第 31 回岩手県文化芸術振興審議会

日
場

時：令和３年２月 12 日（金） 13 時 30 分 ～ 15 時 30 分
所：岩手教育会館 カンファレンス 200

１ 開会
○文化振興課総括 課長
それでは、ただい まか ら第 31 回岩手県文化芸術振興審議会を開催 いたします。私は 岩手
県文化スポーツ部 文化 振興課総括課長の岡部と申します。どうぞよ ろしく お願い いた しま
す。議事までの間 、進 行を務めさせていただきます。なお本日御出 席いた だいて いる 委員
は、委員総数 16 名の うち、会場にお越しいただいている委員 11 名、ウェブによる 出席の
委員１名の計 12 名の 出席でございます。定足数を満たしておりま すので、岩手県文化芸術
振興基本条例第 24 条 第２項の規定により会議が成立しております ことを 御報告 申し 上げ
ます。
それでは開会にあ たり、石川文化スポーツ部長から挨拶を申し上げ ます。
２ 挨拶
○文化スポーツ部 長
いや、皆様こんに ちは 。本日は、委員の皆様には、御多忙中の ところお集まりいただ き、
またリモートで参 加い ただきありがとうございます。また日頃から 、本県 の文化 振興 、文
化芸術の振興に御 協力 、御尽力いただき、またそれぞれの組織団体 におい て、感 染症 対策
をしっかりとって いた だいていることにつきまして、感謝申し上げ ます。
御案内のとおり、 今年度は、多くの公演は中止あるいは延期という ことで 、大き な影 響
が出ているところ です 。文化芸術における ICT の活用も進みまし て、文 化芸術への向き合
い方を考える機会 も多 かったのではないかと思います。
そうした中、岩手 芸術祭、あるいは民俗芸能フェスティバル、ある いはい わてア ール ・
ブリュット巡回展 、こ ういったものが開催されましたことは、岩手 県芸術 文化協 会や 岩手
県文化振興事業団 をは じめ、皆様の誇りになるものだと私は考えて おりま す。
また音楽コンクー ル全国大会フルート部門中学校の部で優勝しまし た岡本 梨奈さ んを は
じめ、若い世代の 活躍 が報じられましたが、これは我々にとって非 常に明 るいニ ュー スに
なったのではない かな と思います。
本日はこの後、い わて県民計画と岩手県文化芸術振興指針の進捗状 況、あ るいは 来年 度
の事業について、 説明 させていただきますけれども、委員の皆様か らは忌 憚のな い御 意見
をいただきますよ う、 お願いいたしまして、開会の御挨拶としたい と思い ます。
３ 議事
○文化振興課総括 課長
続きまして、議題に入 りますが、条例第 23 条第２項の規定に より、会長が議長とな るこ
ととなっておりま すの で、以後の進行は、高橋会長にお願いいたし ます。
○高橋嘉行委員長
着座のまま、司会 進行を務めさせていただきたいと思います。次第 に従い まして 議事 を
進めたいとおもい ます 。次第を御覧ください。「３ 議事」のと ころでご ざいま すけども 、
最初に「(1) 協議 」のア及びイ、県民計画アクションプランの関 係と、それから、令和２
年度の取組状況、 これ は関連がありますので、一括して説明をいた だき、 そのあ と、 その
説明に対する質疑 とし たいと思います。説明と質疑と同程度の時間 を確保 したい と思 いま
すので、20 分程度で お願いします。
それから、ウの 令和３ 年度の主要事業につきましても、同様に説明と質疑とそれぞれ 20
分程度、そして「（ 2） 報告」の新型ウイルス感染症対策の関係、 これは 説明と 質疑 とそ
れぞれ 15 分程度とし たいと思います。
概ね 15 時 30 分の 終了 を目途に進めたいと思いますが、若干の時間 の変動 は許容 可能 で

すので、積極的な 御発 言をよろしくお願いいたします。
(1) 協議
ア 「いわて県民計 画（2019～2028）」第１期アクションプラ ンの進捗 状況 について
イ 「第３期岩手県 文化芸 術振 興指針」に基づく令和２年度 の取 組状 況に つい て
○高橋嘉行委員長
それでは最初に、
「 ３（1） 協議」として、
「ア 「いわて県民 計画」第１期アクショ ン
プランの進捗状況 につ いて」及び「イ 第３期岩手県文化芸術振興 指針」 に基づ く令 和３
年度の取組状況に つい て」を議題としたいと思います。
事務局から説明を お願いします。
○事務局
（文化芸術担当課 長から資料１及び２に基づき説明）
○高橋嘉行委員長
ありがとうござい ました。前回の審議会での御意見等にも応えてい ただき ました 。
それでは委員の皆 様から御質問等いただきたいと思います。御質問 、御意 見、ど ちら で
も結構ですけど。
○板垣崇志委員
障がい者の芸術活 動推進に関して、各種研修会の開催が盛り込まれ ており 、今年 度も こ
の後、研修会が開 催さ れる予定とのことでしたが、この点、初めて の試み として 、現 場支
援員ではなくその 上の 管理職をメインターゲットとした研修会とな ってお ります が、 これ
は非常に意味のあ るも のと考えております。
といいますのは、 障がいのある方が芸術活動をする際には、多くの 場合、 福祉サ ービ ス
の枠組みで行われ てい ることから、例えば、何らかの展覧会に出展 する、 あるい は、 何ら
かの助成金などを 活用 して創作活動の環境を整備するといった場合 、福祉 サービ ス事 業所
の側に積極的な姿 勢が ないと、思うように進まないという実態があ るため です。
つまり、福祉サー ビス事業所の管理職や経営者が、障がいのある方 の文化 芸術活 動に 確
かな意義を感じて いる かどうかが、障がいのある方の芸術活動を行 うため の取組 が進 むか
どうかを大きく左 右す る大きな要素となります。
障がいのあるなし に関わらず、人が生きている生活、人生の中で、 文化・ 芸術活 動が 極
めて重要な要素で ある 、という認識を下地に、障がいのある方々が そうし た文化 ・芸 術活
動に触れられるか どう かは、利用している福祉サービス事業所の方 針に大 きく左 右さ れる
ものであり、自ら の意 思で選択することができない、ということを 、福祉 サービ ス事 業所
の方向性を担って いる 管理職や経営者の方々に、メッセージとして 集中的 に伝え てい くこ
とは非常に重要で ある と思います。
○高橋嘉行委員長
御意見いただきま したが、事務局の方から何か説明はありますか。
○事務局（文化芸 術担当課 長）
研修会については 来年度も引き続き開催する予定です。先程も触れ ました が、日 本博 を
契機としたイベン トも ありますので、そういったところで広く情報 発信を 行って いく こと
を考えております 。

