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令和４年度福岡県文化芸術振興課審議会 議事概要 

 

１ 開催日時 

  令和４年７月８日（金） １０時００分から１１時３０分まで 

 

２ 開催場所 

  福岡リーセントホテル ２階 レインボーホール 

 

３ 出席者 

  島谷会長、糸山委員、今川委員、今林委員、宇田川委員、江藤委員、大森委員、 

  緒方委員、酒匂委員、塩川委員、ニック委員、樋口委員、平井委員、藤原委員、 

  溝田委員、森委員、鷲野委員 

 

４ 委員紹介 

  事務局から、西本委員、塩田委員、高橋委員、野原委員の後任として新たに就任し

た江藤委員、酒匂委員、塩川委員、平井委員の紹介が行われ、福岡県文化芸術振興審

議会規則第５条第３項の過半数の出席要件を満たしているため、審議会が有効に成立

していることを確認した。 

 

５ 会長挨拶 

  島谷会長から開会の挨拶が行われた。 

 

６ 議題 

 

事務局から、資料１及び資料２における「福岡県文化芸術振興基本計画令和３年度

施策実施状況について」の説明がなされ、以下のとおり質疑が行われた。 

 

【委員】 

 今、いろんな活動の御報告をいただきまして、今回、コロナ感染症の中で大変な御苦

労をされていろんな事業をなさったということで、本当に感謝申し上げたいと思います。 

 地域に入っていきますと、今回のコロナの影響で、いろんな活動がほとんど中止、あ

るいは物すごく縮小されるという中で、こういうことに携わっておられる方の閉塞感と

か、次につなげていく取組がなかなかできないとか、そういう悩みをかなり持ってある

方がおられました。 

 今回のコロナの感染症は、収まっていくかもしれませんし、また変異株がはやるかも

しれませんけど、将来的に考えると、また新たな違った感染症が発生してくることも想

定されるところと思います。そういう中でも最低限の文化芸術活動をしっかりと継続で

きるような、今までと違ったやり方、取組の仕方、仕掛け等を何かしら考えていかなけ

ればならないのではないかという気がしているところでありますけれども、そのような

ことについて何か県のほうで御検討されたり、今後取り組もうとしていることがござい

ましたら、お聞きをしたいと思うところです。 
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【事務局】   

 感染症は今後もいろいろな形でまた発生する可能性がございますけれども、そういっ

たものに対応して、具体的にこういった形で事業をやっていこうというところまでは、

現段階ではまだ具体の策はございません。 

 今は、各施設におきまして、サーモグラフィーを置いたりとか、手や指の消毒を徹底

するとか、湿式のトイレから乾式トイレという細菌が発生しにくいトイレへの改修を随

時やっているところです。まずは、感染症対策の一つとして、そういった基本的な対策

をしっかり徹底することによりまして対応していきたいと考えております。様々な地域

で、確かに活動が今ちょっと停滞している感がございますので、様々な事業の中で、今

後どういった形でそれを活性化させていくのかを私たちもしっかり考えていきたいと思

います。 

 

【委員】   

感染症対策は非常に大事なことでありますし、今やれることはそういうことかと思い

ますけど、長期的に見たときに、先ほど申しましたように、またこのような事態が発生

する可能性もある中で、今までと同じような文化活動にとらわれないで、ちょっと違う、

先ほど、ウェブを使った展示会をやったという御説明がありましたが、そのようなこと

もいろいろ加味しながら、新たな感染症が発生しても最低限これぐらいのことはできる

というふうなことを、これから先、次のこういう計画がまた策定されると思いますけれ

ども、それに向けて少し検討を進めていただければと思います。 

  

【委員】   

この報告の中で、能や九州シンフォニーがいつもの施設内だけではなくて、外で活動

したのは非常にいい。さらに、ポストコロナに入りますと、やっぱり博物館の中だけで

はなくて、なるべく外でというか、野外という意味だけではなくて、いろんな施設とい

うか。例えば、能を県庁の１階でやったのはいいんですけれども、県庁にはなかなか普

通の人は行かないでしょう。例えば、大きな駅のホームとか、本当に皆さんが通常行っ

ているところに文化を持っていく。みんなわざわざどこかに行かなくても、日常の中で

もうちょっとそういう活動があったらいいと思います。 

 同じように、小学校などでそういうパフォーマンスをすると。もちろん、教育のため

に学校でもやって欲しいんですけれども、２０代、３０代の方が日常生活の中で何か見

えるような、そういう外の活動をどんどん増やしてほしいと思います。 

  

【事務局】   

 今年度の新しい事業になりますけれども、県では、先ほどおっしゃったように、会場

から外に出ていって、例えば、音楽などをお届けするいろいろなアウトリーチ事業に力

を入れております。例えば、アクロス福岡を中心にやっておりますけれども、小編成の

楽団等を今までは小学校や中学校を中心に派遣しておりましたが、今年度は、全部でた

しか８回ぐらい予定しているかと思いますけれども、各市町村の文化施設、例えば市役

所のホールであったり道の駅であったり、要するに、閉じられた空間ではなく、誰もが

気軽に見に来られるような場所に派遣いたしまして、より多くの方たちにそういったも

のを楽しんでいただくような事業にまず取り組みたいと思います。 
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【委員】   

