
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（東葛飾エリア）

総計 内、市町村予算額 エリア 人口（人）

松戸市 PARADISE AIR事業

松戸市

（運営：一般

社団法人

PAIR）

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。

令和元年度は58組のアーティストを招聘し、その活動を支

援。約3週間のショートステイ、約3か月のロングステイの2

つのプログラムがあり、令和元年度ロングステイは605組の

応募から1組のアーティストが滞在した。

15,960 7,980 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、クリエイティブシティとしてのイ

メージ形成を担っている。

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。

東葛飾 493,532

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。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。

（非公開） （非公開） 1948

第72回野田市文化祭を開催した

　舞台発表の部：11月2日～10日

　作品展示の部：11月2日～4日

　各種行事の部：9月～3月末

近年、参加者数の減少が課題である。

新型コロナウイルス感染症対策の影響によ

り、3月以降を予定していた各種行事の部3

団体の行事が中止となった。

令和2年度は、新型コロナウイルス感染症対

策の影響により、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。

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。

（非公開） （非公開） 1998

民俗芸能保持団体6つ・市内小中学校5つが出演

し、約930名の来場者があり、民俗芸能の普及に

大きく貢献した。高齢化する担い手を育成して

いくために、今後も継続的に開催することが望

まれる。

ー

令和2年度は新型コロナウイルスの影響によ

り中止予定。令和３年度以降は毎年実施予

定。

ミュージックフェスタ
野田市文化会

館

市内小・中・

高等学校の吹

奏楽・管弦

楽・マーチン

グバンド等の

音楽部

市内小中学校及び高等学校の吹奏楽・管弦楽・マーチング

バンド等の音楽活動に対し、発表の場を提供するととも

に、学校間の交流を図り、音楽レベルの向上を図る。

（非公開） （非公開） ー

市内小中高等学校の各音楽部の交流の場とな

り、各学校の練習の成果を披露できる場であ

る。しかし、入場者の減少傾向、学校の意識の

統一が課題である。

新型コロナウイルス感染症対策の影響によ

り、文化会館の令和２年度委託文化事業に

ついては、今後の実施が不透明である。

新型コロナウイルス感染症対策の影響によ

り、令和2年度以降の実施は検討中。関係各

所と協議が必要であり、実施に向けては感

染対策・工夫が必要である。

第66回柏市文化祭

第66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。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。

（非公開） （非公開） 1954
令和元年度総入場者数：12,447人

参加団体と鑑賞者の固定化が課題である。

台風19号の影響により、10月12日～14日は

全面中止。

令和2年度は中止。令和3年度以降は新型コロナ

ウィルス感染症拡大の影響を考慮して開催予

定。

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とした、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。柏が誇る吹

奏楽団体の演奏を楽しめる。さらに、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

コーナーもある。

（非公開） （非公開） 2018 中止

当初予定（令和元年10月13日(日)）は台風19号

の影響により中止。令和2年３月14日(土）に延

期したが、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2年度は10月実施予定で準備を進めている

が、新型コロナウィルス感染症拡大の影響を考

慮して内容等の検討が必要である。

「かしわ塾」

管・打楽器(吹奏楽)音楽教室

柏市教育委員

会

柏市立柏高等

学校

吹奏楽部等に所属する市内の小・中学生が、柏市立柏高等

学校吹奏楽部顧問指導により、同校の部員と練習を行い、

その成果を発表する。参加費は一人300円。

（非公開） （非公開） 2003
令和元年度総入場者数：298人

年１回の実施が限度であることが課題である。
ー

令和2年度以降、新型コロナウィルス感染症の影

響を考慮して開催予定。

おおたかの森ホール

開館記念事業

流山市教育委

員会

MORIHIBIKU

共同企業体

（代表団体ア

クティオ株式

会社）

「おおたかの森ホール」の開館を記念して、市民等への良

質な文化芸術の鑑賞機会の提供と施設の知名度向上を目的

に、1年を通し開館記念コンサートを開催。国内外で活躍す

るアーティストによるコンサート（計11回）を実施した。

27,728 27,728 2019

新たな文化芸術の拠点として「おおたかの森

ホール」が開館したことにより、国内外の一流

アーティストの公演などを身近に鑑賞できるよ

うになっとことを、広く市内外にPRすることが

できた。

新型コロナウイルス感染症の影響により、

令和2年3月のコンサートを中止した。

平成31年4月におおたかの森ホールが開館し

た記念事業であるため、単年度で終了。

流山市文化会館

開館50周年記念事業

日本舞踊公演

流山市教育委

員会

日本舞踊集団

”弧の会”

