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Ⅰ パブリック・コメント手続の実施概要について 

 

１．実施の目的 

福岡市の文化芸術の役割・機能を再認識し、今後の文化芸術政策にあたっての基本

的な考え方を示す「福岡市文化芸術振興ビジョン」の策定にあたり、市民との情報の共

有を図り、市民の意見を反映させるため、パブリック・コメント手続によってビ

ジョン原案を公表し意見募集を実施しました。 

 

２．意見募集期間 

平成２０年７月２３日（水）～平成２０年８月２２日（金） 〔１ヵ月〕 

 

３．実施方法 

（１）ビジョン原案の公表方法 

「福岡市文化芸術振興ビジョン」原案を情報公開室、情報プラザ、各区役所企

画課、入部・今宿出張所、文化芸術情報館アートリエ、（財）福岡市文化芸術振興

財団において配布するとともに、市美術館、アジア美術館、市博物館、市民会館

及び市音楽・演劇練習場で閲覧できるようにし、ホームページにも掲載しました。 

 

（２）意見提出の方法 

意見については、原案の配布場所へ書面で提出いただいたほか、郵送、ファ

クシミリ、電子メールによって受け付けました。 

 

４．意見の提出状況および対応 

（１）意見提出者総数  ２０通 

（２）意見件数     ６０件 

（３）修正箇所数    １０箇所 
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５．市民意見の概要 

 

「福岡市文化芸術振興ビジョン」原案に対する主な意見の概要を以下にまとめます。 

 

総 論 

○文化芸術環境への期待やビジョンへの共感の意見がありました。 

○市民の意見を反映させながら、具体的な行動に移すべきという意見があ

りました。 

○総花的で具体性に欠けるとの意見がありました。 

○文化芸術施策に一定の予算を確保すべきという意見がありました。 

 

ビジョンの位置づけ 

○評価や評価基準については、文化芸術活動者などの外部意見を取り入れ

るとともに、議論の場が必要との意見がありました。  

 

政策目標１ 全ての人々に身近なものとしての文化芸術の振興 

○エイブルアートは、社会の可能性を問うものと考えられ、理解に努める

べきテーマだという意見がありました。 

○教育と文化芸術の関係、大人の文化芸術体験の必要性について意見があ

りました。 

○子どもを対象とした事業は、今後も連携を図り積極的に取り組んで欲し

いとの意見がありました。 

   

政策目標２ アジアを視野に、多彩な人々が集う文化芸術の振興 

○アジアだけではなく、世界を対象とすべきという意見がありました。 

○文化芸術で賑わう街へと進展するための提案や福岡の役割についての意

見がありました。 

○文化芸術を職業として活動、生活していくことは厳しいとの意見があり

ました。 
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政策目標３ 文化芸術の力を最大限に活かせる人材づくり 

○人材育成や人材定着への提案や意見がありました。 

○若者の文化芸術活動の支援や場の提供に対する提案や意見がありました。 

   

環境・仕組みづくり１ 中長期的な視点にたった文化施設の有効活用と機能充実 

○使われていない場所や既存施設の有効活用について提案や意見がありま

した。 

○他都市の芸術劇場のような施設が欲しいとの意見がありました。 

 

環境・仕組みづくり２ 次世代に通用する推進体制の構築 

○市役所の庁内推進体制の構築が必要との意見がありました。 

○文化行政担当の人事異動に対して意見がありました。 

○多様な主体と連携・協働していくには、行政の役割を明確にし、職員が

協働という意識を持つことが必要との意見がありました。 
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Ⅱ　市民意見の要旨と意見への対応

凡例　
■修正　　　→意見の趣旨に基づいて原案を修正するもの
□原案どおり→原案の修正がないもの

No 意見要旨 意見への対応と考え方

1 《ビジョンの認知》 □　原案どおり
  ビジョンとしてよく作成されていると思う。今
後、ビジョンの具体化、実施で、福岡市が長期
的なスパンで豊かな社会、元気な市民のため
に文化芸術を重視していく姿勢がひろく認知さ
れるよう要望する。

2 《市民意見反映》
  市外に住む者として、福岡市で文化芸術振興
ビジョンが作成されることに意義を感じる。ビジョ
ン原案全体を通じて、福岡の現状や今後の方
向性については賛同する。今後の施策につい
て、ビジョンに沿った取り組みができるかがさら
に重要だと思う。市民、県民の意見を反映させ
ながら進めて欲しい。

