
４　令和元年度の取組「特に力を入れている事業」の具体的事例（北総エリア）

総計 内、市町村予算額 エリア 人口（人）

銚子市 銚子市文化祭
銚子市文化祭

実行委員会
市内文化団体

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。
280 280 － 令和元年度来場者：2,357人

令和元年度は10月の台風の影響により展覧

の部を一部中止。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について

検討中。

検討中 北総 58,377

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し

ている。

（非公開） （非公開） 2010

市民が主体となって当該事業を実施することに

より、本市の文化芸術の推進が図られた。長期

のスケジュールとなるため、集客が課題であ

る。

令和元年度は台風の影響により一部催しが

中止となった。

令和2年度は新型コロナウイルス感染症によ

る影響等を考慮し開催を中止とした。

今後も本事業を実施していきたい。 北総

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

※概要参照

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(2011)年度からは、子ども会まつりと同時開催

している。（※連携団体：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)

（非公開） （非公開） 2001
市民と外国人との交流をさらに促進するため、

外国人の方の参加者の増が課題である。

令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影

響により実施は検討中。
今後も本事業を実施していきたい。 北総

文化芸術センター管理運営事業 ー ー

本市の文化芸術の拠点施設として平成27(2015)年7月に設置

した「成田市文化芸術センター」の管理運営を行う。市民

の文化芸術への関心や興味を喚起するとともに、文化芸術

を活用した本市の魅力発信を目的とした様々な主催事業を

開催する。

（非公開） （非公開） 2015

スカイタウンホール・スカイタウンギャラリー

を会場に、市内外へ文化の振興となる事業を幅

広い年齢層の市民のニーズに対応するため展開

し、文化向上と地域文化の創造・振興が図られ

た。

新型コロナウイルス感染症の影響により、3

月のスカイタウンホールでのイベントを3件

を中止した。

中心市街地に立地するメリットを最大限に

発揮し、引き続き年間を通して様々な事業

を開催し、市民の文化向上と地域文化の創

造・振興を図っていきたい。

北総

佐倉市民文化祭
佐倉市民文化

祭

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。

2,566 2,566 1979

　市民(参加者)に日頃の芸術活動の成果を発表

する機会を提供した。同様に、市民(鑑賞者)に同

じ市民による発表を通して身近に芸術文化に触

れる機会を提供した。(29事業、参加者総数のべ

13,390人)

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。

今後も、新型コロナウイルス感染症の影響

を鑑みて事業の中止・規模縮小などの対応

が必要と考える。

北総

佐倉“江戸”時代まつり

佐倉・時代ま

つり実行委員

会

NPO法人佐倉

一里塚、佐倉

市文化団体連

合会 等

江戸時代の風情が残る新町通りを中心に、城下町佐倉の賑

やかな江戸時代のまちの様子を再現するイベント。佐倉藩

藩外不出の古武術「立身流」の演武や捕物寸劇、南京玉す

だれなどの大道芸、お子さんが楽しめる参加型イベントな

どを実施。

（非公開） （非公開） 1998
年々満足度は向上しており、来場者数は過去最

高を記録した。
令和２年度の開催については未定。

新型コロナウィ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について見

直す必要があると考えている。

北総

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。市内の音楽愛好家・グループ

による発表と交流の場となっている。

出演者は旭市在住・在勤・在学者及びそれを含む団体で、

団体代表者による実行委員会により運営・実施。継続事業

で令和元年度で15回目を迎えた。

（非公開） （非公開） 2005

出演者・内容の固定化が課題であるが、事業の

趣旨(目的)は概ね達成されている。課題解決につ

いても、参加者自ら実現しているので成果は上

がっていると思われる。

令和2年度は、新型コロナウイルス感染拡大

防止の観点から中止とした。

継続して実施予定である。参加者募集の周

知方法を検討する（新しいメディアを活用

するなど）。

北総

あさひのまつり

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

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。

（非公開） （非公開） 2006

参加者からは「楽しかった！」「ほかの団体を

見て勉強になった」などの声をいただていお

り、概ね趣旨を達成していると思われる。新た

な参加団体の開拓が課題である。

令和2年度は、新型コロナウイルス感染拡大

防止の観点から中止とした。

継続して実施予定である。参加者募集の周

知方法を検討する（新しいメディアを活用

するなど）。

北総

八街市民音楽祭 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、市民団体による吹奏楽・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(1996)年度から継続して開催

している。

8,492 145 1996

市内中学校・高等学校、市民団体による吹奏

楽・合唱の発表会を行い、音楽を通して市民文

化の向上を図り、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を推進した。

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。
今後も継続して行う予定である。 北総

八街市民文化祭 八街市

八街市教育委

員会社会教育

課

市民文化祭を開催。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。
8,492 110 1957 市民の文化の交流を図った。

