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港区平和都市宣言 

 

 かけがえのない美しい地球を守り、世界の恒久平和

を願う人びとの心は一つであり、いつまでも変わるこ

とはありません。 

 私たちも真の平和を望みながら、文化や伝統を守り、

生きがいに満ちたまちづくりに努めています。 

 このふれあいのある郷土、美しい大地をこれから生

まれ育つこどもたちに伝えることは私たちの務めです。 

 私たちは、我が国が『非核三原則』を堅持すること 

を求めるとともに、ここに広く核兵器の廃絶を訴え、 

心から平和の願いをこめて港区が平和都市であること

を宣言します。 

 

  昭和 60 年 8 月 15 日 

               港  区 

 



※区長挨拶が入ります。 
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第１章 プランの策定に当たって 
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１ プラン策定の背景と目的 

文化芸術は、人々の自由な発想による表現活動であるとともに、創造性を

育み、人々の心を癒し、明日への希望を与えるなど、心豊かで潤いのある生

活を送る上で、極めて重要な役割を担っています。 

「文化芸術基本法（平成 13 年法律第 148 号）」には、「文化芸術を創造し、

享受することが人々の生まれながらの権利である」と定められています。年

齢や障害の有無、国籍等にかかわらず、誰もが文化芸術を鑑賞・参加・創造

することができる環境を整えることは、文化芸術を推進する上での基本であ

り、このことは、「港区文化芸術振興条例（平成 18 年条例第 47 号）」の基本

理念でもあります。 

また、文化芸術には、異なる価値観や宗教、文化、生活様式の人々が相互

に理解し、尊重し合うための土壌を提供することにより、平和な社会を実現

するための力があります。 

区は、こうした文化芸術に対する考え方を踏まえ、平成 29（2017）年度に、

「多様な人と文化が共生する 世界に開かれた『文化の港』」を将来像に掲げ

る「港区文化芸術振興プラン 平成 30(2018)年度～平成 35(2023)年度）」（以

下「前プラン」という。）を策定し、港区ならではの文化プログラムの取組な

ど、区の文化芸術振興を推進してきました。 

令和２(2020)年 10月に実施した港区人口推計によると、全国的に人口減少

や少子高齢化が進む中、区の人口は各世代で増加を続ける見通しで、新たな

住民や単身高齢者世帯、大規模集合住宅、共働き子育て世帯が増加し、働き

方が多様化するなど、様々な行政需要に迅速・柔軟に対応する必要性が増し

ています。こうした需要に対し、文化芸術は、観光、国際交流、福祉、教育、

産業、地域振興など、様々な分野と連携することにより、それぞれの社会課

題の解決に大きな役割を果たしていくことが期待されています。 

また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、スポーツに加え平和と文

化の祭典でもある東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会（以下

「東京 2020 大会」という。）の開催延期のみならず、多くの文化芸術活動が

中止や縮小を余儀なくされ、大幅な収益の減少により運営の危機に陥るなど、

極めて大きなダメージを与えました。自然災害や新たな感染症による危機の

到来など、どのような状況においても、人々の生まれながらの権利である文

化芸術が創造・発信され、文化芸術を通じた交流が絶えることのないよう、
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「多様な人と文化が共生する 世界に開かれた『文化の港』」であり続ける努

力が必要です。 

世界で様々な差別や人権侵害、争いが絶えない中で、文化芸術の重要性が

ますます高まっています。国際性豊かで様々な人や文化が行き交う港区にお

いて、文化芸術を通じた交流や相互理解、それによる多様性を認め合う価値

観を醸成することは、「港区文化芸術振興プラン 令和３(2021)年度～令和８

(2026)年度」（以下「本プラン」という。）を策定する目的であるとともに、

令和９(2027)年度開館予定の（仮称）文化芸術ホールが担うべき重要な役割

でもあります。文化芸術を通じて、区に住み、働き、学び、訪れる人々の意

識や行動の変化を促し、多様性を認め合う価値観が区内外に発信されること

で、平和な世界の実現に貢献します。 
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２ プランの位置付け 

本プランは、今後６年間の区の文化芸術振興がめざす方向性を明らかにす

るとともに、施策の取組内容を示し、その全体像を整理したものであり、文

化芸術振興施策を効果的・効率的に推進するための指針となるものです。 

「港区文化芸術振興条例」や本プランの上位計画である「港区基本計画」

を基に、他の個別計画と連携し、「文化芸術基本法」に努力義務として定めの

ある地方の実情に即した「地方文化芸術推進基本計画」として策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

港区基本計画・港区実施計画 

港区基本構想  

港区文化芸術振興プラン 

〔個別計画〕 

・港区国際化推進プラン 

・港区産業振興プラン 

・港区観光振興ビジョン 

・港区地域保健福祉計画 

・港区教育ビジョン など 
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３ 計画期間 

「港区基本計画」の計画期間と整合するとともに、文化プログラムの取組

の成果をレガシーとして令和９(2027)年度開館予定の（仮称）文化芸術ホー

ルの整備につなげていくことを見据え、令和５(2023)年度までの計画期間を

待たず、令和３(2021)年度から令和８(2026)年度までを計画期間とする新た

なプランを策定します。 

計画期間の３年目である令和５(2023)年度に、「港区基本計画」に合わせて

見直しを行います。 

 

 

 

４ プランにおける文化芸術の範囲 

本プランの文化芸術の範囲は、「文化芸術基本法」に規定されたものを基本

とし、大使館や放送局などを含めた文化資源が多数集積し、デザインやファ

ッションなど最先端の流行・文化の発信地である区の地域特性を踏まえ、広

範に取り扱います。 

 

「文化芸術基本法」より 

①文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊その他の芸術（第８条） 

②映画、漫画、アニメーション及びコンピュータその他の電子機器等を利用した芸

術（メディア芸術）（第９条） 

③雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、組踊その他の我が国古来の伝統的な芸能（第 10 条） 

