人口減少が進む今、とても大切なことだと思います。 

１つひとつの事業や様々なイベントを行っているということを大々的にアピ

ール・宣伝して知ってもらうということがまず必要だと考えます。地域で何を

行っているのか、関心が無い人にも伝えることで広がっていくと思います。“ま

いただいたご意見につきましては、今後の事業展開の際の

参考とさせていただきます。 
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ち”で人が豊かな時間を過ごすことができたら、積極的に外に出る人も増える

と思うし、まちの活性化、経済の発展にもつながり、良い効果がたくさんある

と思いました。 

50 女 20 代 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

文化芸術によって地域活性化させる活動はとても良いと思います。静岡に詳し

い人を観光事業に就かせたいなら、まずは学生に、詳しく静岡について知って

もらうことが大切だと思います。                

いただいたご意見につきましては、今後の事業展開の際の

参考とさせていただきます。 

51 女 19 歳

以下 

【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

最近は、まちに活気がないと感じていました。そのことにさみしさも感じてい

ます。なので、この『「まちは劇場」プロジェクト』のような取組で、静岡に

住んでいる人はもちろん、他の地域の人にとってもいこいの場となるようなま

ちを作っていければ良いなと思いました。また、大学生や地域の人々がコミュ

ニケーションをとるきっかけの場としての役割も果たせていければとても良

いと思います。 

貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。 

52 女 未回答 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

私は自分自身が、芸術や文化に興味のある人間であるため、この様なプロジェ

クトを通して静岡市民だけでなく、静岡を訪れる人々が芸術を身近に感じるよ

うになることはとても素敵なことだと思う。 

だが、今のところ静岡らしさが感じられるような活動は大道芸くらいで、その

他のものたちもその場に足を運ばなければ関わることができないようなもの

がほとんどを占めているように感じる。 

静岡を芸術の街にしていくのならば、生活の中で文化や芸術に触れられるよう

な工夫が必要だと考える。芸術に対して難しさや抵抗を感じる人も多くいて、

一度その様に考えてしまうと遠ざかってしまう一方だと思う。だから好奇心旺

盛である子どものうちから、身近な生活の中に芸術や文化の面白さを見出せれ

ば、自然と芸術や文化に対する苦手意識も無くなっていくと思う。そして自分

たちの住む街のそれらについて知っていくということは、地域に対する愛情も

育っていくということではないだろうか。 

いただいたご意見につきましては、今後の事業展開の際の

参考とさせていただきます 

53 女 19 歳

以下 

【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

富士山コスプレ大会など、海外の方々に興味を持ってもらえるような計画に興

味があります。今コスプレの文化は、世界に広まっていますし、（EXPO のよ

うな）これもａｒｔの 1 つだとは思いもしないと思います。現在となっては、

大道芸ワールドカップは静岡市の大イベントとして定着していますが、このコ

スプレ大会も定着していくといいなと思います。 

貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。 

54 女 50 代 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

転勤で静岡に住むことになったのですが、第一印象は「ここは静岡」という感

じを受けなかったと記憶しています。仙台に移り住んだ時は、「杜の都」とい

う感じがすごくしました。静岡というと、お茶とみかんが思い浮かぶのですが、

駅に降りても普通の駅なんです。鉢植えのお茶の木やみかんの木を置くことは

できないのでしょうか？街のいろいろなところに静岡でとれるいろいろな種

類のお茶の木やみかんの木があって、味や特徴が書いてあるプレートがついて

いて…。まち全体がここは静岡!!って主張してくるようなまちになればいいな

と思います。イベントの提案ではなく「まちは劇場」の環境を整えるという部

分の意見です。 

いただいたご提案につきましては、今後の事業展開の際の

参考とさせていただきます。 

55 女 50 代 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

まちが劇場になるには、訪れやすい街にすることが必要で、それには人が集ま

れる環境を整える必要があると思います。子ども連れや高齢者が利用しやすい

場所は、他の人たちも利用しやすい場所なのではないかと思います。子ども連

れで街に出かけると、トイレや休憩所に困ることがあります。空店舗を利用し

いただいたご提案につきましては、今後の事業展開の際の

参考とさせていただきます。 
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てベビーカーでも入れるトイレがあり、イスと机があって、静岡茶が飲めて、

買えて、みかんもその場で食べられるように１個から買える。そんな立ち寄り

やすい場所があれば良いのではと思います。一緒に、静岡の芸術家の作品が展

示してあったり、街の情報が手に入って…。それが小さくても街のあちこちに

ある…。たくさん作れないならば、街の中に見やすいマップを掲示して、どこ

どこに行けばいいんだ！ってすぐわかるように。ホッとする場所作りがまずは

じめかと思います。 

56 男 60 代 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

すでに『まちは劇場』のパフォーマンスが各地で開催されていることを知って

いますが、なかなかそのチャンスに遭遇することがありません。静岡市は中心

市街地に住んでいる人にとっては街を歩いて人の集まるところに行きやすい

と思いますが、市民の多くは車での移動がまだ一般的で街角でのんびりとする

チャンスが少ないように思います。 

交通インフラの整備も同時進行することが望ましいと思います。また、休日の

公園などは人が集まりやすい場所であると思いますが、音楽の演奏などは屋外

ではかなり限定されるし、音量によっては周辺からの苦情も考慮する必要があ

ると思います。駅やショッピングセンターなど市の施設以外の場所でも推進す

ることができればより市民に近くなると思います。 

しかし現状のように市役所や市の施設で行っているものをより広範囲に発信

できるようにすることも身近に感じる方法だと思います。それには各メディア

によって事前事後の報道がなされることが有益であると思います。特に事前の

広報が充実すれば、それを目当てに集まる人も増えるものと思います。 

いただいたご意見につきましては、今後の事業展開の際の

参考とさせていただきます。 

57 男 40 代 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

本プロジェクトには賛同はいたしますが、現状認識が非常に甘いと思います。

文化芸術がまちにあふれることは非常に良いことだと思いますが、我々一般市

民の意見を聞くだけではなく、プロジェクトチームの中に各芸術分野において

現在活動している人たちも参加すべきだと考えます。専門家などの見地も時に

は必要ですが、まちを盛り上げるのは、専門家ではなく、我々一般市民であり、

まずその基本となる計画段階から参加しない限り、このプロジェクトはうまく

いかないのではないかと考えます。 

私はアマチュアの市民吹奏楽団に現在所属しておりますが、本番を行う音楽ホ

ールが市内に乏しいことはさることながら、それを披露するまでには、何か月

もの練習を積み重ねなければならず、その練習場所の確保もままならない状況

にあります。公民館などの公共施設での練習場所が、音量の問題やキャパの関

係で非常に制限されており、我々のような他の吹奏楽団や 50 名規模を超す団

体はその練習場所の確保に大変、大変苦慮しております。毎回の練習場所が固

定できず、市内の限られた公共施設をジプシーのように点々としている話もよ

く耳にします。 

当楽団も例外ではなく、公共施設、特に公民館では人数の規模の関係で使用が

難しく、現在は民間企業に無理を言って、何とか確保しているのが現状です。

しかも、その使用料金は公共施設の 10 倍ほどの金額となっており、文化振興

を推進し、これまでの歴史の継承や発展の足かせとなっている現状がありま

す。人が主役のまちづくりを目指すのであれば、まずは、下地となる練習場所

の容易な確保を提供できる環境整備をしていただくことを切にお願いいたし

ます。 

いただいたご意見につきましては、今後の施設整備を検討

する際の参考とさせていただきます。 
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58 女 70 歳

以上 

【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

公園等もっと笑顔になれる楽しい場にすると良いと思う。 

例えば、音楽会やアートなどを行う。 

本市ゆかりの作家、詩人、音楽家、画家、書家などを、本市以外の人にも知っ

てもらう。 

  今夏、駿府公園でまつりのごとく大勢の人が集まり、スマホでポ 

ケモン GO をして頭を下げている光景は不思議でした。その日は 

晴天なのに、公園と空の間はどんより曇っていました。 

いただいたご提案につきましては、今後の事業展開の際の

参考とさせていただきます。 

59 男 70 歳

以上 

【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

「まちは劇場」の企画プランは素晴らしいと思います。 

まち中で大道芸、舞踊、ダンス、演劇、映画、音楽、アート等々、多彩なジャ

ンルのパフォーマンス、文化、芸術に触れ、豊かな生活を実感する機会となり

ます。 

これらのイベントは、市民すべての参加方式（飛び入り参加も可）で、何時、

何処で観賞できるか詳細告知が重要であり、市の広報（HP）等及びマスコミ

を含め周知宣伝が必要だと思います。 

いただいたご意見につきましては、今後の事業展開の際の

参考とさせていただきます。 

60 男 70 歳

以上 

【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

ソフト重視の「まちは劇場」の趣旨や手法について賛成です。各種のプロジェ

クトに関する一元的な情報管理は何でするのでしょうか。る・く・るナビゲー

ター事業で可能でしょうか。 

「提案」 「市の文化振興財団にホームページを開設する」 

専任の職員を配置し、民間の施設（デパートなど）の情報を含め、イベント情

報をすべて一覧にする H.P を開設したらいかがでしょうか。 

・民間から広告収入を得ることまで考えたらいかがでしょうか。 

・市文化協会会員のイベント情報は有力な情報となるでしょう。 

「る・く・るナビゲーター事業」は、科学館の事業・運営

への市民参加（参画）を促すための手立てとしてボランテ

ィアを募り、科学普及の場で多彩な活動を展開できる人材

を育成する事業です。 

いただいたご提案につきましては、情報の管理・提供につ

いて検討する際の参考とさせていただきます。 

61 男 未回答 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

当会は静岡に江戸時代より伝わる伝統木遣に携わっている団体で、静岡市文化

協会、駿府芸能保存会連合会に所属しています。 

中間案の基本的施策の４、６、７等、歴史、伝統文化に関する項を盛り込んで

いただいて大変有難く思います。 

当会も会員の年代が高く、次の世代にどの様に伝えていったら良いのか、色々

な方法を模索しているところです。 

葵区地域総務課の指導の下、保存会連合会がＡＯＩで“木遣とお囃子の会”を

３回開催しましたが、やはり足を運んでくれるのは、比較的年代の高い人たち

でした。「まちは劇場」のお考えのように、誰にも目に触れる場所で平成 27

年 10 月に行った様な、“駿府踟勢揃”を他のイベントとコラボしてより賑や

かに開催できたらと思います。 

貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。 

62 女 40 代 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

「まちは劇場」プロジェクト自体は中心市街地活性化のための施策として理解

はできます。しかし、文化振興計画のリーディングプロジェクトであるにもか

かわらず、集客による経済活性化が最も強調されていること（特に概要版）、

また具体的内容について全く触れられていないことが気にかかりました。もし

も、文化振興のために「まちは劇場」プロジェクトを行うならば、プロジェク

トの内容についてある程度具体的な構想を示し、例えば「地域への愛着の醸

成」、「芸術鑑賞に対する心理的ハードルを下げる」というような、市民の内面

に関わる目標を前面に出す方がわかりやすいようにも思われました。 

目標とするものについては、基本的施策や基本的施策推進

のための視点として掲載をしています。リーディングプロ

ジェクトは、その施策の展開に基づき重点的に進める取組

であり、その内容の一部については P19 の創造的にぎわ

いづくりの主要事業にも掲載しています。 

63 女 40 代 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

文化振興計画について、「静岡市文化振興ビジョン」を経て新しいステップの

段階にきていると思われるが、「まちは劇場」という言葉を掲げることで、市

いただいたご意見につきましては、今後の事業展開を検討

する際の参考とさせていただきます。 
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民の方に直接届くようなキャッチフレーズとして伝わり、その部分については

