
静岡市文化振興ビジョン

第２期実施計画

静岡市

（個性あるしずおか文化の創造と承継）



はじめに

１　実施計画の策定

２　実施計画の期間

　本実施計画は、第２次静岡市総合計画の期間に合わせ、平成22年度か
ら平成26年度までの５ヵ年に展開される事業を網羅した、第２期実施計画
となります。

３　進捗管理

　実施計画は、策定後、毎年進捗管理を行います。
　その評価を踏まえ、かつ社会情勢の変化を考慮した上でで、必要に応じ
て見直しを行うものとします。

　本実施計画は、静岡市文化振興ビジョン（平成18年から平成26年度まで）
を具体化し、目標を達成していくため、実施していく予定の施策及び事業を
明らかにしたものです。
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文化振興ビジョン　[第２期実施計画]　　策定調査票　（１１１～１２３）

個性あるしずおか文化の創造と継承
人が文化を創り、文化が人を育てる都市（まち）を目指して

目標 1 しずおかの風土につちかわれた歴史と文化の伝承

方向 1 文化財の保護、活用の推進

方策 1 文化財に対する意識の高揚（文化財を理解し、保存への意識を高める）

11101 指定文化財データベース作成事業 管理の実態を把握するために、市内の指定文化財をデータベース化する。 文化財課

11102 講座の開催 歴史講座等を開催する。 生涯学習推進課

11103 伝統文化体験教室等の開催 小学生を対象に伝統文化を体験するため教室等を開催する。
文化財課
生涯学習推進課

11104
賤機山古墳の現地見学や公民館等からの歴史解説等の要請に対し職員を派遣
して専門的な説明を行う。

文化財課

11105 展示会・見学会等開催事業 文化財の展示会や見学会を開催する。 文化財課

11106 文化財ウォーク開催事業
宇津ノ谷峠の丸子地区や小島陣屋の小島地区などの地元と協働してウォークを
開催する。

文化財課

11107 登呂博物館の各種事業
登呂遺跡を中心とする歴史や文化に関する常設展・企画展・特別展・教育普及活
動（講座、イベント等）を実施する。

教育総務課
(登呂博物館）

方策 2 文化財の継承（文化財の保存に努め、後世に残す）

11201 指定文化財保存修理等補助金交付事業 文化財の保存修理にかかる補助金を交付する。 文化財課

11202 史跡等保存整備事業
特別史跡登呂遺跡や史跡片山廃寺跡等を保存整備し、歴史的な遺産を保存し、
後世に継承する。

文化財課

11203 文化財保護審議会事業 市指定文化財の指定に向けて、候補物件の調査研究を行う。 文化財課

11204 歴史の道整備事業
宇津ノ谷地区の東海道を整備して、文化財の鑑賞者に利便性を提供しその価値
を伝える。

文化財課

担当課事業名事業番号 事業内容

出張解説事業
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担当課事業名事業番号 事業内容

11205 文化財やロケーションを意識したイベントの開催 屋外事業やロケーションを意識した文化事業を展開する。 文化振興課

11206 近代化遺産活用事業
「登録文化財の日」に実施される全国一斉公開などの機会を得て文化財の素晴
らしさを伝える。

文化財課

方策 3 文化財の新たな活用（地域や学校と連携した文化財の活用を図る）

11301 文化財所有者・管理者連絡協議会事業
瀬名郷倉、エンバーソン邸などの文化財の保存・管理の関係団体と定期的に連
絡協議する。

文化財課

11303
賤機山古墳の現地見学や公民館等からの歴史解説等の要請に対し職員を派遣
して専門的な説明を行う。

文化財課

11304 静岡市地図編集委員会・社会科副読本改訂委員会
社会科学習に生かすため静岡市の地図を作成し、地域学習の充実を図ると共
に、郷土及び地域学習に必要な社会科副読本を作成し、社会科指導の充実を図
る。

