
４　令和２年度の取組「特に力を入れている事業」の具体的事例

文化財保護事業
千葉市教育委員会
文化財課

千葉市郷土芸能保
存協会加盟団体

千葉市内における無形民俗文化財（郷土芸能：お囃子、神
楽）を継承するための保持団体が実施する後継者養成事業や
用具補修事業に対して補助金を交付する。

1985 －

千葉市内における無形民俗文化財の保存・伝承
と普及に大きく貢献している。新型コロナウイル
ス感染症の影響により、事業の縮小や祭礼の中
止が相次いだ。

新型コロナウイルス感染症の影響から、今年度も
昨年度同様、事業の縮小や祭礼の中止が予想さ
れる。

後継者養成事業と用具補修事業に対し補助金を
交付する。

ベイサイドジャズ千葉

（公財）千葉市文
化振興財団、ベイ
サイドジャズ千葉
実行委員会

千葉ジャズ協会、（公
財）千葉市観光協会、
千葉市中央地区商店街
協議会、千葉商工会議
所、千葉大学モダン
ジャズ研究会、（公
財）千葉市国際交流協
会、稲毛商業文化祭実
行委員会、（株）千葉
日報、ＮＰＯ法人まち
づくり千葉

ジャズを中心とした音楽文化の振興と街のにぎわい創出や地
域活性化のため、千葉市内において、ジャズストリートを中
心としたコンサートなどのジャズイベントを開催する。

1998 －

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、不特定
多数の会場や店舗を中止し空調管理や指定席が
可能なメインホールのみとなったが、音楽文化
イベントの光を消すに継続することができた。

ー
通常のベイサイドジャス千葉の実施を計画してい
るが、新型コロナウイルスの感染状況により計画
を変更する場合がある。

永井荷風書斎移築再現事業 市川市 ー

文豪 永井荷風の終焉の地である市川市の「街の記憶」を後
世に継承するため、市内に現存する書斎を、令和2年度に完
成した新庁舎内に移築再現展示するとともに、永井荷風の等
身大の人形や、愛用の机・座布団・文房具などの複製品を作
成して展示した。

2020 2020

当初の計画より書斎の移築再現に費用がかか
り、愛用品（複製）の作成・展示数が少なく
なってしまった。今後、解説なども含めて全体の
内容を充実させ、荷風書斎の移築再現の周知拡
大を図る必要がある。

ー ー

KUGURU展 アートな暖簾の参道
を歩こう

市川市、
ICHIKAWA ART
CITY 実行委員会

千葉商科大学、市
川商工会議所、山
崎製パン株式会社
等

アートを切り口とした地域活性化推進のため、アーティスト
からデザインを公募した暖簾を制作し、会場地区の寺院参道
にある商店に掲げるととともに、市のポンプ場の外壁に壁画
を作成した。展示した暖簾やアート作品は、会場外でも楽し
めるようウェブ上で公開した。

2020 2023

展示や実施企画のオンライン配信等を通
じ、市民に文化芸術に触れる機会を提供する
ことができたが、新型コロナウイルス感染拡
大防止のため、事業規模の縮小を余儀なく
された。

ー
事業内容の精査や広報活動等の強化を図り
ながら、継続して開催する予定である。

船橋市 ふなばし音楽フェスティバル

ふなばし音楽フェス
ティバル実行委員
会、船橋市教育委員
会

市内文化団体

世代や音楽ジャンルを超えて市内の音楽団体が一堂に会し演奏を繰
り広げる「千人の音楽祭」、公民館等身近な施設で気軽に音楽を楽
しむ「地域ふれあいコンサート」、船橋駅周辺の屋内外の複数会場
でライブを繰り広げ音楽にあふれる一日を演出する「ふなばし
ミュージックストリート」、市内アマチュアビッグバンドによる
「バンドスタンド船橋」等のイベントを市民を中心とした実行委員
会が企画・運営を行い実施している。

1995 未定

「第7回ふなばしミュージックストリート」「第
28回音楽のまち・ふなばし 千人の音楽祭」
「地域ふれあいコンサート」は、オンライン・
配信での実施方法に変更し、コロナ禍において
の事業の在り方を提示した。

船橋市民文化ホール、船橋市民文化創造館主催
事業は中止。

新型コロナウイルス感染症対策を徹底した上で各
事業の実施方法を検討し、現在中止している事業
については再開時期・事業内容を検討していく。

芸術祭/市民文化祭
習志野市芸術文化
協会

ー

①【芸術祭】習志野市芸術文化協会加盟団体が習志野文化
ホール、モリシアホールを会場に日頃の活動の成果を発表す
る。
②【市民文化祭】習志野文化ホール、市民ホール、サンロー
ド津田沼の各会場で市民文化祭を開催する。

①1984
②1964

未定
市民文化祭については、新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため規模を縮小して開催した。

芸術祭は新型コロナウイルス感染症の影響により
開催を中止した。

芸術祭については感染症対策を万全に講じた上
で実施した。（４月実施）
市民文化祭についても同様に実施を予定してい
る。

習志野市美術展覧会「市展」
習志野市芸術文化
協会

習志野市美術会
習志野市芸術文化協会加盟団体及び公募により、日本画、洋
画、彫刻、工芸、書、写真の６部門の作品を展示発表する。

1994 未定
令和2年度については、新型コロナウイルス感染
症の影響により中止した。

ー
感染対策を万全に講じたうえで実施を予定してい
る。

八千代市市民文化祭 八千代市
市民団体，高等学
校・大学

市民自らが文化を創造できるまちづくりを推進するため，市
民の文化活動を奨励・支援し，市民が参画する自主的な文化
活動として市民文化祭を実施する。また，市民が自主的に参
画することができるよう，従来の鑑賞することを主とした文
化祭から，自らが創造・表現することのできる文化祭を目指
す。

不明 ー

参加団体，参加者，参観者と毎年，下がってお
り，尚且つ新型コロナウイルス感染症の影響で団
体自体の維持が難しい状況だが，貴重な発表の
場であり，多くの市民も文化芸術に触れる機会
でもある事から重要な事業。

新型コロナウイルス感染症による影響を受け
た。

新型コロナウイルス感染症の影響で実際に開催で
きるか危ぶまれるが，開催が難しい場合でもオ
ンライン会開催等の方法も検討していく。

市民文化祭ポスターデザイン画展 八千代市 ー

市民から公募したポスターデザイン画を展示することで，応
募者及び来場者の文化的意欲・関心を高め，次年度の市民文
化祭ポスターデザイン画の募集促進を図るとともに，八千代
市市民文化祭の周知を目的としている。

2018 ー

市民から公募したポスターデザイン画を展示する
ことで，応募者及び来場者の文化的意欲・関心
を高め，次年度の市民文化祭ポスターデザイン画
の募集促進を図るとともに，八千代市市民文化
祭の周知を目的としている。

新型コロナウイルス感染症による影響を受け
た。

今年度については，例年開催している会場が
新型コロナウイルスワクチン接種会場となっ
ているため，別の文化施設において開催予
定。

浦安市 市美術展
浦安市、浦安市教
育委員会

公益財団法人うら
やす財団、浦安市
美術協会

広く市民から美術作品の公募を行い、優れた作品を審査、選
考し、市民に紹介することで、市の文化芸術の振興と普及を
図ることを目的として開催する。

1961 不明
定期的に文化芸術活動の発表や鑑賞の機会を設
けることで、市民の文化意識の高揚を図ること
ができた。

コロナウイルス感染拡大防止のため、展示や作品
の搬出入、作品講評の方法を工夫する等、対策を
講じて実施。

当該事業は各年で実施しており、今後も継続して
実施していく。

浦安市 市民文化祭
四街道市、四街道市
市民文化祭実行委員
会

市民団体

市民の文化活動の成果を発表するとともに、優れた文化芸術
を鑑賞・体験する機会を提供するため、関係機関、団体が連
携して諸行事を集中的に開催し、もって市民文化の向上と生
涯学習の振興をめざす。

ー ー
新型コロナウイルス感染症の影響により中止し
た。

ー
新型コロナウイルス感染症拡大防止に努め、
例年より縮小して開催予定。

市川市

習志野市

八千代市

開始年度 結果への評価
特殊事情（新型コロナウイルス感染症・東京

2020大会延期による影響等）
令和3年度の実施予定

千葉市

市町村名 事業名 主催 連携団体 概要
終了（予定）

年度

別添



開始年度 結果への評価
特殊事情（新型コロナウイルス感染症・東京

2020大会延期による影響等）
令和3年度の実施予定市町村名 事業名 主催 連携団体 概要

終了（予定）
年度

PARADISE AIR事業
松戸市（運営：一
般社団法人ＰＡＩ
Ｒ）

株式会社浜友商
事、omusubi不動
産

かつて、江戸と水戸をつなぐ拠点として多くの旅人が行き交
い、宿場町として栄えた歴史や伝統を活かし「一宿一芸」を
コンセプトにアーティスト・イン・レジデンスを展開し、
アーティストが作品を残している。令和2年度は57組のアー
ティストを招聘、その活動を支援した。約3週間のショート
ステイ、約3ヶ月のロングステイの2つのプログラムがある。
令和2年度ロングステイは513組（83カ国/地域）の応募から
3組のアーティストを選定した（令和3年度に滞在予定）。

2013 －

市民の文化芸術体験機会の創出、松戸の文化の
情報発信、異文化交流、地域アーティストの海外
進出促進等、国内外に向けた取り組みを通じ、
国内外からの評価と市民の満足度を高め、アー
ティストと市民双方に開かれた創造的なまちづく
りの一旦を担っている。

新型コロナウイルス感染症の影響により、
アーティストの滞在・派遣、イベントが一部
中止となった。

アーティストを招へいするプログラムを実施
し、その活動を地域へ還元する機会の創出と
認知度向上のための情報を発信する。

科学、芸術、自然をつなぐ国際
フェスティバル「科学と芸術の丘
2020」

松戸市
アルスエレクトロ
ニカ、東京大学、
千葉大学ほか

2020年11月21 日(土)、22日(日) の2 日間「GARDEN OF
CREATIVITY」をテーマに、会場の戸定が丘を舞台に、世界
で活躍し、時代を切り開く研究機関や研究者、アーティスト
たちによる基調講演やトーク、特別展覧会、ワークショップ
を開催。現地での開催に加えオンラインによる配信も行っ
た。

2018 －

子供から高齢者まで幅広い世代に、国内外の先
進的な取り組みを紹介するだけでなく、運営面で
は、官民学の垣根を越えて、地元の市民やクリエ
イター、団体をつなげ、一緒に未来の社会を築
いていくことに繋がった。

ー
今後、開催規模を大きくしていくため、運営
体制、地域とのネットワーク構築を図る。

野田市文化祭
野田市文化祭実行
委員会

野田市文化団体協
議会

市民の文化・芸術活動の奨励及び生涯学習の振興を目的とし
て開催するものである。実行委員会形式で実施しており、発
表の場として、舞台発表の部・作品展示の部・各種行事の部
の３つで構成している。

1948 －
令和2年度は、新型コロナウイルス感染症対策の
ため、開催中止となった。

ー
令和3年度は、新型コロナウイルス感染症対
策のため、開催中止となった。

野田市民俗芸能のつどい
野田市民俗芸能の
つどい実行委員会

ー

市内に伝わる民俗芸能の保存、育成、公開を目的に開催する
ものである。野田市民俗芸能連絡協議会所属団体及び市内
小・中学校において民俗芸能活動を行う児童・生徒が出演
し、活動成果の披露と理解及び普及の場を提供するものであ
る。

1998 －
新型コロナウイルスの感染症対策のため翌年度へ
の延期とした。

ー
出演団体の構成や観客の有無など新型コロ
ナウイルス感染症の対策を検討し、例年と同
様の11月末から12月上旬に実施する予定

第６７回柏市文化祭
第６７回柏市文化
祭実行委員会

柏市文化連盟
市内各施設を会場に開催する芸術文化の総合祭典で，舞台芸
術・展示芸術その他文化活動を行う柏市文化連盟加盟団体及
び一般市民が日ごろの研鑽の成果を発表する。

1954 －
新型コロナウイルス感染症拡大防止のために
中止となった。

ー 検討中

柏de吹奏楽PARTY（ぱ～り～）
♪！

Kashiwa Special
Sounds

柏市教育委員会

柏駅東口のダブルデッキを会場に，柏が誇る吹奏楽団の演奏
を楽しめるだけでなく，楽器体験や柏市立柏高等学校吹奏楽
部（イチカシ）と観客が一緒に演奏できるコーナーもあり，
柏駅前を訪れる不特定多数の人々に向けた体験型音楽イベン
ト。

2018 －
令和2年度は無観客の会場から配信により実施
し，19,607回再生された。（2021/3/31時点）

ー 検討中

流山市 駅ピアノ設置事業 流山市 ー
市民が自由に演奏できる駅ピアノを流山おおたかの森駅の周
辺に設置し、文化芸術の振興を図る。

2020 2020

新型コロナウイルス感染症の影響で、感染症対策
が講じやすいスターツおおたかの森ホール内ホ
ワイエに設置し、市民が自由にピアノを演奏でき
る環境をつくることができた。

ー

当該設置事業は単年度で終了となるが、引
き続き指定管理者による管理を継続し、多
くの市民に自由にピアノ演奏を楽しんでいた
だけるようＰＲに努める必要がある。

我孫子市民文化祭
我孫子市教育委員
会、我孫子市民文
化祭実行委員会

実行委員会内訳（我
孫子市文化連盟、我
孫子合唱連盟、北部
地域文化祭実行委員
会、我孫子市民フィ
ルハーモニー管弦楽
団）

毎年、10月から11月ごろにかけて、「芸能部門」「展示部
門」「各種文化行事部門」に分け、団体の発表を行ってい
る。
各団体ごとに一般市民の参加募集を行い、運営している。

1958 ー

令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の
影響により事業を中止とした。高齢化や来
場者の固定化が課題となる中、令和3年度の
実施に向けて事業計画を見直す機会とし
た。

施設の感染症対策に係る方針（定員、場内
入り口での消毒・検温等基本的事項）を遵
守し、事業を実施する。

感染症対策を行ったうえで、事業を実施して
いく。
若者や幅広い世代へ文化祭の周知が図れる
よう、広報等の宣伝はもちろん、オープニン
グを実施することで認知度を高めていく。

郷土芸能祭
我孫子市教育委員
会

市内郷土芸能団体
２団体とゲスト
（市内音楽団体）

令和2年12月6日（日）に湖北地区公民館で無観客公演
（収録）を行い、令和2年12月28日（月）より
YouTubeによる動画配信を行った。

1981 ー

令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の
影響により無観客での公演を行いYouTubeに
て動画配信を行った。普段は来場が困難な
方や幅広い年代の方にも自宅等で安心して鑑
賞いただけたことは大きな成果である。

郷土芸能団体においては、感染症がまん延
する状況下で、伝統芸能を披露する機会が保
てたことでモチベーションが高まり、市と
の連帯感も深まった。今後の継承活動の活
性化に向けて大きく期待できる機会となっ
た。

令和3年度は、感染症対策を行ったうえで、有観
客での公演を実施する。

市民文化祭
鎌ケ谷市市民文化
祭実行委員会

鎌ケ谷市市民文化
祭実行委員会の構
成団体

市民の日頃の芸術文化活動の成果を発表する機会を提
供するため、毎年１０月～１１月上旬にかけて、展
示、発表、参加部門の３部門１６事業を実施してい
る。

1975 ー
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
中止とした。参加者の高齢化が課題となっ
ている。