 私たちとしても、大学の授業を対面で行っていくのが難しい、いろいろ限られた中で

やっていくという不便さの一方で、この２年の間に、新しいツール、例えばＺｏｏｍで

授業をするとか、対面よりも意外と便利な方法が新しくできてきたと思います。今や、

なるべくそれら両方のツールを使って、これまで以上に学生にとっても教員にとっても

新しい活動ができるようになったと思いますけれども、文化においても同じことが言え

ると思います。特に今までの文化活動は対面で、行ってみて、目で見て、聞いて、その

場に身を置いてという活動がほとんどだったと思います。やっぱりそれにはあらがえな

い魅力があると思いますし、これからも大事にする必要があると思いますけれども、一

方で、この間、できなかったからこそ新しい道ができてきたかなというのも日々感じて

いるところです。 

 例えば、先日、東海で演奏会が行われたんですけれども、そこに九州から出かけてい

くのはなかなか難しい。そこで、今のこの状況だからということで、会場での参加に加

えて、オンライン参加もあり、申し込んで参加しました。ユーチューブで予約していた

人に、ケーブルテレビが収録している演奏会をライブ配信し、それを日本中の人たちが

見れるようにしたところ、結局、会場にいた人よりユーチューブで視聴している人数の

ほうが多い、ということがおこりました。 

 特に福岡県は、九州一円の中でも割と特別な場所であり、日本の中ではかなり西のほ

う、そして海外との接続のある割と特異な場所だと思いますけれども、こういう新しい

動きはそういうところではうまく活用できる、新しい環境だからこそ、例えば東京では

できないことができたりするのではないかと感じます。 

 

【委員】  

 前に発言された方々に続くような内容ですけれども、殊に文化施設においては、新型

コロナ禍のためにいろいろなイベントなどを中止せざるを得なくなったり、あるいはや

り方を変えるということで、今ご説明がありましたように、例えばオンラインで鑑賞で

きるようにとか、バーチャルで見せていくとか、そのようなことを、本当に知恵を絞っ

てそれぞれのところでやってきたかと思います。 

 ただ、そのときにいつも問題になるのは、そういうものを使えない方たちというか、

日頃、昼間の文化施設のイベントなどにいらっしゃるのは高齢の方が多いのですが、パ

ソコンやスマートフォンなどのネットワークを使えない方が多く、そういうことについ

て、県の担当者の方は何か工夫をされたかどうかをお聞きしたいと思います。 

 

【事務局】  

 私どもの課で今実施している事業の中で、デジタルといいますか、オンラインを通じ

た会議とか様々な取組をやっていますけれども、確かに今おっしゃったような高齢者の

方に対してどういった工夫で情報をお届けするかというところについては、すみません、

まだ具体の取組はなされておりません。申し訳ございません。 

 今後、しっかりそういった課題を認識いたしまして、どういったことができるか検討

してまいりたいと思います。 
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【委員】   

今日の先ほどの御報告で、まず、令和３年度の事業を紹介していただいたわけですけ

れども、以前よりお伝えしてきたことですが、成果指標がわざわざ数字で紹介されまし

た。しかし、御存じのとおり、これはあくまでも結果の報告、数値の報告であって、英

語で言えばアウトプットですよね。それに対して、私たちが今本当に知りたいのはアウ

トカム、本当の意味での成果だと思います。だとすると、数値で紹介するだけではなく

て、そこから、例えば、福岡県の地域課題に対してどのような対応がなされたか、ある

いは次世代育成に対してどのような投資がなされているか。特に、残念ながら、こうい

う議論の席上では、文化ＧＤＰのような発想で、例えば経済への波及効果とか、人の機

運を高めるとか、そういったことが全く報告に至っていないのではないかと気になりま

す。 

 それから、この会議そのものは、今、福岡県庁の人づくり云々のセクションが主導さ

れてやっているわけですけれども、これも私が以前よりずっと言い続けてきたことです

が、本来の文化あるいは芸術の営み事というのは行政マターではありません。一旦行政

から切り離して、アーツカウンシルのような、独立独歩、自立した組織というのを福岡

県でも目指すべきです。 

 既に文化庁をはじめとする中央政府はアーツカウンシル化への取組を促進する意向で

いろいろ努力をしているし、既に４７都道府県の中で幾つかの都道府県はアーツカウン

シルを独自につくりながら、芸術文化の営み、とりわけ文化において、例えば、先人た

ちからいただいたものを大切に保護し次へ伝えると同時に、芸術・文化の力を使った産

業を促したり、あるいは私たちの創造性、創造力を挑発し高めています。そこから新し

い産業とか新しいコミュケーションみたいなものが生まれていくわけです。そういった

波及効果みたいなものを、願わくは、数値を超えた福岡県独自の営みの機運みたいな形

でお示しいただきたかったんですが、残念ながら、そこには至っていなかったと思いま

す。 

 