学校教育課

11305 総合学習や調べ学習の援助 小中学校の総合学習や調べ学習において参考となる資料の提供、援助を行う。 中央図書館

方向 2 伝統ある文化の伝承の支援

方策 1 伝統文化に対する意識の向上（地域に根づく文化を理解し、保存・継承の意識を高める）

12101 指定文化財データベース作成事業
指定民俗文化財について、伝承・保存の実態を把握するためにデータベース化
する。

文化財課

12102 スペシャリスト派遣事業
本市の第一線で活躍する様々な専門家や達人を講師に招き、生き方や専門的
知識・技術力に学ぶ。

学校教育課

12103 民間教育力活用事業 児童・生徒の必要に応じて校外の教育資源を活用する。 学校教育課

12104 ふるさと文化再興事業 民俗関係の遺産について調査し映像記録を行い、伝承者の育成を援助する。 文化財課

12105 伝統文化財保存伝承事業 写真、文字、映像により、記録するとともに事業の冊子を作成する。 文化財課

12106 伝統文化調査事業
海の民俗誌など地域に残る伝統芸能の広報・普及活動を行い、冊子やホーム
ページ作りを行う。

文化財課

12107 伝統文化に関する資料を収集し、保存する。 中央図書館

方策 2 伝統文化の継承と支援（伝統文化承継者や団体の育成と活動への支援を図る）

印刷物による記録、保存

出張解説事業（再掲）
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担当課事業名事業番号 事業内容

12202 ふるさと文化再興事業（再掲） 民俗関係の遺産について調査し、映像記録を行い報告書を刊行する。 文化財課

12203 伝統芸能公演への支援 市民文化祭等を支援し発表機会を提供する。 文化振興課

12204 指定文化財保存活用補助金交付事業 有形・無形の市指定民俗文化財の保存団体に対して助成する。 文化財課

方策 3 伝統文化事業の推進（伝統芸能事業や民俗芸能事業の開催を通じて伝統文化への愛着を育む）

12301 日本古典伝統文化公演開催事業 日本の古典伝統文化である歌舞伎や落語の公演の開催を支援する。 文化振興課

12302 伝統文化講座や学習会の開催及び推進事業 日本の伝統文化に触れる学習会の開催を推進する。 文化振興課

12303 日本古典芸能公演事前講演会開催事業 能や歌舞伎公演に付随し、より公演に親しむための講演会の開催を支援する。 文化振興課

12304 講座の開催（再掲） 伝統文化の学習機会を提供する。 生涯学習推進課

12305 伝統文化財保存伝承事業（再掲） 地域に根ざす文化行事を、市ホームページ等で広報し、冊子で紹介する。 文化財課

12306 民俗文化学習事業 地域に伝承されてきた民俗芸能や行事についての講座を開催する。 文化財課

12307 伝統文化調査事業（再掲） 地域に残る伝統芸能の広報・普及活動を行い、冊子やホームページ作りを行う。 文化財課
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文化振興ビジョン　[第２期実施計画]　　策定調査票（２１１～２１４）

個性あるしずおか文化の創造と継承
人が文化を創り、文化が人を育てる都市（まち）を目指して

目標 2 地域性豊かな市民文化の創造

方向 1 多彩な市民文化活動の支援

方策 1 文化活動への助成（団体・個人の活動を支援し、活性化を図る）

21101 文化活動支援事業 市民による文化事業を後援し、支援する。 文化振興課

21102 表彰・推薦事業
文化の振興と向上に寄与する市民の活動を奨励するための静岡市芸術文化奨
励賞を設け表彰している。また国、県その他団体へ表彰等推薦を行う。