ー
新型コロナウイルス感染症対策を講じたうえで、
各団体の特性に合わせた開催方法を検討し、開
催する。

芸術鑑賞教室 鎌ケ谷市 ー
優れた芸術文化を鑑賞する機会を広く市民に提供し、芸術文
化に対する興味と関心を喚起する。例年は能楽、歌舞伎、美
術及び文楽の４部門で開催している。

1989 ー

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、４部
門の教室を全て中止とした。
代替事業として、各部門の概要について
Facebookによる情報発信で紹介を行った。

ー

４部門のうち、能楽、歌舞伎及び美術の３
部門については開催を中止とし、市ホーム
ページやFacebook等で文化施設で作成した
作品紹介動画などを掲載予定。文楽部門（１
２月開催予定）については新型コロナウイル
スの感染状況を見ながら開催判断を行う。

我孫子市

鎌ケ谷市

野田市

柏 市

松戸市



開始年度 結果への評価
特殊事情（新型コロナウイルス感染症・東京

2020大会延期による影響等）
令和3年度の実施予定市町村名 事業名 主催 連携団体 概要

終了（予定）
年度

銚子市 銚子市文化祭
銚子市文化祭実行
委員会

市内の文化団体
市民による文化活動の成果の発表を行うとともに、広く市民
の一体感の創生や文化の普及を図る。

不明 － 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 ー 施設の改修工事のため中止

市民文化祭 成田市
共催：成田市文化
団体連絡協議会

市民に等しく発表する機会を提供し、文化芸術活動の推進を
図るため、成田市文化
団体連絡協議会との共催で実施するものである。

ー － 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止 ー
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により
中止

国際市民フェスティバル・子ども
会まつり

成田市、成田市国
際市民フェスティ
バル実行委員会、
成田市子ども会連
絡会

成田市国際交流協
会、成田市文化団体
連絡協議会、成田ユ
ネスコ協会、成田市
レクリエーション協
会、国際村、成田市
民サークル合同発表
会実行委員会、ボー
イスカウト成田第一
団、グループいとぐ
るま

成田国際空港を擁する本市の特徴を生かし、市民団体と連携
を図りながら、市民と外国人との文化交流の場を提供するこ
とにより、国際市民を育むことを目的に開催している。平成
23年度からは、子ども会まつりと同時開催している。

2001 － 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止 ー
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により
中止

佐倉市民文化祭  佐倉市
佐倉市民文化祭実
行委員会

市内の芸術文化団体によって実行委員会を組織し、一般市民
が参加可能な芸術文化に関する公演・展示会等を集中的に実
施する。

1979 不明
新型コロナウイルス感染症拡大のため、中止と
なった。

令和３年度も、新型コロナウイルス感染症の
状況を鑑みて実施の可否及び内容の検討を
行う予定。

新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、
中止を決定した。。

佐倉・時代まつり
NPO法人佐倉一里
塚等

ー

和の風情が漂う城下町「佐倉」に和服を着た人々が多く集ま
り、行き交うことで桜とともに城下町「佐倉」を演出してい
く参加型イベント。期間中は和太鼓、ロックソーラン、和装
コスプレコンテスト、江戸の大道芸などの催しを複数箇所・
複数日で開催し、町全体に賑わいを創出する。

1998 不明
新型コロナウイルス感染拡大のため、直前に中止
となった。

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点か
ら、期間や内容等の開催方法を変更して実施
予定。

今年度開催予定。時期や内容は未定。

旭市民音楽祭
旭市、旭市教育委
員会、旭市市民音
楽祭実行委員会

参加団体の代表者

・市内の音楽愛好家・グループによる発表と交流の場であ
る。
・市民による音楽文化の定着を図るとともに、人々の豊かな
心の育成に資するため開催する。
・出演者は旭市在住・在勤・在学者を含む団体で、団体代表
者による実行委員会により運営・実施する。
・継続事業で令和元年度で15回目を迎えた。

2005 ー

令和2年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防
止の観点から中止とした。コロナの影響によ
り、例年の参加団体が人を集めて練習ができて
いないという状況や、通常通り楽屋や舞台袖を
使用すると密になってしまうなどの課題がある。
コロナ禍に対応した開催方法を考える必要があ
る。

ー
令和3年度は、新型コロナウイルス感染症の
影響で参加希望団体が著しく少数であった
ため、開催を中止とした。

あさひのまつり
旭市・旭市教育委
員会・あさひのま
つり実行委員会

参加団体の代表者

地域に伝わるお囃子や神楽などの発表、相互交流の場を提供
し、伝統文化の伝承を図るとともに、人々の豊かな心の育成
に資する為、実施するものである。
出演団体代表者による実行委員会形式で運営・開催する。

2006 ー

令和2年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防
止の観点から中止とした。コロナの影響によ
り、例年の参加団体が人を集めて練習ができて
いないという状況や、笛や太鼓の掛け声などによ
る飛沫の恐れなどの課題がある。コロナ禍に対応
した開催方法を考える必要がある。

ー
令和3年度は、新型コロナウイルス感染症の
影響で参加希望団体が著しく少数であった
ため、開催を中止とした。

市民音楽祭 八街市
八街市教育委員会
社会教育課

市内中学校・高等学校、市内団体による吹奏楽及び合唱の発
表会。音楽を通して、市民文化の向上を図るとともに、音楽
団体自らが運営し、学社融合による活力あるまちづくりに資
することを目的に、平成８年度から継続して開催している。

1996 ー
令和２年度については新型コロナウイルス感染症
の感染拡大防止のため中止。

ー
令和３年度については、会場が新型コロナ
ウイルスワクチンの集団接種会場となり使用
できないため中止。

市民文化祭 八街市
八街市教育委員会
社会教育課

市民文化祭を開催し同時開催で市内在住の芸術作家による作
品展を行い市民の文化の交流を図る。

1957 ー
令和２年度については新型コロナウイルス感染症
の感染拡大防止のため中止。

ー
令和３年度については、会場が新型コロナ
ウイルスワクチンの集団接種会場となり使用
できないため中止。

印西市
第25回印西市民文化祭～おうちで
オンライン文化祭～

印西市教育委員会
印西市芸術文化協
会

市民の文化芸術活動の発表の機会の確保、活動のPRの場の
確保及び文化芸術に触れる機会の確保を目的として、作品を
募集し、担当課にて編集した動画を11月1日から30日の1か
月間YouTubeにて配信を行った。

2020
将来にわたり

継続
当初の目的を達成し、出品者及び視聴者から高
い評価を得た。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため通
常の市民文化祭を中止したため代替措置と
して実施した。

令和3年度以降は通常の市民文化祭実施後の
12月にオンライン文化祭を開催予定であ
る。

白井市市民文化祭
白井市市民文化祭
実行委員会

白井市・白井市教
育委員会

市民によって構成された実行委員会により、作品展示・芸能
祭・音楽祭・ダンスフェスティバルなど各種事業を開催し、
市民の文化活動の発表の場を提供するとともに、文化の情報
発信を行う。

1957 ー 新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて中止 ー
新型コロナウイルス感染症予防対策を実施し
開催予定

講談『神田香織一門会』 白井市文化会館 ー
神田香織さんと、弟子である神田織音さん、神田伊織さんの
３名で構成された講談の
公演である。

2020 2020

新型コロナウイルス感染症の影響により、集客が
厳しい状況であった。
感染症対策として、消毒・検温、来場者の把握、
来場者と職員の接触機会の削減に尽力した。
当日公演を観にこられた来場者からは、感染症
対策を含め概ね好評をいただいた。

ー
令和３年度は、開催予定の公演が既に決
まっているため実施しない。

白井市

佐倉市

旭市

八街市

成田市



開始年度 結果への評価
特殊事情（新型コロナウイルス感染症・東京

2020大会延期による影響等）
令和3年度の実施予定市町村名 事業名 主催 連携団体 概要

終了（予定）
年度

芸術鑑賞事業 富里市教育委員会 ー

市内や近隣市町村で活動している芸術家の存在を広く市民に
伝えることができ、芸術家と来場者が芸術作品を通じて気軽
に触れ合うことができる機会として、ご好評をいただいてい
る。

2008 不明

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、開催
時期を延期して年度内での絵画展実施を検討した
が、結果として感染拡大防止のため開催を中止と
した。令和３年度は感染対策を行った上、夏期
の絵画展開催を検討する。

新型コロナウイルス感染症拡大の状況次第で
は、変更等が生じる場合がある。

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を
行った上で夏期に絵画展を開催予定であ
る。

市文化祭 富里市教育委員会
富里市文化団体連
絡協議会

市で活動している文化サークルや個人を対象に、発表（ス
テージでの芸能発表）・展示（児童生徒作品展を含む作品展
示）・行事（囲碁・将棋等の大会や体験コーナー）の３部門
について参加者を募集し、秋期の数日間で開催する。

1967 不明

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催を
中止とした。令和３年度は感染対策を行った
上、秋期の開催を検討する。令和３年度は感染対
策を行った上、秋期の開催を検討する。

新型コロナウイルス感染症拡大の状況次第で
は、変更等が生じる場合がある。

例年よりも規模を縮小する等、新型コロナウ
イルス感染症拡大防止対策を行った上で秋期
に開催予定である。安心して参加していただ
けるよう、感染症拡大防止対策の徹底が課
題である。

香取市 香取市民文化祭
香取市民文化祭実
行委員会 香取市
教育委員会

市内在住・在勤・
在学の発表者

香取市民一人ひとり多様な芸術文化活動の成果を発表・展示
し、広く市民に鑑賞の機会を提供することにより、豊かな情
操の高揚を図るとともに、地域文化が発展することを目的と
して香取市民文化祭を開催している。

2009 ー
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため事業中
止とした。

ー
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、令
和３年度の香取市市民文化祭は開催可否を検討
中である。

酒々井町 町民文化祭
酒々井町教育委員
会

町民文化祭実行委員
会

町内在住者及び在勤者が、舞台部門・ダンス健康体操部門・
展示部門・実演部門に分かれ発表及び作品の展示や販売を行
うものである。

不明 ー
新型コロナウイルスの流行により中止とした。令
和3年度は、感染防止対策を行ない開催する。

ー
実行委員会で検討し、展示部門のみ開催する
こととした。

ふれあい文化祭（新型コロナウイ
ルス感染拡大防止のため中止）

栄町ふれあい文化
祭実行委員会

栄町教育委員会

ふれあいプラザさかえを利用する登録サークル及び栄町に所
属する団体や個人で、学習・創作活動をする方々が
相互に連携を図りながら、学習成果の発表、展示、体験を通
して住民との交流の場を作るとともに、地域社会に学習機会
の提供を図ることを目的としている。

不明 不明 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 ー

令和３年度文化ホールについては、ワクチ
ン接種会場のため、接種状況及び感染状況
しだい。
ふれあいセンターは、展示等は実施予定

ピアノ一般開放 栄町教育委員会 ー

文化ホールで所有するコンサートピアノを一般の皆様に開放
し、グランドピアノの魅力に触れる機会、そして多くの方に
音楽を楽しんでいただく機会を創出し、文化振興の一助とす
るもの、有料 1時間あたり1,000円先着10組

不明 不明

例年４月・１０月に実施しているが１０月のみ実
施
10月８日（木）～11日（日）10日台風接近のた
め中止 参加：18組43人

ー
文化ホールが新型コロナウイルスワクチン接
種会場のため中止

小中学校音楽鑑賞教室
千葉県教育委員会、
多古町教育委員会

公益財団法人千葉
交響楽団

年ごとに小・中学生に優れた音楽を鑑賞する機会を提供し、
芸術活動への参加の機運を醸成し、児童・生徒の情操のかん
養を図る。令和２年度は町立小学校を対象とした。

1998 不明

感染症拡大の影響で行事が減っている中、オーケ
ストラの生の演奏を聴く貴重な体験を提供するこ
とができた。
厳しい財政のなか、毎年予算の確保が懸念され
る。千葉県の負担分が総額に応じて増加される
ことを望む。

感染症拡大防止のため、例年３年生から６
年生の対象のところを、令和２年度は５・
６年生を対象にして実施した。

３年度は町立中学校を対象に１２月に予
定。

クラシック音楽の普及
多古町教育委員会
等（公演によって
異なる）

多古インターナ
ショナル・ミュー
ジックプロモー
ション等（公演に
よる）

クラシック音楽の演奏者等を誘致し、主に町民を対象とし
て、クラシック音楽を聴く機会を増やすことによりクラシッ
ク音楽の普及を図る。

2009 不明

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響
により中止。
厳しい財政の中、毎年予算の確保が懸念され
る。

ー
３年度は７月に計画があったが、新型コロ
ナウイルス感染症拡大の影響で中止

東庄町文化祭
東庄町・東庄町文
化協会・東庄町公
民館

東庄郷土史研究
会・町内小中学校
他

町文化協会が主体となり、芸能部による舞台発表・教養部に
よる展示や体験コーナーを開催。
また、町内小中学校の協力で吹奏楽部の演奏や少年書道展を
実施。

1974 ー 新型コロナウイルスの影響により中止。 ー
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点よ
り、人数制限や規模の縮小をし、実施予
定。

公民館まつり
東庄町公民館・東
庄町教育委員会

公民館定期利用団
体・公民館主催講
座

公民館主催事業の教室・講座などで学習した成果を、作品の
展示や写真などで紹介する。また、日ごろ町公民館を会場と
して行われているサークルの活動や、学習した成果を発表す
る。

不明 ー 新型コロナウイルスの影響により中止。 ー
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点よ
り、人数制限や規模の縮小をし、実施予
定。

芝山町 新春寄席
芝山町・芝山町教
育委員会

ー
臨場感のある生の「笑い」を味わっていただくため、また伝
統芸能についての関心と理解を深めるきっかけ作りのため開
催している。

1993 ー
新型コロナウイルス感染拡大により中止。感染対
策が必要。

新型コロナウイルス感染防止のため、今後の
70歳以上無料招待の実施については検討し
ていきたい。

令和４年２月に実施予定。

茂原市 茂原市文化祭
茂原市教育委員
会・茂原市文化協
会

文化祭実行委員会
市民による日頃の文化活動の成果発表の場として、展示・舞
台発表・文芸大会等の各種催し物を行っている。

1952 不明 新型コロナウイルス感染症対策の為、中止
新型コロナウイルスの感染状況等を注視しなが
ら、開催の決定及び規模の縮小等を検討していく

１０月末から１１月末の期間において各公民館
等で実施予定。

東金市 東金市文化祭
東金市、東金市教育
委員会、東金市文化
振興実行委員会

東金市文化団体協
議会

東金市文化祭は、市内において文化活動をしている団体や個
人に発表の機会を設けるイベント。展示中心の「文化展」
と、舞台上での芸能発表中心の「文化芸能大会」の二つで構
成される。

2003 ー
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止とし
た

ー 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止する

栄町

多古町

富里市

東庄町



開始年度 結果への評価
特殊事情（新型コロナウイルス感染症・東京

2020大会延期による影響等）
令和3年度の実施予定市町村名 事業名 主催 連携団体 概要

終了（予定）
年度

飯高檀林コンサート

飯高檀林コンサート
実行委員会、匝瑳
市、匝瑳市教育委員
会

学校法人 立正大学
学園、ふれあいパー
ク八日市場（有）

飯高寺境内（県指定史跡飯高檀林跡）で芸術文化の振興及び
文化財保護の啓発を目的として開催するコンサート。国の重
要文化財である飯高寺講堂を舞台に質の高い演奏会を開催す
ることで、芸術文化及び飯高檀林跡の魅力に触れてもらう機
会とする。

1989 不明

新型コロナウイルス感染症の影響によりコンサー
トは中止としたが、コンサートの歴史やこれま
での出演者等を紹介する飯高檀林コンサート実行
委員会のホームページを開設したことで、情報発
信することができた。