3 《具体的行動》
  ビジョンの内容は素晴らしいと思う。実現に向
けて、具体的な行動に移して欲しい。

4 《文化芸術環境への期待》
  ビジョンの「アジアの中の福岡」や「子どもたち
へ創造的な環境を」など、視点として共感できる
ものが多く、今後の福岡市の文化芸術環境へ
期待が増した。

5 《基本理念への共感》
  ビジョン策定に取り組むことに期待と意義を感
じ、基本理念の「全ての人々に」「都市の未来
へ」について共感する。

6 《目標への共感》
　市外に住んでいるが、舞台や美術展を見るた
めに、福岡市まで出かけることが多い。芸術文
化は興味のある人が集まっていると感じることが
多く、もっと多くの人の日常のなかに入り込まな
いものか、と思っていたことから、「すべての
人々に身近なものとしての文化芸術」という目
標には共感する。

（意見の趣旨は各施策等の実施時点
　で反映・参考とするものを含む）

総 論

　 福岡市文化芸術振興ビジョンは、福岡市に
おける文化芸術の役割・機能を再認識し、今後
の文化芸術政策にあたっての基本的な考えを
示すもので、広範な領域にわたる文化芸術に
関わる具体的な施策・事業展開のより所となる
指針を示すものです。
  さらに、実施にあたっては、市民、アーティス
ト、企業、教育機関、ＮＰＯ、文化団体、地域、
行政など文化芸術振興に関わる多様な主体と
の協働を進めていく必要があることから、今後と
も市民ニーズの把握と行政に求められている役
割を踏まえ、具体的な事業展開に努めてまいり
ます。
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No 意見要旨 意見への対応と考え方
7 《具体策の明確化》 □　原案どおり

  総論として、全体的に指摘されている問題は
認めるが、具体策を明確化して欲しい。

8 《福岡の特性》
  これからの福岡では、文化芸術から派生する
産業が重要で、これを考えるに際しては、ビジョ
ン策定はいいことと思う。しかし、机上で考えた
ことなので心が通っていない。

9 《施策立案への疑問》
  総花的であり具体性に欠ける。これを基にい
かなる施策が立案されるか疑問である。

10 《ビジョンの有無》 □　原案どおり
  ビジョンは今まであったのか。あるとしたら、現
在、現実味を帯びていないことを危惧する。今
までなかったとしたら、それはそれで心配であ
る。

　これまで様々な検討をしてまいりましたが、今
回初めて策定するものであり、今後はビジョン
の方針に基づき事業を実施してまいります。

11 《文化芸術の範囲》 □　原案どおり
　プロスポーツも広く「文化芸術」にあたると思
う。「文化芸術」の範囲がはっきりしていないこと
が残念である。

　このビジョンにおける「文化芸術」とは、「文化
芸術振興基本法」（平成１３年１２月施行）の規
定分野を想定しておりますが、限定的に捉える
ものではなく、具体的な施策及び事業の展開
に応じて対応するものと考えております。
　なお、ビジョン完成版の巻末に用語解説を掲
載しておりますので、ご参照下さい。

12 《予算確保》 □　原案どおり
  ビジョンの施策を実施していく予算は確保さ
れるのだろうか。いいビジョンと思うが、独自の
予算がないのであれば、残念である。
  ビジョンを実現させるためには、一定の予算を
確保すべきである。

13   予算の数％を文化関連の予算にあてるなどが
考えられないか。

14 《予算内訳》 □　原案どおり
  現在の文化芸術に関する予算内訳などを資
料として添えて欲しい。それを基に今後どの部
門をどう考えて、変えていくかを知りたい。

　文化芸術関連の事業は多岐にわたっておりま
すので、ビジョン策定後、公表を前提に関係局
と調整してまいります。

予 算

  市の財政状況を踏まえながら、必要な財源
確保に努めるとともに、効果的・効率的に事業
を実施してまいります。

　 福岡市役所庁内の推進体制の構築や、関係
機関等との連携をとおして、具体的に事業を推
進してまいります。
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No 意見要旨 意見への対応と考え方

15 《アートマネジメント活動の具体的記述》 ■　修正
　「その間にたち、両者をつなぎ」という言葉の
後に、「コーディネート」や「中間支援活動」とい
う言葉を追記することでより具体的かつ的確に
なるので、修正を要望する。