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。
今後も継続して行う予定である。 北総

白井市民文化祭
白井市民文化

祭実行委員会

白井市・白井

市教育委員会

市民により構成された実行委員会により、11月2日～11月

24日に展示・芸能発表会・音楽祭・ダンスフェスティバル

など各種行事を開催。市民へ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。

2,506 2,506 1957
市民が主体的に文化の情報発信を行うことがで

きた。

令和2年度は新型コロナウィルス感染症の影

響により中止となった。
令和3年度は開催を予定している。 北総

白井市文化会館主催事業

演劇「煙が目にしみる」

白井市文化会

館
劇団だるま座 劇団だるま座による演劇公演。 1,100 1,100 2019

新型コロナウイルス感染症の影響により、集客

が厳しい状況での開催となった。なお、当日公

演を観にこられた来場者からは概ね好評をいた

だいた。

ー 開催は未定である。 北総

開始年度 結果への評価
特殊事情（台風・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）
今後の実施予定

市町村参考情報総事業費（千円）

成田市

旭市

佐倉市

八街市

市町村名 事業名 主催 連携団体 概要

白井市

132,323

170,125

63,876

66,737

61,858



総計 内、市町村予算額 エリア 人口（人）
開始年度 結果への評価

特殊事情（台風・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）
今後の実施予定

市町村参考情報総事業費（千円）
市町村名 事業名 主催 連携団体 概要

富里市 芸術鑑賞事業 富里市 －

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、市民が芸術をより身近に感じることができる機会

を創出することを目的に、平成20(2008)年度から始まった

事業である。

146 146 2008

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。

8月開催予定であったが新型コロナウイルス

感染症の影響により延期とした。
年度内の開催に向け調整中である。 北総 49,773

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

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。

940 700 2009

来訪者が展示・発表を観覧し、発表者の活動を

知ることを通じて、文化・芸術活動を媒介とす

る市民間の交流促進を目指して推進する必要が

ある。

令和2年度は関連事業を含めて、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により開催を検討

中。

実行委員会組織は文化協会会員が中心である

が、今後はその他のサークル等の団体の参画も

視野に、会場運営の在り方も含めて検討が必要

である。

北総 72,122

酒々井町 酒々井町町民文化祭

第54回町民文

化祭運営委員

会

酒々井町・酒々

井町教育委員

会・酒々井町文

化協会

運営委員が主体となり、絵画や書道などの展示、歌やダン

スなどの芸能発表を公民館及び文化ホールにて実施。
218 200 1966

公民館等を利用し、活動している団体が発表し

文化に親しむ事業である。
台風被害による開催への影響はなし。

令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影

響により、実行委員会で中止を決定した。
北総 20,463

ふれあい文化祭

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

町に在所する団体や個人で、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

実施する。当事業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。

ー ー ー ー
新型コロナウイルス感染症の影響により中

止。
ー 北総

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フルコンサートピアノの一般開放。

グランドピアノの魅力に触れる機会、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。

　※有料(１時間あたり1,000円)、先着10組、4日間実施

ー ー ー
開催日を増やしてほしいとの要望も多い。人気

の事業でもある。
ー ー 北総

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

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・生徒の情操の涵養を図

る。令和元年度は中学生を対象とした。

（非公開） （非公開） 1998
厳しい財政のなか、毎年予算の確保が懸念され

る。
ー 令和2年度は12月に実施予定 北総

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

よって異なる）

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。

（非公開） （非公開） 2009 厳しい財政の中、毎年予算の確保が懸念される ー 令和2年度は9月に1公演を予定 北総

地元オペラ合唱団公演 Y's company
共催：多古町

教育委員会

地元オペラ合唱団による定期演奏会会場とその練習会場を

提供し、地元団体の活動振興を図る。
不明 0 2013 地元団体の公演としては異例の集客となった。 ー

新型コロナウイルス感染拡大防止に配慮しつ

つ、今後も実施予定
北総

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。

170 70 1974

活動成果の発表や体験活動を通して、町民が文

化活動に触れる機会を作っている。出演者の高

齢化・後継者不足による、来場者減少と固定化

の傾向が課題である。

ー

今後開催する場合は、新型コロナウイルス

感染拡大防止対策を充分に講じる必要があ

る。

北総

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。

165 165 不明

成果発表を通して、広く町民に公民館活動の理

解と生涯学習への意欲を促し、サークルの輪を

広げる機会となっている。

令和元年度は新型コロナウイルス感染症の

影響により中止。

今後開催する場合は、新型コロナウイルス

感染拡大防止対策を充分に講じる必要があ

る。

北総

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。また、70歳以上の町民を対象に無料招待

を行っている。

（非公開） （非公開） 1993

令和元年度は林家木久扇、月亭方正などの落語

家が出演し、多くの来場者があった。また、無

料招待者も前年度より微増した。

ー

新型コロナウイルス感染症の影響により、

70歳以上無料招待の実施については検討し

ていきたい。

北総 6,966

栄町

多古町

東庄町

20,028

13,904

13,167