最近報道で障がい 者の文化芸術が取り上げられておりますが、一過 性のも のとな らな い
よう、機運の醸成 を図 っていきたいと考えております。
○高橋嘉行委員長
他に、何かありま せんか。増淵委員。
○増淵敏之委員
日本食が世界文化 遺産に選ばれてしまったことから、近々、文化庁 が食文 化のイ ベン ト
を開催するとのこ とで 、農林水産省はどうするのか、とか、クールジャパンはどうな のか、
とかはまたあるわ けで すが、県単位でも、文化芸術の中で、食文化 につい ても考 えな けれ
ばいけない時代に 入り つつある気がしますが、そのあたりの考えは いかが ですか 。
○高橋嘉行委員長
事務局お願いしま す。
○事務局（文化芸 術担当課 長）
食文化については 先ほどの指標の中では、「食の匠」ということで御紹介 いたし まし た。
直接的には農林水 産部 の担当とはなりますが、そうは言いつつ、や はり岩 手の文 化の 一つ
として、例えば県 南地 方の餅とか、そういった食文化もありますの で、文 化芸術 とい う視
点ではやや取組の 薄い ところではありますが、担当部局と連携しな がら、 どうい った こと
ができるかといっ たよ うなことを考えて参りたいと思います。
○増淵敏之委員
岩手の食はやっぱ りすごく魅力的なものがいっぱいあるじゃないで すか。 やっぱ りク リ
エイティビティで すも のね。こっちの方（文化芸術）に持ってきて も、良 いよう に思 いま
す。私見ですが。
○高橋嘉行委員長
はい、阿部委員ど うぞ。
○阿部武司委員
民俗芸能の国指定・県指定件数が全国で 30 位というのは少々 恥ずかしいかな、と思 いま
す。長い間申請等 でき ない時期もありましたが、これはやっぱり審 議員で はなく 県の 問題
だと思うんですよ 、正 直。調査というのはやはり大変だと思う。実 際にや ってお られ る方
が。求められる内 容と いうのも非常に重い内容なので。歴史的な物 証がな いと駄 目だ 、と
いうような話で。
私は民俗芸能をず っと何十年も見てきて思うのですが、今現在民俗 芸能な どがど のよ う
に生きているのか がも のすごく大事なんですよね。
岩手がなぜ千何百 も民俗芸能が生き続けられているのか、これは歴 史的な 背景で はな い
んですよね。現状 なん です。
ここを、やっぱり 県がきちんと見て、単に歴史的に凄いというだけ でなく て、今 の人 達
の生活の中で生き てい ることの大切さをもっともっと県がアピール しなけ ればな らな い。
それは、何といい ますか、活用という形で出てくるわけですが、こ れだけ 続いて いる ん
ですから、活用さ れて いるんですね、もうすでに岩手で。
それなのに、改め て文化庁とか、官公庁からは、民俗芸能を活用し て地域 活性化 、な ど
と言ってくるので すが 、とうに岩手はやって来ているわけです。も う何十 年も。 私が 住ん

でいる北上などは、も う「北上 みち のく芸能まつり」60 回になる わけです から、民俗芸能
を活かしてまちづ くり というのは、行われてきたわけです。
こういう大きな資 産があるにも関わらず、これを活かしきれていな い県の 文化振 興と い
うことがやっぱり 一番 問題なのだと私は思う。30 位というのは、民 俗芸能 の宝庫 と呼 ばれ
ている割にはひど い数 字。そこをやっぱり文化政策として理解して いただ かない と、 これ
はずっと続くと思 いま す。
だって、他の県は 一生懸命ですもの。秋田なんかすごいですよね、 県指定 は凄い 量で す
よね。秋田の人は 言う わけですよ、岩手は民俗芸能活発で良いです ね、で も実態 を見 ると
30 位。これはやっぱ り本腰を入れていただきたい。
県の文化財審議会 も、もっと強化して、民俗文化の部分ももう少し 人員を 増やす なり し
て、横断的に調査 して 、順次スケジュールを組んで、どんどん文化 財の指 定をし てい くと
いうことをして欲 しい 。正直、難しい話にして持っていって、歴史 的物証 がない 限り は文
化財指定できない 、と いうところで留まっていれば進まない。もう 明治以 降 150 年、 文化
財、というか、地 域の 芸能として続いてきているわけですから。何 か物証 がない 限り でき
ないという話では ない 。これだけ地域で生きているのだ、というこ とが一 番、僕 は大 事だ
と思いますから。そ の意味で、まず目標としては、全市町村に県指 定を早く作っ てほしい。
それで、できれば 旧市 町村単位でやってほしい。
例えば、奥州市な んかいっぱい合併しましたよね、それから、一関 もいっ ぱい合 併し ま
した。なので、旧 市町 村単位くらいで、早急に県指定を見出してい く。そ うすれ ば、 地域
の誇りとして、皆 さん 頑張ると思う。各市町村にいる文化財関係の 人は一 生懸命 頑張 って
いらっしゃる。そ の要 望に応えられない県、というのはやっぱりま ずいで す。
そういう意味で今 後も、今回は民俗文化という一つの例のみの話で したが 、すべ ての 文
化政策をやってい ただ きたいなというふうに思いました。
○高橋嘉行委員長
無形文化財の指定 の関係だと思いますので、教育委員会の岩渕課長 、文化 財審議 会の 状
況も含めて、回答 をお 願いします。
○事務局（生涯学 習文化財 課文 化財課長）
県指定の文化財に つきましては、やはり県指定の価値付けをはっき りさせ なけれ ばい け
ないということが あり ます。確かに、調査にも時間がかかるという 側面が ありま す。
今阿部委員からお っしゃられたように、新しめの民俗文化財の指定 も視野 に入る よう に
する方法も必要で はな いかなと思っているところです。国の方でも 、無形 民俗文 化財 への
登録制というのも 考え ておりますので、そういったものも活用しな がら、 視野に 入れ なが
ら、進めていきた いと いうふうに考えているところでございます。
○高橋嘉行委員長
よろしいでしょう か。はい、熊谷委員。
○熊谷常正委員
文化財に関わって おりますので一つ確認させていただきますが、阿 部委員 がおっ しゃ っ
たその 30 位というの は指定文化財等の件数であり、民俗芸能に関 する件 数の順 位で はご
ざいませんので、 その 点は確認いただきたいと思います。
さて、全国的に、 都道府県指定と国指定とを合わせた文化財件数を 見てみ ますと 、京 都
や東京が圧倒的に 多い です。それに比べると、沖縄や宮崎などとい ったと ころは 、京 都、
東京の 10 分の 1 と いうよう な、大 きな格差があります。