　「その間にたち、両者をつなぐマネジメントや
コーディネートをする中間支援活動を行う人材
が重要であると認識されるようになってきてい
る。」と修正致します。

16 《文言のブレ》 ■　修正
   P4の「(1) 文化芸術の社会的役割・機能の認
識の高まり」では、「教育、福祉、医療、地域社
会の課題に新たな解決手法を提供できることも
様々な取り組みの中で検証されてきている。」と
記載がある。
　また、P9の中段で「子どもや福祉、コミュニティ
などへの社会政策と文化芸術の融合」とあり、
「教育」が「子ども」、「地域社会」が「コミュニ
ティ」という言葉のブレが見られる。

  「子どもや福祉、コミュニティなどの社会政策と
文化政策の融合」を「教育、福祉、医療、地域
社会などに関する社会政策と文化芸術の融
合」に修正致します。

17 《アジア文化事業の環境整備》 ■　修正
  アジア文化に関連した交流事業のほとんどは
イベントであるように見受けられる。集客目的の
イベントでは、必ずしもアジア文化芸術に関す
る福岡の拠点的な位置づけに結実することで
はないことから、市民がアジア文化の魅力を実
感し、多様なアジア文化と共存・共生するような
持続的な環境整備が、課題だと考える。

 Ｐ１１の【アジアを視野に、文化芸術交流の促
進】
「○ アジア文化芸術に関する取り組みのさ
らなる展開・飛躍と相互交流の促進」に修正
致します。

18 《評価サイクル》 ■　修正
  3年ごとに「出来たこと、出来なかったこと」を確
認する作業を行うのならば3年を4サイクルの12
年で動かすことがいいと思う。
　最初は、福岡の強み、弱み、現時点でどういう
ものを持ち、どういう問題があるかを関わってい
る人たちと話し合って、整理できる仕組みを作
り、次に「福岡が外に対していかに打って出る
のか」と、「どのようにして自前で人材を育成す
るのか」ということを考え、最終的には「文化芸
術を福岡の主な産業にする」ことまで発展して
いくように質を上げることを要望する。

  「３年」を「３～４年」に修正致します。
  関係計画との整合を図りながら、実効性のあ
るサイクルで評価してまいります。
　また、ご提案については、ビジョンを推進する
うえで参考にしてまいります。

19 《評価主体》 □　原案どおり
　 評価の主体が、行政内部だけでなく、市民、
アーティストやクリエイター、アートマネジメント
関係者といった多角的な視点からの評価が必
要である。また、評価については、開かれた議
論の場が形成されることを要望する。

　文化芸術活動者などの外部の意見も取り入
れられるよう検討してまいります。

20 《評価基準の議論》 □　原案どおり
  入場者数や売り上げなど数値での評価を見
直す議論を持ち、かつ、その議論は公開される
べきと思う。「全ての人にとって」とは、マイノリ
ティ（の側の人々）もマジョリティ（の側の人々）と
対等にあることを意味する。マジョリティもマイノ
リティも等しく存在している。すなわち「多数であ
ることが正しい」わけではない。何をもって文化
芸術振興の評価とするのか、世界戦略としての
「福岡らしさ」を意識しながら、福岡で評価され
るべき文化芸術とは何なのか、それは「文化芸
術」そのものの評価基準とは違う可能性もある
が、色々な議論が起こるといいと考える。

　 文化芸術については、生活の中に息づき、
都市の個性や魅力となるものであることから、そ
の都市の特徴や独自性も重要であるという認識
を基に、多角的な視点からの評価や、文化芸
術活動者など外部の意見も取り入れ、福岡の
魅力向上に努めてまいります。

P-10「アジア文化芸術の交流と文化芸術により賑わう都市・福岡」

P-09【全ての人々にとっての文化芸術への取り組み】

P-04(3)「アートマネジメント活動の認知と人材の輩出」

P-12評価
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No 意見要旨 意見への対応と考え方

21 《エイブルアート》 ■　修正
　エイブルアートとは、「可能性の芸術」と訳され
るが、可能性を発掘されるのはむしろ障がい者
のまわりにいる人々である。福祉にもアートにも
集約されるものではなく、自分たちが「住む社
会、街をどのようにしていくのかということを問い
続けていくこと」と、解釈している。文化行政に
関わるひとり一人が理解に努めるべきテーマだ
と思う。

　エイブルアートは、感性あふれる表現活動を
通じて、社会に新しい芸術観や価値観を創るこ
とも目的にしているため、下記のとおり修正致し
ます。

　「子ども達や高齢者、障がいのある人々など
が文化芸術に触れ、親しみ、創造するなど、文
化芸術とのつながりを深めていく必要がある。」
と修正致します。
　
　「文化芸術の役割・機能に関する啓発活動
を実施するとともに、(財)福岡市文化芸術
振興財団によるリーディング事業などを通
じて、関係機関との連携を深め、全ての
人々が文化芸術に親しみ、創造力を育む施
策などを積極的に展開していく。」と修正
致します。

