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                         平成３０年３月２８日 

 

豊川市議会議長 山本 和美 様 

 

                  市民文教委員長 中川 雅之 

 

         市民文教委員会所管事務調査報告書 

 

本委員会の所管事務についての調査結果を報告いたします。 

 

１ 調査項目 

 （１）歴史資産を活かしたまちづくりについて 

    本市には財賀寺をはじめ 200 件をこえる多くの市指定文化財があり、

東海道の宿場間ではもっとも短い御油宿と赤坂宿が存在して、その間に

は国の天然記念物に指定されている御油の松並木が続き、赤坂宿には江

戸時代の旅籠建物の大橋屋が存続しています。また、豊川稲荷・門前は

全国的にも知られていますので、今後の歴史資産を活かしたまちづくり

が重要事項と考え、調査を行いました。 

 

 （２）八女市民会館（おりなす八女）について 

     本市には文化会館が４ヶ所ありますが、「豊川市公共施設等総合管理計

画」では、新たな文化施設の建設と同時期に、既存の施設は廃止してい

くとの方向性が示され、新文化施設の建設計画が公表されたこともあり、

また旧３町の文化施設のありかたも踏まえて重要事項と考え、調査を行

いました。 

 

  （３）コミュニティ・スクール推進事業について 

    小中学校の学校開放や地域とのコミュニティ活動を一段と進めて行き、

より地元地域の協力や学習環境、安全面の確保と管理体制の整備を行い、

コミュニティ・スクールを立ち上げる取り組みが必要事項と考え、調査

を行いました。 

 

２ 調査内容 

別紙＜調査経過＞のとおり、先進都市の視察内容を踏まえて委員間での意

見交換を行いました。 
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３ 調査結果 

 （１）歴史資産を活かしたまちづくりについて 

   ①本市の現状 

    市内の国･県･市指定無形民俗文化財の補助事業としては、伝承支援

を図るため保存団体等が行う衣装・道具類の修理・新調に対して、当

該物品等が使用に耐えられないと認められた場合、必要経費の一部助

成を行っています。 

 

②先進都市の状況（愛知県犬山市） 

□犬山市歴史的風致維持向上計画による事業概要 

◇計画策定の目的 

犬山城の城郭設定に合わせて形成され、現在でも当時の町割りがそ

のまま残る「総構え」の城下町において、これまで町家などの保存及

び活用を行ってきました。しかし、現在、町家の保存などに関しては、

維持管理に多くの費用と手間がかかり、また所有者の高齢化や後継者

不足などの問題が生じています。一方、公共事業に関しても、近代化

していくまちに合わせて歴史的な建造物を取り壊してきたことも事実

です。 

こうした状況を踏まえ、犬山市では、この度施行された「地域にお

ける歴史的風致の維持及び向上に関する法律」に基づいて、犬山固有

の歴史的風致の維持及び向上を図るための「犬山市歴史的風致維持向

上計画」を作成することになりました。 

本計画の期間は平成 20 年度～平成 30 年度(11 年間)とし、毎年度、

軽微な変更も含めて計画変更を実施しています。 

・計画のメリット 

     計画に位置づけられた事業において、国土交通省が所管する社会資 

本整備総合交付金等による財政的支援が見込める 

・城下町の魅力を伝えるパンフレットの作成 

◇市が活用している補助事業 

・街並み環境整備事業 

 歴史的風致形成建造物の修理や復元にかかる事業費の補助 

・都市公園等事業 

 地域活性化の核となる貴重な歴史的資産の保存・活用に資する都市 

公園の整備支援 

◇重点区域における実施完了もしくは実施中の事業 

・道路の美装化（電線地中化）事業 
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・登録有形文化財建造物等の修理事業 

 市の登録件数 156棟  

城下町地区 84棟 その他地区 15棟 博物館明治村 57棟 

   ・文化史料館リニューアル事業 

   ・防災公園・観光駐車場整備事業 

   ・景観形成助成事業等 

   ◇ソフト部分の事業概要 

・市や民間が所有する文献のデジタル化を行い、データの恒久的保存 

と活用を検討 

・地域の伝統行事等に使用する道具、神楽屋形等の保存修理、新調事業、

また後継者育成事業への補助 

・観光部門や各団体等との意見交換し情報を共有 

     

   ③総評 

観光分野と連携してキャンペーンを年３回開催し、情報発信をして多

くの方に犬山市へ訪れてもらう取組を進めています。 

犬山市都市景観条例が制定され、犬山城下町地区では行政と地元町内

会を統合し、犬山北のまちづくり推進協議会が発足し、国の推進事業・

整備事業の採択を受け今に至っており、歴史資産を継承していくには地

域住民と行政が共通の認識を持ち取組んでいく必要があると感じました。 

 