そうした中で、各都 道府県にある指定文化財の種類別構成割合というもの を見て みる と、
地域的な特徴が出 てく る。
この点から岩手県 を見てみますと、いわゆる民俗芸能の割合という のは、 他の都 道府 県
と比べて結構高い 。文 化財の種類別構成割合の中に、地域的な特色 という のは出 てい るの
ではないかと思っ てお ります。
先程お話にあった ような、地域ごとの重要な民俗芸能に対し、きち んとし た調査 を踏 ま
えた上で、指定等 の措 置をとっていくというのは、基本的な対応と して間 違いな いと 思い
ますので、ぜひ頑 張っ ていただきたいと思います。
○高橋嘉行委員長
ありがとうござい ました。阿部さんよろしいですか。
○阿部武司委員
まあ、いろいろあ りますけどね。今回は、はい。
○高橋嘉行委員長
他にございません でしょうか。上田委員さん。
○上田吹黄委員
今の報告と、阿部 委員さん、熊谷委員さんのお話を聞いて思うので すが、 コロナ 禍と い
うことで、発表や 公演 は対策等講じなければならないことから、ど うして も減っ てい る、
というか、減らさ ざる を得ない状況なわけですが、こういった状況 下では 、表舞 台に でる
ような機会、ある いは 、集まるような機会を持たないものに対し、 文化的 な支援 をし てい
くことが大事かな と思 います。
ただいま文化財に ついて、その地域に根差した文化財の発掘ですと か、そ れをさ らに 高
めていくような、 地道 な調査活動といったような話題が出ましたけ ど、今 の状況 はむ しろ
そういったことに 力を 入れていく機会なのかもしれないな、という ふうに 感じま した 。
それから板垣委員 のお話にもありましたが、先日、板垣委員が関わ ってお られる 「る ん
びにい美術館」を 尋ね てみました。
秋田出身の女性の アーティストの作品を見せていただきましたが、 とても パワー 、エ ネ
ルギーがあって、 すご く感銘を受けて帰ってきたのですが、すばら しい作 品であ る反 面、
この作品は多分、 こう いう福祉の場にしか出ていないのだろうな、 と思い ました 。本 当は
もっと表に出て、 知ら れても良いような作品であると思うのですが 。
御本人が作った絵 本みたいなものもあったのですが、では実際にそ れが多 くの人 の目 に
触れるような出版 物に なったかというと、多分、その一冊だけなの かなと 。
そういった部分、 例えばそうした絵本を出版物にするであるとか、 その他 の様々 な文 化
活動をしておられ る創 作作家の方々の活動支援をやっていく、とい うよう なこと を、 今の
状況であれば、考 えて もよいのかな、と感じましたので、感想を述 べさせ ていた だき まし
た。ありがとうご ざい ます。
○高橋嘉行委員長
事務局の方で何か ございませんか。
○事務局（文化芸 術担当課 長）
多少視点がずれて しまうかも知れませんが、文化財等の調査といっ た、積 み上げ のと こ
ろの支援を行って もい いのでは、といったお話であったと思います 。