④講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱その他の芸能（第 11条） 

⑤生活文化（茶道、華道、書道、食文化その他の生活に係る文化）等（第 12条） 

⑥有形及び無形の文化財並びにその保存技術（第 13 条） 

⑦各地域における文化芸術、地域固有の伝統芸能及び民俗芸能（第 14条）  
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５ 前プランの成果 

前プランでは、将来像である「多様な人と文化が共生する世界に開かれた

『文化の港』」を実現するため、三つの施策を定め、様々な文化芸術振興施策

に取り組んできました。 

 

施策  主な成果（平成 30年度～令和２年度） 

施策１ 

誰もが文化芸術を鑑

賞・参加・創造できる機

会の充実 

 

・「ミナコレ」のパンフレットにベビーカーの貸出

や英語対応の有無等バリアフリー情報を掲載

し、スタンプラリーの景品に障害者アートを用

いたグッズを採用。 

・「六本木アートナイト」にて、アールブリュット

展及び車いすの方や外国人向けのツアーを開催

し、バリアフリーマップを作成。 

・「東京国際映画祭」にて、バリアフリー映画を上

映。 

・「港区文化プログラム連携事業」にて、大使館と

連携したプログラムや子ども向けのワークショ

ップ、学校へのアウトリーチを実施。 

施策２ 

多様な主体間の協働に

よる文化芸術振興 

 

・「港区文化芸術活動サポート事業助成団体」及び

「港区文化プログラム連携事業指定団体」の「港

区文化芸術ネットワーク会議」への参加を義務

付け。 

・「港区文化芸術活動サポート事業」及び「港区文

化プログラム連携事業」の審査項目に共生社会

の視点を追加。 

・「港区文化芸術活動サポート事業」により育成し

た団体のうち７団体が、「文化プログラム連携事

業」に移行。 

・「港区華道茶道連盟 70周年式典」を開催。 

施策３ 

文化芸術都市・港区に

向けての基盤整備 

 

 

 

・区民にプランの理念をわかりやすく伝えるため

の「文化芸術のチカラ∞ガイドブック」を作成。 

・（仮称）文化芸術ホールの整備に向けた検討のた

めの有識者会議、管理運営検討部会及び施設整

備検討部会を設置。 

・（仮称）文化芸術ホールの取組全体のグランドデ

ザインを担う「文化芸術ホール参与」を設置。 

・（仮称）文化芸術ホールが組織として特に力を入

れるべき三つの重点的な取組を決定。 



7 

■港区ならではの文化プログラムの取組 

東京 2020大会に向けた気運醸成と大会以降のレガシー（多様性を認め合う

価値観や伝統、人材、知恵等）の創出及び継承をめざすため、平成 28(2016)

年度から、区と多様な文化芸術団体が連携し、港区文化プログラム連携事業

として演劇やダンスの祭典、子どもや障害者向けのワークショップなど、様々

な事業を実施してきました。これにより生まれ、蓄積されてきたレガシーを

（仮称）文化芸術ホールをはじめ様々な場面で活用することで、今後の文化

芸術振興や区全体の魅力向上につなげます。 

 

港区文化プログラム連携事業の件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 事業の件数 ジャンル 

平成 28年度 ７ 音楽、美術、演劇、ダンス、サーカス、デザイン 

平成 29年度 10 音楽、美術、演劇、ダンス、サーカス、能、盆踊り、文化財 

平成 30年度 ８ 音楽、美術、演劇、ダンス、サーカス、能、盆踊り、文化財 

令和元年度 ８ 音楽、演劇、ダンス、サーカス、能、盆踊り、文化財、デザイン 

令和２年度 ７ 演劇、ダンス、サーカス、能、盆踊り、文化財、デザイン 

港区文化プログラム連携事業とは… 

◯区民と芸術家がともに主役となることができる。 

◯地域資源を活用し、地域に根差した取組である。 

◯国際性を意識している。 

◯子ども、高齢者、障害者、外国人等にきめ細かく配慮している。 

◯区民の文化芸術への関心の向上を図っている。 

◯地域が抱える課題の解決を図っている。 

これらに配慮して、区と文化芸術団体が連携して行う、 

港区ならではの文化プログラムです。 

能声楽家・青木涼子 新曲委嘱世界

初演シリーズ「能×現代音楽」vol.8 
©Atsuko Tanaka 
 

Dance New Air 2018 

©Yulia Skogoreva 
第五回港区発掘ご当地曲盆踊り大会 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

第２章 区を取り巻く現状と課題 
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１ 区の現状 

（１）人口動向 

全国的に人口減少や少子高齢化が進む中、区の人口は令和２(2020)年 10月

1日時点で 259,893人であり、同時点の港区人口推計によると、年少人口（０

～14歳）、生産年齢人口（15～64歳）及び老年人口（65歳以上）はいずれも

増加を続け、令和９年１月には 29万人を超える推計となっています。 

昼間人口は平成 27(2015)年国勢調査では 940,785人で、平成 22(2010)年国

勢調査の 886,173 人に比べて 6.2％増加し、全国最多（政令指定都市を除く

区市町村の中で）ですが、今後、テレワークの推進など新しい生活様式に則

した行動変容が進むことで、その影響を受けることが考えられます。 

新旧住民の混在や、大規模集合住宅、単身高齢者世帯、共働きの子育て世

帯の増加などにより、区民の生活様式や価値観は多様化し、地域コミュニテ

ィの希薄化が課題となっています。 

 

（２）文化資源 

区内には、民間施設を中心に、多くの劇場・ホールや美術館・博物館、日本の近

代化を支えた歴史資源に加え、レコード会社や放送局など、文化産業に関わる企

業も数多く立地しています。また、文化芸術に関わる仕事の経験がある区民も多

く存在します。こうした文化芸術施設等の文化資源の多さ、質の高さは、区ならで

はの特徴です。 

① 劇場・ホール 

劇場・ホールは、主要なもので 34 施設（うち６施設が区立、28 施設が

民間）あり、令和９(2027)年度に区は（仮称）文化芸術ホール（大ホール

約 600席、小ホール約 100席）を開館する予定です。民間施設は、小規模

なものから 2,000席と大規模なもの、また、ライブハウスからクラシック

専用ホール、ミュージカル専用劇場など、様々な種類のものがあります。 

 