今後もコンサートを継続していくために、中止の
場合でも次回の開催につなげる取り組みをしたい
という思いから、飯高檀林コンサート実行委員
会のホームページを開設し、情報発信力を高め
た。

コンサートの開催については、新型コロナウイル
スの感染状況により判断するが、これまで入場自
由としていたコンサートを座席指定の事前予約制
とするなど、感染症対策を講じて開催予定であ
る。

八日市場文化祭（10月、１１
月）、のさか文化祭（１０月）、
生涯学習祭（２月）

八日市場文化会、
野栄文化会、匝瑳
市文化団体協議会

匝瑳市教育委員会
地域毎（八日市場地区、野栄地区）と、匝瑳市全体での文化
芸術団体による芸能、展示発表会である。

1952・1966・
2010

不明

令和２年度は、新型コロナウイルス感染拡大の懸
念により、いづれの文化祭事業とも中止となっ
た。参加者の大多数が高齢者のため、安全な開
催は非常に困難と判断された。

新型コロナウイルスの感染者数等の状況によって
は、更に縮小（作品展示のみ等）、中止となる
虞がある。

3つの文化祭ともに開催予定。但し、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止対策のため例年より規模を
縮小しての開催となる見込みである。

芸術文化祭・芸文協まつり
山武市芸術文化協
会

ー

市芸術文化協会主催による文化祭や芸文協まつりなど自主的
な文化活動を支援し、市民の発表の場と鑑賞機会の充実に努
めている。市民の活動成果の発表の場と鑑賞の機会を提供す
ることにより文化芸術活動の推進が図れる事業である。

不明 ー
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため施設の
休館等により中止

ー
施設の休館等がない場合は、感染対策を講じて
実施予定

自主文化事業 山武市 ー
市主催で自主事業を開催することで、市民に対し芸術文化の
振興を図る。

1996 ー
新型コロナウイルス感染症により、企画した自主
文化事業の大半が中止となった。
可能な限り令和３年度にて振替実施していく。

ー 令和３年度も自主文化事業を企画し実施する。

大網白里市郷土芸能発表会
大網白里市郷土芸
能保存会

ー 市内で継承されている郷土芸能の発表会。 不明 予定なし

例年、保存会所属の５団体が７演目以上を発表
し、約３００名程度の来場者がある。定期的な
発表会の開催は継承において不可欠である。課
題は、発表会の開催が新たな継承者の獲得に繋
がっていないため、高齢化が進んでいる。

新型コロナウイルス感染症の状況を考慮し、実施
の可否について検討する。

未定

デジタル博物館公開事業 大網白里市 ー
インターネット上で市内外へ大網白里市の文化資源を発信す
るためのデジタルミュージアムを公開している。

2018 ー

博物館・資料館等の展示施設の無い大網白里市
においては、文化資源の情報発信の手段として有
効である。波及効果として学校教育での活用やシ
ティプロモーションの面でも有効となっている。

ー コンテンツの追加予定あり

九十九里町
第１０回九十九里町郷土芸能まつ
り

九十九里町
九十九里町郷土芸
能連絡協議会

ー 1993 ー
新型コロナウイルスの影響により令和3年度へ延
期となった。

ー
令和2年度から延期となり実施する予定である
が、新型コロナウイルス感染症の状況によっては
次年度へ延期となる。

横芝光町 文化祭
横芝光町、教育委
員会、文化協会

文化協会会員、町内
幼稚園、保育園
（所）、小学校、中
学校、高等学校、姉
妹町、姉妹都市

１１月に２日間、町民や管内の幼稚園・保育園（所）・小学
校・中学校・高等学校・町文化協会加盟クラブによる作品展
示や芸能発表会

2006 ー
令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響
により中止。

新型コロナウイルス感染症の状況により中止とな
る可能性もある。

現在、開催について検討段階であるが、規模を
縮小しての開催を検討している。また、新型コロ
ナウイルス感染症の状況により中止となる可能性
もある。

観月の夕べコンサート 睦沢町教育委員会
後援：千葉県教育
委員会、協力：睦
沢町観光協会

国指定重要文化財「大日如来坐像」、町指定文化財「妙楽寺
本堂」をライトアップし、本堂にてアーティストが演奏する
コンサートを行う。

2003 不明

令和2年度はインターネットでの公開となった
が、近隣地域だけでなく全国の人が鑑賞可能と
なり、多くの人にこのイベントを知ってもらうこ
とが出来た。

令和2年度は新型コロナウイルスの影響により、
集客による感染拡大のリスクがあるとして、無観
客での演奏の様子を収録し、その映像を町の
YOUTUBEチャンネルにて無期限・無料公開とし
た。

令和3年度は事業予算を採らず、実施しない。

睦沢町伝統芸能発表会 睦沢町教育委員会
睦沢町伝統芸能保存
団体連絡協議会

ー 2003 不明
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点より中
止。

令和2年度は新型コロナウイルスの影響により、
練習会場や発表会会場に不特定多数が
集まることで感染リスクが高まることが懸念さ
れ、中止となった。

ワクチン接種が普及し、ウイルスが落ち着いた時
期に発表会を開催、
もしくはインターネット配信のいずれかを実施す
る。

長生村 自主事業
長生村・長生村教
育委員会

ー
各種コンサートや芸能、演劇等を1年に１～２公演実施する
者

2020 2020
令和２年度は予算確保できず自主事業実施がな
かった。

新型コロナウイルス感染症のため、村主催のイベ
ントは中止となった。

予算要求をしたが、厳しい財政状況から予算が
取れなかった。

大網白里市

山武市

睦沢町

匝瑳市



開始年度 結果への評価
特殊事情（新型コロナウイルス感染症・東京

2020大会延期による影響等）
令和3年度の実施予定市町村名 事業名 主催 連携団体 概要

終了（予定）
年度

ふるさとしらこ祭 白子町
ふるさとしらこ祭
実行委員会

文化協会加盟団体・サークル・生涯学習講座受講生・
各小中学生などによる作品の展示、芸能発表及び音楽
発表。
産業部門団体による即売・しらこ美味いもの模擬店・
試食の提供。

1970 未定
新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、中止と
なった。

ー
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策が取
れるものについて開催を検討中。

白子町生涯学習フェスティバル 白子町
白子町生涯学習
フェスティバル実
行委員会

主に白子町文化協会に加入しているサークルや生涯学習教室
の活動成果の場
として、作品展示会・芸能発表会・出店の３部門の催しを開
催する。

1990 未定
新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、中止と
なった。

ー
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策が取れる
ものについて開催を検討中。

長南町 町民文化祭 長南町文化協会 ー
中央公民館を会場に公民館教室、創作系サークル、公民館教
室、保育所・幼稚園、福祉施設等による合同作品展及び芸能
系サークルによる芸能発表会を実施している。

1969 ー 新型コロナウイルスの影響により中止。 ー
今年度実施予定だが、新型コロナウイルスの感染
状況によっては中止もありうる。

館山市文化祭
館山市芸術文化協
会

館山市教育振興会
加盟している各団体においてさまざまな分野の芸術文化に触
れる機会を提供し、技能または作品の公開をすることで、芸
術文化に対する啓蒙・啓発を行っている。

1948 未定
例年、事業を実施した場合は館山市の文化芸術
振興に寄与することになるが、令和２年度は新型
コロナウイルス感染拡大防止のため中止。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和２
年度に続き、令和３年度も中止。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和２
年度に続き、令和３年度も中止。

定期演奏会
館山市音楽鑑賞協
会

ー
多くの市民に音楽鑑賞の機会を提供し、地域における文化活
動・情操教育に貢献している。

1975 未定

例年、事業を実施した場合は多くの市民に音楽
鑑賞の機会を提供し、地域における文化活動・
情操教育に貢献しているが、令和２年度は新型コ
ロナウイルス感染拡大防止のため開催準備を途中
まで行ったが中止となった。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和２
年度に続き、令和３年度も中止。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和２
年度に続き、令和３年度も中止。

市民音楽祭
鴨川市・鴨川市教
育委員会

市民音楽祭実行委
員会（主管）

市内で活動している音楽愛好家の発表の場として開催。 1974 ー
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中
止。

ー
新型コロナウイルス感染症の感染対策等を踏ま
え、開催可否を協議中。

文化祭
鴨川市・鴨川市教
育委員会

鴨川市文化協会
（主管）・鴨川市
園芸同好会（主
管）

文化協会加盟１０部門（短歌・俳句・写真・絵画・刀剣・郷
土史・華道・書道・手工芸・茶道）及び園芸部門の日頃の活
動成果の発表の場として開催。

1971 ー
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中
止。

ー
新型コロナウイルス感染症への対策を取りなが
ら、実施の方向で検討中。

南房総市人形劇フェスティバル
南房総市教育委員
会

特定非営利活動法
人富浦エコミュー
ゼ研究会

市民が芸術・文化に触れる機会として捉え、多くの市民が優
れた芸術に出会い豊かな人生を歩む契機となることを願うも
のである。

1988 不明 新型コロナウイルスの影響で中止した。 ー

新型コロナウイルス感染症の終息が見込めないこ
とや、実施会場も「3つの密」を回避することが
難しいことから、2021年度は事業を中止とし
た。

南房総市生涯学習芸術鑑賞会
南房総市教育委員
会

有限会社ビューテ
イマウンテンいず
み

市内の中学校生徒が優れた芸術（狂言）に出会うことによ
り、楽しさやすばらしさを知る機会を充実するとともに、豊
かな心と感性を育むことを目的としている。

2006 不明 隔年実施のため、未実施 ー 実施予定

いすみ市 いすみ市音楽祭
いすみ市、いすみ
市教育委員会

一般社団法人 日
本童謡協会、みさ
き童謡の会

全国で活躍する童謡歌手、ピアニストが出演する親子で楽し
めるコンサート。

2006 未定
令和２年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、中止とした。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止と
した。

令和３年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、中止とした。

木更津市
ミニアートコーナー「アートとふ
れあおう」

木更津市教育委員
会

ー

アート制作体験ワークショップの「ミニアートコー
ナー」を企画・実施し、多くの老若男女がアートと直
接触れあうことができる環境づくりを行い、木更津駅
周辺の公共施設等を活用することで駅周辺の活性化に
繋げていくとともに、保育スタッフとして地域の学生
などに協力してもらい、本市全体に少しずつアートの
種をまきながら市民の文化レベルの向上を図る。

2020 ー

未就学児2回、就学児を2回の合計4回実施
し、参加者からも好評であった。アートの
種をまきながら文化芸術の振興を図ること
が出来た。

ー
春開催を５月に実施済み。１０月と１２月
に実施予定である。

白子町

鴨川市

南房総市

館山市



開始年度 結果への評価
特殊事情（新型コロナウイルス感染症・東京

2020大会延期による影響等）
令和3年度の実施予定市町村名 事業名 主催 連携団体 概要

終了（予定）
年度

上総国府のまち更級日記千年紀事
業

市原市教育委員会 ー

「更級日記」の著者菅原孝標女が市原から帰京した1020年
から1000年となる令和2年を、「更級日記千年紀」として、
これを記念する事業「更級日記千年紀文学賞」や上総国府や
更級日記に焦点をあてた「フォーラム・講演会」を開催しま
す。

2019 不明

新型コロナウイルスの影響により、「フォーラ
ム・講演会」は令和3年度へ延期しました。「更
級日記千年紀文学賞」は創設し、第１回目の募
集を実施しました。

ー
延期した「フォーラム・講演会」を開催します。
また、第１回受賞作品の選考と表彰、及び第２
回の募集を行います。

市原市文化祭
市原市文化祭実行
委員会、市原市文
化振興財団

市原市、市原市教
育委員会、市原市
文化団体連合会、
市原市民俗芸能連
絡会

市原市文化祭は、市民に芸術文化活動の発表の場と、優れた
芸術文化を鑑賞する機会を提供するものであり、市民の間に
も定着している一大行事である。

1967 不明
令和2年9月27日～11月29日までの期間で、22事
業実施する予定だったが、新型コロナウイルスの
影響により全事業が中止となった。

ー
手指の消毒、人数制限、マスクの着用の徹底な
どのコロナウイルス対策をしながら、19事業を9
月26日～12月12日の期間で、実施予定である。

君津市 きみつ水と緑のコンサート事業
君津市教育委員
会・（公財）君津
市文化振興財団

君津市出身の音楽
家、公募市民合唱
団、市内で活動す
る文化芸術団体等

君津市出身の音楽家、期間限定の公募の市民合唱団、ゲスト
や市内で活動する文化芸術団体が連携して開催する市民参加
型コンサート

2018 ー
新型コロナウイルスの影響により中止。予算は全
額減額補正。

ー 新型コロナウイルスの影響により中止予定

富津市 富津市民文化祭
富津市、富津市教
育委員会

富津市民文化祭実
行委員会（主
管）、富津市文化
協会（後援）

市民自ら芸術文化活動に親しみ、その活動を促進するため、
市民および各種団体が一堂に集い、日頃の活動成果を発表
し、市民相互の親睦と融和を図りながら、地域文化の向上に
資することを目的として、市民手作りによる文化祭を実施す
る事業である。

1973 不明
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、開催を
中止した。

ー
新型コロナウイルス感染症対策を講じつつ、一部
事業を中止、または規模を縮小するなどして開催
する予定である。

市民会館・公民館まつり
市民会館・各公民
館

袖ケ浦市文化協会
（後援）、市民会
館・各公民館登録
サークル等

市民会館及び公民館利用団体等の活動成果の発表の場、ま
た、各地区住民の交流の場として市民会館・公民館まつりを
行っている。

1975 不明

新型コロナウイルスまん延防止のため中止とし、
規模を縮小したうえで、代替事業としてサークル
展示会を開催し、団体・個人の活動成果を発表
する機会を設けた。

特になし。

11月頃に開催を予定しているが、市民会館・公
民館まつりの開催場所である公民館等が新型コ
ロナワクチンの集団接種開場となっているため、
実施内容や方法等について検討が必要である。

ミュージアムフェスティバル

袖ケ浦市郷土博物
館、ミュージアム
フェスティバル実
行委員会

ー

博物館活動の周知、世代間交流及び地域文化の向上を目的と
して、平成８年度より年１回開催。博物館友の会、市民学芸
員等と協働で、博物館に関するイベントの体験や各種団体の
活動発表を行っている。

1996 不明

令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の影響
により開催中止となった。今後、コロナ禍にお
けるイベントの開催方法について検討する必要が
ある。

令和3年度の開催は当初6月を予定していたが、
新型コロナウイルス感染症の影響によりミュージ
アムフェスティバル実行委員会で協議の上、秋頃
（令和3年10月9日予定）に延期となった。

秋頃（令和3年10月9日予定）に規模を縮小して
実施予定。来場者の確実な把握、各室の定員遵
守、十分な換気等のコロナ対策を講じる。ま
た、会場内には飲食スペースを設けない。

袖ケ浦市

市原市



５「障害のある方」が文化芸術にふれる機会を創出することを主な目的とした事業

（２）具体的な事業の事例

千葉市 チバリアフリーアートプロジェクト

チバリアフリーアー
トプロジェクト実行
委員会（構成団体：
千葉市、淑徳大学、
千葉市文化振興財
団）

学校法人花沢学園専門学
校、千葉デザイナー学院

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を契機と
して、文化的なアプローチから共生社会の実現を目指すた
め、ファッションやダンスパフォーマンスを通じて、健常者
と障害者が一緒になって楽しむことができるイベントを実施
する。