これからお話しし ますが、来年度予算において、例えば文化芸術活 動の発 表だけ では な
くて、それに対す る準 備行為的なものも、コロナ禍における活動支 援の対 象にな って おり
ます。
また、障がい者の 創作活動の支援という点では、アール・ブリュッ ト巡回 展を４ 地域 で
開催しております し、 県の補助事業においては、障がい者の文化芸 術活動 も補助 の対 象と
しているところで す。
○高橋嘉行委員長
よろしいでしょう か。それでは、リモートで参加いただいている本 村先生 、何か ござ い
ませんか。
○本村健太委員
はい。大学で入試 があるため気をつけていることと、この状況下で 、審議 会への リモ ー
ト参加といった経 験か ら、何か新しいことが始まっていけば良いか と考え 、こう した 形で
参加させていただ きま した。
ウェブですとマス クなしで参加できますし、実はこの審議会の後も 続けて 別の会 議を 入
れておりまして、 そう いったような形で、いろいろなことが解決で きる状 況が始 まっ てき
ているのかなと思 いま す。
コメントですが、 新型コロナウイルス感染症対策事業についてのい ろいろ な県の 施策 は
大変評価できる、 素晴 らしいことだと思います。文化芸術関連はか なり影 響を受 けて 、大
変な状況になって おり ますので、活動を継続するための支援という のはす ごく意 味あ るこ
とと思いました。
それから、報告い ただきましたコミックいわてウェブの魅力発信に つきま しては 、岩 手
大学に地域課題解 決プ ログラムという制度がありまして、そこに岩 手県か ら申請 いた だき
まして、私の研究 室の 学生たちが PR 活動を展開中です。
新たに漫画診断の サイトを構築中ですが、これは、アクセスした人 が診断 を受け ると 、
あなたのおすすめ の漫 画はこれですよ、という形でコミックいわて Web に飛び、そ こで読
んでいただける、 とい うものです。
それからもう一つ、同様の地 域課題で、
「幸呼来 Japan」という団 体で石 頭さんとい う方
が「さんさ裂き織 り」 という商品を作成しておられますが、こちら は障が い者の 方々 が、
「裂き織り」とい う岩 手の伝統技法、古い布を裂いて紐状にして、 糸のよ うにし て織 って
新しく再利用する とい うもったいない精神の技法、これを用いて作 業され ており 、う ちの
研究室の学生たち が PR 活動をやっているところです。
障がい者の方々の 文化芸術活動についてはこれまで御報告いただい たとお りでは あり ま
すが、
「さんさ裂き織り」のような商品に結びつくような活動、あるいは、もった いない 精
神や伝統技法とい うよ うな側面も汲み取とろうという活動も起こっ てきて おりま すの で、
注目していただけ れば いいなと思っております。
ありがとうござい ました。
(1) 協議
ウ 文化スポーツ部 におけ る令 和３年度の主要事業について
○高橋嘉行委員長
どうもありがとう ございました。突然の御指名で恐縮でした。
それでは続きまし て「(1) 協議ウ 」に移って、後ほどまた、ただいまのテーマでも 結構
ですので、御質問 等を いただければと思います。

○事務局
（文化芸術担当課 長か ら資料３に基づき説明）
○高橋嘉行委員長
ありがとうござい ます。全体的な予算については、平泉のガイダン ス施設 でのハ ード 事
業が完成し、これ から 活用していくということで、本当に明るい話 題では ないか と思 いま
す。
また、コロナ関係 の予算についても、補正で措置したものを継続し て来年 度もや って い
ただけるというこ とで 、ここまで委員の皆さんから話があった相当 の部分 を入れ てい ただ
ているように思い ます 。私からも感謝を申し上げたいと思います。
それでは意見交換 に入りますけれども、できるだけ多くの委員さん 方に御 発言を いた だ
きたいと思います ので 、先ほど 御発言のなかった方から優先的 にお願いし たいと 思います 。
よろしくお願いし ます。
○中嶋奈津子委員
７ページの一番下、
「 民族文 化地域 連携事業費」ですが、岩手 県、鳥取県及び徳島県 の３
県としているのは 何か 理由があるのですか？
○高橋嘉行委員長
事務局、お願いい たします。
○事務局（文化交 流担当課 長）
文化交流担当課長 の大越と申します。よろしくお願いいたします。
こちらはいわゆる 妖怪を入り口とした事業となりまして、世界妖怪 遺産に 選ばれ てお り
ます、鳥取県境港 市、 徳島県三好市、それから岩手県遠野市、その ３つの 県が集 まっ て、
妖怪を切り口とし たイ ベントを行うというところでございます。
○中嶋奈津子委員
前もあった事業で したね。ありがとうございます。
○高橋嘉行委員長
具体的にはどこを 開催場所とするのですか。
○事務局（文化交 流担当課 長）
カドカワが所沢市 に新しく作った「ところざわサクラタウン」とい うとこ ろがあ るの で
すが、そこで、カ ドカ ワが行うイベントに乗っかるような形で開催 する予 定です 。
○増淵敏之委員
地名間違っていな いですか、広島県三次市では。
○事務局（文化交 流担当課 長）
違う漢字となって おります。徳島県の三好市。
○増淵敏之委員
了解しました。

○高橋嘉行委員長
それでは、柴田委 員。
○柴田和子委員
第 73 回岩手県芸術 祭ですが、皆様御承知のとおり、そして、事務局からの御説明の とお
り、無事、このコ ロナ 禍において、例年どおり開催することができ ました 。
岩手県関係者の皆 様方の御協力と、県民の皆様の熱意のもと、無事 盛会裏 に終了 した も
のです。
担当した者といた しまして御礼申し上げたいと思います。１月の地 域大会 、一関 の舞 台
でのことですが、 見て いらっしゃる方々と出演した方々と、いずれ からも 、本当 に良 かっ
たと、久々にこう いう 充実感を覚えたと、そういう感想をたくさん いただ きまし た。 新聞
報道でも多数掲載 して いただきました。
こういうときだか らこそと、みんなで頑張ったので、こうした結果 が得ら れたの だと 思
います。
それで、つくづく 感じましたのは、動画配信について。
我々はアナログ人 間ですので、そういうことがすごく不得手でして 、どう したら いい の
かさっぱりわから ない ものですから、なんとか、動画配信するよ、 という ところ まで 行っ
たとしても、今度 は、 どうやって見たら良いのかわからない、とい った状 況です 。
先日、私共の協会で、所属の各団体に対し、Zoom の発信の仕方や 参加の 仕方といっ た使
い方の説明を行っ たと ころ、とても喜んでいただけました。
若い方々でしたら すぐにおわかりになるのでしょうが、ある年齢層 から上 はやっ ぱり わ
からないわけでし て、 さりとて、人口の大半の割合を占めておりま す私共 が、わ から ない
では済まされない とも 思いますので、今後そういった講習会なり何 なりと いった 企画 等、
芸術文化協会でも やっ ていきますので、いろいろなところでお声掛 けなど いただ けれ ばと
思います。
以上でございます 。ありがとうございました。
○高橋嘉行委員長
事務局、何かコメ ントはありますか。
○事務局（文化芸 術担当課 長）
リモートとか、あるい は Zoom につ いてでしたが、引き続き、芸術祭のウェブ配信等 は行
う予定です。
後で触れたいと思 っておりましたが、資料４－２、こちらの方に、 ウェブ を活用 した 動
画配信等が少しず つ増 えてきた、という御意見もございます。
県で全てカバーで きれば望ましいのですが、芸文協さんにそうした 研修会 を開催 して い
ただくのは、大変 あり がたいと考えております。
○高橋嘉行委員長
ありがとうござい ました。それでは田口委員、お願いします。
○田口博子委員
ありがとうござい ます。
１ページ、海外と の絆として掲載のあるコンサート、来年度は開催 できる と良い なと 思
っているのですが 、来 年度といっても、もうこの４月からの話とな ります ところ 、具 体的