（２）八女市民会館（おりなす八女）について 

  ①本市の現状 

   本市の文化施設は豊川市文化会館が大ホール 1328席、中ホール 452席、

音羽文化ホール 335 席、御津文化ホール 400 席、小坂井文化会館 500 席

で、現状の問題点としては老朽化、駐車場不足、財政健全化が挙げられ

るなか、開館 19 年から 40 年を迎える施設であり、今後は大規模改修・

改築、設備更新等は行わず、7年後以降には廃止し、現在の日立製作所跡

地に新文化会館の建設を予定しています。 

 

  ②先進都市の状況（福岡県八女市） 

   平成の大合併により 5 町村と一緒になり現在に至り、地域交流の活性

化、地域文化の創造及び復興並びに生涯学習の推進を図り、活力あるま

ちづくりに資するため、市民会館を設置しました。 

  ・基本理念（市民が集い、出会い、交流し、伝え、創造していく施設） 

  ・設置目的（市民の文化、芸術活動の創造・発表の場。優れた文化、芸
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術鑑賞の場。生涯学習の場。市民交流、情報提供の場。公的事業の場） 

  ・機能（文化、芸術、生涯学習、まちづくり等の活動を支える中核的施

設として位置づける） 

  ・係の設置は八女市男女共同参画・生涯学習課 市民会館係（職員３名、

嘱託職員６名、臨時職員１名、内訳（館長１、施設管理１、受付庶務４、

事業４）舞台技術部門 委託職員２名 

・運営方法は（八女市直営・貸館事業・自主事業）運営委員会を年 2 回

開催、管理運営に係る事項を調査審議。 

自主事業を実施するための「おりなす八女文化事業振興会」を組織し、

市民が主体的に実施する優れた芸術、音楽、劇などの鑑賞事業を支援。

スタッフや市民の企画立案により主体的に実施する創造的な文化事業を

支援、自主事業のお知らせなどは公演予定ゲストのインタビューを FM八

女や公式フェイスブック等に公開。 

  ・施設の概要は、交流棟ではプロセニアム型ホールのハーモニーホール

(大ホール)客席 796席（名器ベーゼンドルファー280・スタンウェイ D274・

2台所有）はちひめホール(小ホール)252席、その他、桜カフェ・ボラン

ティア室・創作練習室・舞台道具制作室・交流室・研修棟では研修室・

ギャラリー・調理室・茶室・和室等。 

    

  ③総評 

   7 年目を迎える施設ですが、利用状況は平成 28 年度と前年度比較する

と、交流棟では利用者減となっていますが文化会館での利用者数は増加

しており、全体の施設利用者は増えていました。 

会館内を視察させていただきましたが、ホール全体はウッドを使いホ

ワイエ等も外光が取り込める明るく開放的で心が和む文化施設だと感じ

ました。 

「おりなす八女」の命名の由来については、一本一本の縦糸と横糸が

関わり無限に広がる一枚の布を織り成し、みんなが集い学び文化を楽し

んでまちづくりの夢や輪を広がっていくように、新八女市の地域の良さ

を織り交ぜながら、豊かな八女の象徴にと願いをこめて命名されました。 

また、建設費用は 20億円を切っており、そのコストパフォーマンスに

は驚かされました。 

 

（３）コミュニティ・スクール推進事業について 

  ①本市の現状 

現在のところコミュニティ･スクール（学校運営協議会制度）はありま



5 

 

せんが、各学校において地域とのコミュニティ活動は多く行われていま

す。特色を生かしつつ子ども達を第一に考えた活動等に取り組んでいた

だいておりますが、教員・地域の方が負担にならず長期的に多機能化に

対応して行く考え方が必要となっています。 

 