【委員】  

 県文化団体連合会は、県民文化祭とか県民文化大学とかを開催している連合会ですけ

れども、県から委託を受けて実施しております。８９文化連盟が所属しています。市町

村と全ての専門分野別です。オーケストラ連盟なんかは１万３,０００人ぐらいいます。

地域別では、北九州が６,８００人ぐらいでしょうかね。○○委員の地元飯塚は３,３０

０人でかなり大きな連盟になっています。 

 県文連関係の県民文化祭の一昨年の実施実績は５０％です。コロナが出たときは非常

に慌てました。もちろん県文連と県主催の半分ずつで県民文化祭は開催しているんです

けどね。昨年は、創意工夫、リーダーの尽力もありましたけれども、コロナ対応で、ま

ず、内閣府のガイドラインや福岡県のガイドライン、そして施設独自のガイドライン―

―小さい施設とか大きい施設がありますからね、そういうガイドラインに沿ってできた

わけです。縮小したり、形を変えたり、バーチャルだったりいろいろでしたけど、とも

かく去年は７６％できました。これは創意工夫の結果です。 

 アジア国際美術展を私が実行委員長で実施したんですけど、そこで「ウィズコロナ時

代の各国・地域の美術活動状況報告と今後の展望」というフォーラム集をまとめました。

アジアのほとんどの国は、ガイドラインというよりも、国立美術館は閉めっ放しとかが
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多くて、そういう点で、日本の内閣府の対応は非常に優れていると思います。また、県

もそれに沿って実施しているということで、アジア国際美術展も九州芸文館でできまし

た。これは県民文化祭ではありません。 

 地域でも、専門分野団体でも、ほとんどの場合は県の文化団体連合会と相談しながら

実施しています。そのほか、アートフォーラム＆リーダー研修会を毎年やっています。

リーダーたちがこういう実態にどう対応したらいいかということも、シンポジウムとい

うかフォーラムで県の講師を呼んだりですね。この前は県と地域専門分野から二人ずつ

ぐらい来ましたけど、県と協力してやっていっています。 

 そのほか、九州沖縄文化団体連絡会議ですね。経済界の文化対応のほうもありますけ

ど、文化は文化で、他の県はどうなっているかも情報交換して、それを県の文化の活動

に反映する。そういう感じで一応努力しています。 

 今回の目標は、全ての県民文化祭ができるようにすることです。県民文化大学もいろ

んな講座、子供体験学習などを実施していますけど、よろしくお願いしたいと思います。 

 もう一つですけど、ここで一番問題になるのは、リーダーが責任を持たないといけな

いので、クラスターを心配してイベントを開けなくなってしまうんです。特に、地域の

公民館とかいろいろな小さなホール、やっぱりコロナへの恐怖ということでですね。も

う一つは、開催した後、罪悪感を持つわけですよね。だから、リーダーが地域において

孤立してしまうんです。専門分野のほうはそうでもないですけれども、地域のほうが特

にそうです。 

 県民文化祭も、去年、９のうちの六つでできて、四つの市町村ではできませんでした。

やっぱり地域のリーダーは、ここで拡大させてはいけないという責任感が出てしまうん

ですよね。当たり前ですけれども。そういうことのケアをする対策が欲しいんですけど、

県文連だけではとてもできないので、できたら県のほうで、心療内科じゃないですが、

そういうケアをする方法ですね。やらなかった人やイベントを補償する方法はきちんと

できているんですけど、リーダーが安心感を持てるような方策が今年は入ってくれれば

いいかなと期待しております。これは期待です。すみません。 

 

【島谷会長】   

取組等、いろんな意見、県のほうへの注文があったわけですけれども、今お答えいた

だかなくても結構ですので、そういった点も加味していただければと思います。 

  

【委員】  

 福祉の分野ですが、施策の柱の２の文化芸術に親しむことができる環境づくりという

ことになろうかと思いますけれども、その中でも、やっぱり福祉の支援が必要な人への

環境づくりということで、御承知のように、コロナ禍で生活困窮者が非常に増加してお

りまして、いわゆる生活福祉資金というのを私どもは担当しておりますが、そこの借入

れが県内で８００億円を超えるというような、ちょっと信じられない事態になっており

ます。 

 そういう家庭の子供さんですね、子供の貧困というのが私は非常に心配になっており

ます。いろんな取組、共同募金会や社会福祉協議会のいろんな助成とかもありまして、

子ども食堂への支援が非常に強まっております。そういう中で、そういった貧困にある

子供さんが特に文化芸術に親しめるような配慮といいますか、そういったところが本当
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は今後必要になってくるのではないか。 