にどなたがいらっ しゃ るとか、会場はどこであるとか、どのような 形でこ のコロ ナ禍 でコ
ンサートするのか とか 、具体的に決まってらっしゃいますか。
○高橋嘉行委員長
事務局、お願いし ます。
○事務局
予算要求の段階で はバイオリニストのギトリス氏という、世界的に 有名な 方で、 東日 本
大震災津波からの 復興 にたいへん貢献いただいた方にお願いするこ とを想 定して おり まし
たが、昨年末に亡 くな られました。これまでの流れを汲みたいとは 思って おりま すが 、具
体の人選につきま して は現在検討中です。
○田口博子委員
演奏会の形とする か、リモートにするか、あるいは、観客を半分に するか 、とい うよ う
な検討もまだとな りま すか。
○事務局（文化芸 術担当課 長）
その点につきまし ては、その時のコロナの感染状況によると考えて おりま す。例 えば そ
の時点で収容率 100％ でも良い、ということであれば、それに 準拠する、といったよ うに、
その時の状況とい うこ とで考えております。
○田口博子委員
いつも思うのです が、コロナの有無によらず、この種の事業でコン サート 等を開 催す る
時の周囲の反応と して 、そんなのあったんだ、知らなかった、と聞 かれる ことが 良く あり
ます。
やっぱりお客さん がたくさん入ってくださると、特に海外から来ら れた演 奏家の 方で あ
れば、来たかいが あっ たな、やったかいがあったな、と感じられる と思い ますし 、反 対に
あまりお客さんが ない となると、頑 張ったのにな、と感じられるの ではな いかと思います。
私も演奏家なので 、す ごく身にしみるところです。
この点、もしコン サートを開催するとなった場合、どのような形で 周知・ 宣伝を 行う 予
定ですか。
○事務局（文化芸 術担当課 長）
やはりホームペー ジとかにはなるのだと思います。確かに、大勢の 観客が いた方 が、 や
りがいがある、と いう ことはそのとおりだと思います。
ただ、繰り返しに なってはしまいますが、開催方法等については、 その時 の状況 次第 と
いうことで考えて おり ます。
広報につきまして は、例えば収容率が 50％だったりすると、申し込みいただきまし たが
御覧になれません 、と いうような状況も出てきかねないとは思いま すので 、注意 しな がら
周知を図っていき たい と考えております。
○高橋嘉行委員長
よろしいですか。 ありがとうございました。他にございませんか。
○佐藤恭子委員
県立大学短大部の 佐藤と申します。

勉強不足なので教 えていただきたいのですけれども、予算のところ で文化 芸術コ ーデ ィ
ネーター、資料１ でア ートマネジメントセミナーの件数といった報 告があ りまし たが 、こ
れらはどういった 人が 研修を主催していて、また、どういったとこ ろで参 加者を 募っ てい
るものなのか、実 情を お伺いしたいと思います。
地元志向の学生や 芸術文化に関心のある学生などが一定数おります ので、 もしそ うい う
学生たちが参加で きる のであれば、参加させたいと思います。
○高橋嘉行委員長
事務局お願いしま す。
○事務局（文化芸 術担当課 長）
先程の説明の中で 、アートマネジメントセミナーについては、基本 的には 市町村 とか 公
立文化施設の職員 の企 画力向上を目的とする、として説明しました が、学 生さん 等は 参加
できない、という こと はありませんので、広く周知していきます。
○佐藤恭子委員
もし学生が参加で きるようなものがあれば、周知をお願いいたしま す。
○事務局（文化芸 術担当課 長）
はい。
○高橋嘉行委員長
これからの岩手の 文化を支えていく感性を持った方々ですので、是 非広く 周知を して い
ただきたいですと 思い ます。他にございませんでしょうか。中嶋委 員。
○中嶋奈津子委員
民俗芸能について 意見とお伺いしたいことがあります。
資料の７ページと なりますが、１つ前の協議にも関わることとして 、お伺 いした いと 思
います。
民俗芸能の理解促 進と情報発信ということで、民俗芸能フェスティ バルの 開催を 毎年 掲
げ、予算を取って いた だいており、また大勢の方が集まるというこ とでし たけれ ども 、先
ほど拝見していて 、若 年層の方に結びつけるのは、こういうフェス ティバ ルのみ では なか
なか難しいのだと 思い ます。
もちろん、民俗芸 能が好きで御覧になるためにおこしになる方々も いるか とは思 いま す
が、こうしたイベ ント のお客様は、大部分が参加者（舞手）の御家 族や、 すでに 民俗 芸能
に関わっている方 々な のだと思います
その点、広く県内 の若い方々に民俗芸能のすばらしさや魅力を発信 するた めには 、年 に
一度ないしは二度 のフ ェスティバルではなかなか難しいのではない かと思 います 。
仕事柄、いろいろ な民俗芸能の関係者の方々、あるいは、芸能団体 の会長 さん方 とお 話
しする機会があり ます が、皆さん共通におっしゃるのは、学校教育 の中に 民俗芸 能を 取り
入れ取り組んでく れな ければ、若年層の方々に民俗芸能を浸透させ るのは 無理だ 、と いう
ことです。
一方で、例えば 、せ っかく学校から地域の民俗芸能の指導を頼まれ たのに、
「日曜日 は体
育館を開けられな い」などの事情もあり、
「では平日なら」となる と、今度は逆に 保存会 の
方々が教えに行く こと ができない、といったような問題でつまずく ことも あるそ うで す。
そのくらいの問題 は話 し合いで解決できるのではないのか、といっ た印象 を受け るお 話も

