
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（九十九里エリア）

総計 内、市町村予算額 エリア 人口（人）

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。
（非公開） （非公開） 1952

出演者の高齢化・後継者不足によりイベントが縮

小されつつある。
ー

引き続き、市民の文化活動の成果発表の場と

して文化祭を開催し、市の文化振興を図る。
九十九里 86,758

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

市内で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2つで構成される。

45 45 2003
市内で活動する団体や個人の文化活動を広く周知

できた。出展者・出演者の減少が課題である。

令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響

により中止となった。

出展者・出演者増加の対策も含めて、文化祭

全体の見直しを行いながら、今後も実施してい

きたい。

九十九里 58,179

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

市場有限会社

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。

（非公開） （非公開） 1989

台風により中止となったが、beyond2020プログ

ラムの認証、ポスター・チラシの作成により、多

くの方へ情報発信することができた。

令和元年度は台風19号の接近に伴い中止と

なった。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とする。

ー

生涯学習祭（2月） 2010

八日市場文化祭（10月） 1952

のさか文化祭（10月） 1966

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を図る。

（非公開） （非公開） ー
芸術文化活動を市民に広め、明るく豊かでうるお

いのある街づくりに寄与している。
ー ー

山武市自主事業 山武市 ー
市民に対し芸術文化の振興を図るため、市主催で自主事業を

開催する。
16,783 16,783 1996

自主事業開催について、市民の満足度は高い評価

を得ている。

会場である文化会館は、耐震改修工事を2月か

ら施行中のため、1月まで事業を実施した。

新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえなが

ら、8月から事業再開の予定である。

第68回左千夫短歌大会
山武市教育委

員会

左千夫短歌会、

短歌鈴の会、万

葉を読む会、あ

すなろ会、くろ

しお短歌会

山武市が生んだ偉大な歌人伊藤左千夫を顕彰し、偲ぶために

開催される短歌大会であり、令和元年度に第68回を迎え

た。応募は全国からあり、毎年4,000首程度が集まり、選者

の先生に講評、受賞作品を選考してもらっている。

（非公開） （非公開） ー

毎年恒例の事業となり、前年の投稿者が投句する

例も多い。また、市内外・県外の小中高生方の投

句も多く、市内小中高の授業の一環に組み込まれ

ており、短歌の学習と文化の継承の両方を担って

いる。

ー
令和2年度も第69回左千夫短歌大会を開催予定

である。

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。例年、保存会所属

の5団体が7演目以上を発表し、約300名程度の来客がある。
380 380 不明

定期的な発表会の開催は継承において不可欠であ

る。しかしながら、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

ることが課題である。

新型コロナウイルス感染症の影響により、時期

を変更した。

令和元年度に記録保存映像を作成したので、

体験会を行いたい。

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。
3,306 264 2018

本市は博物館・資料館等の展示施設がないため、

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 ー

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

九十九里町郷土芸能連絡協議会に所属する各団体が郷土芸能

を披露するまつり。3年に一度開催。
2,876 2,666 1993

前回開催時、音が途切れてしまう等音響の不具合

があったため、次回はリハーサルを行い調整す

る。

3年に一度開催で令和2年度に開催予定であっ

たが、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、令和3年度へ延期した。

同左

芸能発表会

九十九里町文

化団体連絡協

議会

ー
九十九里町文化団体連絡協議会に所属する各団体による芸能

発表会。毎年開催。
100 70 1977 高齢化による団員・団体の減少が課題である。

令和元年度は台風の影響により中止となっ

た。

本年度も開催を予定しているが、新型コロナウ

イルス感染症の状況によって中止を検討してい

る。

生涯学習推進大会
生涯学習推進

協議会
ー 町民の生涯にわたる活動の一環として実施。毎年開催。 611 611 1993

他行事と連携で開催しており、参加者も多く好評

である。生涯学習の趣旨と参加者との意識の差が

課題である。

令和元年度は台風の影響により中止となっ

た。

本年度も開催を予定しているが、新型コロナウ

イルス感染症の状況によって中止を検討してい

る。協議会と協議のうえ開催していきたい。

九十九里

大網白里市 47,806九十九里

九十九里町 14,832

九十九里 34,740

山武市 48,702九十九里

令和元年度は延べ6日間開催、来場者延べ2,233

人と盛況であった。地域の文化振興の普及や生涯

学習の交流によって文化活動の活性化を図ること

ができた。

令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響

により、開催方法・開催の可否をや関係団体

と協議する必要がある。

今後も実施の予定。構成メンバーの高齢化の

影響が課題である。

匝瑳市

総事業費（千円）

匝瑳市文化団

体協議会(八日

市場文化会、

野栄文化会)