 それから、将来に向かって、日本経済は先細りの心配がありますので、総じて社会が

貧困化していく可能性もないとは言えません。こういう中で、そういう人たちへの、特

に子供のこういった環境づくりというのを今後しっかりやっていく必要があるのではな

かろうかという気がしています。 

 私自身も、具体的にその辺のデータ的なものとか実情をよく把握しているわけではあ

りませんので、今後勉強していきたいと思います。県にはそういう視点も持っていただ

ければと思います。よろしくお願いします。 

 

【委員】   

今、○○委員のほうから子供の貧困の問題を御提示いただいたので。私も、ＮＰＯと

して最初に社会包摂系の演劇のワークショップを始めたのは博多駅にいらっしゃったホ

ームレスの人たちとでしたので、実は福岡県の子供の貧困率がかなり高いことを認識し

ています。 

 以前、ＮＨＫ福岡局のドキュメンタリー的なもので、子供の卒業時の文集で一般的に

よく使われる「将来の夢は何ですか」と質問したのに対して「生活保護をもらうこと」

と書いたという番組を見て、すごく心が痛みました。私自身も貧困の子供たちのところ

に、演劇が専門なので、そういうことをやりたいという認識は実はすごくあります。 

 今、ももち文化センターの館長をさせていただいているので、早良区の子ども食堂と

かにアクセスしようとしているんですけど、なかなか……。行きたい気持ちはあります。

今年度、文化庁の共生社会チャレンジということで補助金の申請をして採択されたこと

もあり、何かのきっかけを、間を取り持っていただくようなことを県のほうにお願いで

きれば、私としてはぜひやりたいと実は思います。 

 前回のこの策においても、３に「障がいのある人々の～」というしっかりとした柱が

立っているんですけど、実は障がいのある人々だけではなくて多様な人々にしていただ

きたいということを、私もそれこそ○○委員とかも一緒になって言いました。その意味

は、今の○○委員の御発言のような子供たちに経済的な理由でアートが届かないという

のはすごく心が痛むということなので、うまい仕組みを何か県庁のほうでお考えいただ

けたらこちらとしてもありがたいと考えております。よろしくお願いします。 

 

【島谷会長】  

 いろんな要望が県にありまして、限られた人材と予算で大変かと思いますが、いろい

ろ意見を聞かせていただきますので。 

 

【委員】  

 最初のコロナ禍の中で、我々は障がいのある人たちに対して人材育成とか発表の機会

をつくっていく中でリモートがすごく効果的でした。在宅の障がいのある方とか、福祉

施設の業務で忙しい方が施設で受講できたりしています。先ほど○○委員が言われてい

た、そういうのが得意ではない人がすごく多い中で、我々はマニュアルを作ってさしあ

げて、それでも不安な人は事前接続テストみたいなことをやっています。これはぜひ県

のほうでも、そういうマニュアルを作ってやっていただけたらと思います。そういうこ

とで参加できるということで、リアルに参加するよりも参加者数が増えた実例もござい
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ますし、そういった方でもアート活動をやるとか、文化施設にちょっと通ってみるみた

いな動機が生まれた人がいると思います。 

 そういうのも、多分、先ほどの子供に対してとか高齢の方に対して有効に使えるので

はないかということと、コロナという中で、そういったものの日常化にしっかり遅れな

いよう、県全体でフォローしていくことが非常に大事かと思います。 

 ○○委員が言われていたアウトカムはすごく大事な考え方だと思っていまして、私も、

文化振興課と一緒に福岡県の障がい者文化芸術活動支援センターというのをやっていま

すけど、毎年、アウトカムの目標を立てています。我々は、福祉の分野だけではなくて

文化と融合するということで、文化施設とのネットワーク構築を昨年度やらせていただ

いて、○○委員のももち文化センターもそうですけれども、アクロス福岡や久留米シテ

ィプラザ、宗像ユリックス、大野城まどかぴあということで、そういう文化の分野と一

緒に、障がいのある人たちの表現が発表できるとか、鑑賞ができるように構築していく

ということを一つ柱としてやっています。そういったところの成果というものが徐々に

広がっていて、実は、今月、アクロス福岡で、障がいのある人たちに対応する実務ワー

クショップを職員全員が受講するというプログラムとしてやっていて、それが久留米シ

ティプラザとかいろいろと派生している段階です。そういった、どういうふうに広げて

いくのか、どういう社会を構築していくために何が必要なのか、どういったところと手

を組んでちょっとずつ構築していくのかというのが結構大事だと思います。 

 

【委員】 

 今までの皆さんの御意見を伺って、ずっと自分でも考えていたんですけれども、隅々

で本当に生活に密着して文化的なことを頑張っていらっしゃる方は本当にたくさんおら

れると思います。そういった方は、文化祭とかで交流はあると思いますけれども、そう

いう地域の宝の方々が、横のつながりというか、そういうものをもっと持てる方策があ

ったらいいなと思いました。そのときに、どうしてもデジタルに抵抗の多い年代の方こ

そ今頑張っていらっしゃるので、その辺り、うまいこと交流などを持てたら、地域の宝

を後世に伝えられるのではないかと思いました。 

 文化財のデータベース化というのがここに書いてあるんですけれども、郷土史家など

地域の歴史などをよく知っていらっしゃる方のような人の宝というか、そういうものを

データというか、うまい形で残して、世代を超えて学んでいけるように、横のつながり

もできるように、何か方法はないかなと考えながらお話を伺っていました。 

 