22 《教育と文化芸術の関係》 □　原案どおり
　文化芸術は教育（または学習）の補佐役と考
える。教育の現場のあり方の見直しに「文化芸
術がどう寄り添っていくか」の議論が必要だと感
じる。
　また、教育は子どもだけではなく、学ぶ意志の
ある全ての人たちを対象とするべき。文化芸術
が社会に対して発揮する効果は、子どもだけに
有効というものではない。子どもは大人を見て
成長する。大人も常に多様な社会に対応して
いけるよう、芸術文化に触れて常に色々な世界
観を体験するべきと考える。

  現在、福岡市や教育委員会等で実施してい
る事業をとおして、教育及び文化芸術のそれぞ
れの役割・機能を認識するとともに、全ての
人々にとっての文化芸術の振興に努めてまいり
たいと考えております。

23 《社会人の文化芸術体験》 □　原案どおり
　「全ての人～」という言葉は何を指すのか。あ
えて子ども、高齢者、障がい者を特筆する意味
は何か。例えば、それを元にするプランでもある
のか。むしろ社会人年齢層に、文化芸術体験
が必要と思う。

  本来、文化芸術は人間の創造的な営みとし
て、日常生活の中に息づき、創造の喜びにあ
ふれ、生きていくうえで大事な役割を果たしてき
たものですが、一部の人の趣味や嗜好の対
象、あるいは都市の装飾物としてとらえられてき
た経緯があることから、「全ての人々にとっての
文化芸術」という表現を使っております。
　また、子どもや障がい者、高齢者にとっての文
化芸術は、自ら触れることが難しかったり、距離
のあるもの、あるいは、社会参画や生き甲斐を
感じる大きな要素となるものであることから、文
化芸術の持つ役割・機能は、特に大きいと考え
ております。
　今後、このビジョンに基づき具体的な事業の
推進に努めてまいります。

P-17(1)「全ての人々が文化芸術にふれあう機会づくり」
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No 意見要旨 意見への対応と考え方

24 《文化芸術振興財団の子ども対象事業》 □　原案どおり
　子ども対象の演劇をはじめとする文化芸術振
興財団の事業は、出会いと感動が生まれる企
画であると同時に、文化芸術振興財団の職員
の熱意を感じる。今後も積極的に展開して欲し
い。

  子どもを対象とした事業については、重点的
に取り組んでまいります。
　また、文化芸術振興財団の機能充実もあわせ
取り組んでまいります。

25 《教育委員会との連携》 □　原案どおり
　教育政策や教育委員会と文化芸術関係者の
連携が不可欠であると考えられる。

26 　子ども達への取り組みの視点に共感する。学
校で大半を過ごす子ども達の文化芸術を考え
る際、教育行政との関わりが必要なので、関係
を築き、展開して欲しい。

27 《コミュニティ活性化への文化芸術の活用》 ■　修正
　独自性のある地域づくりには、「歴史や伝統
芸能」だけでなく、現代の文化芸術も活用する
ことが考えられる。

　「独自性のある地域づくりに、地域の人々が自
主的、主体的に取り組むことができるように、歴
史や伝統芸能から現代的なものまで多様な文
化芸術を活用した具体的な事例の紹介や啓発
活動などの展開を図っていく。」と修正致しま
す。

28 《アジア》 ■　修正
　なぜアジアを視野に、なのか。世界を視野に
でもよいのではないかと疑問に思う。

29 《対象は世界》
  アジアとの交流を促進すること、それは経済
戦略であって、文化芸術振興の戦略ではな
い。
　表現は個と他者との関係から出発し、表現者
にとって他者とはアジアではなく、世界全てだ
からだ。「世界都市福岡」を目標に取り組めば、
その効果は、アジアとの経済交流、観光交流も
より魅力的になると思う。

30 《海外との文化事業の選択》 □　原案どおり
　市のアジアとの文化交流は、根付いていない
印象がある。文化芸術でのアジア指向は、広く
浅くにするか、姉妹都市を中心とするか、選択
していいのではないかと思う。