文化振興課

21103 活動場所確保の支援 文化活動場所確保のための支援を行う。 文化振興課

21104 活動拠点の提供 市が所管する文化・学習施設の貸館事業を、適正かつ安定的に行う。
文化振興課
生涯学習推進課

21105 文化活動発表機会提供事業 市内で文化活動を行う個人や団体の発表会を支援する。 文化振興課

21106 文化活動補助事業
全国大会等の芸術文化活動の発表会に出場する個人又は団体に補助金を交付
する。（静岡市芸術文化活動発表会参加奨励補助金）

文化振興課

21107 文化団体の充実・育成事業 市内文化団体の活動を充実させ、育成する。 文化振興課

21108 ボランティア活動支援事業 竹久夢二研究会等自主的に文化活動開催するボランティア活動を推進する。 文化振興課

21109 文化事業開催支援事業
静岡市民芸術祭等市民による音楽、美術、舞台芸術、科学分野の事業の開催を
支援する。

文化振興課

21110 音楽文化振興企画の募集
静岡音楽館における音楽文化振興の募集・開催事業を支援する。
静岡県を中心に音楽活動を続けている演奏家、演奏団体からコンサート企画を
募集しその企画を開催する。

文化振興課

担当課事業名事業番号 事業内容
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担当課事業名事業番号 事業内容

21111
国・県・他団体による文化事業補助事業、助成金制度の活用と利用を呼びかける
ため、情報提供の場を設ける。

文化振興課

21112 駿府本山お茶まつり事業
本市の基幹産業であるお茶の振興を図るため、地元の生産者から、流通、小売
業者までが一体となって、静岡本山茶の消費拡大を図り、お茶に関する文化、歴
史的考察を含めた各種イベント等を実施する。

農業振興課

21113 清水お茶のまちづくり事業
地元の生産者、流通関係者及び消費者の一体的な取組みにより、新しいお茶の
文化を創造しながら地産地消を軸とした清水ならではの「お茶のまちづくり」を進
める活動を実施する。

農業振興課

21114 茶手揉み保存事業
茶の製造技術の原点である手揉製茶の保存と向上を図るため、後継者育成や各
種イベントでの手揉実演などの事業を行う。

農業振興課

21115 市民活動センターの運営
市民活動団体に関する情報収集、情報誌の発行、相談業務、講座の開催等、市
民活動を支援する施設の運営。

市民生活課

21116 協働パイロット事業 新しい協働事業の創出や協働推進のためのノウハウの取得を図る。 市民生活課

21118 情報の収集・提供 必要な情報の提供により、市民の文化活動を支援する。 中央図書館

21119 地域で活躍できる、読み聞かせボランティアを養成する。 中央図書館

21120 主催イベント　ロビーコンサート
施設祭り、地域交流会で、ロビーコンサート等に市民が出演できる機会を提供す
る。

生涯学習推進課

方策 2 人材・組織の育成（文化活動を担う人材・組織を育成し、活動を支援する）

21201 芸術家・文化人の発掘と支援事業
オーディション等、市内の芸術家や文化人を発掘し、その活動を支援する事業を
推進する。

文化振興課（指定
管理者）
文化振興財団

21202
文化振興のために開催される公演等について後援名義の使用を承認し.、事業を
側面から支援する。

文化振興課

21203 地域の芸術家・文化人育成事業 市内の芸術家や文化人を育成する事業を支援する。 文化振興課

21204 人材・団体のデータベース化
市内の文化人や団体の紹介を記したデータベースを作成する。
(生涯学習施設利用団体のサークルリストの作成、窓口での紹介。)

生涯学習推進課

21205 芸術家など文化を担う人が交流する機会や場所を提供する。 文化振興課

読み聞かせボランティア養成

国・県・その他団体からの補助事業等の活用推進

芸術家など文化を担う人や団体の交流場所の提供

文化事業の支援
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担当課事業名事業番号 事業内容

21206 ボランティア活動推進事業
文化施設における展示物説明やイベント事業支援のためのボランティアを養成す
る等、文化事業開催にあたり、ボランティアを養成する。

