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第１回姫路市文化振興ビジョン検討懇話会 意見対応表 

 

１．現状と課題について 

項目 意見の内容 対応 

進捗状況（事業評
価） 

⚫ 「子どもたちが文化芸術に触れる
機会の拡充」とあるが、具体的には
どのようなものか。 

⚫ 文化国際交流財団で小学校へのアウトリーチ
活動を実施。また、オーケストラのワークシ
ョップも開催している。 

⚫ 令和 2 年 8 月に「姫路市ジュニアオーケスト
ラ」を結成。財団と音楽フレンドシップ協定
を結ぶ日本センチュリー交響楽団メンバー等
の指導を受けている。 

⚫ 駅前や商業施設で「まちかどコンサート」を
開催し、鑑賞機会の充実にも努める。 

⚫ 演劇分野でも、準備から宣伝まですべてを高
校生自らが行う、「高校生による演劇公演」事
業を実施してきた。 

市民・文化団体アン
ケート調査結果 

⚫ 文化施設の利用状況については、ホ
ール等の施設利用が減少し、美術館
等が増加しているが、どのような客
層が利用しているのかは分析でき
ていない（居住地、頻度等）。 

⚫ 市で管理している施設については、毎年アン
ケート調査を行っており、結果を示すことは
可能。美術館でも企画展来場者にはアンケー
ト調査を行っており、市内外等の分析は可能。 

⚫ 美術館の令和元年の来場者数が例
年の２倍に増えている理由は何か。 

⚫ チームラボによるプロジェクションマッピン
グのみで 10 万人以上の来場があり、年間来場
者数が大幅に増加している。 
※過年度より、来場者数を常設展・企画展・
コレクションギャラリーの来場者の計でカウ
ントしている。市政概要等では、常設展と企
画展の合計（令和元年度は約 236,000 人）を
提示している為、ビジョンでの掲載（資料編）
時はこちらに合わせる。 

⚫ 文化芸術団体が高齢化しており、担
い手がいないという視点と、60 代以
上の鑑賞割合が少ないという視点
は、考え方に矛盾があるのではない
か。 

⚫ 鑑賞する市民と活動する市民は異なるため、
矛盾はしていないものと考えている。 

課題 ⚫ 子どもが文化芸術に触れる機会に
ついては、関心がある家庭とそうで
ない家庭とで二極化しているよう
な印象がある。 

⚫ 市民アンケートでも、子どもを対象とした事
業の拡大を求める声は大きく、今後は子ども
を中心とした文化芸術に触れる機会創出の強
化に一層取り組みたい。 

 

２．改定の考え方について 

項目 第１回で出た意見 対応 

新たな視点を取り
入れた重点的な取
り組み 

⚫ 姫路市の文化施策の中で、文化国際
交流財団が中心的な役割を果たすと
書かれているが、その際に組織力を
強化するとはどういうことか。 

⚫ 姫路市文化コンベンションセンター開館後
は、同センターにおける文化醸成事業の展開
において、財団の芸術監督、音楽プロデュー
サーの果たす役割がより重要となってくる。 

⚫ 姫路市文化センター閉館後も、姫路キャスパ
ホール、姫路パルナソスホールの管理者とし
て、姫路市文化コンベンションセンターと連
携した両施設のより一層の活用を図っていく
必要がある。 

  

資料３ 
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項目 第１回で出た意見 対応 

新たな視点を取り
入れた重点的な取
り組み 

⚫ 兵庫県は神戸とそれ以外、播磨とそ
れ以外という考え方がある。一局集
中が進む中で、姫路市は播磨の中核
都市として、他都市とどのように連
携していくべきかを考えなければな
らない。 

⚫ 播磨圏域中枢拠点都市圏の連携事業として、
本市が発行する文化情報姫路と、赤穂市が発
行する文化情報赤穂において、各関係市町が
実施している文化芸術に関するイベント等の
情報を集約し、情報発信するとともに、各イ
ベント等への住民の参加を促している。 

⚫ 今後は「音楽のまち・ひめじ」のホームペー
ジを活用した情報の発信のほか、情報発信以
外での連携についても模索する必要がある。 

⚫ シビックプライドやシティプロモー
ションというカタカナが出てくる
が、この言葉は市民にはわかりにく
い。 

⚫ ビジョンへの掲載に当たっては、注釈をつけ
ることで対応する。 

 

３．次期ビジョン骨子案について 

項目 第１回で出た意見 対応 

基本目標 ⚫ 文化活動への補助金はなくなりつ
つあり、自助努力しながら観客を増
やし、経済活動につなげるという理
論を今回のビジョンに入れる必要
がある。 

⚫ ビジョンでは施策の柱の一つとして、「文化芸
術活動への支援」を掲げており、助成事業の
充実を取り組むべき課題とみなしている。 

⚫ 今年度、外郭団体における活動（ジュニアオ
ーケストラの運営）について、ガバメントク
ラウドファンディングによる資金調達を実施
している。文化芸術活動に対する多様な資金
調達を支援できるよう、今後研究と制度の整
備を進める必要がある。 

1.文化を担う人づくり 

1-1.文化芸術に触
れる機会の拡充 

⚫ ル・ポン国際音楽祭の入場券は、市
民と市民外にはどんな割合で販売
されているのか。チケットがなかな
か入手できず、ファンになってくれ
たと思った方も離れてしまってい
る。 

⚫ ル・ポン国際音楽祭の来場者は、概ね市民が
6 割、市外が 4 割となっている。市民文化の
高揚を主目的とする事業のため、販売チケッ
トの殆どは市内文化施設（平成 30 年度以降は
文化センターのみ）としており、プレイガイ
ドでの販売分は僅かである。 