　アジア文化芸術関連施策については、アジア
太平洋博覧会から２０年を経過しようとしている
現在、より高いレベルで展開する時期にきてお
り、施策の検証・見直しを行い、今の時代にふ
さわしい施策構築を図ってまいります。

31 《アジア文化交流事業への支援》 □　原案どおり
　アジアとの交流という点で、宿泊場所や通訳
ボランティアの窓口などの支援や機関があると
助かる。こちらが文化交流活動でアジア諸国へ
出向く場合も同じ事を感じる。政治的な関係が
複雑な国との交流は、個人の力だけでは困難
なことも多いので積極的に協力・支援して欲し
い。

　アジアをはじめとする海外との文化交流の展
開のため、来訪者にとって滞在しやすい街づく
りを進めるなど、時代にふさわしい施策構築を
図ってまいります。

　福岡市においては、アジアの交流拠点を目指
して、アジアに注視した都市戦略を展開してい
るところであり、文化芸術分野においても、アジ
アとの交流展開は重要なテーマです。
　アジアとの関係を核としながら、国内外とのさ
らなる交流促進と魅力ある街づくりを目指してま
いります。
　本ビジョンにおいても、この方向性を基本とし
ております。
　なお、関連箇所として

（２）賑わいの街としての文化芸術の振興
　「しかしながら、アジアをはじめ海外からの来
訪者が訪れる場所は、まだまだ限られたもので
あり、海外からの来訪者にも福岡の文化芸術を
楽しんでもらえるよう、ハード・ソフト面での工夫
を図りながら、文化芸術の魅力を高める取り組
みを進めていく。」と修正致します。

　ビジョンの推進にあたっては、関係部局一体
となって取り組んでいくものとして作成しており
ます。

P-19(1)「アジアとの文化芸術交流のさらなる展開」

P-17(3)「未来の担い手である子ども達への重点的な取り組み」

P-18(4)「文化芸術による個性あるコミュニティの活性化」
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No 意見要旨 意見への対応と考え方

32 《九州における福岡の役割》 □　原案どおり
　福岡が九州で果たす役割を理解することが重
要だと思う。政策目標の一つに、「九州の文化
芸術中心都市としての福岡」等の項目を入れて
欲しい。福岡は人口や観客層の厚さから、今
後、九州各地で生まれつつある個性ある優れ
た舞台芸術の受け皿となることが求められると
考える。その役割を果たせるのは九州では福岡
だけだと思う。

　多くの人が集い、賑わうことが福岡市の活力
創出の要素であることから、拠点都市として九
州・西日本地域の人々に対して優れた文化芸
術を提供する機能を果たすなど、九州・西日本
の文化芸術の振興に貢献してまいります。

33 《賑わいの街への方策》 □　原案どおり
　多ジャンルにわたる表現の発表の場を、教育
や産業界と連携し、評論の場ももうけ、国の補
助事業〈例えば、国土交通省、ニューツーリズ
ム実証事業〉とも連携しながら、ある地域やその
歴史、特定の芸術家や運動をテーマにしての
フェスティバルを、福岡アジア美術館のトリエン
ナーレと同時期開催するなど、文化芸術による
集客のみならず、産業界、教育界にも話題を提
供し、影響を与えるようなイベントを、長期的な
目標に基づいて実施していくことを考えて欲し
い。

34 《芸術が身近な街・福岡》
　市外に住む者としては、より「福岡市に行きた
い」と思えるような機会（芸術を観る、触れあう、
参加する）が増え、人が集まることで福岡市に
芸術があふれ、すべての人にとって身近なもの
になって欲しい。

35 《職業としては活動困難》 □　原案どおり
　芸術文化を職業として活動、生活していくこと
は、厳しい現状である。

　福岡市の現状として参考にしてまいります。

P-20(4)「創造的産業の集積による新たな文化芸術の魅力創出」

　福岡市の文化イベント、祭り、エンターテイン
メント、各種文化施設などは、多くの人を魅了
する集客交流機能を担っており、都市の発展に
大きな役割を果たしてきたものであることから、
今後も、多様な主体との連携・協働により文化
芸術による都市の魅力創出と向上に努めてま
いります。
　また、ご提案頂いた内容については、具体的
に事業を推進するうえで参考にしてまいります。

P-19(2)「賑わいの街としての文化芸術の振興」

9



No 意見要旨 意見への対応と考え方

36 《継続的発展への方策》 □　原案どおり
  ジャンルを問わず、「制作→発表→論評→制
作に反映→発表→論評→制作に反映」とスパ
イラルに発展していくイメージを持ちたい。制
作、発表、論評のいずれの段階だけに力を入
れても継続的な発展は望めない。また、どの段
階においても、人材育成、及び産業や教育との
連携を意識することが必要だと考える。