好意的に受け止めたい。 

ただ、「まちは劇場」プロジェクトを具体的に進めるにあたって、市内を中心

に活動する文化アーティスト側に向けたサポート体制になっているのかとい

う点で疑問を持つ。 

知人が、市役所の建物を利用した公開結婚式を「静岡市フォトウエディング」

の枠組みの中で、様々な関係者の協力の上で、なんとか実現にこぎ着けた。元々

の趣旨は、「何気なく暮らすいつもの街角で、仲間にちょっとしたダンスや演

奏をしてもらい、街ゆく人が笑顔になってくれるようなささやかでも和やかな

式を挙げたい。」ということだったが、街中、公共施設を利用して結婚式を挙

げるということで新郎自身かなり労力を費やしていた。この話を聞いた時に

「まちは劇場」のコンセプトとひどく逆行している事例ではないかと思った。

アーティストが、街中を活用して発信出来る為には、活動・活用しやすいルー

ルづくりに早急に取り組む必要があるのではないか。 

文化アーティストは、時には常識を覆す、驚くようなアイディアを持ち合わせ

ていて、実現するには本来の行政のスタイルには折り合わないことも多いと思

われるが、静岡が魅力的な創造都市として価値を高める為に文化的なアプロー

チを必要とするのであれば、柔軟に対応する行政側の人材や仕組みづくりを整

えなければ、何も生まれないのだろうか。既存の助成金を「まちは劇場」を推

進させるために組み換えを行う、公共のスペースを活用する「ユニークべニュ

ー」の推進として文化的な活用を優遇させる措置など具体的な方策をもっと踏

み込んで進める必要があるのでは。 

行政側が音頭を取って（大規模なイベントはとかく代理店が実質的な音頭を取

られることが多いが）文化的なイベントを起こすことは、ある意味では容易な

ことではあるが、「まちは劇場」は、「つくる側、みる側、ささえる側」である

市民が中心とならないと発展していかない。私達市民の立場にたって、具体的

な施策を考えてもらえばと思う。 

64 女 70 歳

以上 

【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

このプロジェクトの推進に大いに賛成します。大道芸ワールドカップについて

申しますと、静岡市に根付いた芸術文化として国内外に知られるようになり、

市民の一人として嬉しいことであり、その日が近づいてくると 70 歳後半にな

るのにワクワクドキドキしてきます。街を歩いていて出会うと、足を止めて首

をつっこんで楽しんでいます。 

希望していることは、街の中に１ヶ所小劇場があると嬉しいです。それは日常

生活の中で、演劇や落語などが気軽に入場できて短い時間に鑑賞できる場所と

して、小さな劇場があったらまた楽しいのでは。演じる人は、高校の演劇部の

方々や市民演劇サークルの方々、落語愛好者の方々など、身近な市民の出演す

る小劇場に立ち寄ってみたいと思います。 

貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。 

65 男 40 代 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

全国的な「文化芸術創造都市」の取組に見られるように、地域に根付いた活発

な文化的取組は、これからの都市の魅力を高めると思います。「まちは劇場」

プロジェクトは、静岡市におけるそのリーディングプロジェクトとして期待さ

れますが、出来合いの商業イベントの誘致や単発的な事業の実施では、「創造

都市」は生まれません。プロジェクトの質が大切です。アーティストや地域の

人と企画から立ち上げ、ともに育てていくような地産地消的な取組が求められ

いただいたご意見につきましては、今後の事業展開の際の

参考とさせていただきます。 
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ます。そのために市が、プロジェクト終了後も視野に入れた中期的な展望を持

って、活動主体を育て、支える仕組み作りが必要ではないでしょうか。市もそ

の活動主体の一員となり、ともに考え、実働する、主体的、継続的取組を希望

します。 

66 男 30 代 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

・「まちは劇場」を周知することを戦略に加える。具体的には、情報番組への

出演やインターネット（SNS）やフリーペーパーを活用し、情報の発信を続

けていくことで自然と認知されるのではないだろうか。また、ふるさと納税の

返礼品の紹介なども（地元の特産品があるので）積極的に行っていくべきだと

思う。 

・静岡駅周辺や区役所等で音楽（静岡市歌やちびまる子ちゃんなど静岡市にち

なんだもの）を流してはどうだろうか。 

・各テーマパークや城（大阪城など）で行っている「３D プロジェクション

マッピング」を葵区役所や駿府城公園、静岡市美術館、AOI など静岡駅周辺

の建物を使って行う。内容は静岡市の文化施設や特産品、三保松原などの PR

をちびまる子ちゃんのアニメで紹介。夏場はビアガーデンなど屋上から見える

場所だとなお面白いと思う。また、夜店市や大道芸、花火大会などの寄る開催

のイベントでもコラボしていくとなお良いと思う。 

いただいたご提案につきましては、情報提供の手段の検討

や、今後の事業展開の際の参考とさせていただきます。 

67 女 

 

40 代 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

計画そのもの（目標）は大変意義深いものに読めるが、果たしてこの計画が具

体的、現実的な計画であるとは思えない。より具体性をもった計画を提案され

たい。そのために、まずは現状把握が必要なのではないだろうか。例えば、本

市の持つ「地域資源」、「歴史的資源」、「人的資源」はどのレベルのものである

のか、冷静に調査研究する必要がある。管見の限り、上記３点とも決して充実

していないと思われ、このままでは恐らく外部から出来合いの企画を買って実

施するようなことになりそうな予感がする。 

いただいたご意見につきましては、今後の事業展開の際の

参考とさせていただきます。 

68 男 40 代 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

まちは劇場プロジェクトについて、趣旨は共感するものですが、今後の具体的

な施策が見えてこないことが気になります。新規事業を立ち上げるのか、既存

事業で構成するのか。いずれにせよ、事業目的を達成するために相応のプラン

ニングが必要かと思われます。市民から企画を募るなどの手法もよいのではな

いでしょうか。 

いただいたご提案につきましては、今後の事業展開の際の

参考とさせていただきます。 

69 男 40 代 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

街中でパフォーミングアートが定着するためには、パフォーマンスが自由に行

える場所や環境の整備が必要かと思います。行政主体で当該プロジェクトを推

進していくのであれば、規制緩和も含め、「行政だからこそできる環境整備」

を視点に取り組まれてはいかがでしょうか。 

大道芸ワールドカップのパフォーミングポイントとして利用されている場所

のいくつかを、恒常的にパフォーマンスができる場所として開放することや、

東京都の「ヘブンアーティスト」のような制度の導入も良いかもしれません。

新規の事業や制度構築を目指すことだけでなく、すでに他都市などの事例をモ

デルに静岡バージョンにアップデートして導入するのはいかがでしょうか。 

いただいたご提案につきましては、今後の事業展開の際の

参考とさせていただきます。 

 

70 男 60 代 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 
静岡市の街の中心部を活性化させるためには、良い施策だと思います。 

貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。 

71 男 40 代 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

文化によって中心市街地を活性化しようとする「まちは劇場」プロジェクトは、

経済と文化の双方への相乗効果が期待され、積極的に推進されるべき施策と考

えます。また、このプロジェクトが東京オリンピック・パラリンピックに向け

貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。 
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て発展し、それ以降も静岡の文化の基盤となるよう期待しています。 

72 男 30 代 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

「まち」は中心市街地や駅前を指すのか。中心市街地で実施したほうが合理的

に思うが、郊外の過疎化に拍車がかかるように感じる。郊外の魅力などを発信

するような取組も必要ではないか。 

静岡市に住む、訪れる人だけでなく、ネオパーサや道の駅などを利用する静岡

市を通り過ぎる人に対してもイベントなどを実施することで、静岡市の取組・

特徴を周知することができるのではないか。 

「まちは劇場」プロジェクトの実施場所としては、人が集

まりやすい場所を想定していますが、中心市街地に限らず 

市内のいたるところが劇場になる可能性があると考えま

す。 

73 女 40 代 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

「“まち”に来れば必ず何か面白いことをやっている」というコンセプトは素

晴らしいことだと思います。特にこのプロジェクトでは、市民が意図せずに立

ち寄る感覚で文化活動に参加できたり、自らが表現者になれたりと、市民主体

の部分をクローズアップしていると感じました。一方で、施策２「文化を享受

する機会の拡大」にあるような、視聴環境の整った公共ホール、あるいは美術

館、博物館で実施される一流の芸術鑑賞機会の充実もプロジェクトの表記中に

盛り込まれると、層の厚い、様々な文化に触れられるまち、というイメージに

なるかと考えます。市民が主役、という色合いは薄まってしまうかもしれませ

んが、ご一考いただければ幸いです。 

「まちは劇場」プロジェクトの実施場所としては、人が集

まりやすい場所を想定していますが、中心市街地に限らず 

市内のいたるところが劇場になる可能性があるため、文化

施設等での活動も含まれると考えます。 

74 女 20 代 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

静岡の市街地は商業施設が多く集まり、交通機関も集中していることから、す

でに人が集まるまちとして確立しており、そのまちで文化的な活動を行うこと

は多くの人に周知しやすく、また参加してもらいやすい環境だと思われる。 

プロジェクトを目的としてまちに来たわけではない市民が予想外に参加でき、

芸術文化が身近なのであると感じられるプロジェクトとなることを期待する。 

貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。 

75 女 40 代 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

大道芸ワールドカップは街中中心で実施しているが、事前に優勝者とかを呼べ

るのであれば、市内の小・中学校へ赴き、体験させ、その上でその学校からボ

ランティアを出したり子どもの簡単なものでいいからパフォーマンスを考え

たら広がりをみせると思う。 

その場だけでなく、学校や地域、生涯学習センター、図書館なども活用したら、

さらに広がっていき「街全体」になるのではないか。静岡の他のもっと良いお

すすめな場所でやってほしい。 

まちは劇場と言うならば… 

有名だったり話題性のある舞台劇やミュージカル、映画、テレビ等のロケなど

を行い、市民と交流を図れたらもっと市民が参加してくれると思う。 

市と市民、公共施設がお互いに何が求められて求めているか意見を言える場

や、意見を言える（気軽に）課があったらいいなと思います。 

いただいたご提案につきましては、今後の事業展開の際の

参考とさせていただきます。 

76 男 60 代 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

地方都市が大都市に対抗できるには、オリジナリティとクオリティの高さが必

要だと考える。その意味では大道芸という定着した資源を「まちに散りばめる」

ことが出発点だと思います。その傍らに、ベレー帽姿の素人画家がいたり、音

楽を自由に奏でる異邦人がいたりという風景があるまちになればいいと願い

ます。芸術を志す若人を入れ込む規制緩和、支援策なる文芸復興を期待します。 

貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。 

77 男 30 代 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

「まちは劇場」というタイトルについて、パッと見で“まちは”って何だろう？

と思いました。“町は”もしくは“街は”にしたほうがわかりやすいかと思い

ます。 

また、「まち」とは具体的にどのあたりを想定しているのでしょうか。こうい

ったパフォーマンスができる場所は静岡市中心街に限られるように思うので

「まちは劇場」プロジェクトの実施場所としては、人が集

まりやすい場所を想定していますが、中心市街地に限らず 

市内のいたるところが劇場になる可能性があると考えま

す。 
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すが、「街」だけでなく、ぜひ「町」を含めた地域振興を期待します。 

78 男 30 代 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

素晴らしいプロジェクトだと思いますので、このまま進めていただきたいと思

います。 

まちは劇場プロジェクトをどのように文化プログラムに結び付け、東京オリン

ピック・パラリンピックと関わるのか具体的な施策が知りたいです。 

貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。 

79 女 30 代 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

まちに来れば何か面白いことをやっているという取組は理解できますが、現在

行われている大道芸や演劇・音楽がしずおか文化とは言い難いのではないかと

思います。実施することでしずおか文化として根ざしていくというには、上記

に限らずもっと幅広い芸術文化の起用や、静岡の人の特徴として新しいものに

すぐ飛びつく反面飽きやすいという面を考慮した施策が必要と考えます。ま

た、闇雲に外へ出るというよりは、何をやるかわかった上で参加したいという

考えの人もいると思うので、もっと実施に関する告知に力を入れて充実させて

いただければと思います。 

いただいたご意見につきましては、今後の事業展開の際の

参考とさせていただきます。 

80 女 40 代 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

「いつでも、どこでも」市民が音楽等に触れる機会を促進するには、街路、公

園等の公共空間の規制緩和がより一層求められるのではないでしょうか。文化

芸術による静岡市街中の益々の賑わい、市民の文化力向上に大いに期待しま

す。 

いただいたご意見につきましては、今後の事業展開の際の

参考とさせていただきます。 

81 男 30 代 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

中心市街地におけるイベントの充実より、メインストリートから裏路地までに

人の流れが生まれ、文化芸術の活性化だけでなく、周辺商店街等、中心市街地

の総体的な活性化につながるものと考えます。 

貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。 

82 男 40 代 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

・欧米諸国と比較しても、習い事などを含めた市民の文化活動への参加率の高

さが、日本の文化の底上げを担っており、日本の誇れる文化としてオリンピ

ック文化プログラムの目玉になると言われています。しかし、その文化活動

を支えているのは、地域のプロやセミプロであり、この層の活性化を行わな

ければ、今後文化活動への参加の割合の減衰の恐れがある。 

・街中で音楽家やパフォーマーが公演するのは、自己満足だけでなく、自己の

レベルを高めるために行うものであり、その先には、音楽やパフォーマンス

でのより高みを目指し、生業としていくことのモチベーションがあります。

先にあるアーティストとして活動し続けることができる支援や環境整備が

ないと、「演奏をさせてあげる」だけでは、支援は片手落ちになってしまう

恐れがあります。 

・地域のアーティスト支援の拠点として文化施設の役割は重要で、人材育成事

業は鑑賞事業を行うより手間と費用が必要な内容になっていきます。イベン

ト的なプロジェクトでなく、継続的な育成を行う意味でも、既存文化施設の

事業のより拡充が必要ではないでしょうか。 

・「まちは劇場プロジェクト」が、それらのアーティストを目指す人たちが活

動することの支援へとつながるような規制緩和や支援を含む総合的な事業

へとなることを望みます。 

いただいたご意見につきましては、今後の事業展開の際の

参考とさせていただきます。 

83 男 40 代 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

中心市街地の活性と回遊性を高めるための取組として大変良いと思います。基

本的に賛成なのですが、青葉シンボルロード・葵スクエア・歩行者天国等の利

用に係る規制緩和や、「今何をやっている」という情報提供機能の強化が並行

して必要であると考えます。 

また、プロジェクトの実施においては新規事業を行うだけではなく、美術館・

いただいたご意見につきましては、今後の事業展開の際の

参考とさせていただきます。 
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ライブハウス・劇場・誘客施設・民間イベント等の「既存の」取組を適切にま

