
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

総計 内、市町村予算額 エリア 人口（人）

千葉市 ちばまちなかステージ

公益財団法人

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・支援することを目的として、中心市街地等の

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。

600 600 ー

年6回程度事業を実施しており、継続して地域の

若手ミュージシャン等に発表の場を提供できて

いる。徐々に応募者の偏りも生じており、今

後、事業の実施方法の検討が課題である。

―

新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、事

業の実施方法は、動画配信等も含め検討を行っ

ていく。

ベイ 982,149

市川市 市川市芸術祭・文化祭

市川市、各文

化団体（共

催）

各文化団体

市内芸術文化団体に発表の場を設け、団体の育成と芸術文

化活動の活性化を図る。併せて、市と各団体との共催で市

内各所を会場として文化祭・文化行事を開催する。

（非公開） （非公開） 不明

市内各団体に発表の場を設け、市民参加による

文化交流を図るとともに、団体の育成

と芸術文化活動団体の活性化を促進し、文化活

動の振興に資した。

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業

を実施しない文化団体が多くなっている。

各文化団体の高齢化により団体の存続が難しく

なっていること、新規文化団体の参加が難しい

ことから、新しい芸術祭・文化祭の在り方を検

討している。

ベイ 498,069

船橋市 26th BAND STAND FUNABASHI
船橋市民文化

ホール
※概要参照

ジャズを広めるため、実行委員会により毎年年明けに開催

されてきたビッグバンドを中心としたコンサート。令和元

年度で26回目を迎え、多くの市民に楽しみにしていただい

ている。(※連携団体：ギラ・ジルカ、河村留理子、桃井まり、

小髙嘉子ザ・サードコースト・ジャズ・オーケストラ、ビッグバン

ド・バグス、TTMスペシャル・ビッグバンド、船橋ヤング・ジャズ

バンド)

1,242 1,242 2019

「船橋ヤングジャズ・バンド」を結成したり、

船橋ゆかりのアーティストをゲストに招待した

りするなど、新たな内容を盛り込み、例年の来

場者からも高評価であった。引き続き、充実し

た内容を企画していく。

ー 1月末に実施予定。 ベイ 641,303

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。
5,963 5,963 2008 ー ー ー ベイ 174,173

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・日常的な交流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を設けることを目的として、

音楽や・ダンス等のアーティストに公共施設等を発表活動

の場として提供する。

（非公開） （非公開） 2019 ー ―

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。

ベイ 171,381

四街道市 郷土作家展

四街道市教育

委員会・四街

道市美術協会

ー

市にゆかりのある芸術家による日本画・洋画・工芸・書道

の展示会。東京等で開催される大規模展覧会の出展作品を

地元で鑑賞できる機会を、市民に提供するため、10月上旬

に市民ギャラリーで開催している。

300 210 1990

市美術協会の共催で行うことにより、出品作品

の確保や展示環境の整備がしやすく、安定した

事業運営が行われている。団体に属さない若手

芸術家も多くいるので、参加基準等を見直し、

幅広く展開したい。

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。

令和3年度は感染症対策に最善をつくしつつ、効

果的な舞台発表や展示を実施する方法を検討

し、取り組む予定である。

ベイ 92,747

松戸市

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2019」

松戸市

アルスエレク

トロニカ、東

京大学、千葉

大学など

令和元年11月16 日(土)・17 日(日) の2 日間「Citizens of

the Future - 未来の市民」をテーマとして、戸定が丘を会場

として開催。世界で活躍し時代を切り開く研究機関・研究

者・アーティストたちが、新たな未来への提案や最新のテ

クノロジーをたずさえて本市に集まり、人類の未来を考え

る特別展覧会・トーク・ワークショップを開催した。

（非公開） （非公開） 2018

子どもから高齢者まで幅広い世代に、国内外の

先進的な取組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。
東葛飾 493,532

柏　市 旧吉田家住宅土間コンサートvol.9
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として、柏市ゆ