静岡科学館
静岡音楽会
静岡美術館
広重美術館

21207 文化施設協力スタッフ養成・活用事業
市内で開催される文化事業へのボランティア参加募集やその参加者を養成する
事業を実施する。

静岡科学館
静岡音楽館
文化振興課

21208
主催講座で学んだ絵本の読み聞かせボランティアグループ等が定期的に読み聞
かせ会を行う。

生涯学習推進課

21209 文化事業企画制作者の育成 各研修会への参加等文化事業指導者の育成支援。 文化振興課

21211 まちづくり等の計画策定にあたり、文化行政の視点から提言する。 文化振興課

21212 指定管理者制度の導入 指定管理者による施設専門事業の展開を図る。 文化振興課

21213 講座の開催（再掲） 静岡音楽館、静岡科学館や市民団体等と共催により講座を開催する。 生涯学習推進課

21214 茶手揉み保存事業（再掲）
茶の製造技術の原点である手揉製茶の保存と向上を図るため、後継者育成や各
種イベントでの手揉実演などの事業を実施する。

農業振興課

21215 人材養成塾 主体的にまちづくりに関わっていける人材を養成する。 生涯学習推進課

方策 3 生涯学習活動への支援（生涯を通じて文化と触れ合える環境をつくる）

21301 市民が参加できる文化事業の推進
おやこ書道展や公募写真コンテスト、版画コンクールを開催し、一般市民が気軽
に参加できる公募展や舞台公演開催事業を推進する。

文化振興課
文化振興財団
生涯学習推進課

21302 市民と一体となった文化事業の促進 運営から出演者まで、市民との協働で行われる文化事業を促進する。 文化振興課

21303 主催事業において、地域の高齢者や学生と連携した事業を開催する。
静岡市美術館
生涯学習推進課

21304 世代間交流事業の推進
大人のための鑑賞、科学教室を開催する等、多くの年令層が一堂に集い、互い
に刺激しあう文化事業を推進する。

静岡市美術館
静岡科学館
文化振興財団

21305 情報の収集・提供 必要な情報の提供により、生涯学習活動を支援する。 中央図書館

幅広い年令層との文化事業の連携事業の開催

まちづくりへの提言

絵本読み聞かせの会
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担当課事業名事業番号 事業内容

21306 ワークショップなど展覧会の関連事業を実施する。 静岡市美術館

方策 4 豊かな心をつちかう教育への支援（教育を通じて文化と触れ合う機会を創出する）

21401
学校内の音楽会や芸術祭を共催する等、音楽・美術・科学の分野で学校と連携し
た事業を展開する。

静岡音楽館
静岡市美術館
静岡科学館

21402 次代の鑑賞者の育成を図る事業の展開
子どものための音楽ひろば等、ワークショップ、教室、講座の開催を通じて、芸術
文化への子供たちの意識を高める事業を行う。

静岡音楽館
静岡市美術館
静岡科学館

21403 学校独自で実施する芸術鑑賞教室、講座を支援する。 文化振興課

21404 音楽劇、オーケストラ、能楽、ミュージカル鑑賞
学校教育課
(文化庁)

21405 芸術鑑賞機会の充実 市民が気軽に芸術文化の鑑賞ができる機会を提供する。

静岡音楽館
静岡市美術館
広重美術館
文化振興課

21406 文化・学習施設と学校との連携の支援 市内文化・学習施設と学校との連携を強化し、その推進を図る。
静岡市美術館
静岡科学館

21407 お茶の美味しい入れ方教室
小学校における総合学習の時間を利用し、お茶に対する味覚を育み、お茶を中
心とした食育を図るとともに、お茶の啓蒙・消費促進を図ることを目的に日本茶イ
ンストラクターによるお茶の入れ方教室を開催する。

農業振興課

21408
次代を担う子どもたちに本市の特産であるお茶への関心を感化することを狙い、
市内小学生を対象に、お茶の知識、お茶の種類当て、お茶の入れ方を競うT-1
（ティーワン）グランプリを開催する。