結構あります。
こういう点を解決 するためにも、県が母体となって、小学校、中学 校、高 等学校 に、 民
俗芸能を本気で普 及す るのだ、という姿勢で働きかけていただくこ とを強 く希望 した いで
す。
フェスティバルの 開催だけではなく、そういった学校教育に結びつ ける活 動とし て、 予
算を組んでいただ けれ ば、凄くありがたいと思います。
このことについて 、是非御意見等伺いたいと考えますが、いかがで しょう か。
○高橋嘉行委員長
事務局お願いしま す。
○事務局（文化芸 術担当課 長）
学校等子供たちに 民俗芸能も含めた芸術に触れる機会を設ける、と いうこ とは、 資料 1
－1 の 10 ページの指 標の 223 番に当たるものですが、学校等への芸術家の派遣事 業とし
て、県あるいは国 で実 施している事業がありますところ、その活用 という のがま ず一 つあ
るかな、とお話を 伺っ て考えました。
もう少し周知に力 を入れたほうがいいのでは、という反省もありま すが、 まずは こう い
った事業もありま すし 、加え て、今年度の民俗芸能フェスティバル、これ は 12 月に 開催し
たものですが、初 めて の試みとして、首都圏の民俗芸能団体さんと 、会場 とをリ モー トで
結びまして、そこ で意 見交換してもらいました。
首都圏の民俗芸能 に携わっている若者、高校生や大学生だったので すが、 そうし た方 々
と、県内の高校生 や大 学生が意見交換をして、民俗芸能に対する思 いとい います か、 そう
いったものを共有 して もらった、というような、新しい取組もして おりま す。
こうしたことは、 今後も継続して取り組んでいきたいと考えており ます。
○高橋嘉行委員長
私も一時期教育に 携わりましたので、その時のことも申し上げてお きたい と思い ます 。
学校教育における 総合的な学習の時間や課外活動等をどう活用して いくか という とこ ろ
で、伝統芸能をは じめ とした地域の持っている資源、これを活用す るのは 非常に 重要 な視
点だということで 、各 市町村立学校においても一生懸命取り組んで おりま す。
その一方で、少子 化の波というのは極めて大きく、伝統芸能は岩手 の各地 にたく さん あ
るのですが、学校 統合 が進められる中で、では全ての伝統芸能を統 合した 学校で すべ てを
継承するのか、と なる と、現実的には難しい、というような課題も 出てき ます。
そうしますと、学 校経営の中で、どうやってそうした伝統芸能を継 承して いくか とい う
ようなことも、極 めて 大事なテーマになってきます。
学校経営に、地域 の皆さんが参画するコミュニティ・スクールとい う形も 、どん どん 岩
手県で広がってき てお りますので、積極的に学校に提案していただ くとい うこと が、 問題
の解決につながる ので はないかと思います。
岩手には貴重な財 産が今現在多くありますし、子供たちの学びの機 会もた くさん あり ま
す。そういうもの を学 校教育の中で生かしていくことが大切だと思 います 。
文化スポーツ部と 教育委員会とが互いに話をしながら、どのように 盛り立 ててい くか 、
という方向で、お 話を していただければと考えます。
○中嶋奈津子委員
先程の補助制度と か、周知等されているとは思うのですけれども、 芸能団 体さん があ ま
り御存知なかった りす る。

こうしたいいもの がありますよ、と いうのを広くお知らせいた だければありがたいで す。
○高橋嘉行委員長
ありがとうござい ました。他にございますか。はい、五日市委員。
○五日市健委員
まず４ページにあ りました「文学の国いわて推進事業」ですが、こ の事業 には私 自身 、
実際に関わり、２ 年間 見てきました。
文芸を志している 生徒が対象ということで、高校生全体に当てはま る話で はない ので す
が、非常に反響が 大き く、また評判が良かったので、この場で感謝 申し上 げます 。
実際に岩手の高校 生は全国の文芸コンクールで非常に良い成績を上 げてお ります 。
具体的には小説部 門で最優秀の文部科学大臣賞を取っておりますし 、団体 戦、と いい ま
すか、文芸誌部門 でも 、最優秀賞をとる、というように、非常に層 の厚い 活躍を 見せ てお
ります。
また、文芸という 分野は、文化活動の中でもコロナの影響を受けな い分野 と思い ます の
で、この事業につ いて は、引き続き手厚く支援していただきたいと 考えま す。
自身が高文連を代 表する立場なので、高校の様子を少しお話しした いと思 います 。
本年度は新型コロ ナの影響で、高校生の活動は大きく制約を受けて います が、年 度後 半
には中学校も高校 も部 活動が概ね通常どおり行われております。
ただし、他校と一 緒に何かをやる、あるいは、外部で発表するとい うのは 、今も かな り
制約を受けており ます 。
一方、大会ですが 、合唱、吹奏楽、マーチング・バトン、演劇とい ったも のは、 コン ク
ールが実施され、 来年 に向けて代表校が決定しました。
それから、美術、 書道、囲碁将棋なども、大会が行われております 。
しかしながら、次 年度夏に予定されている 2021 の和歌山大会 という全国大会は、開 催す
るのかわからない 状態 です。高文連としても、感染症が早く収束し 、本来 の文化 部活 動が
再開することを祈 るば かりです。
加えて、コロナが 収束した後の見通しとして、お話ししておきたい ことが ありま す。
平成 30 年度 12 月 に文 化庁が策定した「文化部活動の在り方に関す る総合 的なガ イド ライ
ン」というのがあ りま す。
この中で、中学校 や高校の文化部活動の課題や方向性が示されてお ります ので、 関連 が
ありそうなことを ２つ だけピックアップしてお話ししたいと思いま す。
少子化が進んで学 校規模は縮小します。そうすると部の数が減りま す。そ れから 先生 の
数も減ります。一 方、 ガイドラインにはこうあります。
部活動は「生徒の 自主性・自発性を尊重し、部活動への参加を義務 づけた り、活 動を 強
制したりすること がな いよう」とのことです。
岩手県では昔から 、部活動にとにかく一つは入りなさい、というこ とをあ る種暗 黙の 了
解として生徒に言 って きましたが、もうそういう時代ではなくなっ てきた 、つま り、 部活
動しなくても良い 、自 主性に任せるのだ、こういうスタンスになっ て来て おりま す。
すると当然、生徒 は減り、部員は減ります。教員数も減ることから 、教師 が担当 する 部
に対して専門性を 持っ てない、部の担当として割当てられたけど全 くわか らない 、と いう
状況が発生する可 能性 が大きくなってきます。
そうしますと、今 後は外部指導者の活用を進めなければならなくな ります し、隣 の学 校
と合同で練習する 、合 同でチームを作る、合同で大会に参加し、発 表を行 う、と いっ た機
会がどんどん増え てく るでしょうから、結果として、学校の枠を超 えた連 携が必 要に なっ
てくると推測され ます 。