かりの芸術家の公演を行う事業。令和元年度は二胡奏者の

真真氏が出演。1日2回の公演を実施。

（非公開） （非公開） 2009

令和元年度総入場者数：290人

課題として、会場の大きさに対して観客が多

く、席の配置の検討が必要である。

ー
令和2年度は中止。令和3年度以降、新型コロナ

ウィルス感染症の状況を考慮して開催予定。
東葛飾 432,006

流山市 第30回流山市民音楽祭
流山市教育委

員会

市内で活動す

る音楽団体18

団体

音楽を通じてコミュニティの輪を広げ、地域文化の発展を

図る事を目的として、参加団体自らが準備・進行に携わる

市民による手作りの音楽祭を開催。公募により集まった参

加団体が実行委員会となり、チラシ・ポスターの作成・当

日の進行(舞台転換、アナウンス)等を行っている。

883 883 1990

市内の音楽団体に発表の場を提供するととも

に、市民団体との協働により開催している。各

団体の発表会との差別化を図ること、若年層の

参加が少ないことが課題である。

ー

令和2年度は1月に開催予定。新型コロナウイル

ス感染症の対策として、三密を避けながら運営

する方法を検討する必要がある。

東葛飾 197,554

我孫子市 市民コンサート38
我孫子市教育

委員会

我孫子市民

フィルハーモ

ニー管弦楽団

市内の音楽団体と連携してクラシック演奏会を開催。多く

の市民に音楽の素晴らしさを体感してもらう。
992 200 ー

入場者：2日間開催 合計736名(1日目364名、2日

目372名)。市民に身近な場所で演奏会を催すこ

とができた。

ー
我孫子市民文化祭の演目の一つとして実施し、

発表の場を通じてさらなる市民の交流を図る。
東葛飾 130,640

鎌ケ谷市
きらりホールでお化け屋敷！？

東海道四谷怪談

鎌ケ谷市教育

委員会（きら

りホール）

市内を拠点に

活動する劇団

公募の市民(演劇経験者から未経験者、老若男女問わず幅広

く)が、プロの演出家による脚本・演出、劇団員による指導

のもと稽古を重ね、ホールの各部屋で「東海道四谷怪談」

を演じ、観客自身が歩いて鑑賞する「演劇鑑賞型お化け屋

敷」を実施した。

402 402 2019

プロと市民が共同で一つの作品を作り上げ、市

民が気軽に芸術文化に親しめる機会・舞台に立

つ機会を提供し、人材育成に寄与した。また、

観客の評価も好評であった。

ー

令和2年度は、市内を拠点に活動する演出家の脚

本・演出・指導のもと「市民創作ミュージカ

ル」の公演を予定していたが、新型コロナウイ

ルス感染症の影響により中止となった。

東葛飾 109,438

市町村参考情報
市町村名 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）
今後の実施予定事業名

総事業費（千円）
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市町村参考情報
市町村名 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）
今後の実施予定事業名

総事業費（千円）

銚子市 まちかどコンサート
銚子市教育委

員会
市内文化団体

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。

ー ー ー 令和元年度は4回開催した。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため当面の

間休止

新型コロナウイルス感染拡大防止のため当面の

間休止
北総 58,377

成田市 成田駅前寄席 成田市

三遊亭金朝

（成田市出

身）

落語・漫才・浪曲等老若男女が集い、笑い、楽しむ寄席を

開催。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

することを目的としている。今回は「第5回成田駅前寄席」

と題して、演芸界の大重鎮・三遊亭金馬をはじめ、成田市

出身の真打・三遊亭金朝、漫才師のすず風にゃん子・金

魚、浪曲の国本はる乃を招待した。

（非公開） （非公開） 2015

毎回、満席で人気の寄席である。令和元年度は2

月の開催であったため、新型コロナウイルス感

染症の影響により開催するか否か直前まで市民

から問い合わせがあったが、開催した結果、例

年どおり多くの市民にお楽しみいただけた。

令和元年度は2月の開催だったため、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により直前まで開催する

か否か、チケット代を返金出来ないかなどの市

民からの問い合わせがあった。

今後も引き続き開催したい。 北総 132,323

佐倉市 　ロビーコンサート 　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して実

施。原則月1回開催し、出演者は随時公募している。

不明

※ロビーコンサー

トとして予算計上

していない

不明

※ロビーコンサー

トとして予算計上

していない

2011
市内外の演奏者へ発表の場を提供した。（10回

開催、鑑賞者：延べ約400名）

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2

年3月以降、中止している。

令和２年10月から再開予定(今後の状況により変

更の可能性あり)。

会場の性質上、3密の回避をしつつ開催するのが

難しい状況である。

北総 170,125

富里市 芸術鑑賞事業 富里市
市内外在住の

芸術家

市内・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)年度から実施して

いる。

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。

（非公開） （非公開） 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

多古町
いきいきフェスタTAKO２０１９

文化祭

いきいきフェ

スタTAKO２０

１９実行委員

会

多古町文化協

会、町内小中

学校 等

絵画等の展示作品・演奏等の発表により各団体が発表を行

う。
不明 0 1994

毎年の恒例行事になっているが、出演者・来場

者ともに減少傾向である。

令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響に

より、展示のみ実施予定。小中学校児童生徒音

楽会・芸能発表会が中止となった。

令和2年度は展示のみ実施予定 北総 13,904

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て、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。

（非公開） （非公開） 1983
各文化団体が日頃の練習の成果を発揮し、充実

した活動を行うことができた。

年2回（8月・2月）開催しているが、令和2年8月

開催予定の芸能発表会は中止。

令和3年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状況を考慮のうえ検討中。
北総 6,966

茂原市
茂原市社会教育関係団体

事業補助金
茂原市 ※概要参照

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。(連携団体：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)

（非公開） （非公開） 1999 本市の芸術文化の振興に寄与している。 ー
本市の芸術文化の振興を図るため、引き続き文

化活動団体に対して補助金を交付する。
九十九里 86,758

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

山武市
山武市自主事業「さんむのアー

ティストコンサートシリーズ」
山武市 ー

市内及び近隣で活動・活躍している演奏者を招聘し、コン

サートを開催する。
598 598 2018 市民から高い満足度を得ている。 ー 令和2年度以降も実施予定。 九十九里 48,702

白子町 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。

九十九里 10,399

市原市 市原市文化芸術助成事業
市原市教育委

員会
市民団体

地域の活性化につながるような事業や、文化芸術の裾野の

拡大に貢献するような文化芸術活動に対し、補助金交付や

周知、協力等の支援を行う。

（非公開） （非公開） 2017
当補助金は大規模なイベントの開催に寄与して

いる。

新型コロナウイルス感染症の影響により、1事業

が直前に中止となった。
ー

かずさ

臨海
269,424

34740

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 九十九里

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）