静岡市茶業振興
協議会

21409 講座の開催（再掲） 学校と連携した講座を開催する。 生涯学習推進課

21410 公開講座の開催 公開講座を開催する。 生涯学習推進課

21411 地場産品体験学習事業
本市の地場産業を学ぶ小学４年生が、授業の一環として駿府匠宿で体験学習を
行う際に補助を行う。

地域産業課

小学生T-1グランプリ

学校と連携した文化教育プログラムの実施

こどもたちが本物の芸術に触れる機会の創設

子どものための優れた舞台芸術体験事業

ワークショップなど展覧会の関連事業の開催
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文化振興ビジョン　[第２期実施計画]　　策定調査票（２２１～２２４）

個性あるしずおか文化の創造と継承
人が文化を創り、文化が人を育てる都市（まち）を目指して

目標 2 地域性豊かな市民文化の創造

方向 2 文化活動の環境整備

方策 1 文化基盤整備の検討（文化を意識したまちづくりを展開する）

22101 行政における文化的視点の導入促進 まちづくり計画等において文化的視点を盛り込む。 文化振興課

22102 文化事業の展開や、文化施策について市民意見の調査を行う。 文化振興課

22103 街角の芸術空間の創出 各地域の街角において、芸術文化に関する事業展開を実施する。 文化振興課

22104 文化事業と観光を一体として捉え、集客を目的とした文化事業を検討する。 文化振興課

方策 2 文化活動拠点の整備（施設の充実・連携を通じて、文化活動を行う環境を整える）

22201 魅力溢れる既存文化施設改修事業 高齢者や身障者にやさしい文化施設を目指した施設整備を行う。 文化振興課

22202 文化施設耐震化事業 静岡市民文化会館等の耐震工事改修計画を立案する。 文化振興課

22203 充実した施設と備品提供事業 利用者の立場に立った文化施設の備品や設備を維持し充実させる。 文化振興課

22204 文化施設周辺環境整備事業 文化施設の周辺の環境を整備する。 文化振興課

22205 新規文化施設建設検討事業 新規文化施設整備の検討や建設を行う。 文化振興課

22206 指定管理者制度の運営方法を検討する。 文化振興課

22207 施設の共有化
文化施設利用申請の電算化等、施設間のシステムを共有化し、情報や利用手続
きの簡便化を図る。

文化振興課

担当課事業名

市民意見の調査

文化施設の専門的な運営方法検討事業

事業番号

集客圏の拡大を図るための戦略の検討

事業内容
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担当課事業名事業番号 事業内容

22208 文化施設ネットワークの構築 文化施設の指定管理者内におけるネットワークの構築を推進する。 文化振興課

22209 民間施設との連携 民間施設等と連携し、共催文化イベント開催を検討する。 文化振興課

方策 3 芸術文化の鑑賞機会の充実（芸術文化に触れる機会を拡充し、感性豊かな鑑賞者を育成する）

22301 質の高い事業開催の推進
指定管理者による上質な、音楽・美術・舞台芸術・科学文化の分野の事業を開催
する。

静岡音楽館
静岡市美術館
静岡科学館
広重美術館
市民文化会館
市民文化センター

22303 親子で楽しめる事業の推進 親子のためのコンサートやイベントの開催を推進する。
静岡音楽館
静岡市美術館
静岡科学館

22304 大型文化事業の開催と招致の検討
上質で長期公演事業を誘致し、文化振興と静岡周辺商業の振興と活性化を図
る。

文化振興課

22305 文化事業要望調査実施事業
未来の文化事業の対策に反映させるため、アンケート調査やリサーチを継続実
施する。

文化振興課

22306 特色ある自主事業の実施
文化施設による芸術文化事業の開催を推進する。

文化振興課
文化会館
文化センター
静岡音楽館
静岡市美術館
静岡科学館
広重美術館
芹沢美術館

22307 鑑賞機会の拡大を図る 小・中学生を対象とした文化事業を支援し、鑑賞機会の拡大を図る。 文化振興課

22308 新しい文化事業の研究と開催
他都市施設及び各種文化団体の実績や文化系シンクタンクの調査結果を参考に
する等して、新たな文化事業を研究し、実施する。

文化振興課

22309 しずおかコンテンツバレー構想

静岡市クリエーター支援センターを拠点としたクリエーターの育成、コンテンツ産
業の普及啓発及び振興。
コンテンツバレー推進コンソーシアムの行う、クリエーターと地元企業とのビジネ
スマッチング、国際協業、情報発信事業に対する助成、支援。