② 美術館・博物館等 

美術館・博物館等は、35施設（うち６施設が国公立、29施設が民間）あ

り、国宝・重要文化財を含む日本美術・東洋美術の優れたコレクションを
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持つ施設から、現代アートやデザインなどの先端的な企画展を精力的に行

っている施設、企業博物館など、多種多様です。この 35施設は、港区ミュ

ージアムネットワークとして組織されています。 

③ 文化財等 

国宝に指定されている旧東宮御所をはじめ、重要文化財となっている建

造物が９件あるなど、江戸期から幕末、明治以降の文明開化期を中心に、

多くの歴史的建造物、史跡、名勝等が区全域に幅広く立地しています。 

「旧協働会館」は「港区立伝統文化交流館」として、「旧公衆衛生院」は

「港区立郷土歴史館」として活用しています。 

 

（３）国際性 

区内の大使館等の数は全国最多で 80を超え、外国人人口は区人口の約７％

を占め、その国籍は約 130 か国に及びます。また、多くの外資系企業等に勤

める外国人や、都内一のホテル・旅館客室数を有する港区（平成 31(2019)年

３月 31日現在）に多くの外国人観光客が集まる状況を踏まえると、区は、日

常的に多様な国の人と接することのできる国際性に富んだ環境にあるといえ

ます。 

 

（４）総合支所を中心とした地域文化の創造と発信 

平成 18(2006)年４月に設置した五つの総合支所を中心に、区民の参画と協

働により、地域文化の醸成に取り組むとともに、平成 25(2013)年４月には、

文化振興に関する業務を「総合支所での取扱いを充実させる業務」として位

置付け、その体制を強化し、地域に根差した文化芸術活動を推進してきまし

た。総合支所を中心とした地域文化の創造・発信により、区内各地で様々な

取組が活発に行われています。 

  



12 

（５）（仮称）文化芸術ホールの整備 

（仮称）文化芸術ホールは、基本構想の段階から区民が参画し、みなとパ

ーク芝浦の一部として整備する計画としていましたが、平成 23(2011)年３月

に発生した東日本大震災の影響により、整備を一旦中止しました。その後、

平成 27(2015)年２月に「（仮称）文化芸術ホール整備の考え方」を策定し、浜

松町二丁目第二用地とその周辺の再開発事業において整備することとし、令

和９(2027)年度開館をめざしています。 
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２ 区内の文化芸術活動の実態と課題 

令和元(2019)年度に、「港区文化芸術実態調査」として、区民アンケート及

び団体ヒアリングを実施しました。これら調査の結果を踏まえ、文化芸術に

関する区の実態や課題について、次のとおりまとめました。 

 

（１）区民の活発な文化芸術活動 

区民アンケートによると、過去１年間に文化芸術を鑑賞・活動した人の比

率は 86.7％・61.8％と、平成 28(2016)年度に実施した前回調査の 68.5％・

38.5％からそれぞれ 18.2ポイント・23.3ポイント増加しています。また、鑑

賞率は、全国・東京都と比べて高くなっています。 

 

図１ １年間の鑑賞率                 図２ １年間の活動率 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 全国や東京都との鑑賞率の比較 
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港区（令和元年度港区文化芸術実態調査）

東京都（東京都生活文化局「文化に関する世論調査」平成30年4月）

全国（文化庁「文化に関する世論調査報告書」令和2年3月）
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（２）鑑賞・活動できていない区民の存在 

区民アンケートによると、区民全体の鑑賞・活動率は高いものの、育児や

介護、健康不安などにより鑑賞・活動ができていない区民がそれぞれ 38.3％・

23.1％存在します。また、31.8％の区民が、区は、誰もが文化芸術に参加で

きる環境整備に力を入れるべきと回答しています（P70参照）。 

一方で、団体ヒアリングによると、文化芸術活動団体や文化芸術施設は、

外国人や障害者、子育てをしている人等、文化芸術の鑑賞・参加へのハード

ルが高い方々への対応の必要性を感じながらも、金銭的・人的負担を伴う場

合があることから、十分な対応ができていないという状況が明らかになりま

した。 

 

 

 

図４ １年間に鑑賞しなかった理由           図５ １年間に活動しなかった理由 
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（３）国際文化交流への期待 

区民アンケートによると、53％の区民が区の文化芸術環境に対して国際性

が豊かであるというイメージを持ち（P69参照）、35.7％の区民が区は外国の

文化芸術に触れる機会の充実に力を入れるべきと回答し（P70参照）、国際交

流に関する取組に期待が集まっています。 

一方で、区民の国際文化交流への参加意向が 47.7％であるのに対し、実際

に過去１年間に国際文化交流に参加した区民は 9.7％と低くなっています。 

また、令和元(2019)年度に実施した「港区国際化に関する実態調査」によ

ると、40.2％の外国人が、日本人と外国人がともに豊かな地域社会をつくり

上げるためには「外国人への偏見・差別をなくすための努力を行う」ことが

必要であると考えています。 

 

 

 

図６ 文化芸術に関する活動への参加状況と参加意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

親子・子ども向けの文化イベント

国際文化交流

文化芸術分野のボランティア活動

文化施設や文化芸術団体などへの寄付

参加していない・どれも参加したくない

無回答

11.5

9.7

4.6

3.9

44.4

32.5

24.1

47.7

24.3

9.5

17.5

16.7

0 20 40 60
(％)

参加した活動(n=610) 今後参加したい活動(N=610)



19 

（４）芸術ジャンルや社会領域を超えた連携の必要性 

団体ヒアリングによると、文化芸術活動団体や文化芸術施設は、芸術ジャ

ンルや社会領域を超えた他の主体との連携の必要性を感じています。大使館

等との連携事例があるのは区の特徴といえますが、芸術ジャンルや社会領域

を超えた連携は、観光・まちづくり等の団体を除き、平成 28(2016)年度調査

同様、十分に進んでいない状況です。連携に当たっては、会議等の「場」の

設定だけではなく、各主体間の協働を促進させるためのコーディネート機能

が求められています。 

 