2016 ―
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止
した。

―

2021年6月27日開催予定。新型コロ
ナウイルス感染症対策のため内容変
更の可能性あり。

習志野市
障害福祉サービス事業所利用者が作
成した貼り絵の展示会

障害福祉サービス
事業所

障害福祉サービス事業所
障害福祉サービス事業所（生活介護）の利用者が作成したち
ぎり絵について、発表の機会がないため市役所庁舎の一部を
貸出し、展示会を行うこと。

2018 ―
市役所庁舎内で展示会を行うことで、幅広い
方々への啓発が出来ている。

特になし １年に１度（２週間程度）開催予定

野田市 サンスマイル
サンスマイル実行
委員会

障がい者団体連絡会・野
田市特別支援学校 他

市内小・中学生と市内各障害者施設入所者等がともに舞台発
表を行うもの。市の主催事業ではないが、施設入所者等の社
会参加行事の一つとして位置づけられており、舞台発表を通
じてふれあいと交流を深めている。

1990 ―
令和2年7月開催予定だったが、新型コロナウイ
ルス感染症の拡大防止のため中止。

―
令和3年7月開催予定だったが、新型コ
ロナウイルス感染症の拡大防止のため
中止。

流山市 バリアフリー演劇鑑賞 流山市

流山市社会福祉協議会、
市内障害者関係団体、千
葉県高等学校文化連盟演
劇専門部会第一地区

平成２８年の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する
法律」の施行に伴い、障害のある・なしにかかわらず演劇を
鑑賞できる機会を提供しようと始まった事業である。字幕表
示や手話通訳、音声ガイド等の鑑賞サポートを提供してい
る。演劇の脚本、出演、音響、照明や当日の案内サポートは
高校生が行っている。

2016 不明

高校生に対して事前にバリアフリー研修を実施す
ることで、障害のある方へのサポートの方法等
を学ぶ機会を提供している。また、市内の障害者
団体等に広報しているが、参加者が伸び悩んでい
ることが課題である。

令和2年度は8月に実施を予定していた
が、新型コロナウイルス感染症のため11
月に延期して実施した。

令和3年7月実施予定

我孫子市 障害者週間作品展
我孫子市障害者福祉
センター

ー
「障害者週間」に合わせて、市内の公共施設等にて市内施設
に通う障がいのある方の作品展示を実施。

不明 ―
障害者福祉センター通所者の作品を公共施設に
展示することにより、広く市民に啓発活動を行う
機会となっている。

― 例年通り実施予定。

成田市 自閉症の方が描いた絵画展 成田市
福祉団体（印旛地区自閉
症協会成田部会）

「世界自閉症啓発デー」及び「発達障害啓発週間」に合わせ
て、自閉症などの発達障がいのある人たちが描いた絵画の展
示を行う事業である。

2016 ―
地域全体において、障がいのある人への理解が
進むよう、啓発する場となっている。

―

令和3年度は、「世界自閉症啓発デー」
（4月2日）及び「発達障害啓発週間」
（4月2日～8日）に合わせて、4月5日
（月）～4月9日（金）の期間で、成田
市役所1階市民ロビーにおいて実施して
いる。

佐倉市 障害者作品展 佐倉市
佐倉市社会福祉協議会、
障害者福祉施設、障害者
関係団体

市内在住または市内で活動している障害のある方(在勤・在
学、各種団体等)が創作した文化芸術作品を発表する機会と
して、障害者作品展「ふれあいギャラリー」を市立美術館を
会場に開催（当初３回までは市内別会場）
 委託事業により実行委員会を発足し運営・開催。

2009 ―

工夫された展示内容により、障害に対する理解も
深まる機会となっている。
作品とともに作者からのコメントを紹介し、来
場者はメッセージを残すことができるため、人と
人とが繫がり今後の活動や生活の支えになってい
る。

新型コロナウイルス感染拡大予防の観点
から令和２年度と令和３年度の開催は中
止となった。コロナ禍が収まれば来年度
以降は再開する予定。

新型コロナウイルス感染拡大予防の観
点から今年度の開催は中止。

八街市 第１６回八街吹奏楽フェスタ

社会福祉法人光明
会、社会福祉法人
八街市社会福祉協
議会

市内小中学校、千葉黎明高等
学校、八街高等学校、八街市
ウインド・シンフォニア、土
気シビックウインドオーケス
トラによるコンサート、おき
なや、あめ細工こみちゃん、
レイバーズカフェ、千葉日産
自動車株式会社八街店、アト
リエフルートナツキ

「八街吹奏楽フェスタ」は毎年八街市中央公民館を会場に開
催してきたイベントである。八街市民の管楽器プレーヤーが
多く参加する大型イベントに成長させようとするものであ
る。「障害者のためのコンサートではなく、障害者が地域の
皆様のために提供するイベント」という趣旨に加え、八街市
文化会館建設促進の足がかりとすべく市民の多くが楽しむと
ともに、作業製品の展示即売会を併催し、障害者の自立に資
することが目的である。

2004 ―

芸術・文化の振興という一面だけではなく、豊
かな人間性を育むうえでも、意義深いことであ
る。通常、サービスを受ける立場にある障害者
が、サービスの送り手となり地域に貢献すること
にも意義を感じるところである。

各種ウイルス感染症の予防対策がとれ、
関係者の安心、安全が確保できれば、実
施予定である。

新型コロナウイルス感染、インフルエ
ンザウイルス感染予防のため、令和元
年度、令和２年度の開催を中止とした
ところである。

白井市
障害者地域活動支援センター利用者
の作品展示

白井市 ー

 障害者週間に合わせ、白井市保健福祉センター(ロビー)で
障害者地域活動支援センター利用者の作品(陶芸、絵画、書
道、工作、写真等)を展示している。
※講座等で制作した作品を多くの市民や家族に見てもらうこ
とにより、制作者(障害者)の創作意欲や活力につながってい
る。また、高齢者クラブと合同で作品展示を行うことによ
り、より多くのふれあいや来場者の理解を得られている)

2002 ― ー ― ―

東金市 障がい者作品展 東金市

浅井病院デイケア、地域生活
支援センターゆりの木、東金
市福祉作業所、東金特別支援
学校、東金市手をつなぐ親の
会、ちば地域生活支援舎 等

東金市に居住または、施設へ入所中で東金市のサービスを受
けている障がい者の方の作品を公開展示し、
地域住民の障がいに対する理解の促進を図るとともに、併せ
て障がい者の社会活動への参加を促進することを
目的とする。

2002 ―
来場者アンケートの結果から、「作品に感動し
た」「素晴らしい」という意見が多く、作品展
開催の目的を果たしている。

特殊な事情がない限り、毎年実施してい
く。

現在、中止の予定はないが、今後の社
会情勢に応じた対応をしていく。

結果への評価
特殊事情（新型コロナウイルス感染症・

東京2020大会延期による影響等）
令和3年度の実施予定

終了（予定）
年度

市町村名 事業名 主催 連携団体 概要 開始年度



６　海外関係（現地展開・訪問、受入、イベント等）事業

（２）具体的な事業の事例

千葉市
ちば市国際ふれあいフェスティ
バル

ちば市国際ふれあ
いフェスティバル
運営協議会

千葉市共催

さまざまな文化や国際交流・国際協力への理解と関心を深めるた
め、市内の国際交流・国際協力団体が連携して開催。例年、各団
体の活動紹介やバザーのほか、ステージで民族楽器の演奏や舞踊
の披露を行っているが、令和2年度は新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため会場での実施をせず、ビデオメッセージを作成し
てYoutubeにて公開する方法へと変更した。

1994 ー

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、会場
での実施に代わりビデオメッセージとして配信
したことにより、ふれあいフェスティバルの未
来への想いを繋ぐことができた。

ー

2022年1月16日に通常の会場におけるふれあい
フェスティバルの実施を計画しているが、新型
コロナウイルスの感染状況により計画を変更す
る場合がある。

習志野市 姉妹都市青少年訪問団受入事業
習志野市協働政策
課

習志野市国際交流
協会

姉妹都市(米国アラバマ州タスカルーサ市）からの青少年訪問団
を受け入れ、滞在中は日本の文化や生活を学ぶと共に市内に立地
する生徒との交流を通して、両市の友好を図る。(隔年実施）

1986 不明

新型コロナウイルス感染症の影響により中止。
代替事業として「コロナの世界的大流行の真っ
只中で一体になろう」をテーマに、両市の市民
から俳句を募集し小説化した。作品はHPの掲載
により広く周知しコロナ禍における状況をどの
ように感じているかの相互理解が図れた。

現在においても、新型コロナウイルス感染
症の影響による海外渡航制限が行われてい
る中、今後も訪問団の安全が十分に確保で
きないことが想定されるため、オンライン
等の代替事業を検討中である。

令和3年度は姉妹都市提携35周年のため、周年事
業としてタスカルーサ市公式訪問団の受入を行
う。

松戸市 訪日外国人誘致事業 松戸市 松戸市観光協会

松戸市の魅力を国内外に発信し、訪日外国人観光客の松戸市への
誘致を行うことで、市内事業者を含む市域の更なる活性化を目指
すことを目的とし、平成30年に「松戸市訪日外国人誘致推進アク
ションプラン」を策定した。当該アクションプランに基づき、既
存体験型コンテンツの磨き上げ、受入環境の整備、新規観光コン
テンツの開発を軸に事業を実施した。

2019 2023

観光資源の磨き上げとして、新規体験型コンテ
ンツを造成した。さらに体験型コンテンツにま
ち歩きを加えたガイド付きツアーを造成し、ト
ライアルツアーを実施した。また、松戸市観光
協会と連携し、販売の際の協力体制や、言語面
でのサポート体制構築など、受入環境の強化を
行った。

コロナウイルスの感染拡大により、外国人
旅行客が日本へ入国できない状況が続いて
いるため、造成したコンテンツを実際に販
売することができない。

アクションプランでは令和3年度は「ブランディ
ング・プロモーション」のフェーズとなってい
るが、コロナ禍の現状では外国人旅行客の回復
時期の見通しが立たないため、引き続き受入環
境の整備や新規コンテンツの開発を中心に事業
を進める。

鎌ケ谷市 トライデント高校生受入事業 鎌ケ谷市 ー
姉妹都市ワカタネにあるトライデント高校から生徒十数人を１週
間程度受け入れ、日本の生活慣習や文化等を学ぶ機会を提供する
ことにより、姉妹都市交流を行うもの。

1998 ー ー

新型コロナウイルス感染症の影響により実
施年度を改めるとともに、受入内容も感染
予防対策を踏まえた取組みを検討してい
く。

隔年実施予定だが、令和２年度から延期してお
り、令和３年度事業も中止することが決定済
み。

成田市 成田市国際こども絵画交流展

成田市国際こども絵
画交流展実行委員会
（成田市・成田市教
育委員会・大本山成
田山新勝寺・成田市
観光協会・成田商工
会議所・成田市国際
交流協会・成田市校
長会）

成田国際空港株式
会社、成田市農業
協同組合

広く世界各地の”こどもたち”と成田市内の”こどもたち”の絵画作
品を紹介することにより、21世紀を担うこどもたちの夢と想像力
を育み、絵画を通じてお互いの生活や文化について理解を深めあ
うとともに、市民の芸術文化の振興と発展に寄与することを目的
に開催するものである。

1998 2020
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に
より開催中止

ー

毎年市内小中学校や海外から多くの作品を出品
していただいたことにより、お互いの生活や文
化について理解し、国際交流の推進を図るとい
う当初の目的は達成されたものと考え、令和2年
度末で事業終了とした。

佐倉市 佐倉オランダ児童交流事業 佐倉日蘭協会

アンネ・フランク小
学校（オランダ・ラ
ンシーガーラント州
ブレイスヴェイク）
及びブレイスヴェイ
ク日本交流協会

佐倉市内の小学校とアンネ・フランク小学校（オランダ）の小学
生が隔年でお互いの国を訪問し、交流を図る。

1989 不明
新型コロナウイルス感染症拡大の影響ににより
中止となった。

新型コロナウイルス感染症の影響により事
業再開の見通しがたたない状況にある。佐
倉日蘭協会とアンネ・フランクスクール、
ブレイスヴェイク日本交流協会では、電子
メール等を通じて交流を継続している。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中
止となった。

旭市 あさひロシア交流コンサート
旭市、旭市教育委
員会

ロシア国立モスク
ワ・アカデミー合
唱団

ロシアの伝統的な合唱団の歌声に触れてもらう機会を広く市民に
提供し、市民の豊かな心の育成に寄与するものである。また、あ
さひ少年少女合唱団とロシア国立モスクワ・アカデミー合唱団と
いう国を超えた同世代の子ども達の相互交流の場として、文化活
動の向上に資する。

2012 ー

状況により、出演団体の来日が
難しくなったため中止とした。本事業は合唱団
の子どもたち同士の交流を目的の
一つとしているため、コロナ禍での交流方法に
ついて検討する必要がある。

ー

令和3年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大
状況により、
出演団体の来日が難しくなったため中止とし
た。

白井市 友好都市交流（派遣） 白井市

友好都市（オースト
ラリアビクトリア州
キャンパスピ市）、
白井市国際交流協会

専門的な知見やノウハウ、語学力があり、当市の友好都市である
キャンパスピ市の内情に精通している白井市国際交流協会に委託
して、キャンパスピ市へ代表団を隔年で派遣している。両市及び
市民間での相互理解と文化交流を図るため、市民宅へのホームス
テイ、自然動物公園や博物館等の視察、蒸気外輪船体験等により
異なる文化や生き方を体験する。

1998 ー

新型コロナウイルスの影響により、令和3年度に
延期となった。
友好都市との相互理解を深め、文化交流を図る
重要な機会を創出する事業だが、年々参加者の
確保が困難になり、国際交流協会員の高齢化も
進んでいる。

令和3年度の実施についても、新型コロナ
ウイルスの影響により中止または次年度に
延期とする方向で現在キャンパスピ市と調
整中である。

派遣実施予定である。子どもたちの絵画作品の
交換展示等の他の事業を通じて友好都市への理
解と関心を深め、若い世代を中心に、より多く
の市民が積極的に国際交流に参加する意欲を持
つよう努めていく。

多古町
クレア・フアンチ ピアノリサ
イタル

多古町、多古町教
育委員会

株式会社 プロ ア
ルテ ムジケ

海外アーティストによるピアノリサイタル 2020 2020

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影
響により中止。
厳しい財政の中、毎年予算の確保が懸念され
る。

ー
３年度は７月に計画があったが、新型コロナウ
イルス感染症拡大の影響で中止

芝山町 ホームステイ 千葉県 千葉県
外国の方を日本の家庭に招き、一般家庭での日常生活を体験しな
がら、習慣・風俗を知ってもらい、日本に対する理解を深めても
らうことを目的とする。

2014 ー
新型コロナウイルス感染拡大により中止。感染
対策が必要。

今後は、庁内及び町内外の組織と連携し、
産業振興につなげてより発展的な事業展開
をしていく予定。

新型コロナウイルス感染症の影響を考慮して、
中止。

令和3年度の実施予定
終了（予定）

年度
市町村名 事業名 主催 連携団体 概要 開始年度 結果への評価

特殊事情（新型コロナウイルス感染症・東
京2020大会延期による影響等）



令和3年度の実施予定
終了（予定）

年度
市町村名 事業名 主催 連携団体 概要 開始年度 結果への評価

特殊事情（新型コロナウイルス感染症・東
京2020大会延期による影響等）

山武市 山武市国際交流事業
山武国際交流協会
及び鳴浜小学校Ｐ
ＴＡ交流委員会

山武市立鳴浜小学
校、半月初等学校
（韓国）

市民が学校間の交流を通して国際交流に対する理解を深め、文
化、スポーツ、教育、産業等の幅広い分野において国際交流の推
進が図られていくことを目的としている。
令和２年度は、山武国際交流協会及び鳴浜小学校と、韓国の半月
初等学校が交流事業を行った。