37 《アートマネジメント活動》
　これからの福岡では、アーティスト自身の活動
や企画したものを受け入れ、共に膨らませる関
係を築きたいと思う。そのためには、文化芸術
全体をイメージする人、アートマネジメントを行う
人がいたら、より活性化すると思う。

38 《人材育成の提案》 □　原案どおり
　人材育成の重要性を示唆されているが、具体
性と創造性がみられない。また、現在、実施さ
れている講習会やワークショップ等の内容も、
地元の講師や演出家・演奏家の登用は少なく、
また継続して参加者を育成するものでもなく、
単発の行事となっているように見うけられる。
　教育機関となるような講座、大学芸術学部の
充実など、職業として確立できるような人材育
成が必要と思う。福岡市劇団（携わる人材は、
嘱託員として選考・採用）設立など、福岡の人
材を活用・育成するような福岡市独自の具体的
な文化芸術振興策を考えてほしい。

39 　アートNPO育成の方法として、文化芸術振興
財団が直接事業を行うのではなく、テーマを示
してアートNPOのコンペによって事業内容や事
業主体を決定する方針を盛り込んで欲しい。

40 　アートマネジメント人材の育成には１０年の経
験が必要だと考える。福岡市だけでなく、福岡
県や福岡都市圏でのアートマネジメント人材の
ポストを活用し、人材の育成をおこなっていく方
針を盛り込んでほしい。

■　修正
　「アートマネジメント人材やコーディネーター、
ファシリテイターなどを、各種文化振興団体との
連携も図りながら育成していく。」と修正致しま
す。

41 《人材定着への方策》 ■　修正
　人材の「育成」には、「登用」や「雇用」といった
表現も含めることが望まれる。また「独自に地元
で活躍できることを目指す」のであれば、そうし
た人材の文化芸術による起業も支援することが
求められる。

42 《アーティスト育成環境》
　９ページの「オリジナルな創造的芸術が生ま
れない」という記述があるが、対応する文言が方
向性に盛り込まれていない。地域発の文化は、
住む地域へのアイデンティティとなりうるものだ
から、東京からの文化だけでなく、地域発の芸
術性の高い文化をうみだす必要がある。「オリジ
ナルな創造的芸術を生むアーティストを育成す
る環境を整える」等の文言を盛り込んで欲しい。

　「各種の施策展開や文化芸術振興財団の事
業を通じて、これらの人材育成、活用、協働を
行い、活動の場の創出や起業の支援など、中
長期的には、地元で独創性のある創造的な活
動ができることを目指す。」と修正致します。

　文化芸術振興財団の事業や、文化芸術を担
う多様な主体との連携のもと、創造活動を担
い、支える人材の育成を図ってまいります。
　また、ご提案については、事業を推進するうえ
で参考にしてまいります。

　 文化芸術振興財団で取り組んできた地元の
人材育成及び活用については、文化NPOや地
元ファシリテイターなどが育ってきたころであり、
今後も、人材育成の重要性を認識し、地元人
材の育成と活用に努めてまいります。
　また、ご提案頂いた内容については、具体的
に事業を推進するうえで参考にしてまいります。

P-21(1)「創造活動を担い、支える人材の育成」
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No 意見要旨 意見への対応と考え方

43 《コスプレ》 □　原案どおり
　若年層に愛好者の多い「コスプレ」を健全な
表現活動として全国に先駆け福岡から発信す
ることを考えている。

　若者が集い、活動することが福岡市の魅力と
なっていることから、若者の活動として参考にし
てまいります。

44 《くうきプロジェクト》 □　原案どおり
　５年を超えて活動している「くうきプロジェクト」
の会場である青年センターをなくさないで欲し
い。老朽化による建て替えでも、他の場所で
も、継続して活動できるようして欲しい。
※くうきプロジェクトとは
　福岡で活動するアーティストが自ら企画し、当
時の青年センターの職員との協力により生まれ
たイベントで毎月第三土曜日に開催。内容は、
演劇・音楽ライヴ・アート展示・フリーマーケット・
映画など。

45   青年センターの「くうきプロジェクト」では、様々
なジャンルのアーティストが交流している。セン
ターで活動するサークルやイベントの輪が広が
り、地域の方々とアーティストとの交流や、ニー
トや引きこもりの人の脱出のきっかけにもなって
いる。このような企画の維持を要望する。
　また、これができる青年センターは、サロン的
な場所でもある。今の福岡の文化芸術環境に
必要な存在だと思う。今後もこのような場の継続
とともに深夜まで使える場を提供して欲しい。