（５）文化芸術振興の中核拠点としての（仮称）文化芸術ホールへの期待 

区民アンケートによると、（仮称）文化芸術ホールにおいて、約 66％が質の

高い国内外の作品、46.4％が先駆的な作品の鑑賞を希望し、45.6％が「共生」

や「国際性」に関わる取組に期待を寄せています。 

また、団体ヒアリングによると、多くの文化芸術活動団体・文化芸術施設

が、施設や設備に関することよりも、理念やそこで行われる取組、運営体制

が重要であり、区民センター等既存の施設との違いの明確化が必要であると

いう認識を持っています。 

 

図７ （仮称）文化芸術ホールで鑑賞したい公演 
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図８ （仮称）文化芸術ホールで行うべき事業 
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３ 国、東京都の動向 

国は、平成 29(2017)年６月に、「文化芸術振興基本法」を「文化芸術基本法」

として改正し、翌年３月に「第一次文化芸術推進基本計画」を策定しました。 

この法改正による大きな変更点は、前文に「表現の自由の重要性」が明記

されたこと、基本理念に、国民が等しく文化芸術を鑑賞、参加、創造するに

当たり「年齢、障害の有無、経済的な状況」にかかわらないという視点や「乳

幼児、児童、生徒等に対する文化芸術に関する教育の重要性」が追記された

こと、文化芸術そのものの振興にとどまらない「観光・まちづくり・国際交

流・福祉・教育・産業その他の各関連分野における施策との有機的な連携」

への配慮が盛り込まれたことです。 

平成 30(2018)年６月には、「障害者による文化芸術活動の推進に関する法

律（平成 30年法律第 47号）」が施行され、障害者が文化芸術を鑑賞、創造す

る機会の拡大や障害者による芸術上価値の高い作品等の創造への支援の強化、

文化芸術活動を通じた交流の促進などが盛り込まれています。 

東京都は、平成 27(2015)年３月に、今後 10 年間の芸術文化振興の基本指

針として、東京 2020大会の開催やその先を見据えた「東京文化ビジョン」を

策定しました。「東京文化ビジョン」は、あらゆる人が芸術文化を享受できる

社会基盤を構築するなどの文化戦略を掲げ、子どもや障害者などあらゆる

人々が芸術文化を通し交流するとともに、国境を越えた相互理解と地球規模

の連帯感を育み、世界平和の実現へとつなげていくこととしています。 

区は、平成 18(2006)年６月に制定した「港区文化芸術振興条例」において、

年齢や障害の有無、国籍等にかかわらず誰もが等しく、文化芸術を鑑賞・参

加・創造することができる環境の整備や、区の全ての施策の実施に当たり文

化芸術振興を図る視点を取り入れることを規定しており、共生社会の実現に

向けた取組や社会領域を超えた連携の更なる推進に取り組みます。 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

第３章 区のめざす姿 
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１ 将来像 

国際性豊かで、多様な文化資源に恵まれ、日頃から多くの人が働き、学び、

訪れる地である港区は、多様な人や文化が出会い交流する「港」といえます。 

こうした交流の中で多様な人や文化から刺激を受けることで、新たな文化

が創造されやすい風土や、お互いの違いを知り、それを認め合う価値観が醸

成されます。 

 

前プランでは、区がめざす姿を「多様な人と文化が共生する 世界に開かれ

た『文化の港』」とし、区ならではの文化プログラムの取組などを通じて、誰

もが文化芸術を鑑賞・参加・創造できる環境整備を進めてきました。 

「文化の港」とは、文化芸術を通じて、年齢や障害の有無、国籍等にかか

わらず、区に住み、働き、学び、訪れる全ての区民がその多様性を認め合い、

誰もが共生できる地域社会が実現され、こうした価値観を国内外に向けて発

信する拠点となる場です。 

 

国際対立や自然災害、感染症等の危機が度々訪れる中で、多様な文化や宗

教、価値観、生活様式の人々が暮らし、行き交う港区こそ、自分を自由に表

現し、お互いを尊重し合う「文化の港」であり続ける努力が必要です。 

 

これまで取り組んできた共生社会実現に向けた成果等を着実に区の文化芸

術振興の中核拠点となる（仮称）文化芸術ホールの整備等につなげ、文化芸

術の愛好家だけではなく誰もが文化芸術を通じて心豊かで潤いのある生活を

送ることができる社会をめざし、本プランにおける将来像を、「多様な人と文

化が共生し 文化芸術を通じて皆が幸せになる 世界に開かれた『文化の港』」

とします。 
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＜将来像＞ 

多様な人と文化が共生し 文化芸術を通じて皆が幸せになる 

世界に開かれた『文化の港』 

 

創 造 

多様な人や文化の交流から新たな文化が創造される「文化の港」 

・あらゆる人や多様な文化が交流し、相互の刺激の中から、新たな文化が創造

されている。 

・文化芸術と他分野が連携することで新たな価値が生まれ、地域の課題解決に

寄与している。 

交 流 

多様な人や文化が出会い、交流する「文化の港」 

・年齢や障害の有無、国籍等にかかわらず、文化芸術を鑑賞・参加・創造でき

る機会が拡大している。 

・国際性豊かな区の特性を背景に、国際文化交流の中心となっている。 

・災害や感染症などの危機を乗り越え、文化芸術を継続的に享受することがで

きている。 

共 生 

多様性を認め合う価値観が広がり、未来にわたり継承される「文化の港」 

 
・文化芸術を通じて、区民一人ひとりが異なる文化や宗教、価値観、生活様式

などを尊重し合う意識が醸成され、共生社会が実現している。 

・多様性を認め合う価値観が港区から国内外に広がり、区民が誇りを持てると

ともに、平和な未来を創る子どもたちがすくすくと育っている。 
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２ プランの全体像 