とめ、再定義して発信することが肝要と考えます。現段階でもそれなりにコン

テンツはあると思いますので。不足しているのはコンテンツと言うより、情報

とそれにコミットするためのストーリーです。 

84 女 30 代 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

「大道芸ワールドカップ」、「富士山コスプレ世界大会」のような事業を、どの

ように「人が主役のまちづくり」とつなげるのか。大道芸は市民ボランティア

組織がイベントを支えているということは有名ですが、それ以外のイベントで

は、イベントの内容の紹介ばかりで「市民」、「イベントに関わる人」が見えて

いないように感じます。 

貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。 

85 女 50 代 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

静岡市の街中や様々な施設が「劇場」として機能し、市民が気軽にそれに触れ

たり、ある時には自分もそれに参加したりできる雰囲気は、とても重要である

と考えます。音楽・舞踏に限らず、サイエンスショーなど様々なジャンルのパ

フォーマンスが繰り広げられたら、市民は楽しみが増え、幸せを感じることが

できるでしょう。街の「文化度」とは、日常的にどれくらい芸術や文化に触れ

ることができるかその頻度によって変わるのではないでしょうか？「まちは劇

場」プロジェクトを推進することで、静岡市の文化度は大きく向上するのでは

ないかと考えています。 

貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。 

86 女 30 代 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

・文化施設の名前を聞いたことはあるが、実際に行ったことがない人も多い。

また、これは自分自身にも言えることだが、興味・関心をひくものがなけれ

ばなかなか自ら足を運ぶことはない。しかし、自分から求めなくとも、中心

市街地に行けば生演奏が行われ、身近に音楽を愉しめるといった仕組みづく

りが大切であると思う。そして、それをきっかけにその演奏者が行う演奏会

に実際足を運び、まち全体で応援し、育てていくという環境をつくることが

重要であると思う。 

・美術館等で開催する展覧会に関連したフォトスポットを中心街に設置し、芸

術にさほど関心がない人でも身近に芸術文化を楽しめるようにする。 

いただいたご提案につきましては、今後の事業展開の際の

参考とさせていただきます。 

87 男 30 代 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

静岡市は年中通して過ごしやすく、屋外イベントを行うには理想的な気候で

す。また商店街、繁華街が駅の近くに固まって存在しているため（例えば仙台

市の場合、駅近くは複数車線の大通りばかりです）、「まちは劇場」プロジェク

トは静岡市の特徴に良く合っていると考えます。ただし例えば、まちの各所で

市民が好きなパフォーミングをできるようになるだけでは、仲間内で楽しんで

いる域を出ません。市のプロジェクトとして行う以上、それが人を呼べている

のか、リピーターを増やしているのか、まちづくりに貢献しているのかといっ

た評価尺度が必要かと思います。 

また、「まちは劇場」をリーディングプロジェクトにすることに異存はありま

せんが、「まちで行えるパフォーミングアーツ」は振興すべき「文化」のごく

一部にすぎないということを忘れないでいただきたいです。文化的な都市を標

榜する以上、本物の「劇場」をはじめとした各種文化施設の維持改善、新規建

設は当然必須であることと思いますが、まるで「まち」が「劇場」の代替にな

るような誤解が生まれることがないよう、内外に対しご配慮いただければと思

います。 

いただいたご意見につきましては、今後の事業実施の際の

参考とさせていただきます。 

88 女 20 代 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

「まちは劇場」プロジェクトは良い計画だと思いますが、ここでのまちとはど

このことを言っているのでしょうか。今現在でも、葵区の札の辻や青葉通り、

「まちは劇場」プロジェクトの実施場所としては、人が集

まりやすい場所を想定していますが、中心市街地に限らず 
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駅前などでは様々なイベントやストリートパフォーマンスが行われています。

これらの場所を表すのであれば今更といったイメージを抱く市民もいるよう

に感じます。また、清水区の出身者だから感じるのかもしれませんが、「まち」

というと、呉服町や七間町といった場所がイメージされ、このプロジェクト名

だけでは、静岡市の中心地のみの文化の振興をするのではと感じられ、実際は

清水のドリームプラザや清水商店街でも行っているのに、プロジェクト名から

はイメージされにくく、残念に思います。 

市内のいたるところが劇場になる可能性があると考えま

す。 

 

89 女 40 代 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

「2020 年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて「まちは

劇場」プロジェクトを文化プログラムへと結びつけ…あらゆる人々が参加でき

る各種プログラムを実施し、文化の担い手となる人材を育成し、未来への文化

の継承につなげていきます。」とありますが、現在の計画の中では「あらゆる

人々」の視点に立った施策がないように見受けられます。障がい、年齢、性別、

国籍、文化など、多様な人々と同じ活動（事業）を行うのであれば、受け入れ

る側にも「多文化共生」についての知識を学ぶ機会の必要性を感じると同時に、

一緒に参加する側（市民）にも最低限の知識やマナーを学ぶことが必要になる

と思うので、施策の中に入れていただきたいと考えます。 

いつでも、だれでもというコンセプトに基づき、事業を進

めています。 

いただいたご意見につきましては、事業展開の際の参考と

させていただきます。 

90 女 未回答 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

街の各所で行う文化イベントも悪くはないが、そろそろ街でのお祭り・大騒ぎ

ではなく、劇場やホールの中できちんと芸術を鑑賞することにも重点を置いた

らどうだろうか。 

大道芸は静岡が誇る素晴らしいイベントだが、だからと言って、その二匹目の

ドジョウをねらう必要はないのではないか。 

ホールに座っての鑑賞は堅苦しいかもしれないし、野外のものより難しい作品

も多いかもしれないが、作品を観て、楽しかっただけでなく、鑑賞後にある印

象や感情を追いかけて言葉にすること、作品の意味を考えることは人を豊かに

していくし、また、その時はわからなかったことが何かの折に浮かんでくる思

想の蓄積になっていることもある。 

楽しさのカタルシスだけを求めて、考えないこと、思想を持たないこと、沈黙

を聞くことができないのは文化として貧しいと思う。60 年代のアングラ劇や

80 年代の海外ダンス作品の輸入があるから、その後の作品が続いたように、

良い作品は次に続く作品を生み出していくものだ。また、いつものイベントが

あって騒がしい街より、静かで豊かな街に住みたいと思う。その辺りも留意し

ていただけたらと思う。 

「まちは劇場」プロジェクトの実施場所としては、人が集

まりやすい場所を想定していますが、中心市街地に限らず 

市内のいたるところが劇場になる可能性があるため、文化

施設等での活動も含まれると考えます。 

91 女 40 代 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

「まちは劇場」。聞いただけでとても気持ちがウキウキ、高揚する言葉だ。 

ただし、この「まち」とは具体的にどこを指しているのだろうか。静岡市全体

なのか、それとも静岡駅周辺の繁華街のみを指す言葉なのか。 

振興計画を読むと、「まち」とは静岡市全体「わがまち」を指しているものだ

ということはわかるのだが、具体的なイベント内容を見ると（東静岡や清水駅

のイベントも実施計画に上がっているが）静岡駅周辺の繁華街地区で実施され

るイベントが多い。それについて批判したいのではない。やむを得ないと感じ

たのだ。というのも、静岡市民の多くが未だ駅前に買い物に行くことを「おマ

チに行く」と言い、愛着を持っている。地方都市としてはデパートも複数残り、

まだまだ人通りも多い。静岡に引っ越してきた方から、「地方都市なのに伊勢

丹も 109 もパルコもあるね。」と驚かれる。私は郊外に住んではいるが、静

「まちは劇場」プロジェクトの実施場所としては、人が集

まりやすい場所を想定していますが、中心市街地に限らず 

まちのいたるところが劇場になる可能性があると考えま

す。 
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岡鉄道沿線在住のため、駅前のイベントにも気軽に行くことができる。コンパ

クトシティの良さだ。 

静岡市は広い。南アルプスの「オクシズ」から駿河湾や三保までを「まち」と

捉えるのは、プロジェクトが散漫になる恐れがあると感じる。 

いっそこの「まち」を、まずは静岡駅周辺の繁華街地区に限定してはいかがか。

駅周辺の商業地域、商業施設を会場とした連携イベントを実施し、経済活動を

盛り上げ、事業者に「うまみ」を感じさせ、市民に対しては「おマチ」に対し

て「なんだかいつ行っても人が大勢いて楽しそうだから私も行ってみよう」と

いうイメージをさら向上させる。駅周辺の成功を受けて、市内のより広い地域

へ順次広げて実施するのが良いと感じた。 

92 女 20 代 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

アート・ダンス・音楽に関する活動をされている方で、まちなかでパフォーマ

ンスをしたい、企画したいという方は、市内外で多くいると思う。そういった

方の相談に乗ってくれるような窓口が（フィルムコミッションのようなものな

ど）より身近にあったり、まちなかに関わらず、場所や敷地などを提供してく

れるような商店等のリストがあったりしたら、活動したい人がより日常的に活

動ができ、結果的にまちのにぎわい、多くの方がアートを享受することにつな

がるように思う。 

いただいたご提案につきましては、今後の事業展開の際の

参考とさせていただきます。 

 

93 男 70 歳

以上 

【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

街中に音楽が流れたり、パフォーマンスをする人がいたりするのは、外国の例

を見ても素敵なことだと思われる。定時になると、その街の歴史的な内容のカ

ラクリ時計を多くの観光客が楽しげに見守るなどは１つの文化であろう。で

は、静岡は（静岡出身の有名人の人形がグルグル回る…？）徳川家康の時計も

あるが、小さいのでこれを模型化（拡大）して…ということもありか？また、

パフォーマンス、演奏会の場所はどうか、といえば天候にも左右されるので、

ちょっとした反響板・電源のセットされた雨でも大丈夫という場を作れると良

いのだが。街中に音楽、劇場に対する予算はどうなのだろうか？（どれくらい

の金額） 

貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。 

94 女 40 代 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

「まちは劇場」プロジェクトの推進には基本的に賛成する。ただし、計画書を

読んでも具体的に実施される内容が見えにくく、端的に言えば、静岡市の経済

が活性化するための仕掛けをつくりたい、と読める。それは「文化を活かした

にぎわいの創出」、「人が集まる仕掛けが必要」という文言にも表れている。 

もちろん、経済的発展、金銭的利益を追求するのは悪いことではない。しかし

「文化」は利潤を追求するための手段にはなりえないし、むしろ、投資すれば

出費ばかりがかさむものであることを理解したうえで、この“素晴らしい計画”

が推進できるのかを再検討する必要がある。 

私は「文化」で稼ぐことを否定するわけではないし、私自身も広い意味では文

化で職を得て、生活しているものの一人である。確かに文化は人を豊にするの

である。しかしながらそれは、金銭的利潤に直結するものではない。計画書で

うたっている「地域文化資源のみがきあげと活用」を先々を見越して長期的に

実施すべきである。そうすれば 10 のうち１つは、にぎわいの創出に活用でき

る「金の卵」が見つかるかもしれない、「文化」に投資してまちを劇場にでき

るのは、それくらいの確率であることを理解されたい。なお、そもそも「文化」

の定義がまるで理解できないし、「芸術文化」「歴史文化」とわける意味が全く

理解できないことを付記しておく。 

いただいたご意見につきましては、施策を展開していく際

の参考とさせていただきます。 
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95 女 40 代 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

まちのいたる所で大道芸や演劇・音楽等の文化芸術に触れる機会が増えること

は、まちの魅力をアップさせることに繋がると思います。このような取組を進

めていくことで静岡市の文化レベルが上がり、他市から来る人たちからも「静

岡市ってちょっと素敵なまちだよね」と思われるようになることを期待してい

ます。 

ただ、このような取組を進めるためには規制緩和が必要だと思います。中心市

街地でもっと自由に文化芸術活動ができる場所を増やすべきだと思います。 

いただいたご意見につきましては、今後の事業展開の際の

参考とさせていただきます。 

 

96 男 40 代 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

芸術文化に携わる人たちには、「まちは劇場」というキーワードは浸透してき

て、この取組に関わりたいと思っている方が多数います。 

『市民の芸術文化等への参加や活動を促すとともに、…。あらゆる人々が参加

できる各種プログラムを実施します。』と記載するからには、市だけの取組で

は限界があります。 

「まちは劇場」のロゴマークが決定したので、家康公 400 年祭のように民間

実施の各種文化事業にもロゴマークの使用を承認し、ホームページなどでそう

いった事業も一元的に情報発信できる仕組みを構築できたら良いと思います。 

いただいたご意見につきましては、今後の事業展開の際の

参考とさせていただきます。 

 