【島谷会長】  

 要望が沢山出てきて、昨年度についてということではなくて、幅広になっております

が、それだけ皆さんが県の仕事に期待しているということかと思います。 

  

【委員】   

今の○○委員の御発言に大いに賛同いたします。このコロナ下において、伝統工芸や

無形民俗文化財などといったものが実施されない、できにくい状況にありますので、そ

こは文化財保護課とも知恵を絞りながらこれから取り組んでまいりたいと思います。 

 それと関連して、日本遺産古代日本の「西の都」につきましては、「多言語対応ガイ

ドブック、解説案内板を設置」というふうに１ページのところに報告が出ておりますが、
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「西の都」につきましては、太宰府市単独であったものを令和２年にシリアル化してご

ざいます。それから文化庁が再認定するかどうかというときに保留となっておりました。

こんなふうに文化庁の評価が低いものに対して、ガイドブックと多言語化した案内板を

設置するだけで足りるのかと。文化財保護課のほうでもこの問題については取り組んで

おられると思いますが、文化振興と文化財保護がうまくリンクして連携を取ってなさっ

ているのかということをお尋ねしたいと思います。 

 

【事務局】   

 シリアル化された「西の都」の日本遺産に関して、認定の継続に当たって、審査委員

の皆様方から様々な意見がございました。まず、ベーシックなところで、来られた方に

きちんと価値を分かってもらう取組が必要ではないかというのが一つ、あと観光的な視

点も必要ではないかということがございましたので、これは文化振興課と教育庁と観光

の部局とで連携しながら、「西の都」をテーマとした文化観光推進地域計画というもの

の策定を進めています。この６月に、文化庁に計画の申請をいたしております。これが

認められれば、文化庁の補助金も活用して、もちろん価値の発信も含めて、それから来

ていただいた方に楽しんでいただけるような受入れ環境整備、それから周遊していただ

けるような取組を、県だけではなくて、地元の市町や観光協会を含めて進めていきたい

と考えているところです。 

 

【委員】   

県には幾つもの部署があり、また関連の自治体との連携も非常に大変かと思いますけ

れども、ぜひこれが再認定されて、本当にすばらしいと言っていただけるようにお願い

したいと思います。 

 

【委員】   

 文化とは何だろうということを、日頃、私たちは新聞を発行しながら考えたりするこ

とが結構ありますけれども、本来、非日常的なものを抱えながらも暮らしに溶け込んで

いるものです。ただ、今の文化・芸術というのは、どこかにこちらから出向いていかな

ければならないような、暮らしからすごく分離している感覚があります。 

 先ほど報告書の２ページ目にあった成果指標に、文化芸術を直接鑑賞した県民の割合

を７５％にするという目標値がありますが、ここまでやるには、多分、今の取組ではか

なり難しいと思います。先ほど、アウトリーチに力を入れていくという御説明がありま

した。それはとてもよいことだと思いますけれども、イベント中心になっているという

のがやはり気になります。そこに出向かなければいけません。そうではなくて、もうち

ょっと踏み込んだ発想で、私たちの日常にもう少し組み込まれるような仕掛けというか、

そういうものが必要であると。例えば、天神のまちにいろんな企業がありますけれども、

そこにアートが絡んでいくとか、そういった取組が必要ではないかと思います。 

 そのためには、先ほどお話がありましたアーツカウンシルという組織のように、小ま

めにそういった対応ができる組織が本当に必要だろうなと思います。一つお尋ねしたい

のは、福岡県としては、アーツカウンシルに関して何か検討しているんでしょうか。 
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【事務局】  

 全国様々な自治体でアーツカウンシルが組織されている状況といいますか、流れは

重々承知しております。県でも、一部でそういった声が出ているのは十分承知していま

すけれども、具体的に今すぐアーツカウンシルを組織するというところまで議論が進ん

でおりません。ただ、今後、いろいろな課題が出てくる中で、そういった声がさらに強

まっていけば、当然、そういった方向で検討を進めていく必要があると思います。 

 

【委員】  

 文化財の保存、活用、それからそれを生かしたまちづくりに関連すると思いますけれ

ども、指定されている文化財も、それだけではなくて、周辺にそれに関連するものがた

くさんあります。生活に密着しているものもあります。文化財保護法の改正によりまし

て、そういった関連するものも一緒に保全、活用していこうということで、文化財保存

活用地域計画をつくりましょうみたいなことがあります。 

 県のほうでも大綱をつくられたと思いますので、今後は、地域、市町村のほうで、文

化財をもうちょっと身近なものに感じて、生活の中にあるものも一緒に保全していこう

という機運が広がるのは大切なことだと思いますが、保存活用地域計画を市町村で立て

るのは、市町村に人材がいなかったりして立てられないという状況もございます。ぜひ

県のほうでそういう支援とか指導といいましょうか、あるいは普及啓発みたいなことを

していただけたらいいのではないかと思います。県のほうでは、そういった文化財保存

活用地域計画を立てることに対して何か支援などをされているのかどうかについてお伺

いしたいと思います。 

 