将来像の実現に向けて、次のとおり、施策の体系を整理します。 
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施策１ 誰もが文化芸術を鑑賞・参加・創造 
できる機会の充実 

１－１ 

誰もが文化芸術を鑑賞・参加・創造できる環境の整備 

１－２ 

国際都市・港区ならではの文化芸術振興施策の推進 

１－３ 

多様な文化資源を生かした港区ならではの取組の推進 

施策２ 多様な主体間の協働による 
文化芸術振興 

２－１ 

文化芸術を通じた多様な主体間の交流・連携の促進 

２－２ 

文化芸術振興に取り組む多様な主体への支援と連携 

２－３ 

危機を乗り越え持続可能な文化芸術活動の推進 

施策３ 文化芸術振興施策の推進に向けた 
基盤整備 

３－１ 

文化芸術振興の中核拠点となる(仮称)文化芸術ホール 

の整備 

３－２ 

文化芸術を通じた多様性を認め合う区民意識の醸成 

施策の体系 
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第４章 プランにおける取組 
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施策１ 誰もが文化芸術を鑑賞・参加・創造できる機会の充実 

 

 

 

 

 

 

 

SDGs のゴールとの関係（施策１に関連する SDGs のゴールとの関係） 

 

 

 

 

 

 

成果指標（施策１により達成をめざす成果の指標と数値目標） 

成果指標名 
現状見込値 中間目標値（前期） 計画目標値 

令和２年度 令和５年度 令和８年度末 

１年間に文化芸術を

鑑賞した区民の割合 
86.7％ 86.8％ 86.9％ 

※ 「港区基本計画・港区実施計画 令和３年度～令和８年度」より 

 

 

 

 

 

 

施策 1  
誰もが文化芸術を 
鑑賞・参加・創造 
できる機会の充実 

１－１ 

誰もが文化芸術を鑑賞・参加・創造できる環境の整備 

１－２ 

国際都市・港区ならではの文化芸術振興施策の推進 

１－３ 

多様な文化資源を生かした港区ならではの取組の推進 

■SDGs（持続可能な開発目標）とは 

平成 27(2015)年９月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」

にて記載された令和 12(2030)年までに持続可能でより良い世界をめざす国際目標です。 

17 のゴールと 169 のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない」ことを誓って

おり、普遍的なものとして全ての国で取組が進められています。 
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１-１ 誰もが文化芸術を鑑賞・参加・創造できる環境の整備 

 

 

 

 

 

取組内容 

 

（１）身近に鑑賞・参加・創造する機会の充実 

文化芸術を鑑賞する区民の裾野を拡大するため、区民センターや図書館、

子ども中高生プラザ、いきいきプラザなど、音楽ホールや劇場等を訪れるこ

となく身近な場所で、気軽に生の音楽やダンス、演劇等を鑑賞することがで

きる機会を提供します。 

区民が文化芸術を鑑賞するだけでなく、参加し創造するきっかけとなるよ

う、プロのアーティストとともに文化芸術を創造する楽しさや喜びを体験で

きる機会を提供します。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 他の具体的な事業は、P90～（資料編）に掲載しています。 

  

ロビーコンサート 
 

区役所１階ロビーで、区内で活動している音楽愛好家
の皆さんによるコンサートを定期的に開催し、誰もが身
近に生演奏を鑑賞する機会を提供します。 

Kiss ポート講座 

 
文化芸術の専門家やアーティストを講師に招き、共に
学びつくり上げる参加・体験型のレクチャーやワークシ

ョップを開催します。 

全ての区民が心豊かで潤いある生活を送ることができるよう、年齢や障害

の有無、国籍等にかかわらず、誰もが身近なところで文化芸術を鑑賞・参加・

創造できる環境を整えます。 

次世代を担う子どもたちが、様々な文化芸術に触れ、体験することを通じ

て、創造性や多様な文化、価値観を尊重する心を育みます。 
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（２）誰もが鑑賞・参加・創造する機会の充実 

年齢や障害の有無、国籍等にかかわらず、誰もが文化芸術を鑑賞・参加・

創造することができるよう、文化芸術に関する事業のバリアフリーを推進し

ます。 

文化芸術活動団体や文化芸術施設、福祉施設、病院等と協力するとともに、

一時保育を実施するなど、体の不自由な方や乳幼児連れの方などが鑑賞・参

加・創造できる環境を整えます。 

障害者の鑑賞機会が広がるよう、周知方法や会場選定の工夫、手話や字幕

付公演の実施、参加方法にオンラインを加えるなど、合理的配慮（※）を含めた

バリアフリーを推進します。障害者による作品やパフォーマンスを通じて、

広く区民が障害者への理解を深めるためのきっかけとします。 

外国人が参加しやすくなるよう、多言語対応に加え、「やさしい日本語（外

国人にも分かりやすく表現された日本語）」の使用や日本語学習支援を推進し

ます。 

区民優待を設けるなど、経済的な状況にかかわらず文化芸術を鑑賞・参加・

創造できる機会を創出します。 

必要な情報が必要としている人に届くよう、SNS やメールマガジン等を活

用し、インターネットを利用しない人に向け、港区コミュニティ情報誌「キ

スポート」など紙媒体による情報発信も引き続き推進します。 

 

（※）合理的配慮の提供とは 

合理的配慮の提供とは、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らか

の対応を必要としているとの意思が伝えられたとき、負担が重すぎない範囲で対応することで

す。「障害者差別解消法」や「東京都障害者差別解消条例」において、行政機関等や民間事業者

に対し、障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止するとともに、「合理的配慮の提供」

を義務付けています。 

 

 

 

 

 

 

  