46 《野外等での活動》
　劇場だけ、制度だけでは、個人の真の活動は
保証されない。個人の真の衝動を伸ばして市
民と共有し、社会と生きることこそが、「地域」
で、文化を伸ばしていくことだと思う。路上の弾
き語り、パフォーマンスやフリーマーケットは撤
退の圧力をかけられている。地域の文化を伸ば
していくこれらの活動を支援して欲しい。

47 《アーティスト育成の提案》 □　原案どおり
　活動者として、地元からの情報発信とワールド
ワイドな活動を目指しているが、現代劇・小劇場
というカテゴリーの活動では、限界を感じてい
る。大阪などに比べるとハード面は充実してい
るが、次のステップを踏めずにいるのが現状で
ある。一案として、文化芸術賞（戯曲賞・演出
賞・俳優奨励賞など。）を設けてはどうか。全国
に名前が通るほどになれば、福岡の文化芸術
の知名度、市民の認知度も上がると思う。

　市民の文化芸術活動のさらなる展開のため、
今の時代にふさわしい施策構築を図ってまいり
ます。
　また、ご提案頂いた内容については、具体的
に事業を推進するうえで参考にしてまいります。

48 《使われていない場の活用》 □　原案どおり
　人と情熱を共有できるような活動の場（使われ
ていない小学校などの建物）が欲しい。建物が
増えるだけの新しい空間では意味がないと思
う。今使われていない建物が活用できるように
要望する。

49 　使われていない小学校等を、リノベーションを
用いて練習場や劇場にするなど、街に文化芸
術を浸透させて欲しい。野外劇場も少ないので
鴻瀘館あたりを野外劇場として使えるようにする
とか、市役所前の空間の利用基準をさげると
か、利用が少ない場所などを文化芸術の力で
再生することへの支援を要望する。

50 《既存施設の活用》
　文化芸術においてはジャンルの垣根を出来る
限りなくして、演劇・音楽・伝統芸能・美術・写
真・詩など相互作用が望める交流環境を要望
する。具体的には、美術館でのパフォーマンス
や演劇公演、劇場ロビーでの美術作品展や写
真展などを可能にする場をつくって欲しい。

P-21(3)「文化芸術を支える若者の創造活動の支援」

P-22(2)「福岡にふさわしいホール等のあり方検討と創意工夫のある効率的な整備」

　 若者や新たなことに挑戦する人々が集い、自
主的、主体的に創造活動を展開し、さらに分野
を超えた文化芸術関係者の交流や多様なネッ
トワークによって、相互に刺激され、新たな文化
芸術の可能性が生まれています。
  これらは、福岡市の魅力を維持・発展させる
要素であることから、具体的な事業展開を図る
際の参考にしてまいります。
　また、活動の場につきましては、既存施設の
有効活用に努め、市民のニーズに対応した活
動の場の確保に努めてまいります。

　福岡市には、市民文化の表現舞台、鑑賞の
場として、官民により多くの文化施設が整備さ
れており、九州・西日本地域の拠点として、文
化施設は一定レベルの充実は見られると考え
ておりますが、市民の文化活動が多様化し、施
設に対する要求も高まっている点を踏まえ、既
存施設や遊休施設の有効活用に努め、市民の
ニーズに対応した活動の場の確保に努めてま
いります。
　また、ご提案頂いた内容については、具体的
に事業を推進するうえで参考にしてまいります。
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No 意見要旨 意見への対応と考え方
51 《北九州芸術劇場》 □　原案どおり

　北九州市に芸術劇場があるように、福岡市に
も芸術劇場があったらいいと思う。

52 　財政負担が大きいことも理解しているが、北
九州芸術劇場のような福岡を代表する劇場を
作って欲しい。東京や世界に飛び出さず、「福
岡」で活動していきたいと思うので魅力的な劇
場があれば、もっと芸術が盛んになると思う。

53 《福岡市庁内推進体制》 □　原案どおり
　市役所内関連部署の「文化芸術」をキーワー
ドにした横断的なつながりをつくる事が急務で
ある。誰も責任を持てないビジョンを策定するよ
りもシステムの一新が必要である。