   ②先進都市の状況（山口県下関市） 

小中学校が連携･協働を図るとともに目標を共有しながら、一体となっ

て子ども達を育て「地域とともにある学校」にと取り組んでいます。 

効果としては、地域住民が学校に集まる取り組みやコミュニティルー

ムの設置によって、地域の方の来校者が増加して、多くの大人たちに見

守られながら活動でき、自己肯定感を持つようになりました。 

今後は、地域や学校の実態に合わせた特色ある取り組みのさらなる充

実が必要と拡充を図られています。 

  ◇導入から全校指定までの流れ 

  ・平成 23年 11月～平成 24年 3月 

   下関市コミュニティ・スクール設立に向けた周知・準備 

  ・平成 23年 12月～平成 24年 2月 各学校の方針策定 

  ・平成 24年 3月 「コミュニティ・スクール運営協議会の手引き」配布 

  ・平成 24年 4月～ 申請書の提出→指定書交付→委員依頼文書の送付 

  ・平成 26年 7月  地教行法に則ったコミュニティ・スクールへ移行 

  ◇小中学校へのコーディネーター配置 

  ・連絡･調整に関しては、各学校のコーディネーターが大きな役割を果たし

ている 

・コーディネーター間での情報交換会を年に 2回実施している 

・コーディネーターの活動促進のため謝金を予算化している 

1000円／ｈ 年間 120,000円 

  ◇コミュニティ・スクールにかかる財政的支援 

  ・市で予算化しており、国、県からの補助はなし 

  ・平成 29年度予算額は 11,441,000円（主な内容は以下 4点） 

  ・外部指導者招聘にかかる謝金 １校当たり 16,000円／年 

  ・コミュニティ・スクールコーディネーター謝金  

1校当たり 120,000円／年 

  ・地域研修会講師招聘予算 1中学校あたり上限 19,500円 

  ・消耗品等購入のための予算 1校当たり 12,000円 

   ③総評 

子どもや学校の環境が時代とともに変化し、学校だけでは対応できな
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い状態になっています。家庭や地域との関わり方が新たな課題にもなり、

対応できる体制づくり、地域の力を学校に、学校の力を地域につなげ「地

域とともにある学校」を作りたいという願いのもとにコミュニティ･スク

ールを立ち上げました。 

地域にとっての魅力として、経験を生かすことで生きがいや自己有用

感につながり、学校が地域のよりどころになり、また地域ネットワーク

が形成され、地域の防犯・防災体制等の構築につながると感じました。 

 

４ 市民文教委員会からの提言 

（１）歴史資産を活かしたまちづくりについて 

現状としては、所有者や伝統文化の継承者の高齢化が進み、次世代へ

交代していく年代に入っており、犬山市においても次世代の担い手の確

保が厳しい状況です。文化財を継承していく人材の育成は喫緊の課題で

あり、国宝犬山城をはじめ、多くの本物の文化財を未来に確実に継承し

ていく難しさを改めて感じました。今後の意識形成の促進、普及啓発活

動について大変に参考になりました。 

本市も人材育成し地区計画の町並みの形成を推進しながら、新たなハ

ード、ソフト事業面に取り組んで活気あるまちづくりを目指し構築して

いただきたい。 

 

（２）八女市民会館（おりなす八女）について 

   今後、本市の事業も進められていきますが、専門的なことがらも多種

多様であり、事業費も多額な予算が必要となります。基本構想における

理念と目的をしっかり持って、文化・芸術活動の促進に繋がる重要な課

題になりますので、市民が納得できる施設の建設を要望いたします。 

また、おりなす八女は、周辺に市役所をはじめ社会福祉会館、図書館、

税務署等が隣接しておりとても便利ではありますが、本市と同様に駐車

場不足の苦情も出ています。コンパクトシティ化また建設費用のコスト

パフォーマンスについては、本市においても参考にしていただきたい。 

 

 

 （３）コミュニティ・スクール推進事業について 

これからの学校は保護者や地域の方々の声に耳を傾け、それらの意見

を学校側だけではなく保護者･地域の方に実際に教育活動に関わってい

ただけるよう環境を整えていくことによって、子ども達の学習活動の内

容が豊かになり、各学校で特色のある教育活動が行われていくと感じま
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した。また、見守る目が増え、健全育成安全確保にも効果が上がると考

えます。 

「子育てするなら豊川市」ですから、本市も積極的に時代に合った環

境改善を目指し、多機能化等に取り組んでいただきたい。 
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別紙 

 

＜調査経過＞ 

 

平成２９年６月１６日（金） 

打ち合わせ 「調査事項、視察項目の決定」 

 

平成２８年７月１９日（水）～２１日（金） 

視察の実施 

１９日 愛知県犬山市 「歴史資産を活かしたまちづくり」について 

２０日 福岡県八女市 「八女市民会館（おりなす八女）」について 

２１日 山口県下関市 「コミュニティ・スクール推進事業」について 

 

平成３０年２月２８日（水） 

 打ち合わせ 「市民文教委員会所管事務調査報告書について意見交換」 

 

平成３０年３月９日（金） 

 打ち合わせ 「市民文教委員会所管事務調査報告書について意見交換」 

 