地域で共に生きる障害児・

障害者アート展（写真） 

地域で共に生きる障害児・障害者アート展 

 
障害者への理解促進をめざし、区内の障害者施設で制
作した作品や障害児(者)が描いた絵画等を美術館等で

展示します。 

音楽のさんぽ道 
 
敷居が高いと思われがちなクラシックコンサートを、区民

センターや病院、お寺などを会場として開催するととも
に、大学生を中心とした若手音楽家に発表の場を提供し
ます。 
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（３）文化芸術を通じた次世代を担う子どもたちの育成 

将来にわたり区の文化芸術を振興していくため、「子どもがいても参加でき

る」だけでなく、親子や子どもを対象とするなど、子どもの頃から文化芸術

に触れられる環境を整えます。 

保育園や幼稚園、学校にプロのアーティスト等を派遣し、子どもたちの身

近な場所で文化芸術に触れる機会を創出するなど、子どもの頃から多様な文

化を見て、触れて、その楽しさや喜びを体験できる機会を充実します。 

次世代を担う子どもたちが様々な文化芸術に触れ、体験することを通じて、

創造性や多様な文化、価値観を尊重する心を育みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

学校音楽等芸術教室 
 
小・中学生が身近に芸術に触れる機会を提供するた

め、学校において、様々なジャンルの音楽や伝統芸能
の鑑賞会、ワークショップを実施します。 

ふれあいアート 
 

保育園や幼稚園等にプロのアーティストを派遣し、音
楽やダンス、造形等の文化芸術を体験できるプログラ
ムを実施します。 

デザインでつくる コドモチョウナイカイまつり 
（コドモチョウナイカイ事務局） 

 
港区文化プログラム連携事業として、デザインの視点
を取り入れた子ども向けのワークショップやおまつりを

開催しました。 
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１-２ 国際都市・港区ならではの文化芸術振興施策の推進 

 

 

 

 

取組内容 

 

（１）国際性豊かな文化資源を生かした取組の推進 

区内に立地する大使館や企業、国際交流団体等と連携することで、日本人

と外国人が文化芸術を通じて交流し、言葉の壁を越えた相互理解を深めると

ともに、区民が国際性豊かな区の魅力を実感できる機会を充実します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

国際性豊かな区の特性を生かし、異なる国籍や言語、宗教、生活様式の人々

が出会い、交流する機会を充実するとともに、国際的発信力のある取組を推

進することにより、文化芸術を通じた相互理解を促し、世界平和の実現に貢

献します。 

国際文化紹介展示 

（写真） 

国際文化紹介展示 

 
区内に立地する大使館等と連携し、各国や地域の文
化等を紹介するパネル、写真、民芸品などを区役所

ロビー等で展示します。 

大使館等事業協力実施支援 

 
区内に立地する大使館等主催のコンサート、展覧会
など区民との交流イベントの開催について、会場提

供や広報協力を行います。 

大使館等実務者連携会議 

 
大使館等との連携を一層深めるため、区内に立地す
る大使館等で実務に携わる職員と区職員が、区政に

関する様々な課題について意見を交換します。 



33 

（２）国際的発信力のある取組の推進 

国際的発信力のある取組を推進し、区の魅力を向上するとともに、区民が

区の魅力を実感し、誇りを持てる機会とします。 

国籍や言語、宗教等にかかわらず多くの区民が、日本の文化に気軽に触れ、

学ぶことができる機会を提供するとともに、区内で制作された作品を国内外

に向けて発信します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

六本木アートナイト 
 

六本木のまちを舞台としたアートの祭典「六本木アート
ナイト」が一層、子ども・高齢者・障害者・外国人に配慮
され、区民に親しまれる内容となるよう、運営に参画し

ます。 

東京国際映画祭 
 

東京国際映画祭の地域委員会として「みなと委員会」
を設置し、六本木周辺の清掃活動を行う「みなとクリー
ンアップ」や区内各地での上映会「みなとシネマフェス

ティバル」等を開催します。 
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（３）国際相互理解への取組 

国際相互理解に対して関心を高めるテーマ性・発信性のある取組により、

異なる国籍や言語、宗教、生活様式の人々が出会い、交流する機会を充実す

ることで、その多様性を尊重し合う風土を醸成します。 

   

 

 

 

 

 

  

WELCOME 港区！の推進 
 
旅行者を受け入れる人々、訪れる人々双方に、互いの習

慣や文化を理解し、寛容の心を深めてもらうための冊子
を配布します。 

演劇「犯罪部族法」公演 

（シアターコモンズ実行委員会） 
 
港区文化プログラム連携事業として、差別はいかに生ま

れ、いかに乗り越えられるか？をテーマに、立場や母語
が異なる俳優がカースト制や近代化による社会差別の
構造を浮き彫りにする演劇公演を実施しました。 
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１-３ 多様な文化資源を生かした港区ならではの取組の推進 

 

 

 

 

 

取組内容 

 

（１）文化資源を生かした取組の推進 

区内には、優れた日本美術や先進的なアートを持つ美術館、企業博物館な

ど、知名度が高い施設が立地し、観光名所の一つとなっています。 

これら文化芸術施設や企業等と連携し、区に住み、働き、学び、訪れる多

くの区民が、身近に文化芸術に触れることができる機会を創出します。 

区内の観光産業や大学等研究機関などと積極的に連携し、文化資源への新

たな価値の付加や、発信力を強化することで、更なる区の魅力向上につなげ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

区内の劇場・ホールや美術館・博物館、文化財などの多様な文化資源や観

光資源、企業等と連携した取組や、地域の特性を生かした区ならではの取組

を推進、発信することで、区民が区の魅力を再認識できる機会とし、地域へ

の愛着を醸成します。 

ミナコレ（MINATO COLLECTION） 

 
区と区内の美術館・博物館等が連携し、人々の回遊性
を高めるためのスタンプラリー等を実施します。 

都市のカルチュラル・ナラティヴ 
（慶應義塾大学アート・センター） 
 

港区文化プログラム連携事業として、区内の新旧様々
な文化資源の魅力を人々に伝えるためのワークショッ
プや講座、ツアーなどを実施しました。 
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（２）文化資源を保全・継承・活用する取組の推進 