産業政策課
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担当課事業名事業番号 事業内容

方策 4 協働による施設の整備と運営（市民との協働を通じた文化施設の整備と運営方法を検討する）

22401 文化施設整備手法に市民や民間との協働を取り入れる。 文化振興課

22402 ボランティアを含む文化活動拠点の運営に市民参加を促進する。 文化振興課

22403 市民による文化活動の環境整備 情報提供による文化活動への支援と広報の協力を行う。 文化振興課

22404 ボランティア、サポーターの育成
各文化施設においてボランティア登録を実施し、市の文化活動への協力者を育
成する。

静岡音楽館
静岡市美術館
静岡科学館
広重美術館

22405 市民の文化活動の拠点作り 市民の文化活動拠点の整備をする。 文化振興課

文化施設整備における市民・民間との協働

市民文化活動の拠点となる施設運営方法の検討
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文化振興ビジョン　[第２期実施計画]　　策定調査票（２３１～２３３）

個性あるしずおか文化の創造と継承
人が文化を創り、文化が人を育てる都市（まち）を目指して

目標 2 地域性豊かな市民文化の創造

方向 3 地域資源を活かした文化事業の充実

方策 1 地域資源の発掘と再認識（地域資源を把握し、保護する）

23101 地域資源の発掘・把握・保護
人材マップ作成等により、地域資源を把握し、これを保護する。
(生涯学習施設利用団体のサークルリスト作成)

文化振興課
生涯学習推進課

23102 多彩な地域文化活動の基盤整備 地域資源の基である人材育成事業を展開する。 文化振興課

23103 地域資源再認識事業
平野富山や竹久夢二作品等、市が収蔵する美術品等を公開する等資源を再認
識する事業を支援する。

文化振興課

23104 地域資源整備事業
美術品台帳を整備する等、市が収蔵する美術品等を管理、修繕、整備し、資源を
保存する事業を推進する。

文化振興課

方策 2 地域資源の整備と活用（地域の自然・空間・施設・人を活かした文化事業を展開する）

23201 地域資源活用事業 地域資源を活かした舞台芸術・文学事業を支援する。 文化振興課

23202 地域資源紹介事業 地域資源（施設・自然・催事）を紹介する事業を行う。 文化振興課

23203 講座・ワークショップ開催事業 地元を知る講座の開講による意識高揚を図る。 生涯学習推進課

23204 地域で活動する文化人を取り上げ、周知させ、その活用を図る。 文化振興課

23205 特色ある地域づくりへの側面的支援 地域の文化活動を行う団体や個人を支援方法を検討する。 文化振興課

23206 静岡市伝統工芸品展～伝統工芸技術秀士と若手後継者～の開催 地域産業課

23207
静岡市の重要な観光資源である「羽衣の松」の世代交代を全国発信するための
イベントを開催する。

観光・シティプロ
モーション課

担当課事業名

伝統工芸品首都圏PR事業

事業番号 事業内容

地元出身文化人や有識者の活用の検討

羽衣の松、世代交代イベントの開催
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担当課事業名事業番号 事業内容

方策 3 地域資源と文化事業の連携（文化を活用することで地域経済を活性化する）

23301 地場産業との連携事業の推進 地場産業の展示会等と連携した文化事業を推進する。 文化振興課

23302 駿府匠宿管理運営
工芸に親しみ歴史に触れることにより、地場産業と地域の歴史への理解を深め
るとともに地域経済の活性化を図るための施設「駿府匠宿」を管理運営する。