⚫ 寄付・協賛者を希望の公演に招待しているが、
特にパルナソスホール公演への招待希望が近
年増加しており、一般販売分のチケットが少
なくなっているため、寄付・協賛特典の見直
し含めて、今後検討の必要がある。 

1-2.文化芸術に関
わる人材の育成 

⚫ 姫路市文化センターの閉館後も、小
さな子どもが日常的に文化芸術に
触れる施設が必要だ。 

⚫ 姫路市文化コンベンションセンターにおいて
も、引き続き子どもが質の高い文化芸術に触
れる機会を創出できるよう検討したい。 

その他 ⚫ 価値のある芸術にはお金が必要だ
ということを理解いただくことが
必要だ。 

⚫ 若い人が芸術で生活ができるとい
う可能性を示さなければ、文化は伸
びない。 

⚫ アーティストバンクなど、積極的に文化芸術
活動に携わる個人や団体の活動機会を増やす
取り組みを検討する必要がある。 

2.文化を支える環境づくり 

2-1.文化芸術を支
える基盤の整備 

⚫ 市立公民館の役割が大きい。Wifi の
整備や講座のオンライン配信など、
より市民が参加しやすい工夫が必
要だ。 

⚫ 市内には、ほぼ小学校区に 1 つ、68 の市立公
民館があり、生涯学習の拠点としてだけでな
く、地域コミュニティ活動の拠点としても活
用されている。オンライン化はコロナ禍での
休校でも課題となっており、文化・教育の両
分野において、考慮する必要がある。 
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項目 第１回で出た意見 対応 

2-1.文化芸術を支
える基盤の整備 

⚫ 姫路に来てくれた方や市民が使用
しやすい料金を維持していくこと
が大切だ。姫路市の税金で直接助成
する考え方もあるが、使用料金を減
額して助成する方法も考えてほし
い。 

⚫ 後援による減免制度については、他市での動
向も踏まえ、平成 31 年 4 月 1 日に全市的に
廃止された。今後は文化芸術事業会場費補助
金制度について、より利用しやすい制度設計
の検討と、一層の周知を図りたい。 

⚫ 施設がどれだけ使いやすくなって
いるのかが重要だ。文化コンベンシ
ョンセンターができるが、市民のリ
ピーターをどう作っていくのか、誰
が担うのか。 

⚫ 指定管理者と連携して、より利用しやすい施
設運用を図りたい。 

⚫ 民間施設も含めて連携が必要だ。近
くには三木美術館があるが、民や官
に関係なく回遊できる広報が大切
だ。 

⚫ 市営の文化芸術関連施設の連携を引き続き強
化していくほか、県立・民間立の施設との連
携についても模索していく旨、ビジョンにも
記載したい。 

2-2.文化芸術活動
への支援 

⚫ クラウドファンディングが流行っ
ている。大きなことでなくても、姫
路市内で取り組み、若い人の取り組
みを応援してほしいと訴えれば、反
応があるのではないか。 

⚫ 姫路市ジュニアオーケストラの運営資金につ
いて、ガバメントクラウドファンディングに
よる調達の試みを進めている。実施成果を踏
まえて、今後の活用についても検討したい。 

2-3.情報収集・発信 ⚫ 公民館講座を録画しておき、インタ
ーネットを通じて配信するなど、常
時活動できるようにすれば、もっと
公民館を活用できるのではないか。 

⚫ 姫路市文化コンベンションセンタ
ーができるが、録画できるシステム
の設置を要望した。例えば、ゲネプ
ロの録画を低額配信し、全国公演の
前に情報発信ができればよい。 

⚫ ウィズコロナ・アフターコロナにおいて、オ
ンラインを通じた講座や公演の配信は重要と
なる。現在文化国際課で、公演のオンライン
配信を支援する取り組みとして実施してい
る、文化ホール活用動画配信事業は好評をい
ただいている。 

⚫ ビジョンにもオンライン配信支援については
記載したい。 

⚫ 文化芸術事業の情報発信について
市がすべきことは、何のイベントが
どこで何時から開催するかという
最低限の情報を集約し、一覧できる
場を作ることだと思う。そうすれば 
新聞や個人 SNS がピックアップし、
周知してくれるのではないか。 

⚫ 現在文化情報についての発信は広報誌が主媒
体となっているが、インターネットや SNS を
活用した情報発信について、研究を進める旨
ビジョンに記載したい。 

3.文化芸術を未来に活かす 

3-1.地域に伝わる
歴史文化遺産の保
存と活用 

⚫ 40 代以上が祭りに参加しているの
は、若い人がいないため年齢層の高
い人が呼び出されている。この書き
方では危機感がない。伝統文化を未
来に継承する必要性、と書いている
が、それでは弱すぎる。 

⚫ 地域の伝統行事の担い手づくりは重要である
と認識しており、ビジョンにも具体的施策の
一つとして明記したい。 

⚫ 姫路市には岡本太郎のオブジェな
ど、隠れた文化資源が豊富だが、余
り周知がされておらず、保存と活用
を図る必要がある。 

⚫ 近代の文化芸術作品についても、周知と保存
活用を図る旨、ビジョンに記載したい。 

3-2.文化芸術を活
用したまちづくり 

⚫ 姫路城の写真ポイントには、信号や
看板、コーンなどが置かれており、
観光客に美しく見せることを考え
た管理を行わなければ、文化度が低
いと思われる。 

⚫ まちづくり指導課と連携し、景観形成につい
ての市民意識醸成に取り組む旨、ビジョンに
記載したい。 

 