区民が日本の近代化を支えた区の歴史や地域に根差した文化を学ぶことで、

現代や将来について考えるきっかけとするとともに、地域の文化を愛し、保

全し、育てていく心を醸成し、次世代への文化資源の継承につなげます。 

平成 31(2019)年４月に「文化財保護法（昭和 25年法律第 214号）」が一部

改正され、文化財はその保存に加え、地域において総合的に活用するという

視点が加えられました。 

郷土歴史館や伝統文化交流館等の文化財を舞台にした創作活動への活用な

ど、多くの区民が区の文化財に触れられる機会を充実するとともに、文化財

を含めた区の文化資源の魅力を国内外に広く発信し、区の魅力向上につなげ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伝統文化交流館 
 

港区指定有形文化財である「旧協働会館」を、伝統文
化の継承や、伝統文化を通じたコミュニティ形成・交流
の場として活用します。 

 

郷土歴史館コンサート 
 

文化財を身近なものとして親しんでもらうため、郷土
歴史館を舞台にコンサートを開催します。 
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（３）総合支所を中心とした地域文化の創造と発信 

「芝」「麻布」「赤坂」「高輪」「芝浦港南」それぞれの総合支所では、地域の

特性を生かした文化芸術活動を推進しています。総合支所がこれまで築いて

きた地域との信頼関係や地域の文化資源、人材を生かし、文化芸術を通じた

地域コミュニティの形成や地域の課題解決に取り組みます。 

地域の歴史・文化に関する理解・関心を高め、子どもの頃から誰もが自ら

の地域の歴史や文化に愛着を持ち、誇りを持てるよう、総合支所を中心とし

た地域文化の継承や創造、発信により、地域に根差したレガシーとして未来

に継承します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

麻布の魅力探訪事業～あざぶ達人ラボ～ 
 
麻布の歴史・文化等の魅力を伝える公開セミナーや、こ

れまでの参加者によるまち歩きを実施するなど、麻布の
魅力を学ぶ機会を提供します。 

運河に架かる橋りょうのライトアップ 

 
芝浦港南地区の貴重な地域資源である水辺空間の更
なる魅力向上のため、先進の景観照明デザインを手掛

けるデザイナーの協力を得ながら、橋りょう及びモニュ
メント等をライトアップします。 

地域情報誌（紙） 
 
地域コミュニティ活性化をめざし、各地区の区民が参

画し、地域のイベントや文化財など地域ならではの情報
を取材・紹介する地域情報誌（紙）を発行します。 
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施策２ 多様な主体間の協働による文化芸術振興 

文化芸術振興文化芸術振興 

 

 

 

 

 

 

 

SDGs のゴールとの関係（施策２に関連する SDGs のゴールとの関係） 

 

 

 

成果指標（施策２により達成をめざす成果の指標と数値目標） 

成果指標名 
現状見込値 中間目標値（前期） 計画目標値 

令和２年度 令和５年度 令和８年度末 

港区文化芸術ネット

ワーク会議への年間

の実参加団体数 

40 団体 45 団体 50 団体 

※ 「港区基本計画・港区実施計画 令和３年度～令和８年度」より 

  

施策２ 
多様な主体間の
協働による 
文化芸術振興 

２－１ 

文化芸術を通じた多様な主体間の交流・連携の促進 

２－２ 

文化芸術振興に取り組む多様な主体への支援と連携 

２－３ 

危機を乗り越え持続可能な文化芸術活動の推進 
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２-１ 文化芸術を通じた多様な主体間の交流・連携の促進 

 

 

 

 

取組内容 

  

（１）多様な主体間の交流・連携に向けた取組の強化 

平成 25(2013)年度に設置した港区文化芸術ネットワーク会議等を活用し、

地域の団体や企業、学校、異なる芸術ジャンルの団体等、多様な主体間の連

携を促すことにより、各主体の基盤強化や継続的な事業実施、新たな価値の

創出が期待できます。 

連携に当たっては、会議等の「場」の設定のみならず、各主体が連携して

事業を実施できるようコーディネートできる機能が必要です。公的な性格も

持ちながらも迅速性・柔軟性を兼ね備え、地域コミュニティとの関わりが深

く、日頃から文化芸術に関する情報が集まる港区スポーツふれあい文化健康

財団（以下「Kissポート財団」という。）にこれを整備します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

区内の多種多様な文化芸術活動団体や文化芸術施設が、芸術ジャンルや社

会領域を超えて連携することで、事業の相乗効果が生まれ、区全体の文化芸

術振興の更なる推進につなげるとともに、文化芸術のみならず様々な社会領

域が抱える課題解決に貢献します。  

港区文化芸術ネットワーク会議 

 
区内の文化芸術活動団体や文化芸術施設、企業、国際
交流団体、大学、観光振興団体など、文化芸術に関わ

る多様な主体をメンバーとして、定期的に会議を開
催します。 

赤坂・青山子ども共育事業 
 
地域の特性・人材を活用した子どもや親子向けの講座

の実施、赤坂・青山共育情報局の運営を通じて、企業・
団体・住民が主体的に地域の子ども向け事業に取り組
む仕組みを構築します。 
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（２）社会領域を超えた連携の促進 

文化芸術は、観光や国際交流、福祉、教育、産業、地域振興など、他分野と

連携することにより各施策の魅力が増すとともに、課題の解決に大きな力を

発揮していくことが期待されます。「港区文化芸術振興条例」第４条第４項で

「区は、区の施策の実施に当たっては、文化芸術振興を図る視点を取り入れ

るよう努めるものとする」と規定しているとおり、文化芸術の力を区政のあ

らゆる場面で積極的に活用することで、区の文化芸術振興施策を総合的に推

進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

  