それから２つ目で すが、文化活動の多様化について触れられていま す。
「可能な限り、生 徒の多様なニーズに応じた活動が行われるように 工夫す る」と のこ と
です。確かに、運 動部 も含めて、学校のクラブに収まらないような 活動を してい る生 徒は
現にたくさんいま す。
それから、ガイドラ インにはこうした記載もあります。
「 持続可能な活動を 確保す るた め、
長期的には従来の 学校 単位での活動から一定規模の地域単位での活 動も視 野に入 れた 体制
の構築が求められ る」 と。つまり外に出ろと。
学校という枠にこ だわらないで、地域とか、大人の活動団体とかと 一緒に 活動す るこ と
も視野に入れてい かな ければならないのだ、というのが、文化庁の ガイド ライン です 。
私が以前おりまし た北 上翔南高等学校では、もう毎日と言って良い くらい に外部 から プロ
の方が指導者とし てい らして鬼剣舞を教えています。こうした地域 との密 着型の 活動 が、
今後増えていく時 代に なるのだろうな、と考えております。
もちろん、色々な 法令上の問題もありますので、学外に行って活動 したも のをク ラブ 活
動とみなし、学校 の教 育活動として認められるかというとそうはい きませ んし、 安全 上の
問題なども色々あ りま すので、明日からすぐに、というわけにはい きませ ん。
ですが、こうした 法令の整備が進んでいけば、中学生や高校生が、 地域の 大人た ち、 例
えば親世代や、あ るい は定年後の祖父母世代と一緒に、週に何回か 、学校 や活動 セン ター
や公民館といった とこ ろで、夕方一緒に活動している、こういう姿 がそう 遠くな いう ちに
見られるのではな いか な、と思います。むしろ、そのぐらいの勢い で、少 子化が もう 進ん
でいるのだ、とい うふ うにも思います。
情報提供レベルの こと でした。ありがとうございました。
○高橋嘉行委員長
高文連・高体連の 方と教育委員会で十分な合意形成をして、生徒本 位とい うとこ ろだ と
思うのですけれど も、 良い形で前に進んでいってほしいと思います 。情報 提供あ りが とう
ございます。
○増淵敏之委員
この前福岡高校に 行きましたが教員のかなりの方が盛岡からの通い とのこ とで、 びっ く
りしました。一学 年の 学生数も減っております。
だからもう、私達 の目の見えないところ、届かないところで、いろ んな変 化が起 きて お
り、それがコロナ によ ってさらに顕在化してきてしまったところを 、僕た ちはど うや って
ウォッチするか、 とい う多分そういうことなのだと思います。
だから、先ほどの 民俗芸能、学校も大事ですし、イベントも大事だ と思い ます。
ただ、それをどうや って、若者たち、若年層に裾野広げをする かっ ていう 作業の中で は、
やっぱりもうちょ っと 議論をする必要がある気がします。方法論と して。
例えば複雑な難し い問題を持ってはいるのですけど、ウポポイ、あ れコロ ナがな かっ た
ら相当うまく行っ てい たのだと思います。
あれは要するに「 ゴールデンカムイ」が相当効いたものです。御存 知の方 もいる と思 い
ますけれど、去年 の大 英博物館のジャパン、日本漫画の大展覧会の キービ ジュア ルが ゴー
ルデンカムイだっ た。
そうしたフィード バックがあり、それから、ウポポイ自体を、チー ムナッ クスが フォ ロ
ーしてますでしょ う。だから、今の時代、裾野広げはやっぱり合わせ技なのだと思い ます。
アナログもデジタ ルも 含めて。
それをどうやって 有効にモデルとして組み上げていくかっていう議 論をや ってい くと 、
もっと、予算が生 きた お金になっていく、というところではないか と思い ます。