【関係課】 

 今委員から確認がありました保存活用地域計画ですが、既に昨年７月に久留米市、宗

像市が最初の認定を受けられまして、その後、現在も申請段階の自治体が２件ございま

して、同時に、策定を開始されている自治体も２件ございます。計画策定の前の打合せ

とか、県の研修会においても地域計画の意義や役割をその都度研修しておりまして、随

時御相談を市町村の方から受ける形を取って、同時に、そういった策定を考えていらっ

しゃる市町村の方と一緒に懇話会を文化財保護課が主催しています。そこでいろいろ、

どういったことができるかとか、どういったことを考えているか、常に相談を受けなが

ら策定を進めている状況です。随時受け付けています。 

  

【島谷会長】 

 地域計画に関しては、県がというよりも、文化庁の技官が、話が上がった段階で地域

と共に振興しています。今年度も、文化審議会の文化財部会で今月も協議される予定で

して、今年の後半、そして来年と。ここ５年間ぐらいで、かなりの数の手が挙がってい

ます。その全部を福岡県がやるのはかなり難しいと思うので、国と対応しながらやって

いくしかないかと思います。やっぱり計画をつくるためにはそこまでの基盤がなければ

いけないのと、県任せではできないので、地元の文化財活用と一体となってやる必要が

あります。今、活用ばかりが言われているんですけど、保存あっての活用ですので、活

用するために保存がどれだけ必要かということも併せて検討しなければいけないと思い

ます。 
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 ○○委員の質問の趣旨と私の答えが合っているかどうか分かりませんが。 

 

【委員】   

もちろん地域が主体というのはそうですけど、ただ、そういう機運が盛り上がってい

ない市町村とかもございますので、県のほうでいろんな情報を流していただければと希

望いたします。 

 

【島谷会長】   

それにつきましても、文化庁が各県に情報を流して、それを県が各地方公共団体に流

すわけですけれども、それを受ける素地が十分ないところはなかなか難しいということ

が言えると思います。それを文化財と思っている地方公共団体ばかりではないので、そ

の辺をどういうふうに振興していくかというかじ取りですね。県のほうも体力の問題が

あると思いますので、その辺は、何もしないということではなくて、並行しながら情報

を流し、やる気のあるところからつくり上げていくということになるのが現状かと思い

ます。 

 まだ御発言いただいていない方もありますが、ほかに報告事項が２件ありますので、

最後にまた御発言をいただきたいと思います。 

 

  事務局から資料３における「福岡県障がい者アートレンタル事業について」の説明

がなされ、以下のとおり質疑が行われた。 

 

【島谷会長】  

 これは障がい者のアートという形で進んでいますが、先ほど○○委員等から出た、文

化は日常の中にあるということを考えれば、ほかのアートにもこれを活用できるのでは

ないかと思います。やっぱり生活の中に文化があるべきであって、私が言うのも変です

けど、殊さら博物館、美術館に行っているときだけが文化を享受しているわけではなく

て、生活自体が文化です。昨年、日本酒と書が無形の生活文化ということで登録されて、

今振興しているところですが、そういった形で文化が生活の中に生きてくることが望ま

しいと思います。 

  

【委員】   

レプリカというのは、カラーコピーなんでしょうか、それとも別の手段で作っていら

っしゃるんでしょうか。今後、レプリカの作り方において、もっとリアルに作品に近づ

ける技術を使っていく予定などがあるのでしょうかという質問です。 

 

【委員】   

受託しているのは我々の法人です。高画質のデジタルプリントでレプリカ作品を制作

していまして、複写もプロのカメラマンにカラーバーチャートを添えて撮影いただき、

色校正をしながら出力していますので、本物の作品に近い仕上がりになっています。 

 切り絵とか版画とか油絵みたいなもので、レプリカだと凹凸が表現しにくい場合があ

りますけど、作家さんが応募される際にはそれを了承して応募いただいています。 

 最初、原画と考えていたんですけど、やはり扱いとか、展示している間に破損したり
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すると、補償の部分が結構大変なことと、安価で借りられるシステムをつくっていくと

いうことで、県と協議してこの価格にさせていただいたところです。 

 

【委員】   

興味本位で恐縮ですけれども、５８名のアーティストのうち、実際に還元を受けられ

た方が何人いらっしゃって、１人当たりどの程度の還元を個人的に手にされたのか、そ

の辺、差し支えない範囲でお願いいたします。 

 