97 男 50 代 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

静岡市を拠点として活動している和太鼓団体です。今回の振興計画（中間案）

には、大いに賛成します。ただ、以下の点について当団体が協力できるか疑問

を感じています。 

１ 第４章の視点３に記載の「多彩なジャンル～機会を創造します」について、

まちの活力（にぎわい）を生み出すためには、建物内のみでなく、街の中（屋

外）での機会が重要だと思うが、和太鼓には「音」の問題があり、年々街の

中での演奏が難しくなっている。具体的な構想は？ 

２ 上記の視点３に記載の「路上パフォーマンス～ポイントを整備し」につい

て、路上で演奏を行うには、道路交通法等の関係法令に基づく規制があり、警

察署から厳しく指導を受けている。こうした現状の中で、市の考えていること

が現実的に可能であるか？道路占有許可の申請は市が行っていただけるの

か？また、当然「音」の問題もある。 

音の問題につきましては、解決が難しいと考えています。 

98 男 20 代 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

やはり静岡市というものは、東海道の中心地、駿河湾や南アルプスに囲まれた

立地、お茶や海産物を代表とした名産品など「土地」というワードがキーワー

ドになると思います。だから私は、SNS を利用して静岡市を“通販王国”と

したいと考えます。なぜなら、先程述べた“土地”や“名産品”を活用して全

国各地に通販を広め、静岡市に興味を持って、名産品を買ってくれた人には、

静岡市に旅行に来てくれた時の特別優待券などを送付すれば、静岡市に訪れて

くれることに繋がると思うからです。 

貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。 

99 女 20 代 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

静岡市が文化芸術に力を入れていることは、静岡市のことを調べてから知った

ことです。Ｐ7 にある市民アンケートの「どちらともいえない」が一番多い理

由も、きっと取組自体を認知していない、もしくは興味がないのかもしれない

と思います。大道芸ワールドカップのように世界的に有名で静岡市民が知って

いる取組であればまだ良いけれど、正直それ以外の取組を私たちの世代が興味

を持つかと言われたら少し難しい気がします。次世代から指示を増やすために

は、より体験的（参加型）の取組を増やすこと、そして取組自体に興味を持っ

てもらうためには、現実的ではないかもしれませんが“オシャレで都会的”な

雰囲気を作り出すことが必要かもしれません。 

いただいたご意見につきましては、今後の事業展開の際の

参考にさせていただきます。 
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例えば、私たちの世代では、今「鷹匠」が熱いと言われています。隠れた名店

が並ぶのが人気の理由ではありますが、それでけではなく、あの少し別世界の

ような都会的な雰囲気とオシャレな空間が関心を持たれた理由の１つでもあ

るように感じます。「文化・芸術」にそれを求めるのは難しいとは思いますが、

活動内容と同時に雰囲気づくりも大切だと思います。あとは、訪れてくれるの

を待つのではなく、外へ発信（実際に外へ出て活動などを伝える）することも

大切だと思いました。 

100 女 19 歳

以下 

【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

「静岡市」及び「しずおか文化」の魅力を広く世界に発信すると記載されてい

ますが、東京オリンピック・パラリンピックの主な開催は東京であるため、そ

の様な手立てを使って静岡市を知ってもらうのですか？（テレビやポスター、

広告などを通して他県の方に静岡の魅力を知ってもらうと良いと思います。） 

他県の人が静岡は挨拶が身近に感じられ、地域のつながりが強いと思ったと言

っていました。私は、これも静岡市だけの魅力だと思ったので、それらを活か

して静岡市をＰＲして、まずは静岡市に興味を持ってもらえるような活動をし

たら良いと思います。 

いただいたご提案につきましては、シティプロモーション

方法を検討する際の参考とさせていただきます。 

101 男 60 代 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

私たち団体は市文化祭、芸術祭に参加させていただいています。市民一人でも

多くの方に上記行事のあることを知ってもらうために、色々な広報活動をお願

いしたい。一般の市民が個々に出品参加できる様に促されたい。行事開催中の

PR、新聞社、テレビ局などへも、市からの働きをお願いしたい。個々の団体

から取材をお願いしても、なかなか掲載してもらうまでには至らないのが現実

ですので。 

施策４や施策 10 にあるように、文化団体等の活動状況に

ついて周知を図る機会の提供に努めます。 

団体としても、チラシの配布やお知り合いへの声掛け等で

の周知をお願いします。 

102 女 60 代 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

当連盟は、古典芸能としての剣舞・詩舞の団体を有しています。現状は、会員

の減少が危惧されています。剣舞は日本の古来の継承していきたい分野です。

体験会や、披露する機会を企画していけたら良いと考えています。また、影絵

劇団も「津波」の演目で、地方でも人気を得ています。公演の企画もあったら

いいと思います。また、文化協会が主催している文化祭・芸術祭をもっと広く

知らせると良いと思います。 

施策４や施策 10 にあるように、文化団体等の活動状況に

ついて周知を図る機会の提供に努めます。 

103 女 30 代 【１「まちは劇場」プロ

ジェクトについて】 

・ワールドカップ期間だけでなく、日常で大道芸に触れられる機会やイベント

を増やすことで、より大道芸ワールドカップを市民に根付かせることができる

のでは。 

・静岡市民だけでなく、市外県外から静岡市を訪れる方々に、静岡市の暮らし

やすさを実感してもらうイベントを増やす。文化＋自然、産業、歴史を組み合

わせたイベント…？東海道や三保松原散策、静岡ゆかりの製菓工場の体験ツア

ー等々。 

いただいたご提案につきましては、今後の事業展開の際の

参考とさせていただきます。 

104 男 40 代 第1章 ５「文化の定義」

について 

説明のなかに「現代的な「芸術文化」」という表現がありますが、バッハやモ

ーツァルトなどの音楽、ミケランジェロやフェルメール、レンブラントなどの

美術のほか、19 世紀以前の芸術についても「現代的」であると考えているの

でしょうか。また、それはなぜですか。その表現に続いて「日本古来から続く

「伝統文化」」とありますが、「歴史文化」に換言したほうが、定義の説明とし

て理解しやすいと思います。 

日本古来の文化に対峙して「現代的な」としていましたが、

「現代的な」という表現を削除し全体を修正します。 

105 女 30 代 P2 文化の定義 芸術文化と歴史文化を今回の計画の定義として挙げていますが、「文化」は芸

術分野及び歴史分野以外にも多くあると思います。幅広い文化を扱うことで、

より多様性が増し、市民の参加意識の向上につながると思います。静岡市は科

本市には、分野に応じて様々な計画が策定されていますの

で、この計画においては主に芸術分野及び歴史分野の文化

を対象としています。 
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学館を所有しており、計画の視点の中の創造的人づくりの観点に科学館のサイ

エンスナビゲーターを入れているのに、上記の定義では芸術分野に科学が入っ

ていない印象を受けます。 

 

106 女 30 代 ３頁 ２行目 現代的な

「芸術文化」と、～ 

芸術文化については、２頁で範囲を定義しておりますが、「芸術（音楽、美術、

演劇、…）と設定されています。それらの内容を見ても、必ずしも現代的なも

のだけでなく古典的なものもすべて含まれると思いました。よって、３頁の「現

代的な」という表現には違和感を感じました。 

日本古来の文化に対峙して「現代的な」としていましたが、

「現代的な」という表現を削除し全体を修正します。 

107 男 40 代 第２章 １「芸術文化を

取り巻く動向」について 

「劇場、音楽堂等の活性化に関する法律」が記載されていますが、この法律に

より定められた「劇場、音楽堂等の事業の活性化のための取組に関する指針」

（平成 25 年文科省告示 60 号）に「指定管理者制度の運用に関する事項」が

記載されており、ここでは「専門的な指定管理者を選定すること」が求められ

ています。そのことは、この文化振興計画において、どのように位置づけられ

るでしょうか。 

計画の中で、文化施設の重要性に触れていますが、推進体

制の中にその役割について記載します。 

108 女 30 代 ４頁 国・県の動向 平成25年６月14日付で、第２期の教育振興基本計画が閣議決定されました。 

そこには、小・中学校等と博物館や劇場、音楽堂等、文化芸術団体との連携に

ついて触れられています。（原文以下のとおり）学校と文化施設が連携するこ

とに対する期待が込められているので、記載の検討をいただきたい。 

＜５年間における具体的方策＞ 

基本施策２ 豊かな心の育成 

2－６ 伝統・文化等に関する教育の推進 

我が国や郷土の伝統・文化を受け止め、それを継承・発展させるための教育

を推進する。また、小・中学校等と博物館や劇場、音楽堂等、文化芸術団体と

の連携・協力を図りつつ子どもたちが一流の文化芸術に触れる機会の提供を推

進するとともに、子どもたちが地域の伝統文化に触れる機会を提供する取組へ

の支援を行う。さらに、我が国固有の伝統的な文化である武道の振興を支援す

る。 

ここでは文化に関する法律等の主なものについて挙げて

いるため、掲載については見送らせていただきます。 

109 男 20 代 クールジャパン バンダイホビーセンターがあるので、もっとガンダム、ガンプラを宣伝しても

良いのではないかと思った。 

貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。 

110 女 30 代 ５頁 情勢の変化 平成 25 年６月に三保松原が富士山世界文化遺産の構成資産に登録され、市民

の意識が変化したことと思います。この景観を未来へ繋ぎ、世界に発信するべ

く、市民活動や広報に期待がされたので記載を検討いただきたいです。 

他との関係を考慮し、掲載については見送らせていただき

ます。 

111 女 20 代 グラフ P6 のグラフは白黒コピーをすると境目がわからない。 

図の効果は大きいのでぜひわかるようにしてほしい。 

グラフに番号がついていると話し合いがより活発にできると思う。 

冊子作成の際には、カラー印刷等見やすい工夫をしていき

ます。 

112 男 20 代 市民意識調査について 「わからない」と答えた人が多い理由の１つに、文化・芸術といったものがど

ういうものなのかという認識力の低さも考えられると思う。 

具体的に「映画を観ること」といえば「はい」と答える人は増えると思われる。

また、年齢や性別によっても、違いがみられると思われるので、どの層がどの

ようなニーズを求めているか調査してみてはどうか。 

市民意識調査実施の際には、「習い事や趣味の他、楽器の

演奏やダンスなど自ら主体的に行う活動全般及び公演・展

覧会などの鑑賞全般」を対象としていることについて説明

をしています。また、どの様な分野をやっている、今後や

りたいと思っているか、市の施設やイベントの認知及び参

加についても質問をしています。 

113 女 19 歳

以下 

P6 アンケートについ

て 

アンケートにおいて、芸術文化等の活動をしている頻度を質問していますが、

お話において映画を観るのも活動に含み範囲が広いとお聞きしました。回答者

は、このような広い範囲で定義されていると知っていますか。 

市民意識調査実施の際には、「習い事や趣味の他、楽器の

演奏やダンスなど自ら主体的に行う活動全般及び公演・展

覧会などの鑑賞全般」を対象としていることについて説明
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をしています。 