　現代は、都市の個性や文化力が問われる時
代であり、文化芸術の振興は、多様な分野との
連携の中で総合的に取り組む課題となっており
ます。
　文化芸術による、元気で、多彩な人々が集う
街づくりを進めていくためには、具体的で効率
的な福岡市庁内推進体制が必要であることか
ら、その構築を目指してまいります。

54 《人的資産》 □　原案どおり
　文化行政、街の文化づくりにおいて大事なの
はまず人だと思う。行政の文化担当者が短いス
パンで替わっていくことにより、長期的なビジョ
ンを語れる人や将来に責任を持つ人がいない
という状況では、人も情報も集まってくるはずが
ないと思う。早急にシステムについて考え直す
必要があると思う。

55 《人的ノウハウの蓄積》
  文化芸術に携わる行政担当の人事異動は、
他部署とは違うスパンで考えて欲しい。文化芸
術活動のノウハウは、書面では伝えられない。
子どもへの文化芸術の提供やアーティストの育
成などは、長期スパンで考えないと実現しない
ことも多い。３年程度で職員が替わると、ようやく
文化芸術への理解・見識がもてた段階での異
動となり、また、一からアーティストとも交流しな
ければならない。これでは良い環境や現場は
望めない。
　ノウハウのある職員の継続と担当者が替わる
場合は最低１年、出来れば２～３年くらいの引き
継ぎ期間が必要だと思う。
　また、文化芸術は、人材やコミュニケーション
が重要なので、民間へのアートマネージャー委
託なども、検討して欲しい。

56 《多様な主体との連携》 □　原案どおり
　人間が生きていくに欠かせない文化芸術が、
付加価値のように考えられ、効率的な生活が優
先されることに危機感を持っている。ビジョンの
実施に際し、市民、民間、ＮＰＯなどとの協働を
進めるにあたって丸投げにならないよう行政も
関わっていくことが大切だと思う。

57 　民間団体と共に街を創っていくという意識、ど
のような街にしたいのかというビジョンを、行政
職員が持つように意識付けすることが必要だと
思う。
　街の発展のためには必要な業種（アートなど
はまさにそうだと思うが）の「仕事」を創り、育て
ていくという意識を持たないと、賛同を得られ
ず、協働は成り立たないと思う。短期的には、費
用がかかり、効率的でないことも長いスパンで
考え、実行していくことが必要だと思う。

P-24「次世代に通用する推進体制の構築」

　文化芸術による、元気で、多彩な人々が集う
街づくりを進めていくために、具体的で効率的
な福岡市庁内推進体制が必要であり、その構
築を目指してまいります。
　また、文化芸術の役割・機能についての庁内
研修などを実施することによって、職員への啓
発を図り、個々の施策・事業展開の中で、文化
芸術が活かされるよう取り組みを進めてまいりま
す。
　文化芸術振興財団につきましては、行政の直
接的な文化芸術振興事業実施に比べて、専門
性と継続性、迅速な施策展開、独自の資金確
保などが大きなメリットですので、さらにその機
能の向上に努めてまいります。

P25（３）文化芸術を担う多様な主体との連携・協働

　　市民、アーティスト、企業、教育機関、NPO、
文化団体、地域、行政など、あらゆる主体が、
それぞれの役割と責任において、連携・協力し
ながら、これからの市民社会の公共を担ってい
くことが期待されているため、それぞれの役割・
機能を認識して、協働できるよう努めてまいりま
す。

　既存施設等の有効活用を図るとともに、施設
更新時においては、ミッションや役割を明確化
するとともに、専門性、利便性等に配慮した効
率的・効果的な施設機能を検討してまいりま
す。
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No 意見要旨 意見への対応と考え方
58 《文化芸術の担い手》 ■　修正

　文化芸術振興の担い手に、芸術家あるいは
表現する人たちが重要なのに入っていないの
は何故か。

P23　「２１世紀の新しい美術館、博物館等は、
さらに市民、アーティスト、企業、教育機関、文
化団体、NPO、地域との連携と交流を促進す
る。」

P25　「広範な領域にわたる文化芸術の振興
は、市民、アーティスト、企業、教育機関、文化
団体、NPO、地域、行政など多様な主体によっ
て担われている。」と修正致します。

59 　ビジョン案作成について、ヒアリングをした方
を教えて欲しい。

　アーティストや文化団体などの文化芸術活動
者、教育関係者、街づくり関係者、報道機関等
にヒアリングを行いました。

60 　章別・項目別のビジョン案の記述者を教えて
欲しい。

　市民局文化部文化振興課

「その他」
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