地域産業課

23303 駿府楽市地場産品展示コーナー運営
ＪＲ静岡駅構内アスティー静岡にある「駿府楽市」の展示コーナーで、本市地場産
品を展示紹介する。

地域産業課

23305 伝統工芸技術秀士顕彰・ＰＲ事業
本市伝統工芸産業に長年従事する技術者の内から、特に優秀な技術を有し、技
術の伝承と発展に顕著な功績を有する者を、「静岡市伝統工芸技術秀士」として
顕彰すると共にその作品を展示し、伝統工芸をＰＲする。

地域産業課

23306 伝統工芸技術保存講習会
本市伝統工芸産業界の後継者育成と技術の保存継承を図るため、関係業界に
従事している若手技術者に対し、静岡市伝統工芸技術秀士等を講師として技術
講習を行う。

地域産業課
㈶静岡産業振興
協会

23307 街を紹介する冊子の作成
財団が作成する冊子「まちかど」発行の支援や市内タウン誌への情報提供を行
う。

文化振興課

23308 商店街と音楽、飲食街と展示、など文化と商業の融合が図れる事業を展開する。
静岡音楽館
静岡科学館
静岡市美術館

23309 地域企業と連携した文化事業やメセナ事業を展開する。
文化振興課
静岡科学館
静岡市美術館

23310 「ホビーのまち静岡」推進事業

　本市では「ホビー」を戦略資源の一つとして位置付けており、平成19年度から
「ホビーのまち静岡」として国内外に向けシティプロモーションを展開している。
　静岡市の地場産業の一つであるプラスチックモデルを中心とした、ホビーウィー
ク及びクリスマスイベントなどの事業を展開する。

地域産業課

23311
東海道２峠６宿を活かした街道観光事業を展開し誘客を図る。
東海道二峠六宿街道観光協議会、地元NPO団体等と連携し、各峠及び宿場に残
る史跡、文化を活用した一元的な街道観光の推進を図る。

観光・シティプロ
モーション課

商業空間やイベントと融合した文化事業の充実

東海道２峠６宿街道事業

地元企業とのイベント共催システムの確立
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文化振興ビジョン　[第２期実施計画]　　策定調査票（３１１～３２１）

個性あるしずおか文化の創造と継承
人が文化を創り、文化が人を育てる都市（まち）を目指して

目標 3 しずおか文化の発信と交流

方向 1 全国へ、世界へ地域文化を発信する機会の整備

方策 1 文化情報の提供（いつでも、どこでも文化情報を受発信できる機会を提供する）

31101 文化施設のデータベース化 市内文化施設を連携した施設紹介のデータベース化を図り公開する。 文化振興課

31102 文化活動拠点のネットワーク化 文化活動拠点を繋ぐ事業を展開する。

文化振興課
文化会館
文化センター
静岡音楽館
静岡市美術館
静岡科学館

31103 文化情報の充実
文化施設において各種公演チケットを販売する等、人･施設・催事の情報収集を
充実させる。

文化振興課
文化会館
文化センター
静岡音楽館
静岡市美術館
静岡科学館
芹沢美術館

31104
ＪＲ静岡駅構内アスティー静岡にある「駿府楽市」の展示コーナーで、本市地場産
品を展示紹介する。

地域産業課

31105
市民や来訪者に対し、観光施設等の情報提供及び、静岡市の地場産業・特産物
であるホビー、お茶などを中心とした地域資源の積極的なPRを実施。

観光・シティプロ
モーション課

静岡駅北口情報提供コーナー管理運営事務

事業番号 事業内容 担当課事業名

駿府楽市地場産品展示コーナー運営（再掲）
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事業番号 事業内容 担当課事業名