114 女 30 代 ９頁 11 行目「施設や

イベントに関する様々な

情報が…」 

（１）環境の整備として、①市民活動の機会の提供・支援、②市民参画・文化

の底辺拡大と２点述べた後、11 行目から「施設やイベントに関する様々な情

報が…」と記載があるが、上述の２点と比べて実務レベルの内容になっており、

課題のレベルが違うように感じました。 

機会の提供だけでなく、それを活用してもらうための取組

が必要だと考えます。文化に関する情報を求める声が多

く、その手段を確立するのは喫緊の課題だと捉えていま

す。 

115 女 20 代 地域の文化資源のみがき

あげと活用 

三保松原や久能山東照宮、浅間神社、丸子、駿府城跡・城下町など、昔から魅

力ある地域をつなぐ、交通の便が少し複雑だったりするので、何かスムーズに

観光スポットをまわることができる方法があったりすると、観光客ももっと増

えると感じる。 

また、オクシズだったり山地の方でも、今、魅力ある地域が多くなってきたり、

歴史ある地区が多いので、もっとそれをアピールできたら、もっとにぎやかな

まちになると思います。 

いただいたご提案につきましては、今後のシティプロモー

ションを検討する際の参考とさせていただきます。 

116 男 40 代 （４）文化を活かしたに

ぎわいの創出 

文化が観光や経済に資するという考え方は最近のトレンドであり、それ自体を

否定するものではないのですが、「文化によるまちづくり」という文脈におい

ては、ともすると即効性・即物的な部分ばかり重視されてしまいがちです。本

来文化は長期的な取組によって成立しうるものですので、短期的に文化が「消

費」されることのないよう心がけたいものです。「カネになるもの」「見栄えが

するもの」が文化的に優れているとは限りません。 

貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。 

117 女 30 代 10 頁（４）文化を活か

したにぎわいの創出 

24 頁 ３ 成果指標 

文化を活かしたプロジェクトを開催し、その効果として交流人口の拡大や定住

人口の拡大を期待するという点については、そのように実現すれば素晴らしい

と感じますが、これは、文化振興の課題であるのか疑問に感じました。 

本計画は、静岡市の文化振興の基本的な方向性を示すものであります。よって、

その基本的な方向性を示すべき計画に、まちづくりの視点（文化振興が醸成さ

れた効果として経済の活性化や交流・定住人口の拡大）を入れ込むべきか検討

いただきたいです。 

併せて、24 頁の成果指標に「にぎわい」が挙げられていますが、「にぎわい」

を生むということが文化振興の成果指標となることに疑問を感じました。 

本計画は、文化芸術や地域の歴史等を地域資源として戦略

的に活用しようとする地方創生の考え方を取り入れ、文化

の持つ創造性や文化による交流を活力としてまちづくり

に活かしていこうと制定した条例に基づき策定する計画

であるため、「文化力」を「経済力」にという視点が盛り

込まれています。 

118 男 20 代 文化のちからにより、訪

れる人、住む人を魅了す

るまち 

文化のちからによるというのは、文化が根付いていなければ市民に認められな

いが、この計画で利用されている文化は本当に静岡に根付いているのかと思っ

た。しかし、このようなことを進めていかないと文化が根付いていかないと思

うので、進めるのはいいことだと思う。 

貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。 

119 女 30 代 11 頁 将来像「文化の

ちからにより、訪れる人、

住む人を魅了するまち」 

・文化の「ちから」が平仮名である所以。 

・「訪れる人を魅了するまち」というのは共感できたのですが、住む人を考え

た時、「住む人を魅了する」では「住む人」が魅了される側（受け身）である

ようなニュアンスを感じ、違和感を覚えました。訪れる人、住む人を魅了する

まちを創るのは誰なのか。行政なのか、民間のイベント業者、少人数の特定の

人だけなのか…。 

平成 28 年４月に「静岡市創造及び交流によりまちの活力を生み出す文化の振

興に関する条例」が制定され、第３条に（１）市民の自主性及び創造性が尊重

されること。（２）市民が常に文化に関する意識の高揚に努め、～～（５）市

民が誇りと愛着を持ち～～、と述べられています。「住む人」を受動にするの

「住む人を魅了する」とは、まちの良さや魅力を知ること

により、自分のまちに愛着を持ち、住んでいることを誇り

に思い誰にでも自慢したくなるという意味を込めていま

す。推進体制にもあるように、「住む人」は本計画の推進

主体であり、本市の文化振興における主役であると考えて

います。 
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ではなく、文化振興の一員だというメッセージを含められないでしょうか。 

120 男 30 代 第３章「計画の基本的な

考え方」の１．目指す将

来像 

電柱の地中化を進めていく。歩行空間が確保でき、繁華街や歴史ある街並みが

残る場所は景観が良くなり、観光客も増えると思う。 

いただきましたご意見については、今後のまちづくりにお

ける参考とさせていただきます。 

121 女 30 代 11 頁 基本目標（２）

下から２行目「文化力を

経済力に変え、」 

文化力を経済力に変える、という記載について抵抗を感じました。 

文化の力で経済の活性化を期待するというのは、まちづくりの視点で非常に重

要な視点だと考えます。しかしながら、静岡市の文化振興の基本的な方向性で

ある本計画に経済を盛り込むというのは、文化振興の成果指標や、効果測定が

経済の視点でされるということになるのでしょうか。文化振興は必ずしも経済

に直結するものばかりではありません。効果がすぐわかるものではありませ

ん。市民の生きる力を育む文化振興計画に経済の視点を盛り込むことについ

て、危機感を感じます。 

本計画は、文化芸術や地域の歴史等を地域資源として戦略

的に活用しようとする地方創生の考え方を取り入れ、文化

の持つ創造性や文化による交流を活力としてまちづくり

に活かしていこうと制定した条例に基づき策定する計画

であるため、「文化力」を「経済力」にという視点が盛り

込まれています。 

122 女 30 代 P12 計画の全体像 基本目標が２つあり、それぞれの下に基本的施策がありますが、10 の施策は

どちらの目標を達成するにもそれぞれ関わりがあると思うので、歴史：１～６、

文化交流：７～10 にせずともよいのではないでしょうか。 

この計画においては、「創造」と「交流」という２つのキ

ーワードがあるため、わかりやすいよう関係性の強さで整

理をさせていただいています。 

123 男 未回答 第４章 施策の展開につ

いて 

視点１、２、３は大変望ましい施策だと思います。ただ、若い人たちに迎合す

るだけでなく、歴史、伝統に根ざした静岡の街の文化の成り立ちや、伝統文化

の良さを充分理解して継承して、その上に新しい静岡の芸術文化を創り出して

いってほしいと希望します。 

江戸時代から伝わる浅間神社廿日会祭と、若い人達に人気のある大道芸や静岡

まつりとのコラボ等を提案します。 

“市”のお立場でも課や区役所ごとの別々の事業でなく、民間とも官・民一体

のプロジェクトを立ち上げて協力し合って、柔軟なユニークな意見交換をし

て、芸術文化のまちづくりを進めていただきたく思います。 

いただいたご提案につきましては、今後の事業展開の際の

参考とさせていただきます。 

 

124 女 40 代 施策１「特徴的な芸術文

化の継承、発展及び活用 

●特徴的な芸術文化によ

る交流の活性化 

施策７ 歴史文化に関す

る資源の活用 

●歴史文化資源の観光的

活用  

基本目標に「歴史に彩られた個性豊かな文化の創造」、「文化を活かした交流に

よる活力あふれるまちづくり」とあります。この２つの素晴らしい目標を達成

するために必要であり、また本市に最も不足しているのは、地道な調査と研究

に基づく確固たるコンテンツだと思われます。例えば、施策１や施策７に則っ

て、伝統産業を活かした地域経済の活性化のため民間企業がツアー企画や商品

開発を行う場合、静岡市内の職人街の歴史や伝統産業の現状についての専門的

で正確な情報はどこで得られるのでしょうか？そうした情報を提供するため

には、民俗学や近代史の専門的な視点と、史料と資料の蓄積が必要です。50

年、100 年単位での地道な調査研究こそ、公の機関が文化振興のために保証

すべきことではないでしょうか。施策１、施策７以前に、市が公的に保証でき

る専門的なコンテンツとそれを担える専門家を育てていくこと、専門家のいる

分野では後継者を育てていくことが必要かと思われます。 

いただいたご意見につきましては、今後の市の施策を検討

する際の参考とさせていただきます。 

125 男 30 代 第４章 施策の展開 

１ 基本的施策の展開 

施策１の冒頭に「本市で育まれ形成された特徴的な芸術文化」とありますが、

どのようなことを指しているのでしょうか。既にあるものなのか、これから見

つけだす、作りだすものなのか。恐らく両方ということなのでしょうが、既に

あるものについては名指しで挙げるべきかと思いますし、見つけだす、作りだ

すのであれば、それを一体どういう方針で行うのか、肝心の記述が足りないよ

P1 のしずおか文化の特徴にもあるように、突出した文化

が育ちにくい土地だと考えられるとしながらも、大道芸ワ

ールドカップ in 静岡はしずおか文化を代表する取組のひ

とつであると考えます。今後は、各施策や「まちは劇場」

プロジェクトを推進しながら、本市が持つ様々な地域資源
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うに感じました。 の中から、静岡市としての個性となるものを見つけていき

たいと考えています。 

126 女 40 代 施策２「文化を享受する

機会の拡大」 

●鑑賞、体験機会の充実 

「文化施設が持つ調査・研究・企画力を拡充する」とありますが、施策イメー

ジには利用者にとっての環境整備や事業促進しか記されていません。調査・研

究・企画力を拡充するためには、設備面や予算面での研究環境、人材補強など

の施策が必要ではないでしょうか。 

いただいたご意見につきましては、上位計画について検討

する際の参考とさせていただきます。 

127 男 70 歳

以上 

文化を享受する機会の拡

大 

音楽を演奏するには練習が必要であるが、団体として活動している、合唱、ブ

ラスバンド、マーチング、オーケストラ etc）は練習会場と発表の場（ホール）

が必要である。特に発表の場のホールの使用料が高いのが現状である。よりよ

い活動活発化のためには、ホールの使用料の低減等を期待したい。 

使用料につきましては、受益者負担の原則という市の方針

に基づき定めており、施設の大切な管理運営費の一部とな

っていますのでご理解ください。 

128 女 20 代 第４章 施策の展開  

施策３ 

子どもの頃に芸術文化に触れる機会を多く持つことが、将来的に施策２の市民

の文化力の向上や施策４の文化の担い手の育成につながると思う。 

講師を学校へ派遣し多くの子どもに機会を与えるとともに、文化施設との連携

を高め、実際に施設を訪れて肌で触れる機会を増やし、芸術文化を身近に感じ

てもらいたい。今までの支援をより充実させていっていただきたい。 

いただいたご意見につきまして、今後の事業の展開におけ

る参考とさせていただきます。 

129 男 40 代 子どもに対する文化教育

の充実及び支援 

子どもが対象であれば安い金額でも協力してくれる芸術家も多いと思います。

そういったところから文化に対する理解が広がれば、「まちは劇場」プロジェ

クトを行っていくうえでの理解も得られるのではないでしょうか。期待してい

ます。 

貴重なご意見をいただきまして、ありがとうございます。 

130 女 19 歳

以下 

子どもに対する文化教育

の充実及び支援 

もう少し、子どもの遊び場を増やすことを考えるのも、今必要だと思います。

ボール遊びのだめな公園、遊具のない広場などが増えたら私としても嬉しいで

す。 

貴重なご意見をいただきまして、ありがとうございます。 

131 女 20 代 子どもに対する文化教育

の充実及び支援 

この計画で１つ感じたのですが、「子どもに対する文化教育の充実及び支援」

とありますが、この内容だけですと、大人が見せたいもの・体験させたいもの

を与えるといった形のみで、子ども自身の興味が発揮される場が整っていない

のではと思います。海外では、子どものお小遣いでも入れる美術館や音楽鑑賞

施設等があり、子どもが興味を持った分野に自由に触れられ、文化に対する知

識や親しみを感じることができるようになっています。静岡市もこのように授

業や学校を通してだけではなく、子どもが気軽に文化に触れられるシステムを

取り入れてみてはどうでしょうか。例：市内の子どもに文化施設などの年間パ

スを無料配布・または格安料金で購入できるようにする。学校の鑑賞講座で鑑

賞の仕方や利用の仕方を教えて子ども達だけでも遊びに来られるように促す。

など ※愛知では一部の美術展やパフォーマンスなど中学生以下が無料で入

場できるものがあります。 

子どもの頃に、美術品や音楽を身近に感じると大人になってからも芸術文化と

触れ合う機会が多くなり、親になってからは子どもを連れて楽しむようにな

る。この連鎖が、静岡市を芸術文化都市にしていくと思います。可能な範囲で

子どもへの文化教育に力を入れていただけると、長い目で見る必要はあります

が、静岡が文化都市になり、自然と小さな子どもが大きくなった時に文化の担

い手として育っていくと考えます。 

市内の文化施設においては、市内に居住し、または通学す

る小中学生は、証明書等の提示等により無料で入館できる

制度を取り入れています。また、静岡音楽館ではコンサー

トシリーズにおいて、22 歳以下を 1,000 円とするなど、

子どもや若者が身近に文化に触れることができる機会の

提供に努めています。 

今後も、方法等について検討を進め、子どもに対する文化

教育の充実を図ってまいります。 

132 男 40 代 文化の担い手の発掘、育

成及び支援 

文化の分野に限らず、何においてもボランティアは欠かせないものですが、仕

事として行っている側がボランティアを当然のものとしてとらえるのは単な

る「やりがい搾取」です。市民活動を含め、ボランティアで組織を機能させる

いただいたご意見につきましては、今後の事業実施の際の

参考とさせていただきます。 



25 

 

