４ 検討事項
（１） 市民等による一般投票の実施方法について
投票期間

７月１日（金）～31 日（日）までの１か月間

投票資格

小学生以上の人
※ 住所要件は設けないが得票比率を市内在住と市
外とで分ける。→【例】市内：２ポイント、市外１ポイント

投票要件

投票は一人１回、現 100 選５つ＋新候補５つを上
限に投票

投票用紙

現１００選、新候補に通し番号を符って一覧表にし、
投票用紙には選択した番号のみ記載

投票方法

⑴ 直接投票（市役所２階広報課、ららぽーと沼津、
マックスバリュ沼津南店、原地区センター、金岡地区
センター、三の浦観光案内所、くるら戸田）に投票箱
を設置
⑵ Google Formｓによる電子投票

付帯確認

以下を記載してもらい重複投票の抑制と参考の統
計データとする
・ニックネーム（任意 「氏名」の記載は直接投票にお
ける個人情報の管理上情報取得が困難で、取得の
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理由も薄いため）
・年代（10 歳以下、10 代・・・80 代、90 歳以上）
・住んでいる地区（中学校区を基本に 18 地区のう
ちから選択チェック方式） or 市外
周知方法

広報ぬまづ（７月１日号、100 周年記念事業に因ん
で）、市ホームページ、公式 SNS による

※投票広報には、
・「この投票結果を参考に選定委員会による選定作業が行われること」
・「一般投票後のスケジュール」

を記載。

別紙２ 投票用紙（案）
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（２） 選定基準の設定に際して注意すべき事項について
前回までの会議・アンケート結果から、選定基準については「前回ベ
ースで設定し、選定作業時に随時見直していく」としていたが、選定
にあたり次のように具体的な考え方をまとめ、選定基準を設定したい。
整理区分

１

改選方法につ

検討内容

考え方【事務局案】

「現 100 選は平成版

現在選定されているぬまづの宝としてふ

とし改選後の 100 選

さわしい資産の価値は変わらないため、

を令和版とし抜本的な

どちらの方法をとっても結果としてはほぼ

改選とする」か、「現行

同じようになると想定される。そうなると

100 選を見直し、生じ

「平成版」と「令和版」の２つを存在させ

た余地に新たな候補

る意義が乏しくなることと、候補の応募数

を組み入れる」か

も整理・集約すると 100 ちょうど程度で

いて

あるため抜本的な改選のための候補母
数に満たないこと、現 100 選の価値は将
来に向かって継続して尊重していく趣旨
で企画されたものであること、等により
「現行 100 選を整理・集約した余地に新
たな候補を組み入れ改選する」方針とし
たい。
「自然」「歴史」などの 一定数の比率で得票数に応じて決定す
７ 分 類から 、 それ ぞ れ る場合、予め分類ごとの割合を定めるの
選 定 す る 宝 の 割 合 を は困難であることと、既存の 100 選全て
決めるか

２

を入れ替えるのではなく、新たに選定する
もののみで設定した比率に数を合わせる
のは困難なため分類割合を指定しない
方が良いか（最終的な微調整が必要とな

選定数割合に

った場合に検討）。

関すること

市内の地域ごとに偏り 地域により応募のあった新候補及び既存
がないよう選定する宝 の 100 選において候補絶対数が地域ご
３

の割合を決めるか

とに大きな差があることと、２の考え方を
準用し実施が困難なため地域割合を設
定しない方が良いか（最終的な微調整が
必要となった場合に検討）。
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選定する宝の数はちょ 100 選のネーミングと R5 の 100 周年
うど 100 個とするか
４

に因んだ改選のため、構成資産の考え方
を取り入れできるだけ多くの項目を組み
込み、数としては「100」に合わせることと

統合・整理に関
すること

したい。
『場所』を示す宝、『情 宝を集約し可能な限り多くの資産を選定
景』を表す宝をすみわ するため、「情景」を構成資産とし、「場

５

けして選定するか

所」として選定した方が他の宝を構成資
産化する目的に沿うのではないか。

現存しない宝はどうす 主体物自体が現存しなくても「記録」や
るか

「史跡」など、引き続き当該宝の内容や歴

６

史を構成する要素が何らかの形で存在
し、本市の魅力を将来に向け発信できる
状態であれば可としたい。
場 所 が 特 定 で き な い 場所の根拠に高度な学術的判断を要す
宝はどうするか（造礁 る（鑑定依頼や正式な意見聴取が必要と

７

サンゴの北限地など）

なる等）ものは、基準２の⑿「内容の確認
が困難」に該当すると判断し不可とした
い。

事実が確認できないも ６の考え方を準用し不可としたい。
８

の、確証がない宝の選
定はどうするか

９

選定の可否に

抽 象 的 な 宝 の 選 定 その宝を表現するものとして、「記録」や

関すること

（「戸田とロシアの関 「史跡」など構成する複数の資産が存在
係」など）

し、それらを総合して確固たる根拠が得ら
れるのであれば可としたい。

料金のかかるところ、も 有料の民設民営で基準２の⑵「営利目
のの選定はどうするか
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的」の性格の強いものは不可としたい。た
だし、公益性があると認められるものは基
本構成資産として位置付けることで良い
か（公設公営、公設民営のものは可）。

実際に行くことができ 禁止区域、危険な場所にある宝を市が公
ない、見ることができな に認定し、トラブルを招く又は懸念を抱か
11

い（禁止区域、危険な せるものとなってはならないため不可とし
場所など）宝はどうす たい。ただし、屋外にあるものは禁止区域
るか

外から存在を確認することができ、かつ
継続して関係者の管理下にあって人の手
4

が入っている場合は可としたい。
継続性がない、すぐに ６の考え方を準用し条件付きで可とした
12

終わる可能性のある宝 い。
はどうするか
保存状態が悪く、整備 危険性については 11 の考え方を、滅失

13

予定のない宝はどうす のおそれについては６の考え方を準用し
るか

条件付きで可としたい。

『人物』はどうするか

亡くなった後も既存の「芹沢光治良」「若
山牧水」「江原素六」「井上靖」のように

14

資料館（記録）が存在するなど６の考え
方を準用し条件付きで可としたい。

→「選定の可否に関すること」の６～14 については、選定基準に追加記載。
別紙３ 「新たなぬまづの宝 100 選選定基準（案）
ぬまづの宝 100 選選定委員会
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（３） 「一般投票」実施後のスケジュールについて
令和４年７月１日～31 日

市民等による一般投票

８月

投票集計（事務局）

９月上旬

第５回選定委員会（投票結果を踏まえ
た選定作業と PR 関係の印刷物・ノベ
ルティグッズの検討）

12 月

第６回選定委員会（選定作業・市長へ
の報告案・方法の決定）

令和５年１～２月頃

市長への新 100 選案の報告

４月上旬

新 100 選の決定

７月１日

市制 100 周年にあわせ新 100 選の
発表
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