1990 ー

鳴浜小学校と半月初等学校で結んだ姉妹校結縁
から30年を迎えたことを記念し、両校の児童が
記念品をそれぞれ作製し、互いに寄贈し合っ
た。日々変化する国際情勢の中、長年事業を継
続できているのは、両校の事業体制が充実して
いるためだと考えられる。

新型コロナウイルスの感染状況によって
は、訪日・訪韓による交流が実施できない
可能性がある。

訪日・訪韓による交流を検討しているが、新型
コロナウイルス感染症の影響により交流事業を
実施できない可能性がある。

南房総市 南房総市中学生海外交流事業 南房総市

千葉県ウォーキン
グ協会、南房総フ
ラワーマーチ実行
委員会

夏休みを使った短期ホームステイ事業で、派遣と受入を10日間ず
つ実施

1997 ー 新型コロナウイルスの影響で中止。 ー
新型コロナウイルスの影響で予算化していな
い。



７「地域で活動する、アーティスト・文化活動団体」がメインコンテンツに関わっている事業

（２）具体的な事業の事例

千葉市 ちばまちなかステージ
（公財）千葉
市文化振興財
団

ー
若手のアマチュアミュージシャンやストリートパフォーマー
を発掘・支援するため、中心市街地などの市民で賑わう街な
かの会場を確保し、発表の機会を提供する。

2013 2020

例年は年6回程度の屋外コンサートを実施してい
たが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によ
り、無観客のスタジオ収録によるYoutube配信に
変更した。

ー

令和3年度からＣフェスと統合し、音楽のジャン
ルを問わずに活動している学生（若者）を対象
に、練習から成果披露までのサポートを実施す
る。

市川市 市川市芸術祭・文化祭
市川市及び各
文化団体

市川市俳句協
会・市川市菊
華会

市内各文化団体の発表の場を設け、広く市民に参加を呼びか
けて交流を図ると共に、団体の育成と芸術文化活動の活発化
を図るため、各団体との共催により、市内各所を会場として
文化行事を実施している。

不明 不明

新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの
イベントが中止・縮小を余儀なくされたため、コ
ロナ禍においても対応可能な取り組みが必要で
ある。

ー 22団体26行事を開催予定。

習志野市 習志野市芸術文化協会活動助成 習志野市
習志野市芸術
文化協会

習志野市芸術文化協会の事業に係る費用を助成し、加盟団体
の活動の充実、指導者の育成を図る。
主に協会加盟団体がホール等で発表会等を実施する時に、
ホールの使用料等を協会を通じて助成している。

2008 ー
新型コロナウイルス感染症の影響により、規模縮
小等で実施できた事業もあるが、多くの事業が
中止となった。

ー
昨年度中止となってしまった事業についても感染
症対策を万全に講じた上で実施を予定している。

浦安市 街頭パフォーマンスライセンス制度
浦安市、浦安
市教育委員会

ー

まちの賑わいや交流のある日常的な時間と空間を生み出すと
ともに、市民が気軽に文化芸術に触れる機会として、音楽や
ダンスなどのアーティストに公共施設などを発表活動の場と
して提供する。

2019 不明

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ス
テージ利用が長期間中止となっており、ステージ
利用やパフォーマーの新規募集ができない。し
かし、文化芸術活動の発表や鑑賞の機会を設け
ることで、市民の文化意識の高揚を図ることが
できた。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ス
テージ利用が長期間中止となっており、ステージ
利用やパフォーマーの新規募集ができない。

街頭パフォーマーを募集・審査し、一定の審査
基準により登録を認めたアーティストにライセン
スを与える。また、新浦安駅前ステージを「街
中ステージ」として、市民が気軽に文化芸術に触
れる場としていく。

四街道市 郷土作家展
四街道市、四
街道市美術協
会

四街道市美術
協会

四街道市在住および四街道市に縁（ゆかり）のある芸術家の
すぐれた作品を展示し、四街道市の文化興隆をはかる。

ー ー
新型コロナウイルス感染症の影響により中止し
た。

今年は３０回を記念して、四街道に縁(ゆかり)の
ある作家の大作を展示予定。

四街道に縁(ゆかり)のある作家の力作を展示予
定。

柏市 旧吉田家住宅土間コンサートVol.10
柏市教育委員
会

ー
重要文化財の旧吉田家住宅主屋土間を会場に，柏市ゆかりの
芸術家公演を行う事業。令和２年度はシンガーソングライ
ターの慈光氏が出演。

2009 不明
令和2年度は動画配信により実施し，1,152回再
生された。（2021/3/31時点）

検討中 ー

流山市 サロンコンサート開催事業 流山市
流山市音楽家
協会

毎月１回、市役所第１庁舎１階ロビーなどでコンサートを開
催し、市民が気軽に生演奏に触れる機会を提供する。

1988 不明

業務委託の受託者である流山市音楽家協会と調
整を図り、文化会館及び生涯学習センター（流
山エルズ）を会場に、感染症対策を講じなが
ら、質の高いコンサートを開催した。

引き続き、市役所１階ロビー以外での開催を検討
し、併せて他会場での開催を市民に周知し、観
客数の増員につなげる。

新型コロナウイルス感染症の影響により、４月～
６月、令和３年１月・２月は中止となった

鎌ケ谷市 鎌ケ谷市美術展覧会
鎌ケ谷市美術
展覧会実行委
員会

鎌ケ谷市美術
家協会

市民の優れた美術作品を発表する機会を提供するため、毎年
３月上旬に、きらり鎌ケ谷市民会館を会場に鎌ケ谷市美術家
協会会員及び公募による絵画、写真、工芸、彫刻の部門の作
品を展示している。

2003 ー

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止
とした。来場者数の減少が課題となっている。
今後は連携団体と協力し、若年層の来場者の増
加を目指していきたい。

新型コロナウイルス感染症対策を講じたうえで、
連携団体の特性に合わせた開催方法を検討し、
開催する。

ー

銚子市 まちかどコンサート
銚子市教育委
員会

ー
誰もが気軽に生演奏の迫力と演奏家の息遣いを肌で感じられ
る場を創るとともに、演奏家に活動の場を提供することで、
音楽文化の向上を図る。

2007 ー
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催自
粛

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため当面の
間開催自粛

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため当面の
間開催自粛

成田市 成田駅前寄席 成田市 ー

落語、漫才、浪曲など老若男女が集い、笑い、楽しむ寄席を
開催し、本センターの周知を図るとともに、多様な芸術文化
への興味を喚起させ、造形を深め、本市の文化振興に寄与す
ることを目的に実施するものである。

2015 ー
令和2年度については、新型コロナウイルス感染
症の感染拡大防止のため開催中止

感染症対策を徹底した上で、開催予定 ー

佐倉市
ロビーコンサート（令和２年度は中
止）

 佐倉市 ー

市役所ロビーの雰囲気づくり（市庁舎のイメージを親しみや
すくし、市民が気軽に音楽に触れることができる空間づく
り）と、アマチュア演奏者への発表機会の提供の場とする。
原則として月1回の開催とし、出演者は公募している。

2011 不明
新型コロナウイルス感染症の影響により例年実施
している「ロビーコンサート」を中止した

未定
市役所ロビーの形態により、新型コロナウイルス
感染症対策が難しいため、事業再開の目途をた
てるのが困難である。

旭 市 第16回スプリングコンサート

旭市、旭市教
育委員会、公
益財団法人千
葉県文化振興
財団

あさひ少年少
女合唱団

旭市の文化活動の一端を担う「あさひ少年少女合唱団」が、
日頃の練習成果を発表し、音楽の輪、
人の輪を広げながら、地域の音楽活動の活性化に寄与する。

2006 ー

出演者は歌唱時もマスク着用の上で、コロナ対
策に配慮しながら開催した。合唱団創立30周年
の記念公演として、これまでのなかでも心に残る
公演になったとの声を聞くことができた。令和3
年度も新型コロナウイルス感染症の状況が改善さ
れない場合は、開催方法について検討する必要が
ある。

令和4年3月27日（日）に第17回スプリングコン
サートを開催予定。

令和2年度に引き続き、新型コロナウイルス感染
症の拡大状況に合わせて、客席数などを調整す
る。

結果への評価
特殊事情（新型コロナウイルス感染症・東京

2020大会延期による影響等）
令和3年度の実施予定

終了（予定）
年度

市町村名 事業名 主催 連携団体 概要 開始年度



結果への評価
特殊事情（新型コロナウイルス感染症・東京

2020大会延期による影響等）
令和3年度の実施予定

終了（予定）
年度

市町村名 事業名 主催 連携団体 概要 開始年度

白井市 しろいふるさと大使ライブ 白井市 なし

白井市の魅力を発信する活動を行う「しろいふるさと大使」
による3年に1度のライブである。ふるさと歌手による歌、
お笑い芸人による地元ネタを交えたコント、ものまね披露な
どを行うもの。

2020 2021

当初、令和3年5月に実施予定であったため、令
和2年度予算として周知の経費を計上していた
が、令和3年9月に延期となったため、令和3年度
予算への繰越明許費とした。

当初、令和3年5月に実施予定であったが、新型
コロナウイルスの影響により、令和3年9月へ延
期とした。感染状況により、再延期の検討や、
入場者への周知及び返金の対応が課題である。

ー

富里市 芸術鑑賞事業
富里市教育委
員会

ー

市内や近隣市町村で活動している芸術家の存在を広く市民に
伝えることができ、芸術家と来場者が芸術作品を通じて気軽
に触れ合うことができる機会として、ご好評をいただいてい
る。

2008 不明

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、開催
時期を延期して年度内での絵画展実施を検討した
が、結果として感染拡大防止のため開催を中止と
した。令和３年度は感染対策を行った上、夏期
の絵画展開催を検討する。

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を行った
上で夏期に絵画展を開催予定である。

新型コロナウイルス感染症拡大の状況次第では、
変更等が生じる場合がある。

香取市 香取市民文化祭

香取市民文化
祭実行委員会
香取市教育委
員会

市内在住・在
勤・在学の発
表者

香取市民一人ひとり多様な芸術文化活動の成果を発表・展示
し、広く市民に鑑賞の機会を提供することにより、豊かな情
操の高揚を図るとともに、地域文化が発展することを目的と
して香取市民文化祭を開催している。

2009 ー
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため事業中
止とした。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、令
和３年度の香取市市民文化祭は開催可否を検討
中である。

ー

多古町
いきいきフェスタTAKO２０２０文化
祭

いきいきフェ
スタTAKO２０
２０実行委員
会

多古町文化協
会 ほか

絵画等の展示作品など、各団体の成果物の発表。 1994 不明
令和２年度は感染症拡大防止を考慮して、展示部
門のみの発表となった。
出演者、来場者ともに減少傾向である。

１１月５日～７日開催予定。 ー

芝山町 芝山町芸能発表会
芝山町文化協
会

芝山町文化協
会加盟団体

地域の文化活動の振興と向上を目的とし、各文化団体がお互
いに連携して充実した活動を行い、芸能文化の振興を図る。

1983 ー
新型コロナウイルス感染拡大により中止。感染対
策が必要。

年２回（8月・2月）開催しているが、2021年８
月開催予定の芸能発表会は中止。

２月開催予定の芸能発表会は、新型コロナウイル
ス感染症の影響を考慮し、
開催の有無について検討。

茂原市 茂原市社会教育関係団体事業補助金 茂原市

茂原市文化協
会、茂原交響
楽団.茂原市音
楽協会.南総合
唱連盟.もばら
音楽祭実行委
員会

本市の芸術文化の振興を図るため、文化活動団体に対して補
助金を交付する。

1999 不明

新型コロナウイルスにより開催が出来ない及び予
定していた事業を縮小して開催した。
少なからず本市の音楽振興に寄与することができ
た。。

各団体の活動状況をみて、適時補助金を交付して
いく。

ー

匝瑳市
八日市場文化祭（10月、１１月）、
のさか文化祭（１０月）、生涯学習
祭（２月）

八日市場文化
会、野栄文化
会、匝瑳市文
化団体協議会

匝瑳市教育委
員会

地域毎（八日市場地区、野栄地区）と、匝瑳市全体での文化
芸術団体による芸能、展示発表会である。

1952・1966・
2010

不明

令和２年度は、新型コロナウイルス感染拡大の懸
念により、いづれの文化祭事業とも中止となっ
た。参加者の大多数が高齢者のため、安全な開
催は非常に困難と判断された。

3つの文化祭ともに開催予定。但し、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止対策のため例年より規模を
縮小しての開催となる見込みである。

新型コロナウイルスの感染者数等の状況によって
は、更に縮小（作品展示のみ等）、中止となる
虞がある。

山武市
自主文化事業「さんむのアーティス
トコンサートシリーズ」

山武市 ー
山武市及び近隣で活動・活躍している演奏者を招聘しコン
サートを開催する。

2019 2020
新型コロナウイルス感染症により、企画９事業中
７事業が中止となった。

事業廃止 ー



８「観光・地域産業等の様々な分野」と連携した事業

（２）具体的な事業の事例

千葉市 洋館で聴く海辺の音楽 上映会
公益財団法人千葉
市教育振興財団

地域の音楽家２人
海に関する音楽をピアノとヴァイオリンで演奏した動画を撮影
し、敷地内の国登録有形文化財「旧神谷伝兵衛稲毛別荘」を会場
として上映した。

2020 2020
別荘の雰囲気に合わせた演奏形態・選曲が来場
者の高い評価を受けていたことから、今後も実
施するに値する企画であると考えられる。

本来は別荘を会場とした生演奏の企画で
あったが、感染症対策として参加者の過密
状態を避けるため、演奏動画の上映会と
なった。

別荘の耐震補強工事完了後における再開館企画
のため、令和３年度は実施しない。

市川市
「文化の街かど回遊マップ」の
配布

市川市 ー
文化資源の活用を図るため、市内４エリアについて「文化の街か
ど回遊マップ」を作成し、各文化施設や観光案内所などで配布を
行っている。

2004 不明
「文化の街かど回遊マップ」を街歩きの際など
に活用してもらうことで、地域の文化資源の発
信に繋げることができた。

ー
引き続きマップを配布し、在庫が無くなり次第
終了とする予定である。

習志野市 市民まつり「習志野きらっと」
習志野市民まつり
実行委員会

ー

市民手づくりによるまつりで、習志野らしさを生み出し、ふるさ
と意識を育み、まつりを市民にとって誇りあるものとして次世代
に継承することを目的に開催している。市内各種団体による演奏
や、きらっとサンバ、踊りなどの発表の機会となっている。

1994 ー
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から
開催中止となった。

例年、７月の開催であったが、東京2020大
会及びその延期に伴い、令和２年度は１１
月、令和３年度は１０月の開催予定とし
た。

令和３年６月末現在、実施の可否を検討中。

松戸市
ジャパンポップカルチャーカー
ニバルイン松戸

JPCCイン松戸実行
委員会

松戸まちづくり会
議など

アニソンやコスプレといったポップカルチャーを楽しむためのイ
ベントを通年展開している。市内にある寺院や河川敷などの地域
資源を撮影場所として活用し、コスプレイベントを開催。市内の
祭り等と同時開催することで、より一層の集客を図り、若い層の
交流人口拡大と街のブランディングを図ることを目的とする。