のであれば、金銭以外の何を提供できるかということを不断に検証しながら実

施すべきと考えます。 

同様に、市民の主体的取組で万事成立するのは結構なことなのですが、やはり

アーティストや文化に携わる人が「きちんと食べていける」ようにすることが

前提かと思います。 

133 女 40 代 施策４ 文化の担い手の

発掘、育成及び支援 

●文化活動のリーダーと

なる人物の養成 

施策７ 歴史文化に関す

る資源の活用 

●歴史文化資源の保護 

について 

計画書の「文化」の定義によると、本市名誉市民の芹沢銈介は「芸術文化」か

もしれないが、「３ 本市における芸術文化等の主な課題（３）地域の文化資

源のみがきあげと活用」に、登呂遺跡はかろうじて入っているが、芹沢銈介美

術館については一切触れていない。芹沢銈介美術館は貴重な作品資料を

4000 点以上所蔵し、海外からも観覧者が訪れ、対応できる専門職員を有し

ている施設である。これに対して、何を収蔵し、何を展示するのかは全く記さ

れていないが、「歴史文化施設建設事業」は主要事業に名を連ね、歴史文化施

設建設準備あるいは計画のためと思われる様々な文言が散見される。 

静岡市長は「無いものねだりより有るものみがき」を掲げた。この思想は「ま

ちは劇場」プロジェクト計画書に確かに反映されているが、歴史文化施設、及

び美術館博物館といった、本来的には第一に文化財保護（収集、保管）、第二

に展示公開活用、第三に教育普及を旨とした施設の具体的な建設、運営に至っ

ては、全く逆である点は非常に残念である。芹沢銈介美術館は専門学芸員が１

名しかおらず、後継者育成が困難であり、かつ後継者採用枠も確保されていな

い。これでは文化資源の保護も、創造的な人材育成もできない。また静岡市美

術館も同様に、収蔵品を持つことが許されないため、専門家たる学芸員を育成

しにくい状況である。文化財は人をも育てる力がある。広く市民の育成を求め

るならば、まずリーダーたる専門家の育成、及びその専門家を育てる文化財保

護に力を入れるべきである。 

具体的施設名については、数多くあるうちのいくつかを列

記しています。 

主要事業については、総合計画登載事業等、現在の本市に

おいて、特に力を入れて取り組んでいる事業を中心に掲載

しています。 

後継者育成については、重要な課題と認識し、有資格者等

の採用に努めていきます。 

 

134 男 70 歳

以上 

市民及び文化団体の顕彰 市民、文化団体の顕彰は目立たなくても地域に貢献している人、団体を応援す

る意味で実施していただきたい。もちろん目立つ人も含めて！ 

今後も、市芸術文化奨励賞等を授与することにより、個人

及び団体の文化活動を支援していきます。 

135 女 60 代 基本施策の中の施策６ 

伝統的な文化の保存及び

継承について 

私たちは日本舞踊・長唄・鳴物を教えております。しかし一部の人のみにしか

知られておらず、４、５才の子どもさんから若い人たちに、ぜひ古典芸能に触

れてほしいと思います。これから海外へ留学などの機会も多いと思います。海

外で伝統芸能を披露されたら、どんなに喜ばれるかなと思います。静岡市長唄

日本舞踊連盟の会員だけで人を集めるのが大変難しいので、公の機関のお力で

そのような機会を与えられたら嬉しいです。 

市民文化祭や市芸術祭等を開催することにより、発表機会

等の充実に努め、市民の文化活動を支援していきます。 

136 女 19 歳

以下 

歴史文化に関する資源の

活用について 

この施策を一気に大規模なものにするのには、多くの費用と時間が必要である

と思うが、このテーマの事業をもう少し推し進めるべきだと思います。名古屋、

東京の中間にある静岡を歴史的な観光を魅力にすればアクセスも良いので人

を多く呼べると考えます。東海道新幹線が通っていることは、環境的に恵まれ

ていると感じます。そこで静岡市の歴史的な資源を活用するような事業を県外

（特に名古屋、東京）へ発信することで、新たな静岡市を印象づけられるので

はないでしょうか。家康が大きな強みにもなると思うので、歴史文化における

観光促進をするべきだと思います。 

いただいたご提案につきましては、今後のシティプロモー

ションにおける参考とさせていただきます。 

137 男 70 歳

以上 

歴史資産の活用 どれ程の芸術・文化資産が保有されているか調査が必要ですが、長い歴史のあ

る静岡、市内にある神社・仏閣が保有する絵画、仏像、書、骨董（工芸など）

等、歴史的価値のある資産を一堂に集め展覧し、豊かな静岡（駿府）の風土、

いただいたご意見につきましては、今後の事業展開を検討

する際の参考とさせていただきます。 
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芸術などに触れ創造性を享受する。また、各地域に継承されている「伝統芸能

（祭りや慶事の奉納舞）の踊」なども観賞し伝統文化に触れる機会があれば豊

かさを享受できる。 

138 女 40 代 施策７ 歴史文化に関す

る資源の活用  

●歴史文化資源の保護 

について 

「本市が持つ貴重な文化財や歴史上の意義を要する事象に関する文化の調査

研究に努め…」とあり、歴史文化資源の観光活用、そしてその先には歴史文化

施設の建設があるように読める。 

歴史文化の調査研究、そしてその保護は大いに推進すべき課題であるが、その

活用はただ１つ観光だけのためにあるのではない。そして観光に直結するよう

な歴史文化資源で、現状本市が直営で運営しているものとしては、まず登呂遺

跡であろう。この度、登呂遺跡から発掘された文物が重要文化財に指定された。

また近年、登呂博物館はリニューアルオープンした。しかしながら、現状この

施設の公開活用が十分にされているとはいいがたい。国指定文化財を収集、展

示しているにもかかわらず、専門家による周到な展示活用がなされただろう

か。また、それに見合った集客があっただろうか。専門家を静岡市は育成して

きただろうか。どれもできていなかったように思われる。それどころか、この

計画に静岡市一番の文化遺産観光資源と言ってもいい、登呂については「みが

きあげ」でわずかに言及されているが主要事業には一切入っていない。一方、

本計画の中には、駿府城エリアの歴史文化施設がうたわれる。現状のような計

画では、あるいは専門家不在で業者から出来合いのパッケージを買うような仕

事をしていると、この施設も登呂博物館などと同様な歩みをすることとなろ

う。新たな箱モノを作るより「みがきあげ」を具体的に実行することを希望す

る。そのことこそが歴史文化資源の保護と活用なのである。 

主要事業については、総合計画登載事業等、現在の本市に

おいて、特に力を入れて取り組んでいる事業を中心に掲載

しています。 

いただいたご意見につきましては、今後の施策展開を進め

る際の参考とさせていただきます。 

139 女 19 歳

以下 

国際的な催しにおける市

の芸術文化の紹介 

私は国際学部なので、このような催しがあったらぜひスタッフとして参加した

いと思います。世界の方々に注目されるようなイベントであれば、多くの学生

もスタッフとして参加できるのではないかと思います。また、世界に注目され

るイベントともなれば、他県（全国）の人々にも知られるきっかけとなるので

はないかと感じました。ぜひ、国際的なイベントに参加してみたいです。 

貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。 

140 男 20 代 アニメ、映像等を活用し

て、若い人たちへの文化

イベントへの参加を促す

とともに、新たな魅力と

して発信します 

お話の中では、ちびまる子ちゃんとハルチカというアニメが挙げられていまし

たが、今「ラブライブサンシャイン」という沼津を舞台としたアニメが日本全

国的に盛り上がっています。「ラブライブ」というアニメは世界的にも注目さ

れているアニメで、2016 年３月に開催されたライブでは、日本全国の映画

館でライブビューイングが行われただけでなく、海外の 10 ヶ国でもライブビ

ューイングが行われたほど凄い盛り上がりがあるアニメです。現在のアニメの

中では、「ラブライブ」が一番人気といってもいいくらいの人気があり、「ラブ

ライブサンシャイン」も同じくらいの人気があります。この「ラブライブサン

シャイン」の聖地である静岡に人を集めるためにも、取組の中に加えてみては

いかがでしょうか。 

例えば、静岡駅に「ラブライブサンシャイン」の展示を作るだけでも、日本全

国からたくさんの人が訪れると思います。 

いただいたご提案につきましては、今後の事業展開の際の

参考とさせていただきます。 

141 女 19 歳

以下 

P19、20 芸術文化等の活動は、敷居が高いように感じます。このような概念から抜ける

ための取組もすべきなのではないかと感じます。 

貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。 

142 男 40 代 13 ページ「第４章 施

策の展開」の「２ 基本

19 ページ「視点１ 創造的人づくり」に「◆文化に対する意識の向上を図る

とともに、発表機会の提供や創造の場の環境整備を行うことにより「芸術家」

貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。 



27 

 

的施策推進のための視

点」の「視点１ 創造的

人づくり」について 

にやさしいまちとして人材の育成を図ります。」との記載がありますが、芸術

家にとってやさしいまちとは、それを取り巻く人材だけでなく、発表や創作活

動を経済的に支える基盤があることかと思います。経済的な基盤整備への取組

について何かしらの具体的な施策が含まれることを望みます。 

143 女 19 歳

以下 

創造的魅力づくり アニメについてですが、静岡では放送しているアニメの数が少なく、ネットな

どで「アニメ不毛の地」と呼ばれています。また、ハルチカですが、自分は見

たのですが周りの知名度は低く、名前くらいしか知らないという感じになって

います。実写が映画でやるようですが、アニメはもう放送も終わってしまって

いるため、知名度を上げるのは難しいと思います。 

貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。 

144 女 19 歳

以下 

創造的魅力づくり 若い人だと、アニメはかなりお金も使ってしまうので、利用していくべきだと

思います。もっと静岡市を舞台としたアニメがあると良いなと思います。 

貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。 

145 男 70 歳

以上 

「視点２」について 「提案」 「視点２」に、「市民文化会館後継施設構想策定事業」を提案しま

す。 

新しい文化会館の建設は、巨額の予算を要する巨大事業であり、簡単に表に出

すことができない事業であることは承知いたします。かといって、老朽化、耐

震能力不十分な施設をいつまでもそのまま放置することは、許されないことで

す。 

この計画の最も重要な事項であり、全く触れていないということは、この計画

が画竜点睛を欠く計画と考えます。 

静岡市民文化会館については、静岡市アセットマネジメン

ト基本方針に基づき、改修方法等について検討を行ってい

ます。今後、市としての方針が決定すれば、計画に登載す

ることも考えられます。 

146 男 60 代 第４章 視点２・３ 創

造的魅力・にぎわいづく

りについて 

静岡市には歴史的文化的な遺産や史実が多くあると最近思うようになりまし

た。徳川家康公のみならず、大谷片山廃寺などの国分寺跡等、そのまちづくり

や人づくりなどの史実を多くの市民はもとより世界に発信する内容がまだま

だ埋もれていると思います。最近は大道芸などで静岡市を訪れるお客さまも増

えてきていると思いますが、まだまだ通過または立ち寄り程度の人口がほとん

どだと思います。静岡の魅力をより効果的に発信することが今一番望まれてい

ますが、静岡に人が集まるためには世界的な人物や文化を静岡に呼び込んで人

を集めることも、それによる文化交流によって静岡の文化レベルも上がるもの

と期待します。そのためにも建て替え時期に来ている市民文化会館をより世界

レベルの芸術家を呼べる程度の文化拠点にしていただければと思います。そし

て、その周辺のアクセスと商業施設を含めた整備も期待されます。民間企業と

分担して外からの集客に十分対応できるような滞在型の観光能力もあれば素

晴らしいと思います。 

音楽団体としての観点では、今以上のコンサートができる 1700 人規模のホ

ール、世界的なアーティストが滞在して音楽を制作できるような録音スタジオ

など、音楽に関してでも静岡がその拠点となることによってブランド力をつけ

ることができれば素晴らしいと思います。それが静岡の誇りとなるように。 

静岡市民文化会館については、静岡市アセットマネジメン

ト基本方針に基づき、改修方法等について検討を行ってい

ます。 

いただいたご意見につきましては、今後の施設整備を検討

する際の参考とさせていただきます。 

147 女 19 歳

以下 

創造的にぎわいづくりに

ついて 

静岡駅前の呉服町通りは、夜８時くらいになると飲食店もシャッターを閉めて

しまい、何だか暗い雰囲気になってしまいます。そのため、ご飯を食べたくて

も食べることができないような状況が何度かありました。「創造的にぎわいづ

くり」という言葉が計画書の中に含まれていましたが、これがもし実現すれば、

夜でも明るい雰囲気の呉服町になると思うし、人が来ることによって、飲食店

の中には屋台を展開していこうという動きも出てくる可能性があります。食べ

歩きながら、ダンス、音楽、アートを楽しめたらいいなと思いました。また、

いただいたご提案につきましては、今後の事業展開の際の

参考とさせていただきます。 
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大人にとっては、お酒を飲みながら路上パフォーマンスを楽しみたいという人