匝瑳市、匝瑳

市教育委員会

地域毎（八日市場、野栄）と、匝瑳市全体での文化・芸術団

体による芸能・展示発表会。
（非公開） （非公開）

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（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



総計 内、市町村予算額 エリア 人口（人）

総事業費（千円）
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（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

横芝光町 横芝光町文化祭

横芝光町、教

育委員会、文

化協会

※概要参照

町民や管内の幼・保・小・中、町文化協会加盟クラブによる

作品展示や芸能発表会。11月に2日間開催。(※連携団体：横

芝光町文化協会会員、町内幼稚園、保育園(所)、小学校、中

学校、高等学校、姉妹都市、姉妹町、友好都市)

（非公開） （非公開） 2006
参加している文化協会のメンバーの高齢化、それ

に伴うメンバーの参加率の低下が課題である。

令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の影

響により中止を決定した。

文化協会に所属する団体が日頃の練習・活動

の成果を十分に発揮できるような文化祭を企

画・運営していく。

九十九里 22,360

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「木造大日如来坐像」と町指定文化財「妙

楽寺本堂」をライトアップし、コンサートを行う。
（非公開） （非公開） 2003

町外からの申込みやリピーターも多く、毎年好評

をいただいている。

新型コロナウイルス感染症の影響により集客を

しての開催は行わない。代替案として、無観客

状態での演奏の様子を動画配信する案を協議

中。

令和3年度は通常どおり開催予定。

睦沢町伝統芸能発表会
睦沢町伝統芸

能発表会

睦沢町伝統芸能

保存団体連絡協

議会・睦沢町教

育委員会

長い歴史の中で生まれ、今日の世代に守り伝えられてきた貴

重な財産である「伝統芸能」はを次世代に残すため、睦沢町

などに伝わる郷土芸能を上演する。

（非公開） （非公開） 2003

来場者数は毎年約200名ほどで、好評をいただい

ている。継承に向けて若い世代を取り込むことが

課題である。

新型コロナウイルス感染症の影響により中止。 令和3年度は通常どおり開催予定。

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。 （非公開） （非公開） ー

令和元年度は「爆笑ライブ2019in長生村」を実

施。245名の集客があった。

令和2年度は実施予定なし。今後実施する際、

客席が半分しか使えない等影響がある。ま

た、新型コロナウイルス感染症の拡大予防のた

めの各種対応が必要となる。

令和3年度予算要求予定 九十九里 13,762

ふるさとしらこ祭 白子町

ふるさとしら

こ祭実行委員

会、イダセイ

コ

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。町文化協会に加入する団体や個人の芸術文化、

芸能の成果を発表する機会を設ける。

550 550
2019

(前身は1970)

平成30年度まで開催していた白子町文化祭が50

回の節目を迎えたこと、また元号も令和に変わっ

たことから名称を変更した。第1回目になるの

で、特別公演としてイダセイコ氏による野外ライ

ブを開催した。

町民に身近に様々な文化に接する機会を設け、芸

術文化に対する意識の向上と創造性の醸成、町民

同士の親睦と融和を図った。

ー

開催予定であるが、発表する内容等につ

いて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絞って開催を検討

中。

生涯学習フェスティバル
白子町教育委

員会

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。

213 213 1990 ー
新型コロナウイルス感染症の影響により中止と

なった。

開催予定であるが、発表する内容等について

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策が取れ

るものに絞って開催を検討中。

文化公演 白子町 ー

コンサートなどの文化公演会を開催。町民が身近に文化に接

する機会を設け、芸術文化に対する意識の向上と創造性の醸

成を図る。

4,864 4,864 2001

町民が文化に触れる機会を提供することができ

た。また、本町の芸術・文化の振興を図り、創造

性豊かなまちづくりを推進することができた。

新型コロナウイルス感染症の影響により中止と

なった。
開催予定

長柄町

「長柄町史と文化財」

保護活用デジタルアーカイブ化

公開事業

長柄町教育委

員会

ＴＲＣ－ＡＤ

ＥＡＣ株式会

社

「長柄町史・史跡長柄横穴群・指定文化財」について、長柄

町デジタルアーカイブで発信。特に「史跡長柄横穴群」につ

いては、漫画・アニメーションにより、日本語・英語の２か

国語で解説している。

（非公開） （非公開） 2019

デジタルアーカイブを検索・閲覧することによ

り、「長柄町史・史跡長柄横穴群・指定文化財」

を学習や研究の機会に利用することが可能になっ

た。

ー ー 九十九里 6,730

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、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開催している。

88 88 1969 出演者の高齢化が課題である。 ー
令和2年度実施予定だが、新型コロナウイルス

感染症の状況により変更の可能性がある。
九十九里 7,432

睦沢町

白子町

6,815

10,399

九十九里

九十九里