2014 ー

新型コロナウイルスの影響により、市内外から
多くの人を集めるような、例年どおりの事業を
実施することができず、地域の活性化につなげ
ることができなかった。

ー
コロナ禍でも事業の実施が可能な方法を検討
し、地域の活性化につなげる。

野田市 野田市観光ガイドブック作成 野田市

野田市観光協会、
ＴＥＡＭのだ円陣
プロジェクトチー
ム市内巡りチーム

令和元年度に作成した英語併記の観光ガイドブックの情報を最新
版に更新するとともに、サイズを大きく写真や説明文などの配置
を変更し、見やすいものとしました。また、観光協会の協力によ
り、観光モニターツアー参加者からの意見を収集し、観光周遊
コースとして観光協会推奨物産品の新規認定品や飲食店情報を観
光ガイドブックに反映しました。写真を多く取り入れ見やすくデ
ザインし、情報検索性にも優れた「野田市ガイドブック」を
15,000部作成・配布し、野田市のＰＲ及び魅力発信に努めまし
た。

2018 ー

令和元年度に作成した英語併記の観光ガイド
ブックの情報を最新版に更新するとともに、サ
イズを大きく写真や説明文などの配置を変更

し、より見やすいものとした。15,000部作成・
配布し、野田市のＰＲ及び魅力発信に努めた。

新型コロナウイルス感染防止のため、各イ
ベントの中止・次年度へ延期が決定してい
る。また、各観光施設については、休館や
時間短縮等が行われており観光入込客数が
減少している。

野田市のＰＲ及び魅力を野田市内外へ発信して
いくため、今年度も作成予定である。

流山市
ココシル流山本町江戸回廊の運
営

流山市 観光事業者等

観光ポータルサイト・アプリ「ココシル流山本町江戸回廊」に文
化財・史跡のカテゴリーを設定し、文化財についての説明や写
真、行事等を掲載している。また、アプリの機能「流山ツアーガ
イド」のコースの一つとして「文化財とパワースポットツアー」
があり、市指定や国登録有形文化財をめぐるコースを設定してい
る。

2015 不明
まち歩きを行う来訪者に文化財を紹介すること

ができた。
ー 今後も継続して運用及び情報発信を行う。

成田市
成田市御案内人市川海老蔵プロ
ジェクト

成田市役所シティ
プロモーション部
観光プロモーショ
ン課

松竹株式会社、松
竹芸能株式会社、
松竹ナビ株式会
社、株式会社3Top

「成田屋」の屋号を名乗る市川宗家と成田山新勝寺は、江戸元禄
以来、初代團十郎の時から成田山不動尊信仰の絆で結ばれてお
り、その関係は現在も続いていることから、十一代目市川海老蔵
丈を「成田市御案内人」に任命し、日本の伝統芸能・文化と連動
しながら、本市の魅力を配信するとともに、市川宗家（歌舞伎）
との親和性を成田市民のみならず、国内外に発信することによ
り、人の流れを生む新たな観光施策とするもの。

2015 ー

市川海老蔵丈のオンラインでのイベント出演
や、「成田市×歌舞伎」ＨＰやＳＮＳなどによ
る情報発信を実施し，日本の伝統芸能・文化と
連動した本市の魅力発信において一定の効果を
得られたものと評価している。

令和２年度では、新型コロナウイルスの更
なる感染拡大の懸念から、歌舞伎講座や展
示会の開催を中止した。

成田市歌舞伎講座や、市川海老蔵丈出演の歌舞
伎公演を開催する予定である。

佐倉市 佐倉・時代まつり実行委員会
佐倉・時代まつり
実行委員会

NPO法人佐倉一里
塚

和の風情が漂う城下町「佐倉」に和服を着た人々が多く集まり、
行き交うことで桜とともに城下町「佐倉」を演出していく参加型
イベント。期間中は和太鼓、ロックソーラン、和装コスプレコン
テスト、江戸の大道芸などの催しを複数箇所・複数日で開催し、
町全体に賑わいを創出する。

1998 不明
新型コロナウイルス感染拡大のため、直前に中
止となった。

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点
から、期間や内容等の開催方法を変更して
実施予定。

今年度開催予定。時期や内容は未定。

旭市 幽学の里で米づくり交流事業
旭市都市農漁村交
流協議会

千葉県海匝農業事
務所、JAちばみど
り

史跡大原幽学遺跡の田んぼで田植えから収穫までを、都市部に住
む人々に体験していただく。収穫祭を開催し餅をついたり地元の
お囃子を楽しんでもらったりと交流している。

2007 ー

新型コロナウイルスの影響のため、R2年度の事
業は中止した。
参加できなくなった代わりに、申込者には収穫
した米を送った。
市及び本市の特産品を知ってもらうきっかけと
なった。

ー
例年通り実施する予定であるが、新型コロナウ
イルスの影響のため、
一部または全部が中止となる場合がある。
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八街市 やちまた落花生まつり
やちまた落花生ま
つり実行委員会

八街市、八街市観
光農業協会、やち
また未来、八街商
工会議所落花生部
会

本市特産の落花生、八街生姜ジンジャーエール等の試食・即売や
新鮮野菜の販売のほか、市内のキッズダンスグループによるダン
ス・歌唱、落花生ゲーム等の各種ステージイベントを実施。落花
生をはじめとする本市の特産品や本市の魅力を市内外にＰＲする
とともに、市外からの観光客を誘致することを目的とする。

2017 不明
令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響
により中止。

ー
令和３年度は新型コロナウイルス感染症の影響
により中止。

富里市 旧岩崎家末廣別邸保存活用事業 富里市教育委員会
整備に関わる市民
ボランティア

平成２５年に国登録有形文化財になった旧岩崎家末廣別邸の保存
と幅広く活用を図るため、富里市歴史公園条例制定の準備を進め
た。また、かつて富里に存在した「末廣農場」の歴史を伝えると
ともに新たな歴史・観光スポットとして市内外の多くの方に御来
場いただけるよう一般公開に向けた整備を進めた。

25 不明

公開に向けた整備が数年難航していたが、令和
２年１２月から週１回の一般公開を開始するこ
とができた。未整備箇所があり公開範囲が限定
的であるため、多くの方に御来場いただけるよ
うに整備を進めていく必要がある。

緊急事態宣言の影響を受け、一般公開を休
止にせざるを得なかった期間が生じた。

未整備箇所の整備を進め、公開範囲を拡張する
ことでより多くの方に御来場いただけるようＰ
Ｒする。

香取市
日本遺産北総四都市江戸紀行活
用推進事業

北総四都市江戸紀
行活用協議会

千葉県、佐倉市、
成田市、香取市、
銚子市、各市観光
協会・商工会議所
など

北総地域は、百万都市江戸に隣接し、関東平野と湯茶加奈漁場の
太平洋を背景に、水運と街道が江戸の経済や生活を支えるととも
に、江戸文化を取り入れた独自の町として発展した。城下町佐
倉、門前町成田、利根水運の河岸で香取神宮参道の起点佐原、港
町銚子の四市は、東京近郊にありながら四種の町並みや風情を残
す、世界から一番近い「江戸」を体感できる都市である。そうし
た魅力を体験・発信するための事業を実施している。

2016 不明

10月に今治市で日本遺産フェスティバルに参加
したほか、北総四都市江戸紀行ホームページの
改修、オリジナルロゴマークの活用・公開を進
めた。効果の定量化が難しいので、効果を数字
で表せるような活動を行いたい。

これまではイベントに出展しＰＲ活動等を
行ってきたが、そうした活動が難しくなっ
ている。香取市では県民生活・文化課の企
画でオリンピックに合わせたプロジェク
ションマッピングを実施予定であったが、
新型コロナウイルスの関係で中止となっ
た。

令和3年度は教育旅行誘致に力を入れていく。各
種イベントの中止が相次ぐ中で、県外への校外
学習が中止となる小学校高学年～中学校の需要
の取り込みを行うため、受け入れ態勢の整備や
情報発信を行う。

栄町 国指定史跡 公開事業 栄町教育委員会
栄町文化財サポー
ター

町所在の国指定遺跡である。「龍角寺古墳群・岩屋古墳」龍角寺
本堂の公開事業11月3日

2012 ー
人的支援等、現状では文化財サポーターの協力
無くしては、事業の実施はできない状況

ー ー

神崎町 発酵の里こうざき酒蔵まつり
発酵の里こうざき
酒蔵まつり実行委
員会

町内酒造

3月に町内にある2軒の酒造が連携し、中心街を歩行者天国にし酒
蔵では無料試飲が行われ、路上では町内外から出店者が地域特産
物販を行っている。当町の特色を生かした「発酵」をテーマとし
た出店も多く、全国から毎年５万人以上が訪れている。

2009 ー
令和２年度は新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため中止

ー 新型コロナウイルス感染防止対策

芝山町 芝山はにわ祭
芝山はにわ祭実行
委員会

芝山町観光協会、
千葉県教育委員
会、（公社）千葉
県観光物産協会、
成田国際空港
（株）、九十九里
地域観光連盟、芝
山町商工会他

地元の小中学生がメインに古代人に扮し、儀式やパレードを行
い、最後に古代人から現代人にメッセージを残して昇天する。時
空を越えて降臨する古代人による祭礼や、巫女の舞など幻想的な
儀式に魅了される。また、例年大人気の大もち投げ大会など各種
ステージイベントも目白押しで、賑わう屋台では多彩な味覚を楽
しめる。同時に産業祭も実施。

1982 ー
新型コロナウイルス感染拡大により中止。感染
対策が必要。

新型コロナウイルス感染拡大により中止。

新型コロナウイルス感染症の影響を考慮して、
中止。
芝山町を代表する祭であるが、開催方法、内容
の再検討が必要な時期にきている。
開催場所や駐車場、アクセス方法にも課題があ
る。

匝瑳市 飯高檀林跡観光ガイド事業 匝瑳市 匝瑳市観光協会
飯高檀林跡の駐車場に観光案内所を設置し、観光ガイドを配置し
ている。お土産の物販やガイドツアーを行っている。

2009 不明

歴史や周辺の観光スポットの説明を受けること
で、文化資産である飯高檀林跡全体
の理解が深まるとともに、観光客の満足度向上
につながっている。

ー 実施あり

一宮町 文化財マップ改訂版の刊行 一宮町教育委員会 ー
「一宮町文化財マップ」の改訂版を7年ぶりに刊行。従来のA2版
からB5冊子、全ページカラー24ページのものを作成。頒布し
た。

2020 2020
町民からは好評を得ており、令和3年3月の刊行
から3か月程度で印刷部数（2000部）の半数近
くが頒布されており、増刷を検討している。

ー ー

館山市 赤山地下壕の見学 館山市
NPO安房文化遺産
フォーラム

赤山地下壕を見学施設として整備し、観光に来た方にも館山市の
歴史を知るきっかけとしている。

2012 不明
コロナウイルス感染症対策を実施しながら開壕
した。令和元年度と比較すると、入壕者数は減
少したが、入壕料は増加した。

緊急事態宣言に伴う休壕日があった。 なし

南房総市
史跡里見氏城跡岡本城跡整備事
業

南房総市 ー

令和元年度に策定した『史跡里見氏城跡岡本城跡 保存活用計画
書』に基づいて史跡の保存活用を実施している。また令和３年度
から整備計画の策定を開始し、中世当時の山城の姿に復元整備し
ていく予定である。

2014 不明
令和３年度から整備計画の審議を実施するた
め、令和２年度に「南房総市史跡里見氏城跡・
岡本城跡整備検討委員会規則」を施行した。

ー
保存活用計画書に基づいて史跡の保存活用を実
施するとともに、整備計画策定や土地購入等の
整備事業を進めていく。

いすみ市 文化財マップ作製 いすみ市 ー
国の重要文化財、県指定を含む市の指定文化財や様々な企画や展
示を行っている文化施設等を掲載したマップ。

2007 未定
市内にある「波の伊八」作品の紹介をはじめ、
指定文化財をＰＲし、観光客の誘致に繋がって
いる。

近頃、テレビ等マスコミにより、いすみ市
や「波の伊八」について紹介する番組が多
数放送されていることから、文化財マップ
の発行部数等増えている状況にある。

内容の改訂や在庫状況を確認しながら、今後作
製の継続を予定している。
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木更津市 木更津みち案内人協会補助金
木更津みち案内人
協会

木更津市、（一
社）木更津市観光
協会

木更津市が有している文化・観光資源を活用したツアーを企画や
木更津みち案内人協会のボランティアガイドを通じ歴史、文化の
説明を行うことによって木更津市の魅力をＰＲし観光振興を図
る。
また、みち案内人の研修や新規コースの開拓を行い、観光客への
サービス向上を図り、リピーターあるいは新しい観光客の誘致を
していく。

不明 不明

新型コロナウイルス感染症の影響により、実施
できない期間はみち案内人の研修を行うことに
よって、スキルアップを図った。コロナ禍でも
案内数を減少させないようにする必要がある。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止
の対策により、活動を休止した期間が多
く、その
影響により案内数が減少してしまった。

木更津みち案内人協会や木更津市観光協会と連
携し、案内人のスキルアップを図り、新コース
の開拓を行うなど、回遊性の向上を図る。
また、市内小学校の校外活動や木更津市の各種
イベントを活用した街歩き事業を実施してい
く。

市原市
房総里山芸術祭 いちはらアート
×ミックス2020+

いちはらアート×
ミックス実行委員
会

小湊鐵道株式会
社、市原市

人口減少・少子高齢化が急速に進む市の南部地域において、世界
的に注目を集めるＧＳＳＰのチバニアンや国登録有形文化財であ
る小湊鉄道駅舎群等、首都圏近郊に残された豊かな里山、地域の
歴史や固有の文化などの豊富な地域資源を活用し、現代アートと
融合（ミックス）することで、里山に活力を漲らせ、より魅力的
な「いちはら」を再発見できる芸術祭をトリエンナーレ方式で実
施するものである。

2020 2021
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、開
催方法・時期の見直しを行った。

令和3年3月20日から5月16日の開催を予定
していたが、新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため、開催日程及び開催方法の見
直しを行った。

当初会期の見直しをしたため、新型コロナウイ
ルス感染症緊急事態宣言やまん延防止等重点措
置の状況、国や県の動向を見ながら、芸術祭の
実施に向けて準備を行う。

君津市 20世紀遺産の継承事業 君津市 ー
選定された遺産のうち、定期的な維持管理が必要な遺産の保全を
行っている団体・個人を助成する

2000 ー
選定された遺産のうち、定期的な維持管理が必
要な遺産の保全を行っている団体・個人を助成
した

ー 前年度同様に継続

富津市 第二海堡上陸ツアー
東京湾海堡ツーリ
ズム機構

横須賀市、富津公
園管理事務所

政府の施策である「魅力ある公的施設・インフラの大胆な公開・
開放」の取り組みとして、立入禁止だった「第二海堡」への上陸
ツーリズムが検討され2019年から本格的に上陸ツアーが実施さ
れている。
富津岬沖にある人工要塞「第二海堡」に上陸し、砲台や防空指揮
所などの遺構をガイドの解説を聞きながら巡るツアーである。

2019 不明

事業開始によりメディアに取り上げられる機会
や問い合わせが増えたが、横須賀市側からのツ
アー催行数が多いため、富津市側からの催行数
を増やすことが課題である。

新型コロナウイルス感染症の影響でツアー
が中止となったこともあった。現時点で、
旅行事業者からの予約数も減少している。

毎月数回、富津市発着のツアーを開催数予定で
ある。



９「子ども・若者」が文化芸術にふれる機会を創出することを主な目的とした事業

（２）具体的な事業の事例

幼稚園児・
保育園児

小学生 中学生 高校生 その他

千葉市 こども創造体験プログラム
（公財）千葉
市文化振興財
団

○ ○ ー ー ー

幼稚園児を対象に幼稚園にアウトリーチして楽器等の生演奏
を聴いてもらう「こどもミュージックプロムナード」と、小
学生を対象に感性や創造性を育む体験型ワークショップ「こ
ども創造体験教室」を実施した。