もいると思うので、昼は家族向け、夜は大人向けのにぎわいをつくっていけれ

ばいいのではないかと考えました。加えて、パフォーマンスの中にプロジェク

ションマッピングを取り入れることも楽しそうだなと感じました。 

148 女 19 歳

以下 

創造的にぎわいづくりに

ついて 

市内のいつ、どこで、どんなことが行われているのか、「静岡がおもしろい！」

と伝えるためには、やはり地域、地元の方の意見が必要だと思ったので、穴場

スポットやオススメスポットの情報を集め、ウォーキング、ツーリング、バス

ツアーを実施したらおもしろく、新たな静岡を発見できるのではないかと思っ

た。お茶を本格的にたててみたい。体験型楽しそう！ 

いただいたご提案につきましては、今後の事業展開の際の

参考とさせていただきます。 

149 女 19 歳

以下 

創造的にぎわいづくりに

ついて 

主な取組として「路上パフォーマンスの聖地」とありますが、近隣住民の騒音、

生活の邪魔にはならないのか疑問に感じました。また、そのような対策や説明

は住民にしてあるのでしょうか。 

いただいたご意見につきましては。今後の事業実施の際の

参考とさせていただきます。 

150 女 20 代 施策の展開の視点３部分 路上パフォーマンスの聖地として整備を行うとなっているが、ルール作りはと

ても大切ですが、そのルールがパフォーマンスを制限するものとならないよう

に注意が必要だと考えます。 

昔から続く文化だけでなく、常に世界中のどこかで新たな文化が生まれ発信さ

れており、その文化が広がり・多くの方に伝わっていく貴重な機会が、ルール

によって制限され発信される機会を失うことがないようにしていただければ

と思います。 

いただいたご意見につきましては、今後の事業展開の際の

参考とさせていただきます。 

151 男 19 歳

以下 

Ｐ19～Ｐ20 

視点２・視点３における

アニメ産業について 

静岡県はアニメ不毛の地と言われるほど、アニメの放送数が少ない。「もとも

と興味のある人」、「前者に加え、インターネットで情報を知りやってくる外部

の人」はアニメ関連イベントに参加する可能性があるが、「そもそも知らない

人々」の参入を見込むことは現状難しいと考えられる。アニメ産業を取り入れ

るならば、アニメ放送を増やし目にする機会を増やすことも必要となると考え

られる。 

貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。 

152 男 30 代 22 ページ 

第５章 推進体制 

１ 推進主体の役割 

確かに市民が文化の担い手となって文化活動に取り組んでいかねばならない

が、一応市が策定したプログラムなのであるから、最初に市の役割を記載すべ

きではないかと思いました。（市がこういう役割を持って市民の皆さんを助け

ます！だから市民の皆さんは文化活動に勤しんでください！！という体にし

たほうが、聞こえが良いように思いました。） 

掲載順について修正をします。 

 

153 女 30 代 P22 

1 推進主体の役割 

勤労者層や子育て世代などは時間的余裕がなかなか取れません。 

（１）や（２）について、活動や運営に参加することが可能なのはどうしても

時間に余裕のある層が中心となり、市民主体の活動であっても偏りが出ないか

心配です。 

貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。 

154 男 40 代 22 ページ～ 

「第５章 推進体制」に

ついて 

23 ページに「（５）公益財団法人静岡市文化振興財団の役割」が記載されて

いますが、他の文化団体や事業者等と異なり、法人名を個別表記しています。

外郭団体について知識のない方がご覧になった際に違和感を覚えるのではな

いかと思いますので、文章中に当該団体が静岡市の設置した外郭団体であるこ

とや、静岡市とのパートナーシップについて触れておく方が良いのではないか

と思います。 

文化振興財団についての説明を追加します。 
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155 女 40 代 22 頁～23 頁 

第５章 推進体制 

１ 推進主体の役割 

（５）公益財団法人静岡

市文化振興財団の役割 

（１）から（４）並びに（６）に比べ、法人名が唐突に記載されており違和感

があります。この法人が静岡市とどのような関係にあるのか（パートナーシッ

プについても触れて）説明があったほうが、市民の皆さまにはわかりやすいと

思います。 

文化振興財団についての説明を追加します。 

156 男 60 代 第５章 推進体制中 

（５）公益財団法人静岡

市文化振興財団の役割 

文中の４行目：◆文化施設の特徴を生かし → 活かしだと思います。 

※その他：上記の「文化施設の特性を活かし」と記載がありますが、特性を活

かす以前の問題として、現況では、エアコンや照明等の設備機器が老朽化によ

りかなり劣化してきております。文化施設の特性が充分に活かせるように、早

期の改修をお願いします。 

ご指摘のとおり修正します。 

施設の改修については、緊急性等を考慮しながら順次進め

てまいります。 

157 女 19 歳

以下 

計画全体の成果指標 市民意識調査の結果を参考に指標を設定したとのことだったが、次の調査の際

も「どちらともいえない」という選択肢をつくるのか。静岡市民でなくても、

そういう選択肢をつくってしまえばみんな選んでしまうし、意味を成さなくな

ってしまうのではないか。静岡市民の気質であるならば、むしろその選択肢を

なくしてしまうべきだと思う。また、「にぎわいが生まれているまちだと思う

か」という質問は抽象的すぎて、人によって何を基準に「にぎわいが生まれて

いる」とするか異なってしまう。 

この計画を行う上で、十分な文化投資はされるのか。 

アンケート調査においては「どちらともいえない」という

意見も貴重だと考えています。 

いただきましたご意見につきましては、次回の市民意識調

査実施の際の参考とさせていただきます。 

158 女 40 代 P24 

「３ 計画全体の成果指

標」創造的魅力づくりに

ついて 

まちの活性化を図ろうとするとき、文化というよりも経済的な催しと受け取ら

れそうなものもあるかと思います。「おまち」でのイベント等、魅力ある事業

は現在も多く、また今後も様々なイベントが考えられると思いますが、市民に

芸術文化と捉えられなければこの指標にカウントされない恐れがあり、市民へ

催事をアピールする方法が難しいと考えます。 

貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。 

159 男 50 代 成果指標中の「普段から」

について 

成果指標の中の「普段から～活動をしていますか」の「普段から」は、人によ

ってその頻度の捉え方が異なると思いますので、例えば「毎月１回程度」とか

「数か月に１～２回程度」などを（ ）書にしてみたらどうでしょうか。 

市民意識調査では、この設問のあとに活動の「頻度」につ

いて質問をしています。 

160 男 30 代 全体を通して 文化の担い手の育成や環境の整備等、計画の主体が文化を提供する側に偏って

いるように感じるため、文化を鑑賞する側の育成に関する内容の割合を増やす

べきだと考えます。 

専門性や芸術性が高くなるだけでは、提供者と鑑賞者の距離が開き、興味があ

る人とそうでない人が二極化してしまいます。 

提供側の内輪だけの盛り上がりで終わらせないためにも、文化芸術に敷居の高

さを感じている人々にも目を向け、学校教育だけでなく生涯学習センター等に

おいても文化芸術の基本講座等も積極的に展開し、部局を越えた横断的な取組

が必要であると考えます。 

施策２や施策３において、鑑賞・体験機会を充実させ受け

手側の文化力の向上を図ることや、子どもの文化に対する

興味、関心を育てる取組について記載しています。 

これらの取組を進め、鑑賞者の育成にも努めていきます。 

161 男 40 代 全体 全体的に見て、ソフト事業や取組についての言及が中心であり、ハード部分に

関する整備・利活用についての記述が少なく感じます。既存の施設の利用や、

遊休施設の文化施設転用などに触れると計画に具体性が伴うのではないでし

ょうか。 

施設については、静岡市アセットマネジメント基本方針に

基づき管理をしていますが、現在において遊休施設の文化

施設転用の予定はありません。 

162 男 40 代 全体 計画において具体的に何を行うかは読み取れるのですが、それを実施するまで

の道筋が見えません。計画においては「まずこうなって」「その結果を活かし

て次にこうする」という発展段階があると思われますので、その辺りをもう少

し記述してはいかがでしょうか。 

目指す将来像を掲げ、それを達成するための取組として基

本的施策を展開していくこととしています。この計画の下

に実施計画を策定し、進捗管理や評価検証を行いながら計

画を推進していきます。 
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163 女 19 歳

以下 

計画案の形式について もっとわかりやすい具体案を出してほしい。 

内容を明確に書いてほしい。 

詳細な事業については、この計画の下に策定する実施計画

の中に掲載します。 

164 女 19 歳

以下 

「人が主役のまちづく

り」について 

普段から、芸術文化の活動をしている静岡市民は高いとは言えないように感じ

ます。そのため、イベントを行うとしても、行うのは外から来た人で、市内の

人は受身的見るだけ、一時的なものとなってしまう危険があるのではないかと

思いました。 

貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。 

165 男 50 代 「まちは劇場」プロジェ

クト説明用資料 

取り組みの２について 

「生活の質の高さを実感し、リラックスして暮らせるまち」について、その表

現が「まちは劇場」や文化振興面との関連性において、やや抽象的でわかりに

くい感じがします。 

「ハード」とは施設や整備を指すのでしょうか？「ハードのまちづくり」は「ハ

ード面のまちづくり」としたほうがわかりやすいように思えます。 

貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。 

166 男 60 代 「歩いて楽しいまち」を

実現する交通体系の見直

し提案 

「まちは劇場」プロジェクトの中で「歩いて楽しいまち」を実現とあります。 

多くの人が街に集い、歩いて楽しいまちにするためにはいくつかの手段がある

と思いますが、その中の１つに交通基盤の整備が必要だと思います。従来、公

共交通機関で街に来る多くの人がいますが、その整備は十分とは言えない現状

があります。静岡市中心部へのアクセスの多くは、自家用車に頼らざるを得な

い住宅事情から、駐車場の整備等も行ってきたところでしょう。歩いて楽しい

まちをつくるには、車を街中から排除しなければなりませんが、その駐車場が

十分とは言えないと思います。 

そこで、一部の自治体が取り入れているのはパーク＆ライド方式です。静岡市

でも一部実験をした経緯がありますが、その効果はどうだったのでしょうか？ 

今回提案したいのは、パーク＆ライドで東静岡駅に大駐車場と JR の輸送力の

強化です。利点は、静岡市に来る来訪者を東静岡の大駐車場で迎え、JR の輸

送力で静岡駅から呉服町通りでの「歩いて楽しいまち」を楽しんでいただくこ

とです。 

自転車の駐輪場問題も課題だと思います。まだ、街中から不法駐輪が溢れてい

ます。 

いただいたご提案につきましては、今後のまちづくりを検

討する際の参考とさせていただきます。 

167 男 60 代 市民文化会館の見直し 現在、市民文化会館は建築から年数も経過し、その耐震性などの問題もバリア

フリーの問題も解決しないまま来ています。また、多くの聴衆を集めるには、

駅から少し距離がありアクセスの問題もあります。市が運営する施設として

AOI は評価されていると思いますが、収容人数が少なく大きな会場としては

使えません。 

駅の近くに 1,800 人から 2,000 人収容できる、大ホール並みの音響設備の

整った会場が必要と思われますがいかがでしょうか。 

また、箱ものを作っただけでなく、継続としての運用が一番大事だと思います。 

催事に長けたプロデューサーの招聘と AOI と一体となった運用が求められる

と思います。 

本市では、静岡市アセットマネジメント基本方針に基づき

施設の整備や維持管理を行っています。 

いただいたご意見につきましては、今後の施設整備を検討

する際の参考とさせていただきます。 

168 女 60 代 市民文化会館の建て直し 静岡市民文化会館の立て直しの計画があると伺いました。今あるホールは、古

典芸能に大変適したホールで使いよく建てられております。また、ぜひ同じホ

ールを建てていただきたいと思います。 

静岡市民文化会館については、静岡市アセットマネジメン

ト基本方針に基づき、改修方法等について検討を行ってい

ます。 

169 男 70 代 市民文化会館の建て替え 市民文化会館が文化活動の拠点にあるべきだが、私たちの茶道を考える時、そ

の目的に沿っておりません。和室が２室ありますが炉を切ってありませんし、

水屋もなしです。建替計画が進まないようですが、決まりましたら私たちの要

静岡市民文化会館については、静岡市アセットマネジメン

ト基本方針に基づき、改修方法等について検討を行ってい

ます。 
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望も入れていただきたい。 

170 男 30 代 天守台跡発掘調査 

 