ちょっとした意見 でし た。会の進行を止めてしまってすみません。
○高橋嘉行委員長
ありがたいお話を 頂戴しました。いずれ予算案としてこれから議会 に提案 すると のこ と
ですが、承認を得 られ た場合、これをいかに生きた使い方をしてい くか。 関係者 と十 分な
連携のもとに合意 形成 をして、良い形で進めていただければと思い ます。
それを踏まえて、 執行面でも十分工夫していただければと思います 。
それでは、時間も 経過して参りましたので、次に進みたいと思いま す。
「（２） 新型コロ ナウイルス感染症対策」について、簡潔に説明をお願 いしま す。
(2) 報告
文化芸術関 連の新 型コロナウ イルス感染症対策等について
○事務局
（文化芸術担当課 長か ら資料４-１ 及び４-２に基づき説明）
○高橋嘉行委員長
御質問等はいかが ですか。
○阿部武司委員
いわて文化情報大 事典、予算が 120 万ですか、これでどの程度のこ とがで きるの かな 、
というのはちょっ と気 になるんですけど。
運営だけで 120 万 なの か、それとも新たな追加とか、機能強化とか 、どこ までで きる の
かどうかっていう こと はちょっと疑問なんですね。
実際に私も利用す るんですが、非常に使いづらい事典なんです。
特に私は民俗芸能 をよく見るんですが、検索機能がないんですね。
これではね、やっ ぱり全国に発信するにはちょっと恥ずかしい、ま た恥ず かしい 言い ま
したけど。
というのはですね 、神楽と検索すると、検索結果が、何を基準に並 べてい るのか わか ら
ないんですよ。
市町村別なのか、 あいうえお順なのか、こういう検索性のないウェ ブはや っぱり 、誰 も
見向きもしなくな っち ゃうんですよね。
ですからこれを改 善できるような予算の使い方をしていただきたい 。
いわて文化情報大 事典には、ウェブ上でリンクが張られていて、そ こに飛 ぶ機能 も持 た
せてありますが多 分、 一生懸命やってらっしゃると思うんですね。 ですか らその よう にリ
ンクに飛ぶものも ある わけですね、市町村のリンクに飛ぶとか。結 局なん か良く わか らな
くなっちゃったり する んですよ。
本来、HP そのも のにそういう 機能を持たせていただいて、大 体その 情報量 も非常 に低 い
んですけどね。現 実的 には。これは仕方ないにしても、少なくとも 市町村 別だと か、 あい
うえお順だとか、 とい う形で、検索ができるぐらいの機能を持たせ ていた だけれ ばあ りが
たいなと思いまし た。
○高橋嘉行委員長
大事典に対するい ろいろな御要望だと思いますので、いずれ今後そ の充実 に向け て、 御
検討していただけ れば と思います。よろしいですか。

○事務局（文化芸 術担当課 長）
はい。
○高橋嘉行委員長
ただいまコロナの 関係も含めまして、御質問等ある方。熊谷委員ど うぞ。
○熊谷常正委員
予算に関してちょ っと御質問させていただきます。
世界遺産に絡んで のことなのですが、例えば、先ほど増淵委員から も指摘 のあり まし た
無形文化財、無形 遺産 ですね、少なくともこの資料の中では見えて こない し、そ れか ら日
本遺産についても 見え てこない。
例えば世界遺産の 無形遺産については、阿部委員も関わっておられ ますが 、今度 は鬼 剣
舞が候補に入って くる わけですし、いろいろ増えてきている。
そのあたり、どの ような予算上の措置が出されておりますでしょう か。
○高橋嘉行委員長
はい。事務局お願 いします。
○事務局（文化芸 術担当課 長）
無形遺産につきま しては、例えば日本遺産ですと国の予算がありま して、 今年度 は漆 が
登録されておりま すが 、そういったものを活用することを考えてお ります 。
あるいは観光面と 結びつけて、例えば観光分野や産業振興で予算措 置をす る、と いっ た
こともあります。
○高橋嘉行委員長
他にございません でしょうか。
それでは、これまで の御説明等も含めまして何かありましたら、御発言をお願いしま す。
○熊谷常正委員
ついでにといいま すか、これは高橋会長の御所見を伺いたいと 思い ます。資料１ -１の ２
ページ、49 番の文化施 設の入 場者数 が 75 万 7000 人。これは、例の やつが 影響し てい るも
のと思うのですが 、こ れは特記事項できちんと書いておいた方がい いので はない かと 思い
ますが。その辺は どう でしょう。会長の御所見を伺いたいとい思い ます。
○高橋嘉行委員長
75 万ジブリ展のた めですね。これまでの美術館の最高入場者数が若冲展 で７万 でし た。
そして、モネ展で ６万 。それに対してジブリ展が 32 万人だった のですね 。
これはまさに今、 熊谷委員からいただいたように、特殊要因なので すけど 、これ は、 あ
くまで実績値とし ては この数字となるのですが。
評価の中で、特記 事項の記載はあるものですか。
○事務局（文化芸 術担当課 長）
基本的には指標の 達成度があまり良くなかった C とか D のものにつ いて、 特記事 項と し
て掲載する、そう いう 整理になっております。
○熊谷常正委員

申し上げたいのは 、結局、今お話がありましたジブリ展の 32 万を除いてしまいます と、
当該指標が目標値 に達 してないことになってしまう。
そういったことも 踏まえ、特記事項として、この実績はジブリ展の せいだ という こと を
ちゃんと書いてお いた 方が後々いいのではないかなと思いますが、 その辺 り、御 検討 いた
だきたいなと思い ます 。
○高橋嘉行委員長
その評価結果につ いては、すでに県議会の方に報告されているので 、今後 の、来 年度 以
降のですね、その 評価 の際にはそういう、今では特殊要因がある場 合には 、その 辺も 、ど
う対応したらいい か、 御検討いただければと思います。
他にございません でしょうか。よろしいですか。
それでは次第の「 ３（2）」までは以上で終了したいと思います。
「(3) その他」です けれども、事務局の方で何か準備しているものはあ ります か。
(3) その他
○事務局（文化芸 術担当課 長）
ございません。
○高橋嘉行委員長
委員の皆さんから この際、何か最後に御質問等があればお願いしま す。よ ろしい でし ょ
うか。
本日の審議会では 、何か審議会としての考え方を集約するという議 案はな く、来 年度 の
事業計画等の説明 があ ったということでございます。
現在、コロナ禍と いう大変な状況の中で、いろいろ御検討いただい ている と拝察 いた し
ますが、これを克 服で きるよう、関係者の皆さんと力を合わせて、 岩手の 文化芸 術を 盛り
上げていくように 、よ ろしくお願いしたいなと思います。
本日の議事につい ては、以上で、終了とさせていただきたいと思い ます。
それでは進行を事 務局にお返しいたします。
皆さん御協力大変 ありがとうございました。
４ 閉会
○事務局（文化振 興課総括 課長 ）
委員の皆様、長時 間にわたり御審議ありがとうございました。
それでは本日の審 議会はこれをもちまして閉会といたします。
本日はありがとう ございました。