【委員】  

 今回、３６件の団体から、１ヶ月、３ヶ月、半年、１年と、さまざまなプランの申し

込みがありました。一番多かったのは１６箇所にレンタルされた作品でして、それだと

作家への支払額は年間で約５万円です。ゼロ件だったのは８０点のうち３点のみで、こ

れはとある団体から「借手のない作品を展示します」という御厚意をいただいたという

のもありますけれども、１ヶ月プランのレンタルが１件だった作家は、１，５００円程

度の収入となっています。 

 そういった部分で、我々もいろんな企画をしていきながら満遍なくというところもあ

りますし、これは協議が必要ですが、作品の入替えなども考えていかなければいけない

し、傾向と対策が大分見えてきたところがあります。また、展示先をまた変えていく、

官公庁とかだけではなく、民間のレストランとかホテルとか、今でもありますけれども、

そういったところ向けにバリエーション豊かな作品を用意して、いろんな方々のアート

作品が可能性につながっていくように考えています。 

 一つ、我々として県ともいろいろ考えているんですけど、やっぱり展示されることに

よって御家族や当事者の方がかなり喜ばれて、それが目標や目的の一つではありますけ

ど、我々としては、展示された側にソーシャル的な考え方を啓発していくことも役割だ

と思っています。１年目、まだ半年で、ホームページの構築はできてないんですけど、

作家と展示される場所に行って取材をするとか、何でこういう活動に賛同いただいて展

示いただいたのかみたいなところも取材して、県内でいろんな障がいのある人たちのア

ートが点から線、面になっていくみたいな部分でしっかり広めていきながら、こういう

活動に関わることがクールであるというような雰囲気もつくっていけたらと思っている

ところです。 

  

【委員】   

すみません、また○○委員へのお尋ねになるかもしれません。すごく関心があって、

幾つか質問させていただきたいんですけど、このレンタル先数の延べ３６件というのは、

公的機関が多いのか個人が多いのか、それをお聞きしたいのが一つです。 

 あと、利用される方はどんな感覚なのか、体感をお聞きしたいんです。例えば、障が

いがある方の支援になればという感覚なのか、それとも純粋にアートとして非常に面白

いという感覚なのか、今おっしゃったように、こういうことをするのがクールだという

ことなのか、その辺の感覚をもうちょっとお聞かせください。これが二つ目です。 

 もう一つ最後に、三つ目ですけれども、ＰＲの仕方というか、先ほどホームページの

お話がありましたが、今どんなふうにして、これからどうされるのか。その三つをお尋

ねできればと思います。 



- 12 - 

 

 

【島谷会長】   

大変申し訳ないですけれども、後で個々にやっていただけますか。 

 

【委員】   

すみません、では、後ほど。 

 

【島谷会長】  

 ほかの質問はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

  事務局から、資料４における「世界遺産「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」

について」の説明がなされ、以下のとおり質疑が行われた。 

 

【委員】   

宗像・沖ノ島の世界遺産については、私は舞台芸術のほうなので、地元の劇団が市民

参加型のミュージカルを実施したり、博多座のほうで安部龍太郎先生が書かれた本を原

作にした演劇が上演されたという事例が過去にあります。 

 こういう世界遺産のイベントですとどうしても観光ツールになりがちですし、今はコ

ロナ禍なので舞台芸術を活用するというアイデアが浮かびにくいと思いますけれども、

市民ミュージカルみたいなものですと、市民の人たちが直接関わったりとかなさること

もあり、自分たちのまちの世界遺産に対する意識が高まるという別のベクトルもあるか

と思います。だから、５周年はあれですけど、１０周年とか、次の節目の機会がありま

したら、宗像市には宗像ユリックスという文化施設とかもあると思いますので、そうい

うところと連携して横に広がるような活動にしていただけると、先ほどから出ている市

民自体が生活に文化を取り入れるということにもっとつながるかと思いますので、それ

をお願いしたいと考えております。 

 

【委員】   

メインイベントが非常に面白そうで、自分も興味があって参加したいと思いますけれ

ども、同時に、世界遺産の扱いが……。何というかな、大きな船が沖ノ島の近くに行く

のはいいんですか。本当は行ってほしくないでしょう。とても特別な場所で、みんなが

勝手に行くのは駄目ですよね。さっきの話だと、ツーリズムというか、観光の遊びのに

おいがするところがちょっとある。実際に上陸したりとか、行くのはちょっと……。そ

れは考え過ぎかもしれないですけれども、とにかくコメントしておきます。 

  

【島谷会長】 

 これは、近くまで行って、上陸はしないわけですから。魚を捕っている人が避難する

ときは今でも上がっていいわけで、鳥居から先には行ってはいけないというルールにな

っています。いつまでたっても、多分、葦津宮司は上陸していいという答えは出さない

と思いますので、これは私が言うことではないと思いますが、委員の上陸してしまうの

ではないかというのは考え過ぎかなと。そこは、多分、葦津宮司も譲らないと思います。 
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 そうやって注目してもらわないといけないということが考え方の発端であったのでは