発掘調査は良いことだと思うが、史実に基づかない駿府城を復元することに意

義は感じられない。 

貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。 

171 男 30 代 歴史文化施設建設事業  歴史文化施設のパブリックコメントの回答に「４（１）歴史文化施設の役割②

「学び」のコーディネートのイメージ図内の地域の箇所に、各地域で活動する

市民団体の活動拠点として、また、郷土資料の保管施設として、生涯学習施設

及び図書館を加えます。」とあるが、資料の保管施設として生涯学習施設をど

のように想定しているのでしょうか。 

今回のパブリックコメントは、静岡市文化振興計画の中間

案に対するものであるためご意見の内容について、歴史文

化施設の計画を所管する歴史文化課に伝えます。 

172 男 60 代 静岡県と静岡市と行政組

織の一本化 

静岡市と静岡県の文化行政を一本化してみては如何かと思います。静岡市の玄

関口、御幸通りの景観について、県と市が違った意見を持っているらしいこと

が噂で伝わってきます。それぞれの立場で事業予算を付けて実施しているのか

もしれませんが、もっと話合いをして、同じベクトルで仕事をしていただきた

いと思います。 

例えば、静岡県には SPAC という世界で通用する劇団があります。静岡市民

がもっとよく知って育てていく必要があると思いますがいかがでしょうか。 

貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。 

SPAC については、５月に行われた「まちは劇場プロジ

ェクト 春フェス」の中で「イナバとナバホの白兎」を上

演するなど、連携して事業の展開をしています。 

173 女 19 歳

以下 

大道芸ワールドカップ 大道芸ワールドカップをやっているとき、普通に駅前に買いものに来たら、人

が道に群がりすぎて通りづらい所が多すぎて、逆にストレスに感じた。道でや

るにしても、きちんとスペースのとれるところを指定し、見ない人も通ること

ができるスペース確保もきちんとしてほしい。 

いただいたご意見につきましては、今後の事業実施の際の

参考にさせていただきます。 

174 女 19 歳

以下 

2020年東京オリンピッ

ク・パラリンピックの効

果を高めるために 

自転車競技が県内で行われるにあたって、サイクリングの文化を静岡に根付か

せることができると思う。かなり大規模な事だとは思うが、自転車が持ち込め

る公共交通機関を備えるということはかなりニーズが高いと考える。ヨーロッ

パなどで、バスや列車に自転車を持ち込めるような国は、サイクリングを気軽

に楽しんでいる人が多い。 

貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。 

175 女 70 歳

以上 

地域内経済の活性化 アニメ「ちびまる子ちゃん」をサザエさんのように清水駅前に像を作る。（全

国からまる子ファンが集まる。） 

貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。 

176 女 60 代 単体では活動が難しい小

さな団体への助成 

市民参加型のイベントなどには、少人数でなかなか発表ができずらい団体等

へ、参加しやすい方法を提案すると良いと思います。「テーマ」を発信して、

そこにかかわる様々な形での企画を提案すること。 

いただいたご提案につきましては、今後の事業展開の際の

参考とさせていただきます。 

177 女 70 歳

以上 

毎年の静岡市民文化祭

（春）市民芸術祭（秋）

において紅葉山庭園茶室

での茶道大会について 

現行では、茶室の座敷大広間一席と小間一席の二席で行っております。出来ま

したらこの日だけ立礼席も使用させていただきたいと思います。椅子席で気楽

に入席できますと足の痛い方にも入席いただけますし、伝統の茶道文化にさら

に多くの方々に触れていただけると存じます。せっかくの紅葉山茶室ですか

ら、文化祭、芸術祭の日には、立礼席もあったほうが良いのではないでしょう

か。 

いただいたご意見につきましては、今後の事業実施の際の

参考とさせていただきます。 

178 男 70 歳

以上 

タイトルなし 市文化施設、生涯学習施設について、市の行事に支障のない範囲での利用を拡

大し簡略にできれば助かる。例として、静岡市川柳協会主催、静岡県川柳協会

共催の場合、１年前予約が可能ならば、静岡県川柳大会として実施できれば、

県内の川柳愛好家に市としての評価も上がると考えます。（１年前予約に拘る） 

◎できれば費用は無料（虫が良すぎてスミマセン） 

 時期的には毎年 10 月後半の土・日、11 月前半の土・日 

文化施設の利用については、一定の基準のもと、公平に貸

し出しをしていますので、その範囲でご利用いただければ

と思います。使用料につきましては、受益者負担の原則と

いう市の方針に基づき定めており、施設の大切な管理運営

費の一部となっていますのでご理解ください。 
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179 男 19 歳

以下 

タイトルなし 市民の多くの人が、芸術・アートというものに何かしらの偏見を持っていて、

急にまちで文化活動をされても困るだけだと思うので、徐々に少しずつ市民に

広げていけばいいと思います。 

貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。 

180 男 20 代 タイトルなし 静岡の町に活気づけるというのは良いことだと思うが、公共の交通機関の充実

を図ることで、バスが通っていない清水の方であったり、渋滞がよくある東静

岡であったりすることで中心街にいくことが大変な人もいると思う。また静岡

市の街中ではなく清水の商店街がシャッター街となっているので、活気づけて

ほしい。駐車場の充実や飲食店や衣類店の充実や援助。 

いただいたご意見につきましては、今後の事業展開の際の

参考とさせていただきます。 

181 男 20 代 タイトルなし 推進する側の人達は推進される側に立って、自分が文化を発信したり享受する

立場になった時、それを実現するために何が障害となっていて、何があれば救

われるか考えてみればいいと思う。考えるだけではなく、実際にやってみて経

験してみては？ 

貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。 

182 男 19 歳

以下 
タイトルなし 大規模なプロジェクトに、企業や学生も積極的に参加できるようになっていけ

ば、活気がもっと生まれると思います。 

いただいたご意見につきましては、今後の事業実施の際の

参考とさせていただきます。 

183 女 19 歳

以下 
タイトルなし 道端で、もっともっと海外のような自由感がほしいです！ 

道でボイパしていたり、踊っていたり、ギターを弾いたり…なんて海外ではよ

くありますが、日本では全くといっていいほど見かけません。それが静岡で盛

んになったらすごいことだと思います！（大道芸とか） 

貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。 

184 男 19 歳

以下 
タイトルなし 人が集まる場所として、日本では東京が挙げられると思うが、その理由の１つ

として最先端のものがあるということが言えると思う。その点も考慮して、ま

ちにアート的な事業をする場合、反対意見も出るかもしれないが、前衛的なも

のにすべきだと思う。 

貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。 

185 男 19 歳

以下 

タイトルなし 文化に関して、人を分類すると「文化に興味がない人」、「文化に興味があるが

参加できていない人」、「文化に興味があり参加もしている人」の３つに分類で

きると思うが、「文化に興味がない人」にとって、最も身近だと感じる１つで

ある食文化を今回はずしてしまったが、それははずさないほうがいいと思っ

た。文化に興味がない人にとっても文化振興プロジェクトが有意義なものであ

ってほしい。 

本市には、分野に応じて様々な計画が策定されていますの

で、この計画においては主に芸術分野及び歴史分野の文化

を対象としています。 

 

186 女 19 歳

以下 
タイトルなし 市民が参加しやすいような気軽なイベントがあるべき。ふらっと立ち寄れるよ

うな。～大会、～コンテストなどといった申込みがいるものではない。反対に

言えば、～大会、～コンテストをどこか広場でやり、通りかかった人が審査す

るなどのものがよいと考える。 

いただいたご提案につきましては、今後の事業展開の際の

参考とさせていただきます。 

187 

 
女 70 歳

以上 
タイトルなし 計画の中間案を読ませていただきました。 

細やかな目配りのあるとても素晴らしい計画案だと思いました。 

このような計画案を提示してもらえる静岡市を誇りに思います。 

更に付け加えるなら、街のにぎわい…ということなので、主に中心地に標準を

当てていることはわかりますが、文化は果つる地域や人（子ども）への目配り

があったらさらに素晴らしくなるのでは…と思いました。 

村里の文化・芸能の発掘と支援 

村里への文化の出前 

街と過疎地との交流事業 

文化はどこにいる市民も平等に享受できるという視点（言葉）が強調される項

目があったら嬉しいです。また、一過性な行事で終わるのではなく、何らかの

施策３に子どもの文化教育の充実、施策６に地域の伝統文

化の保存及び継承について記載しています。 

「文化を平等に享受できるという視点」については、P３

に掲載した、この計画の元となる条例に規定する文化の振

興に当たっての基本理念（２）において、「等しく文化活

動を行うことができる環境の下に行われること」と既にう

たわれています。 
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形で、その歴史を映像化したり写真集などにして後世に残していく保存機能も

大切かと思います。お金のかからない方法で知恵を出せば何かできる気がしま

す。 

188 女 19 歳

以下 
タイトルなし まちを行くたびに、自転車や車を置くところを増やすべきなのではないかと思

っていました。特に自転車は、止めてはいけないところに止まっているのにも

かかわらず、何の対策もとられていないなと思いました。まちなかに無料の駐

輪場をつくるべきだと思います。葵タワーの前や、アスティとサイゼリヤのと

ころはひどい状態です。点字ブロックの上に自転車がはみ出していることもあ

り、びっくりします。早期に改善すべきです。静岡をよりよいまちにするにも、

まずまちに来やすい環境をつくるべきです。 

貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。 

189 男 40 代 タイトルなし 振興計画全体に、既に「歴史文化」「芸術文化」など文化＝コンテンツがあっ

て、あとはそれをいかに市民に活用してもらうかだという視点を強く感じま

す。一方で、その「文化（コンテンツ）」を調査、研究、保存、継承し、企画、

創造する視点が希薄に感じられます。 

「歴史文化」も「芸術文化」も、それが既に活用できるような状態であるわけ

ではありません。調査、研究し、保存、継承する中で新たな光が当てられ、企

画され、創造されて、初めて広く市民に活用される状態になるものです。鑑賞、

教育にしろ、観光、発信にしろ、そのもととなるコンテンツ（文化）を作るこ

とが必要です。そのためには核となる「専門性」が必要で、市民との協働を進

めるためにも、そこに市の役割が求められます。市民と協働して「文化」を生

み出すために、市が主体的にどういう取組をするのか、市民の役割の強調との

バランスをとるためにも、今少しその視点を加味していただけると良いと思い

ます。（具体的には、市が市の文化施設をいかに位置付け活用していくか、ま

た既に計画が発表されている歴史文化施設の位置付けや活用なども） 

文化施設の位置付けについて、計画に盛り込みます。 

歴史文化施設の位置付けや活用については、平成 23 年３

月に策定された「（仮称）静岡市歴史文化施設基本構想」

に掲載されています。 

190 女 30 代 タイトルなし 近頃、呉服町通りのにぎわいが減っているような気がする。街中のにぎわいの

創出が文化振興に直結するわけではないかもしれないが、青葉おでん横丁等を

生み出してきた静岡「おまち」文化を次世代に継承していってほしい。 

貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。 

191 男 60 代 タイトルなし 外国人の滞留人口を増加するためのワイファイ設備が完備されていることが

必要だと思います。その入り口になる「JR 静岡駅を芸術の始発地点」にして

ほしいと思います。世界の駅は美しい芸術品です。JR へ参画し、芸術文化を

振興していただきたい。 

貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。 

192 女 40 代 タイトルなし 市民が各種文化に触れる環境の整備、市民自身による文化創造活動を促進する

ためにはソフト事業はもちろんですが、施設及び備品の整備も重要な視点とな

ると思います。全体的にソフト事業に偏っているような印象を受けましたの

で、静岡市の文化施設の位置付けを当計画に盛り込むことを希望します。 

文化施設の位置付けについて、計画に盛り込みます。 

 

193 女 30 代 タイトルなし 近年、中心市街地にカフェが増えてきているが、静岡茶を気軽に楽しめる店は

少ないように感じる。静岡駅地下に「喫茶 一茶」があるが、静岡市外から来

られる方向けにも、もう少し静岡らしさをアピールできるお店が増えると良い

と思う。 

貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。 

194 女 40 代 タイトルなし 市内イベント情報について問い合わせをすると、現状では、詳細は「市政案内」

をご確認くださいとなる。市政案内を読まない世代、町内会に入っていない方、

市外、外国の方にとって、しずおか文化情報は入手しにくい非常に不親切な状

況だと感じます。2020 年に向け、あらゆる層の方の手元に届く情報発信を

いただいたご意見につきましては、情報発信等広報事業に

ついて検討する際の参考とさせていただきます。 
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行ってほしいと感じます。 

195 男 70 歳

以上 
タイトルなし 茶道は特別で身近ではないという考えの人が多いので、もっと一般の人たちに

知ってもらう場を作っていただきたい。茶道講座を行い、いろいろな分野や、

企業に茶道を普及したい。市の広報等で応援していただきたい。 

施策４や施策 10 にあるように、文化団体等の活動状況に

ついて周知を図る機会の提供に努めます。 

196 男 60 代 タイトルなし 現在、子どもの貧困が大きな社会問題になっているが、静岡市文化振興計画（中

間案）においては、文化に対する子どもの貧困対策について、どのように位置

付けているのか。もし、具体的な位置付けがないようであれば、盛り込んだ方

がよいのではないか。 

基本的施策３の展開において、子どもの主たる生活基盤で

ある学校において、文化施設や地域の協力を得ながら、平

等に文化に触れる機会を充実させていくことについて記

載しています。 

197 女 40 代 タイトルなし 中間案９ページに「芸術文化等の主な課題」として、「（３）地域の文化資源の

みがきあげと活用」が上がっています。具体的施設名の中に、開館以来、優れ

て専門的なコレクションと活動を継続し、教育普及にも熱心な静岡市立芹沢銈

介美術館が入っていないことを残念に思いました。 

一方、18～20 ページの「基本的施策推進のための視点２ 創造的魅力づく

り」には、既存施設の既存の活動が触れられていません。まさに、「あること

自体が普通になり、その魅力に気づいていない」（ｐ.９）状態のあらわれとい

えましょう。視点２にある「本市ゆかりの人物を再認識する機会を創出し…〔以

下略〕」同様に「本市既存文化施設の活動」もまた再認識する機会が必要では

ないでしょうか。 

具体的施設名については、数多くあるうちのいくつかを列

記しています。 

主要事業については、総合計画登載事業等、現在の本市に

おいて、特に力を入れて取り組んでいる事業を中心に掲載

しています。芹沢銈介美術館のような既存施設や各課の取

組等については、この計画の下に策定する実施計画の中に

掲載します。 

  