2014 ―
こどもミュージックプロムナードは、新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止のため、当初14回を予
定していたところ6回の開催となった。

―
新型コロナウイルス感染症を考慮し、検
討中である。

市川市 市川こどもアートクラブ
（公財）市川
市文化振興財
団

ー ○ ○ ー ー

小中学生を対象としたワークショップ。工作など、毎年異
なったテーマで実際に作品の制作を行うもの。2020年度は膠
や岩絵の具といった日本画の画材に触れながら、作品制作を
行った。

2015 不明

新型コロナウイルス感染症対策に配慮しながら事
業を実施し、例年よりも定員数を少なくしての開
催ではあったが、各回定員に対し満員での開催
ができた。

― 実施予定

船橋市 文化活動普及事業 船橋市 ー ○ ○ ー ー
市内の全小中学校の中から毎年１０校程度に、公募により選
ばれた芸術家等を派遣し、授業の中で子どもたちに質の高い
文化の鑑賞・体験機会を提供する。

2016 未定

新型コロナウイルス感染症の影響で、10校での
実施を予定したが7校での実施となった。実施し
た学校では、学校・事業者による感染症対策を
徹底した上で、児童たちが文化の鑑賞・体験を
することができた。

― 10校での実施を予定している。

習志野市
習志野第九演奏会公開リハー
サル

習志野市芸術
文化協会、
NPO法人習志
野第九合唱団

ー ○ ○ ー ー
習志野第九演奏会リハーサルに市内小中学生を招き、合唱団
やオーケストラの生演奏を聴く機会を提供している。

2010 ―
新型コロナウイルス感染症の影響により演奏会が
中止となったため、公開リハーサルについても中
止となった。

―

規模縮小、参加人数の限定等の感染症対
策を万全に講じた上で演奏会の実施予定
している。
また、リハーサルについても同様に実施
を予定。

浦安市 うらやす弦楽器体験会
浦安市・浦安
市教育委員会

ー ○ ○ ー ー

青少年による文化芸術活動の推進を図るため、市内在住在学
の子どもたちに管弦楽（弦楽器）への興味や関心を高めても
らう機会の提供と子どもたちを中心に活動している文化芸術
活動団体の発表の場として開催。

2015 不明
子どもや青少年のみならず、保護者や若手音楽
家、地域の方々にも音楽の素晴らしさを感じて
もらえる機会を提供することができた。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
成果発表会の規模を縮小する等、対策を講
じて実施

当該事業は各年で実施しており、今後も
継続して実施していく。

四街道市 児童生徒作品展
四街道市教育研
究会、四街道市
教育委員会

ー ー ー ー ー
四街道市の小中学生が作成した、絵画・書道等の成果を発表
する場として、優秀な作品を展示し、市民に公開する。ま
た、表彰を行って、四街道市の芸術文化の振興を図る。

― ―
新型コロナウイルス感染症の影響により中止し
た。

―
新型コロナウイルス感染症拡大防止に努
め、例年より作品数を縮小して開催予
定。

松戸市
学習資料展「松戸探検　90年
前からのくらしのうつりかわ
り」

松戸市立博物
館

ー ○ ー ー ー
縄文土器パズル、江戸時代の絵パズル、昭和時代の生活の道
具や着物にさわったり、写真クイズで楽しく学べる展覧会を
開催した。土曜日の午後には様々な体験イベントを行った。

2020 ―

観覧者数は4千人超えたが、1日当たりの受け入
れ学校数を減らしたことで、1校毎の見学時間が
増え、学習効果が上がったとして学校側から好評
であった。

―
学習資料展「松戸探検 100年前からのく
らしのうつりかわり」実施予定

柏　市 中学校音楽鑑賞教室
学校音楽鑑賞
教室実行委員
会

ー ー ○ ー ー

中学生を対象とした，千葉交響楽団によるクラシック音楽の
鑑賞教室。柏市教育委員会，千葉県教育委員会，学校音楽鑑
賞教室実行委員会による共催事業。３２人編成で毎年７校実
施。

― ―
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により，対
象校７校中４校が中止。実績総入場者数は723人
だった。

―
対象校13校中9校が実施，3校が中止，1
校が実施検討中。現時点での総入場者数
は4,123人。

流山市 情操教育事業 流山市 ー ○ ○ ー ー

学校での舞台芸術・音楽鑑賞教室・ミュージカル鑑賞・落語
教室など、日常では体験できない本物の芸術に触れることに
より、児童生徒の豊かな心情を養い、感性を磨くことのでき
る事業。公演内容は年々充実し、児童生徒だけでなく、地域
や保護者にも楽しみにしていただいている行事の1つである。

2010 不明

公演内容は年々充実し、児童生徒の満足度も高
い。日常では体験できない本物の芸術に触れる
ことにより、これからの進路を考えるきっかけ
となる内容もあった。

新型コロナウイルス感染拡大予防の観点か
ら、4校で中止を余儀なくされた。

令和3年度は小学校15校、中学校2校で、
音楽鑑賞やミュージカル鑑賞、観劇など
を実施する予定となっている。

我孫子市
我孫子市子どものための舞台
鑑賞事業

我孫子市教育委
員会、我孫子市
子どものための
舞台鑑賞実行委
員会

ー ○ ○ ー ー
子どもたちに良質な舞台芸術を鑑賞する機会を提供し、舞台
鑑賞のマナーを養う。

1988 ―
令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響に
より、事業を中止としたが、次年度の実施に向
けて実行委員会を開き、協議を行った。

―

令和3年度は、感染症対策を万全に施した
上で、事業を実施する。
小学生から中学生まで幅広い年齢層の子
どもが舞台を楽しめるような演目を選定
した。

鎌ケ谷市 かまがや再発見くらぶ
鎌ケ谷市教育
委員会

ー ○ ー ー ー
鎌ケ谷市芸術文化協会が市内児童に書道や水墨画などの伝統
文化を教える。

2014 ―
新型コロナウイルス感染症の影響により中止と
なった。

新型コロナウイルス感染症の影響により中
止となった。

従来２校で実施していたが、新型コロナ
ウイルス感染症の影響により１校のみで
の実施となった。
感染症対策を講じたうえで事業を実施し
たい。

結果への評価
特殊事情（新型コロナウイルス感染症・東

京2020大会延期による影響等）
令和3年度の実施予定市町村名 事業名 主催 概要

終了（予
定）年度

事業の主な対象

開始年度



幼稚園児・
保育園児

小学生 中学生 高校生 その他
結果への評価

特殊事情（新型コロナウイルス感染症・東
京2020大会延期による影響等）

令和3年度の実施予定市町村名 事業名 主催 概要
終了（予
定）年度

事業の主な対象

開始年度

成田市 青少年劇場開催事業
成田市教育委
員会

ー ○ ○ ー ー

青少年の情操教育の一環として、良質な芸術文化鑑賞の機会
を提供し、青少年の資質の向上を図ることを目的に開催。劇
団による名作の舞台公演等の芸術鑑賞機会を提供する。事業
形態は委託。
小学生向け：主に高学年を対象に成田国際文化会館で実施。
中学生向け：市内中学校を対象に巡回公演を実施。

1973 ―
令和2年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止
の観点から中止。

―

生の文化・芸術を身近に感じる・触れる
機会であること、子どもたちの豊かな感
性の育成に資する事業である。新型コロ
ナウイルス感染症対策を十分に施しなが
ら実施予定。

佐倉市
親子でクリスマス・コンサー
ト

佐倉市民音楽
ホール

○ ○ ー ー ー
０才児のお子さんから楽しめるクラシックコンサート。お話
を交えた楽しいプログラム

不明 不明

新型コロナウイルス感染症拡大の影響から、感染
症対策を徹底しての公演となった。チケットを事
前申し込み制としたことにより、鑑賞される方
の安全性を高めることができた

―
新型コロナウイルス感染症拡大の状況に
より、実施可否を含め判断する予定

旭　市
ケロポンズファミリーコン
サート

旭市、旭市教
育委員会

○ ○ ー ー ー

小学生以下の子ども世代が質の高い優れた文化芸術に触れら
れるプログラムで、
親子が一緒に歌や踊りを楽しむことのできるコンサートを開
催することにより、
市民の豊かな心の育成に寄与する。

― ―

継続して子ども向け事業を実施したいが、予算が
限られており毎年開催が難しい。
また、コロナウイルス感染症の拡大が続いた際
に、感染リスクの高い小さなお子様の
安全を確保したうえで開催できる事業形態を考え
ていく必要がある。

― R3年度は実施予定なし。

八街市 情操展
印旛地区教育
研究会　第４
部会

ー ○ ○ ー ー

市内の全小・中学校から、書写・図工・家庭科・社会科の作
品を一同に介して展示、公開することで、児童生徒の情操を
養い、お互いのよさを認め合い心を育てることを目的にした
場である。

2003 ―

児童生徒数の減少に伴い、作品募集等で苦慮する
ことがあるが、日ごろの学習の成果を発表し合う
数少ない場であり、児童生徒の発表の場として大
切にしたい。

―
例年の会場が確保できないため、開催方
法について検討している。

印西市
第２５回印西市民文化祭体験
部門

印西市教育委
員会

ー ○ ○ ー ー
市民文化祭の一部門として、子どもを主対象に文化芸術体験
のできるコーナーを設置する。

不明 不明
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止し
た。

新型コロナウイルス感染症の状況によるが
今のところ実施する予定である。東京
2020大会延期による影響はない。

新型コロナウイルス感染症の状況による
が今のところ実施する予定である。

神崎町 合同紐解祝
神崎町教育委
員会

○ ー ー ー ー
例年、町内の来年度小学校に入学する児童を集めて人形劇の
鑑賞を行っていたが、令和２年度については記念品贈呈のみ
の開催となった。

― ―
新型コロナウイルス感染症の影響で人形劇鑑賞を
実施することはできませんでしたが、子どもたち
に記念品贈呈ができた。

― ―

多古町 小中学校音楽鑑賞教室
千葉県教育委員
会、多古町教育
委員会

ー ○ ○ ー ー
年ごとに小・中学生に優れた音楽を鑑賞する機会を提供し、
芸術活動への参加の機運を醸成し、児童・生徒の情操のかん
養を図る。令和２年度は町立小学校を対象とした。

1998 不明

感染症拡大の影響で行事が減っている中、オーケ
ストラの生の演奏を聴く貴重な体験を提供するこ
とができた。
厳しい財政のなか、毎年予算の確保が懸念され
る。千葉県の負担分が総額に応じて増加される
ことを望む。

感染症拡大防止のため、例年３年生から６
年生の対象のところを、令和２年度は５・
６年生を対象にして実施した。

３年度は町立中学校を対象に１２月に予
定。

東庄町 子ども名作劇場

東庄町教育委員
会・東庄町青少
年相談員連絡協
議会

ー ○ ○ ー ー
劇団に公演を依頼し、青少年が質の高い文化芸術に身近に、
気軽に触れる機会をつくる。
また、他校の子どもたち同士が集まる場を設ける。

2017 ― 新型コロナウイルスの影響により中止。 ―
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観
点より、人数制限や規模の縮小をし、実
施予定。

芝山町 小学校芸術鑑賞教室
芝山町教育委
員会

ー ○ ー ー ー
芝山小学校児童が一堂に会して音楽や演劇等の芸術を鑑賞し
合う中で、芸術の素晴らしさを味わうと共に、豊かな感性や
創造性を育む。

1989 ―
新型コロナウイルス感染拡大により中止。感染対
策が必要。

新型コロナウイルス感染症の影響を考慮
し、開催の有無について検討。

１２月頃を目途に実施予定。

茂原市 小中学校音楽鑑賞教室 小中学校 ー ○ ○ ー ー
市内小中学生に、身近な場所で芸術文化に触れる機会を提供
する

2001 不明

例年、市内小中学校を３組６～７校に分け、各
校３年に１度ずつ実施しているが、令和２年度に
おいては５校が新型コロナ対策で実施せず、２
校のみ実施した。

―
今年度対象の小中学校に依頼し、新型コ
ロナウイルスの感染状況等を注視し、実
施してもらう予定

山武市
自主文化事業「親子でウクレ
レ」

山武市 ー ○ ○ ー ー
親子（児童・生徒）を対象に、ウクレレ教室を実施してい
る。

2008 ―
新型コロナウイルス感染症により、４月～７月、
１月～３月の期間を中止とした。

― 引き続き実施

横芝光町 芸術教室
横芝光町教育
委員会

ー ○ ー ー ー
児童の芸術鑑賞能力の向上及び豊かな情操の涵養に資するこ
とを目的に実施しており、町内小学５,６年生を対象に劇団等
による公演鑑賞の機会を提供。

2006 ―
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止と
なった。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
事業中止。

咋年度に引き続き、令和３年度も新型コ
ロナウイルス感染拡大防止のため中止が
決定した。

勝浦市 太鼓芸能集団 鼓童 交流公演
勝浦市教育委
員会

ー ○ ○ ー ー
小・中学生に質の高い芸術・文化を鑑賞・体験する機会を提
供。

― ―
「新型コロナウイルス」感染拡大防止の観点から
中止。

― 同事業(公演)を実施予定。

鴨川市 文化祭
鴨川市・鴨川
市教育委員会

ー ○ ー ○ ー
文化祭の会場に、市内小学校の書道作品を募集し展示を行
う。また、市内高校の文化部と連携し、作品の展示を行う。

1971 ―
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中
止。

―
新型コロナウイルス感染症への対策を取
りながら、実施の方向で検討中。
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特殊事情（新型コロナウイルス感染症・東
京2020大会延期による影響等）

令和3年度の実施予定市町村名 事業名 主催 概要
終了（予
定）年度

事業の主な対象

開始年度

南房総市 南房総市オペラ鑑賞会
南房総市教育
委員会

ー ○ ー ー ー
テノール歌手、田代誠氏（藤原歌劇団正団員・東京音楽大学
講師）とその門下生等による南房総市を舞台とした創作民話
オペラ『華狐（はなぎつね）』の鑑賞である。

2010 ― 新型コロナウイルスの影響で中止 ―
本年度も８月２４日(火)に予定していた
が、新型コロナウイルスの影響のため中
止を決定した。

いすみ市
芸術鑑賞事業「松山バレエ団
白鳥の湖」

いすみ市、いす
み市教育委員会

ー ○ ○ ー ー

一流の文化芸術団体による実演芸術の公演を行い、次代を担
う子どもたちに質の高い文化芸術に触れさせることにより、
豊かな創造力・想像力、思考力やコミュニケーション能力な
どを養うことを目的とする。

2018 未定
令和２年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、中止とした。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
中止とした。

令和３年度は、新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、中止とした。

木更津市 音楽鑑賞教室
木更津市教育
委員会

ー ○ ○ ー ー
市内小中学校において、児童・生徒を対象とした邦楽・吹奏
楽の鑑賞会。

2015 ― コロナウイルス感染症の影響により中止した。 ―
交響楽鑑賞（1校）、邦楽鑑賞（2校）、
吹奏楽鑑賞（2校）実施予定。

市原市 伝統芸能ワークショップ
市原市教育委
員会

ー ○ ○ ー ー

各小・中学校の授業時間を利用し、市原市文化団体連合会に
所属する団体の方々が講師となり実施している。対象となる
伝統芸能は、吟詠教室、三曲教室、短歌教室、華道教室、俳
句教室、民舞教室、民謡教室、能楽教室、古典舞踊教室の9種
類から希望制となる。