ないかと思います。確かに、世界遺産になっても、その直後は人が来るけれども、その

後は来ない、どこの場所でもそういうのが続いていますので、そういった活用を図るこ

とは必要かと思います。 

  

【委員】   

宗像の世界遺産構成資産に関しては、陸地から幅６０キロで、沖ノ島を包含する形の

バッファーゾーンを設けています。同時に、現在、ユネスコはそういうバッファーゾー

ンも含めまして、世界遺産サイトに関しては遺産影響評価（ＨＩＡ）というものをきち

んと打ち立てて、観光圧力に対して的確な保護の施策を展開しなさいということを世界

中の世界遺産サイトに対して、お願いベースですけれども、言っています。 

 日本は、残念ながら、世界遺産政策に関してはかなり後手に回っていまして、この遺

産影響評価に対する計画が心もとないということで、今、早急に、文化庁を中心にＨＩ

Ａに関する政策づくりをやっている真っ最中です。 

 そこから考えますと、ＪＲ九州所有のクイーンビートルで近くまで行くというのは、

ＨＩＡの考え方に対しては心もとない計画です。例えば、非常に大胆な発想ですけれど

も、世界中の世界遺産サイトには、例えば、ガソリンエンジン車では近づかないでくれ

ということが常識的に展開されておりますので、クイーンビートルも、電気で動かす船

だったら、もしかすると近づいてもそんなに環境に対する、あるいは景観に対して……。

つまり、ガソリンあるいは重油で行くクイーンビートルは、必ず海の世界に対して負荷

を与えることが分かっているわけですよね。 

 さっき○○委員がおっしゃってくださったことは、もっと具体的に、物理的に、環境

的に、景観的に本当にあしき問題を生み出すということで、日本ではさほど議論されて

こなかったんですけど、世界遺産の世界における政策レベルでは、そういったことは常

識になっています。だから、こういう船に乗って近づかないというのが前提で、今後の

宗像にしても、あるいは明治日本の産業革命遺産にしても、いわゆるインタープリテー

ション計画を展開していくべきと。市民社会にどんな世界遺産の価値をお伝えしていく

のかということに関する福岡県のインタープリテーション計画は、もともと私が委員長

でつくっていまして、そこでは、観光圧力などは極力低くしていくべきであるというこ

とをはっきりうたっております。ただ、今、それが生きているかどうかというのは分か

りませんけれども。 

  

【島谷会長】   

 世界遺産に限らず、文化財の保存と活用というのは本当に相反するような状況にある

と思いますけれども、ただ、保護ばかりだと理解が進まないという一面もありますので、

どういう形でそれを周知していくかというのが大きな課題であるのではないかと思いま

す。 

  

【委員】   

 最初に、令和３年度の事業報告も含めて報告がありました。どうしても私たちが、国

博に行ったりどこに行っても、コロナの関係で中に入れなかったのは事実だと思います。

先ほどいろんな話があった中で、いろんな広報媒体をもっと有効に使うと。そして高齢
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者の方々が今回なかなか入れなかったというのは事実であると思います。私も、近くの

方に「一緒に行こうや」と言っても、「私は行きませんよ」という方がほとんどだった

と思います。そういう人たちに媒体を使ってうまく活用できる方法というのが多分ある

と思います。国博だけではなくて、いろんな文化振興についてのお話になると思います

が、そういうのをもう少し考えていただければと思います。 

 今日、かなり要望が出たと思います。今日みたいに子供たちの貧困まで入れたら、多

分、児童家庭課とかまで入ってこなくてはいけない。これはなかなか難しい部分がある

かと思います。恐らく今年１年かけてもこれは片づかないような議論だったかと思いま

す。昨年はできなかったということで、私も初めて今日参加させていただきましたが、

ここまで幅の広い審議会というのは初めてです。今後、また我々ができること、そして

行政でできること、そして県と市町村、そして国がうまくバランスを取れないと、この

いろんな問題は片づかないと思いますので、県も大変でしょうけど、中に入っていただ

いて、市町村まで含めてやっていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。 

 

【島谷会長】  

 今○○委員がほとんど締めてくださったようになりましたけれども、要望が大変多い。

○○委員から出たアーツカウンシルの問題であるとか、聞きっ放しではなくて、県とし

てこういうふうに考えているというＱ＆Ａみたいな形でお答えをいただく。あるいは、

この会としては、今日はこれで終わりたいと思いますが、違う意見また言い足りなかっ

た意見等がございましたら、事務局に遠慮なく言っていただくということが本来の姿で

あろうと思いますので、そういったことを含めて各委員と共有していきたいと思います。

文化に関して皆さん方、各委員が非常に熱い思いを持っておられて、とてもうれしく思

います。 

 以上で、一応、この審議会は閉じたいと思います。本日の会議はこれまでとしたいと

思います。委員の皆様におかれましては、活発な論議をありがとうございました。 
  

７ 閉会 

  德永人づくり・県民生活部長から閉会の挨拶が行われた。 

 

── 了 ── 

 