31106
静岡市内にテレビや映画、CM等映像作品の撮影を誘致し、シティプロモーション
推進と観光振興・地域経済の活性化を図る。

観光・シティプロ
モーション課

31107
市民や来訪者に対し、映像を利用した情報提供及び、静岡市の地場産品・特産
物であるホビー、お茶などを中心とした地域資源の積極的なPRを実施。

観光・シティプロ
モーション課

方策 2 文化情報の発信拠点整備とネットワークの構築（文化情報の発信力を強化し、全国へ「しずおか文化」を発信する）

31201 文化情報の集約
分散している文化情報を整備し、文化関係施設のネットワーク化を図り集中管理
を図る。

文化振興課
文化会館
文化センター
静岡音楽館
静岡市美術館
静岡科学館
芹沢美術館

31202 地元マスコミに文化情報コーナーの設置を求め、情報を発信していく。

文化振興課
文化会館
文化センター
静岡音楽館
静岡市美術館
静岡科学館
芹沢美術館

31203 主催講座の情報提供 主催講座の案内をミニコミ誌へ情報提供する。 生涯学習推進課

31204 市ＨＰ等により、文化情報を国内外に発信する。 文化振興課

31205 駿府匠宿管理運営（再掲）
工芸に親しみ歴史に触れることにより、地場産業と地域の歴史への理解を深め
るとともに地域経済の活性化を図るための施設「駿府匠宿」を管理運営する。

地域産業課

31206 文化情報網の整備と充実 情報伝達システムやソフトを随時更新し、ホームページの充実を図る。 文化振興課

31207 文化情報・活動の拠点となる施設作り 文化情報の発信基地設置を検討する。
文化振興課
静岡音楽館

31208 文化団体との連携を強化し、団体の事業活用を検討する。 文化振興課

31210 文化的バリアフリーの推進 障害者、高齢者、子ども等様々な年令層が楽しめる文化事業を推進する。 文化振興課

地元マスコミとの連携・調整システムの確立

フィルムコミッション支援事業

静岡駅北口マルチビジョン管理運営業務

国内外への情報

文化団体等の交流を通じた情報交換の促進
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事業番号 事業内容 担当課事業名

31211 しずおか文化発信事業
ロシアでの芹沢作品展を開催する等、市の地域資源を紹介し、情報を発信する
事業を開催し、静岡の名を周知させる。

文化振興課

31212 「ホビーのまち静岡」推進事業(再掲)

　本市では「ホビー」を戦略資源の一つとして位置付けており、平成19年度から
「ホビーのまち静岡」として国内外に向けシティプロモーションを展開している。
　静岡市の地場産業の一つであるプラスチックモデルを中心とした、ホビーウィー
ク及びクリスマスイベントなどの事業を展開する。

地域産業課

31213 所管課と連携し、首都圏において、広く文化情報の発信を行う。 東京事務所

31214
首都圏をはじめとする国内において、戦略資源、観光資源、文化等静岡市の魅
力の情報を発信する。

観光・シティプロ
モーション課

方向 2 文化交流事業の推進

方策 1 全国や世界との文化交流事業の推進（世界との文化交流を通して、「しずおか文化」を再認識する）

32101 全国縦断公演を企画、共催できるシステムを創設する。 文化振興課

32102 国内都市との文化交流の活性化
文化交流事業を推進する。
(作品・コレクションの貸し借り)

文化振興課
文化会館
文化センター
静岡音楽館
静岡市美術館
静岡科学館
芹沢美術館
東海道広重美術
館

32103 全国規模の文化催事の立案・開催の推進 日本・世界を対象とした大規模な文化事業を企画し、実施する。 文化振興課

32104 海外との文化交流推進 ロシア写真展を開催する等、文化を通じて、海外都市との交流を活発化させる。 文化振興課

32105
音楽を通じ、世界的に活躍するアーティストを招聘し、公演を行う他関連事業を
開催する。

文化振興課
静岡音楽館

32106
富士山静岡空港就航先である国外都市において、戦略資源、観光情報、文化
等、静岡市の魅力の情報を発信する。

観光・シティプロ
モーション課

首都圏における文化情報の発信

国内プロモーション

全国各地と文化イベントを共催するシステムの創設と推進

国外プロモーション

外来アーティストの積極的な招へいと交流の場の提供


