
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（南房総エリア、かずさ・臨海エリア）

総計 内、市町村予算額 エリア 人口（人）

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。

（非公開） （非公開） 1947 市の文化芸術振興に寄与している。
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。
ー

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。
（非公開） （非公開） 1975 ー

令和2年度は新型コロナウイルス感染症の状況に

より事業内容を検討中。
ー

フラメンコフェスティバル
全国学生フラ

メンコ協会
ー

大学生、市民、ＯＧ・ＯＢのプロの参画を得て開催するフ

ラメンコフェスティバル。全国に類を見ないイベントであ

り、市のイメージアップを図る。

（非公開） （非公開） 1995 市の文化芸術振興に寄与している。

令和元年度の代表者の死去に伴い、令和2年度は

新体制発足に向けた準備期間としているため中

止。

ー

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。 105 105 1974

会場の変更により、日程が例年より遅れたが、

多くの方々に協力いただき、会場と一体になっ

た楽しい音楽祭になった。一方で、参加団体の

減少や開催会場の確保が課題である。

ー 令和3年度以降も、継続して実施予定。

鴨川市文化祭
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。

341 341 1971

各部門の実演・展示を通して、多くの方々に文

化に触れ親しんでもらう場を提供することがで

きた。一方で、参加者の固定化と関連団体の高

齢化、安定して確保できる開催会場の確保が課

題である。

ー 令和3年度以降も、継続して実施予定。

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図

る。公演を通じて親同士・子同士のコミュニケーションの

推進することを目的としており、地方では見ることができ

ない文楽公演を実施している。

2,700 2,700 1988
市民が一流の芸術文化に触れる機会を創出し

た。
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。

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）に出会い、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。

600 600 2006

日常の可笑しさを表現した演目を実施し、日本

の伝統文化である狂言のすばらしさや魅力に気

づく良い機会になった。

ー
隔年実施。

次回は令和3(2021)年度。

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。本市はゆかりが深い「童謡」を後世に

伝えるため開催。

（非公開） （非公開）

        2006

※前身のコンサー

トを含めると

2001(平成13)年か

ら実施

毎年多くの来場がある。
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。
今後も継続して実施予定。 南房総 35,864

大多喜町 大多喜町文化祭

大多喜町文化団

体連絡協議会、

大多喜町

ー
大多喜町文化団体連絡協議会員による展示やステージ発

表。
ー ー ー ー ー ー 南房総 8,905

市原市
いちはら歴史のミュージアム

整備事業

市原市教育委

員会
ー

歴史遺産の価値と魅力をわかりやすく伝え、活動と交流の

拠点となる博物館施設である「いちはら歴史のミュージア

ム」の整備を行う。

（非公開） （非公開） 2017 工事が開始され市民の期待も高まっている。
新型コロナウイルス感染症の影響により工事を

一時中止した。
開館に向けて機運を盛り上げていく。

かずさ臨

海
269,424

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

市内の文化芸

術団体

君津市出身の音楽家を音楽監督・指揮者・合唱指導者に迎

え、期間限定の公募合唱団を編成し、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。

（非公開） （非公開） 2018

日本の曲や東京2020大会公式応援ソング等の合

唱・オーケストラ演奏も好評であったが、当日

の来場者数は前年と比べて減少した。

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

きみつ少年少女合唱団育成事業
きみつ少年少

女合唱団
ー

「きみつ少年少女合唱団」の育成と、定期演奏会等の活動

支援。東京2020大会関連イベントへの参加支援。
（非公開） （非公開） 2000

きみつ少年少女合唱団は、市内外からのイベン

ト出演依頼にも積極的に参加し、市の子ども文

化の顔として活動している。

令和2年3月以降、新型コロナウイルス感染症の

影響により、団員が集まっての合唱練習が実施

できていない。

新型コロナウイルス感染症の状況にあわせた活

動を行う。開催延期となった東京2020大会関連

行事に参加予定。

富津市 富津市民文化祭
富津市民文化

祭実行委員会
ー

市民みずから芸術文化活動に親しみ、その活動を促進する

ため、市民及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毎年度実施している。

（非公開） （非公開） ー

市民の文化活動の成果を発表する機会を得られたほ

か、展示・演目等、発表者間で互いの作品を見ること

で、創作意欲に良い刺激が与えられた。また、市民が

中心となって運営するため自主的な文化活動が育まれ

た。

令和元年は台風15号の影響により一部会場での

催しを中止した。

また、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、令和2年度は全面的に中止する。

令和3年度以降は例年どおりの形での実施を予定

している。

かずさ臨

海
42,673

館山市 44,894南房総

31,827南房総鴨川市

南房総市

君津市 81,989

35,883南房総

かずさ臨

海

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



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

芸能文化まつり

第32回芸能文

化まつり実行

委員会

市民会館の登

録団体等

発表を通して、袖ケ浦市文化協会会員と市民会館登録サー

クル会員相互の交流を深めるとともに、市民一人ひとりが

芸能文化に親しむことにより、豊かな情操を培い、本市の

芸術文化活動の普及、振興を図る。文化協会からは新規加

盟団体が参加したほか、市民会館登録サークル及び音楽協

会から個人会員1名が出演し、社交ダンス・詩吟・カラオ

ケ・フラダンス・舞踊等日頃の練習成果を発表した。

127 77 1987

市内芸能文化団体の活動成果の発表として充実

した内容とすることができた。今後文化活動団

体の文化協会への加入を促すほか、より多くの

団体が出演できるよう工夫が求められる。

ー

新型コロナ感染症の状況を踏まえ、実施の可否

について袖ケ浦市文化協会と協議のうえ決定す

る。

市民会館・公民館まつり

市民会館・各

公民館まつり

実行委員会

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

公民館等の定期利用団体の学習成果の発表の場を提供する

とともに、各種催し物を通じて地域住民の相互交流を図る

ことを目的として実施する。

1,254 1,254 1975

地域の恒例行事として世代を超えて広く親しま

れており、公民館等の定期利用団体を支援する

ことで、市民に文化・芸術に触れる場を提供す

ることができた。

台風15号により損壊した施設では内容を一部変

更したが、全館で開催することができた。

新型コロナ感染症の状況を踏まえ、開催は各館

とも検討中である。

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(1996)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。

229 229 1996

令和元年度は6月1日～2日の2日間、博物館友の

会・市民学芸員等ボランティアの協力のもと各

イベントを実施。多数の来館者があり、博物館

活動を広くPRすることができた。事業を支える

ボランティアスタッフの高齢化・固定化が課題

である。

ー

令和2年度は新型コロナウイルス感染症の状況を

踏まえ、ミュージアムフェスティバル実行委員

会で協議のうえ、開催の可否を夏頃決定する。

かずさ臨

海
袖ケ浦市 63,559