「流山市文化会館」の開館50周年を記念して、男性舞踊家

たちが流派を超えて結集し、結成された「弧の会」のメン

バー4名による日本舞踊公演を実施。公演中には作品解説や

扇子体験などが行われ、日本舞踊を身近に感じる内容とし

た。地元の小学生を対象に、日本舞踊に触れるワーク

ショップも開催し、参加児童は本番で成果発表も行った。

402 402 2019

子どもを含め、多くの方に伝統芸能の魅力を感

じてもらえた。今回は開館50周年記念事業とし

て予算が確保できたが、同程度の予算を今後も

継続して確保するのは難しい。

ー

予算上、定期的な公演開催は難しいが、65歳以

上の市民を対象とした「ゆうゆう大学」の1講座

で”弧の会”会員の1人に講師を依頼するなど、今

後も可能な範囲で日本舞踊関連事業を実施す

る。

第65回流山市文化祭

流山市文化祭

実行委員会

（流山市文化

協会・流山市

美術家協会）

流山市教育委

員会（共催）

流山市文化協会加盟団体及び流山市美術家協会で組織され

た実行委員会が、「発表」「作品展示」「各種行事」の3部

構成の文化祭を開催。令和元年度は10月～11月の約1か月

間にわたり、複数部が参加するオープニングイベント、各

部による23のイベントを実施した。

（非公開） （非公開）
（2019年度で

65回目）

令和元年度は、オープニングイベントとして、例

年実施しているオープニングセレモニー（舞台発

表）に加え、ホワイエイベント（展示、鑑賞、

体験コーナー）を実施した。文化祭全体を通し

て集客が課題である。

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。

野田市 東葛飾 152,572

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
市町村名 事業名 主催 連携団体 概要

総事業費（千円）

柏　市 東葛飾 432,006

流山市 流山市 197,554



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
市町村名 事業名 主催 連携団体 概要

総事業費（千円）

我孫子市民文化祭

我孫子市・我

孫子市民文化

祭実行委員会

ー

8月25日～12月9日、「芸能部門」「展示部門」「各種文化

行事」にわけ、31部門の発表会を実施した。運営は、我孫

子市文化連盟・我孫子合唱連盟・北部地区文化祭実行委員

会で「我孫子市民文化祭実行委員会」を組織し、多くの

方々の意見を取り入れ、市民が気軽に参加できるような文

化芸術イベントとして開催した。

3,479 3,600 1958
出演者・製作者の高齢化・後継者不足、来

場者の固定化が課題である。

台風の影響により、10月13日（日）の俳句

大会を11月26日（火）に延期。

市民が参加・来場しやすいよう開催場所や

日程を集約する方向で見直す。

郷土芸能祭 我孫子市

市内郷土芸能団

体３団体・市内

小中学校伝統芸

能クラブ・講座

４校

令和元年12月1日に湖北地区公民館において、

我孫子市に伝わる神楽舞や祭囃子などの民俗芸能の発

表会を実施した。

704 834 1981
来場者が固定化しているため、市民全体へ

の認知度の向上が課題。
令和2年度も実施予定

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2

年度は3密を避けた状態で実施し、動画配信など

を通して広く市民が郷土芸能に関われる機会を

設ける。

鎌ケ谷市市民文化祭

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

員会を組織す

る団体

市民の日頃の芸術文化活動の成果を発表する機会を提

供することを目的に、毎年10月～11月上旬、きらり鎌

ケ谷市民会館を主な会場として、展示・発表・参加部

門の3部門16事業を実施している。

（非公開） （非公開） 1975

市民が芸術文化活動の成果を発表する機

会、観覧者が様々な芸術文化にふれる機会

を提供している。参加者の高齢化が課題で

ある。

令和元年度は、台風・大雨の影響により、来場

者数が前年度に比べ減少した。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す

る。

市民の芸術文化活動の発表機会を提供するため

毎年実施している事業であり、今後も実施して

いく。若い世代に興味を持ってもらうために、

既存の行事以外に新たな取組を考える必要があ

る。

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ことを目

的に、毎年3月上旬、きらり鎌ケ谷市民会館を会場として、

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。

（非公開） （非公開） 2003

作品のレベルが回を重ねるごとに上がり、来場

者の目を楽しませている。

出品者の固定化が課題である。

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。

令和2年度は検討中。

市民の優れた美術作品を発表する機会を提供す

るため毎年実施している事業であり、今後も実

施していく。

親子で楽しむオペラ「眠れる森の

美女物語」

鎌ケ谷市教育

委員会（きら

りホール）

市内幼稚園

（保育園）

0歳から入場可能な、親子で楽しめるオペラ公演。一般公募

の子ども(4歳～小学生以下)がプロのオペラ歌手から指導を

受け(ワークショップ)、公演に出演する機会を提供する。さ

らに、より多くの子ども達に鑑賞機会を提供するため、出

演者が市内幼稚園・保育園を訪問して、ミニコンサートを

行う。

713 713 2015

ワークショップには定員を超える応募があり、

訪問ミニコンサートも大変好評である。公演に

ついて、アンケートでは内容に大変満足いただ

いているが、入場者数の減少が課題である。

ー
未定

（令和2年度は実施予定なし）

我孫子市 東葛飾 130,640

鎌ケ谷市 東葛飾 109,438