2017 不明
予定計26回のうち、コロナの影響で計10回の実
施となった。体験時間が短いことが課題である
が、学校や生徒からは好評をいただいている。

講師陣の大半がご年配の方であるため、新
型コロナウイルス感染症に対し、対策を講
じても不安を拭いきれないことがある。学
校及び講師双方の要望により中止とする場
合がある。

6月から12月にかけて、計20回の実施を
予定している。

君津市 スクールコンサート事業

（公財）君津市
文化振興財団、
君津市教育委員
会

ー ー ○ ー ー
市内小中学校体育館等の身近な場所で、生のクラシック音楽
を聴いてもらう出張型コンサート。年３校前後を順番にまわ
り開催。

― ― 新型コロナウイルスの影響により中止 ― 新型コロナウイルスの影響により中止

富津市
文化芸術による子供育成総合
事業（巡回公演事業）

文化庁 ー ○ ○ ー ー

オーケストラ、演劇、ミュージカル、歌舞伎、能楽、邦楽
等、多岐にわたる分野のものを学校において鑑賞することが
できるものである。実施校の希望に沿う形の鑑賞を行うこと
ができるものである。児童生徒の能動的な活動とするため
に、観劇等の前にワークショップを行うものである。

不明 不明

学校の費用の負担がないことにより、財政面の
心配がなく、文化芸術に関する鑑賞を行うことを
計画し、実施することができるものである。成果
の多い事業だが、希望する学校の偏りがある点が
課題である。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため
に、予定していた観劇を中止する学校が
あった。新型コロナウイルス感染拡大防止
のための休校になった分の授業時数を確保
するため、ワークショップを中止する学校
があった。

新型コロナウイルス感染症対策を講じた
上で実施予定である。

袖ケ浦市 学校音楽鑑賞教室
袖ケ浦市教育
委員会

ー ○ ○ ー ー
千葉交響楽団の演奏による音楽鑑賞及び指揮者体験等を行
う。

1982 不明

2校で合計977名がオーケストラの演奏を鑑賞し
た。参加者全員へアンケートを行った結果、約
90％から楽しかった、また聴いてみたいとの回
答が得られたため、音楽に親しむ感性を育むこ
とができたと考える。

特になし。
新型コロナウイルスの感染防止対策を講
じたうえで実施する予定である。



１０「若者による創造的な文化芸術活動への支援」を主な目的とした事業

（２）具体的な事業の事例

補助金の
交付・支援

広報紙やホー
ムページ等で

の紹介

練習・製作場
所の提供・支

援

発表の場の
提供・支援

その他 テーマ 相手方

千葉市 Ｃフェス ー ○ ○ ○ ー
Ｃフェス実行
委員会

NPOまちづくり千
葉、（公財）千葉市
文化振興財団

音楽 学生

高校生を中心に、発表の機会や技術向上の場を提供
することで、若者の文化芸術活動の底上げを図り、
普及、発展させることを目的とした事業を実施して
いる。

2016 ー
新型コロナウイルス感染症拡大の影響によ
り中止した。

ー

令和3年度からまちなかステージと
統合し、音楽のジャンルを問わずに
活動している学生（若者）を対象
に、練習から成果披露までのサポー
トを実施する。

市川市 新人演奏家コンクール ー ー ー ○ ー
（公財）市川
市文化振興財
団

ー 音楽
アマチュアの
音楽家（公
募）、学生

管・打楽器部門、弦楽器部門、ピアノ部門、声楽部
門、邦楽器部門の5部門でコンクールを実施。受賞
者を財団管理のアーティストバンクに登録すること
で、市内各所で実施する演奏会への出演機会を提供
する。

1987 不明

例年であればコンクール受賞者が出演する
受賞記念演奏会を実施するが、令和２年度
は新型コロナウイルス感染症の影響で受賞
記念演奏会は中止とした。

ー 実施予定

船橋市 ちょっとよりみちライブ ー ー ー ○ ー
市民文化創造
館

ー 音楽 プロの音楽家

若手アーティストや世界の国・地域の伝統楽器を使
用した音楽家に発表の場を提供し、また、市民にこ
れらのコンサートを無料で開催することで、文化振
興をはかる

2019 ー

令和２年度は新型コロナウイルスの影響で
中止が相次ぎ、結果として２公演のみを
行った。定員を半数にするなど、出演者・
観客ともに感染症対策を徹底して行った。

ー

令和３年度は、１１公演を予定して
いる。新型コロナウイルスの影響に
より、定員を半数にする、検温・消
毒を徹底する等の対策を行ってい
く。

浦安市 市民まつり青少年音楽祭 ー ○ ○ ○ ー
浦安市、浦安
市教育委員会

市内青少年音楽団体：い
るか合唱団、浦安カル
テット！、浦安ユース
オーケストラ、Eterno
Brass Quintet
公益財団法人うらやす財
団

音楽

学生、特定の
音楽団体
（オーケスト
ラ等）

青少年による文化芸術活動の推進を図るため、市内
在住在学の子どもたちに管弦楽（弦楽器）への興味
や関心を高めてもらう機会の提供と子どもたちを中
心に活動している文化芸術活動団体の発表の場とし
て開催。

2014 不明

子どもや青少年のみならず、保護者や若手
音楽家、地域の方々にも音楽の素晴らしさ
を感じてもらえる機会を提供することがで
きた。

ー 実施しない。

四街道市 子どもミュージカル ー ○ ー ○ ー
四街道市、四
街道少年少女
合唱団

四街道市地域振興財
団

舞台公演
（ダンス・
演劇等）、
音楽

学生、特定の
音楽団体
（オーケスト
ラ等）

四街道市の子どもたちにミュージカルに出演し体験
してもらい、また、鑑賞してもらう機会を設けるこ
とで、四街道市の芸術文化の振興を図る。

ー ー
新型コロナウイルス感染症の影響により中
止した。

ー
新型コロナウイルス感染症拡大防止
に努め、開催予定。

松戸市 XP20 ー ー ー ー ○ XP実行委員会 ー その他
プロの音楽
家、その他

地元のストリートカルチャーに精通した若者たちが
「ＸＰ」と題したイベントを開催し、若い世代にス
トリートカルチャーの楽しさを体感してもらい、ス
トリートカルチャーの表現活動や創作活動、文化的
な背景に興味や関心を持ってもらう。

2018 ー

新型コロナウイルスの影響により、従来の
多くの人を呼び込むステージ型イベントの
実施に代え、地元出身の著名な若手アー
ティスト等による子どもを対象としたワー
クショップを実施。

ー 0

我孫子市 市民参加型コンサート ー ー ー ○ ー
我孫子市教育
委員会

ー 音楽

アマチュアの
芸術家（公
募）、アマ
チュアの音楽
家（公募）

若者の文化・芸術活動の場を提供、支援している。 2014 ― 令和2年度は実施していない。 ー
令和3年度は、公募を行い、若き
アーティストによる舞台上での演奏
（音楽コンサート）を行う。

茂原市 もばら若い芽のコンサート ○ ー ー ー ー
茂原市音楽協
会

茂原市教育委員会生
涯学習課、茂原市東
部台文化会館

音楽 プロの音楽家
茂原を中心とした外房地域の音楽文化の担い手とな
る若い音楽家に地元での演奏の活躍の機会を提供す
る。

1998 不明
新型コロナウイルス感染症対策により中止
とした。

ー
令和３年７月１１日（日）に新型コ
ロナウイルス対策として、規模を縮
小して実施した。

匝瑳市
市民まつり「よかっぺ祭
り」

ー ー ー ○ ー
よかっぺ祭り実
行委員会

匝瑳市、匝瑳市観光
協会、匝瑳市商工会
ほか

舞台公演
（ダンス・
演劇等）、
音楽

その他
市民の手づくり、市民参加の祭りとして開催されて
いる。よさこい鳴子踊りやストリートダンスなど多
くの団体が踊りや音楽を披露する。

1979 不明
事業中止（新型コロナウイルス感染拡大防
止対策のため）

ー 実施予定

木更津市 芸術文化活動補助金 ○ ー ー ー ー
木更津市教育
委員会

かずさジュニアオー
ケストラ

その他
特定の音楽団
体（オーケス
トラ等）

社会教育団体が行う教育振興事業に対し、予算の範
囲内において補助金を交付する。

1971 ―
市民文化および地域文化の振興・向上を図
ることが出来た。

ー 補助金の交付予定あり。

君津市
LIVE FOREST（ライブ
フォレスト）

ー ー ー ○ ー
（公財）君津市
文化振興財団

運営スタッフ（ボラ
ンティア参加）

音楽、舞台
公演（ダン
ス・演劇
等）

アマチュアの
音楽家（公
募）、学生

音楽スタイル、年齢を問わず募集し、選考を経たア
マチュアミュージシャン出演のライブイベント

2010 ― 新型コロナウイルスの影響により中止 ー
新型コロナウイルスの影響により未
定

市町村名 事業名

支援・助成の手法

主催 連携団体 結果への評価

特殊事情（新型コ
ロナウイルス感染

症・東京2020大会延
期による影響等）

令和3年度の実施予定
終了（予
定）年度

支援の対象

概要 開始年度
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（２）具体的な事業の事例
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広報紙やホー
ムページ等で

の紹介

練習・製作場
所の提供・支

援

発表の場の
提供・支援

その他 テーマ 相手方

千葉市 Ｃフェス ー ○ ○ ○ ー
Ｃフェス実行
委員会

NPOまちづくり千
葉、（公財）千葉市
文化振興財団

音楽 学生

高校生を中心に、発表の機会や技術向上の場を提供
することで、若者の文化芸術活動の底上げを図り、
普及、発展させることを目的とした事業を実施して
いる。

2016 ー
新型コロナウイルス感染症拡大の影響によ
り中止した。

ー

令和3年度からまちなかステージと
統合し、音楽のジャンルを問わずに
活動している学生（若者）を対象
に、練習から成果披露までのサポー
トを実施する。

市川市 新人演奏家コンクール ー ー ー ○ ー
（公財）市川
市文化振興財
団

ー 音楽
アマチュアの
音楽家（公
募）、学生

管・打楽器部門、弦楽器部門、ピアノ部門、声楽部
門、邦楽器部門の5部門でコンクールを実施。受賞
者を財団管理のアーティストバンクに登録すること
で、市内各所で実施する演奏会への出演機会を提供
する。

1987 不明

例年であればコンクール受賞者が出演する
受賞記念演奏会を実施するが、令和２年度
は新型コロナウイルス感染症の影響で受賞
記念演奏会は中止とした。

ー 実施予定

船橋市 ちょっとよりみちライブ ー ー ー ○ ー
市民文化創造
館

ー 音楽 プロの音楽家

若手アーティストや世界の国・地域の伝統楽器を使
用した音楽家に発表の場を提供し、また、市民にこ
れらのコンサートを無料で開催することで、文化振
興をはかる

2019 ー

令和２年度は新型コロナウイルスの影響で
中止が相次ぎ、結果として２公演のみを
行った。定員を半数にするなど、出演者・
観客ともに感染症対策を徹底して行った。

ー

令和３年度は、１１公演を予定して
いる。新型コロナウイルスの影響に
より、定員を半数にする、検温・消
毒を徹底する等の対策を行ってい
く。

浦安市 市民まつり青少年音楽祭 ー ○ ○ ○ ー
浦安市、浦安
市教育委員会

市内青少年音楽団体：い
るか合唱団、浦安カル
テット！、浦安ユース
オーケストラ、Eterno
Brass Quintet
公益財団法人うらやす財
団

音楽

学生、特定の
音楽団体
（オーケスト
ラ等）

青少年による文化芸術活動の推進を図るため、市内
在住在学の子どもたちに管弦楽（弦楽器）への興味
や関心を高めてもらう機会の提供と子どもたちを中
心に活動している文化芸術活動団体の発表の場とし
て開催。

2014 不明

子どもや青少年のみならず、保護者や若手
音楽家、地域の方々にも音楽の素晴らしさ
を感じてもらえる機会を提供することがで
きた。

ー 実施しない。

四街道市 子どもミュージカル ー ○ ー ○ ー
四街道市、四
街道少年少女
合唱団

四街道市地域振興財
団

舞台公演
（ダンス・
演劇等）、
音楽

学生、特定の
音楽団体
（オーケスト
ラ等）

四街道市の子どもたちにミュージカルに出演し体験
してもらい、また、鑑賞してもらう機会を設けるこ
とで、四街道市の芸術文化の振興を図る。

ー ー
新型コロナウイルス感染症の影響により中
止した。

ー
新型コロナウイルス感染症拡大防止
に努め、開催予定。

松戸市 XP20 ー ー ー ー ○ XP実行委員会 ー その他
プロの音楽
家、その他

地元のストリートカルチャーに精通した若者たちが
「ＸＰ」と題したイベントを開催し、若い世代にス
トリートカルチャーの楽しさを体感してもらい、ス
トリートカルチャーの表現活動や創作活動、文化的
な背景に興味や関心を持ってもらう。

2018 ー

新型コロナウイルスの影響により、従来の
多くの人を呼び込むステージ型イベントの
実施に代え、地元出身の著名な若手アー
ティスト等による子どもを対象としたワー
クショップを実施。

ー 0

我孫子市 市民参加型コンサート ー ー ー ○ ー
我孫子市教育
委員会

ー 音楽

アマチュアの
芸術家（公
募）、アマ
チュアの音楽
家（公募）

若者の文化・芸術活動の場を提供、支援している。 2014 ― 令和2年度は実施していない。 ー
令和3年度は、公募を行い、若き
アーティストによる舞台上での演奏
（音楽コンサート）を行う。

茂原市 もばら若い芽のコンサート ○ ー ー ー ー
茂原市音楽協
会

茂原市教育委員会生
涯学習課、茂原市東
部台文化会館

音楽 プロの音楽家
茂原を中心とした外房地域の音楽文化の担い手とな
る若い音楽家に地元での演奏の活躍の機会を提供す
る。

1998 不明
新型コロナウイルス感染症対策により中止
とした。

ー
令和３年７月１１日（日）に新型コ
ロナウイルス対策として、規模を縮
小して実施した。

匝瑳市
市民まつり「よかっぺ祭
り」

ー ー ー ○ ー
よかっぺ祭り実
行委員会

匝瑳市、匝瑳市観光
協会、匝瑳市商工会
ほか

舞台公演
（ダンス・
演劇等）、
音楽

その他
市民の手づくり、市民参加の祭りとして開催されて
いる。よさこい鳴子踊りやストリートダンスなど多
くの団体が踊りや音楽を披露する。

1979 不明
事業中止（新型コロナウイルス感染拡大防
止対策のため）

ー 実施予定

木更津市 芸術文化活動補助金 ○ ー ー ー ー
木更津市教育
委員会

かずさジュニアオー
ケストラ

その他
特定の音楽団
体（オーケス
トラ等）

社会教育団体が行う教育振興事業に対し、予算の範
囲内において補助金を交付する。

1971 ―
市民文化および地域文化の振興・向上を図
ることが出来た。

ー 補助金の交付予定あり。

君津市
LIVE FOREST（ライブ
フォレスト）

ー ー ー ○ ー
（公財）君津市
文化振興財団

運営スタッフ（ボラ
ンティア参加）

音楽、舞台
公演（ダン
ス・演劇
等）

アマチュアの
音楽家（公
募）、学生

音楽スタイル、年齢を問わず募集し、選考を経たア
マチュアミュージシャン出演のライブイベント

2010 ― 新型コロナウイルスの影響により中止 ー
新型コロナウイルスの影響により未
定
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