芝 de Meet The Art 
～アートに親しむまち、芝～ 
 

屋外トランスボックス（地上配電機器）に区民等から募
集した作品を展示するとともに、ワークショップを開催
し、まちにアートとふれあえる環境を創出し、まちのイメ

ージの向上や、アートを通じた多様な主体間の交流を
促進します。 

ソーシャルサーカスワークショップ 

（スロームーブメント実行委員会） 
 
港区文化プログラム連携事業として、自立心や社会性

を身につけるのに有効とされるソーシャルサーカスワー
クショップを、中学校の特別支援学級や障害保健福祉
センター（ヒューマンぷらざ）、適応指導教室（つばさ学

級）、子ども家庭支援センター等で実施しました。 



41 

２-２ 文化芸術振興に取り組む多様な主体への支援と連携 

 

 

 

取組内容 

 

（１）文化芸術活動の担い手の育成支援 

文化芸術活動は、多様な主体により、区内各地の区民の身近な場所で実施

されています。 

これらの活動及び活動を行う団体に対し、経費の一部助成や専門家による

アドバイス、Kissポート財団に整備を予定しているコーディネート機能（P55

参照）の活用など、団体の自立や継続的な活動を支援します。 

支援に当たっては、年齢や障害の有無、国籍等にかかわらず誰もが文化芸

術に親しむことができる視点を重視し、合理的配慮を含めたバリアフリーへ

の対応を促します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

区内で多様な文化芸術活動が活発に行われ、そこから生まれる新たな文化

や価値が国内外に発信されるなど、区が将来にわたり「文化の港」であり続

けるために、区内の文化芸術活動の担い手の育成や自立的・継続的な運営に

向けた支援を行います。 

 

港区文化芸術活動サポート事業 

 
区内で行われる文化芸術活動及びその活動を行う団体を育成するため、活動に係
る経費の一部に対し助成金を交付するとともに、専門家のアドバイスによる支援を実

施します。 
 

（一般社団法人オフィスアルブ） 

撮影：大洞博靖 
 

 

（Ｅｎｓｅｍｂｌｅ Ｌｅｖｅｎｔ） 
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（２）区と多様な主体との連携による文化芸術振興の推進 

区と多様な主体がそれぞれの強みを生かしながら連携し、事業等を実施す

ることで、団体の自立を支援するとともに、連携による相乗効果により、区

の文化芸術振興の更なる推進をめざします。 

連携に当たっては、年齢や障害の有無、国籍等にかかわらず誰もが文化芸

術に親しむことができる視点を重視します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）文化芸術を支える区民意識の醸成 

区民アンケートによると、文化芸術のボランティア・寄付への参加意向は

それぞれ 24.3％・9.5％ですが、実際に過去１年間に参加した区民は 4.6％・

3.9％にとどまっています。 

国際的発信力のあるイベント等でのボランティアの活用などを通じて、将

来の区の文化芸術の担い手を育成するとともに、港区版ふるさと納税制度（※）

を活用し、ボランティアや寄付を通じて区全体で文化芸術を支援する仕組み

を検討します。 

 

※「港区版ふるさと納税制度」 

返礼品によらず、寄付者自身が寄付の使い道を選ぶことで区の取組を応援する制度で、「港

区文化芸術振興基金」への寄付が可能です。 

  

文化団体との連携による議場コンサート 

 
港区音楽連盟・港区華道茶道連盟との連携により、普
段立ち入ることができない区議会議場でのコンサート

を開催し、区民の皆さんに生演奏といけばなの展示に
よる優雅なひと時を提供します。 
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２-３ 危機を乗り越え持続可能な文化芸術活動の推進 

 

 

 

取組内容 

 

（１）文化芸術活動におけるリスクマネジメント 

芸術ジャンルを超えた作品や現代アート等の広がりにより、多様な表現手

段や実施場所での文化芸術活動が展開されています。 

区や文化芸術活動団体、文化芸術施設が実施するイベント等の開催に当た

っては、事前に安全管理を徹底するなど、区民や来場者の安全・安心を重視

し、災害時への対応や、事故の未然防止に取り組みます。 

新型コロナウイルス感染拡大による経験を踏まえ、区民がいかなる状況に

あっても継続的に文化芸術を享受することができるよう平時より意識を高め、

オンラインの活用など状況に応じた新たな手法にも取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

いかなる状況にあっても、人々の心を癒し、明日への希望を与えるなど、

心豊かで潤いのある生活を送る上で極めて重要な文化芸術が、安全かつ継続

的に区民に提供されるよう、文化芸術活動におけるリスクマネジメントやそ

の表現、提供手段の多様化を推進します。 

 

WEB でみなと区民まつり 

（写真） 

WEB でみなと区民まつり 

 
台風や新型コロナウイルス感染症拡大により2年連続
でみなと区民まつりが中止になったことを受け、文化

芸術団体等に日頃の活動の成果を発表する場を創出
するため、「WEB でみなと区民まつり」を開催しまし
た。 

文化芸術ネットワーク会議での 
港区感染症専門アドバイザー講演 
 

文化芸術団体等が集まる港区文化芸術ネットワーク会
議で、新型コロナウイルス感染症対策に関する講演会
を実施しました。 
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（２）非常時の文化芸術活動の回復に向けた支援 

自然災害や新たな感染症による危機は、文化芸術活動やそれに携わる人 ・々

団体・施設・企業等に大きなダメージを与えます。こうした脅威は、今後も、

形を変えて襲ってくる可能性を否定できません。 

平常時におけるリスクマネジメントに加え、非常時には、社会経済情勢や

財政状況の動向にかかわらず、文化芸術振興施策を安定的に推進していくた

めに平成 19(2007)年４月に設置した港区文化芸術振興基金を積極的に活用し、

感染症対策に必要な財政支援など、迅速かつ柔軟に文化芸術活動の支援に取

り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

東京都港区邦楽邦舞連盟 

（写真） 

俳優座劇場 

（写真） 

港区文化プログラム推進事業 
～文化芸術の力で港区を元気に！プロジェクト～ 
 

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、活動を自粛・縮小せざるを得ない状況に
置かれている文化芸術団体を対象に、事業の企画・制作・実施に係る費用を支援し
ました。 

（俳優座劇場） （東京都港区邦楽邦舞連盟） 
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施策３ 文化芸術振興施策の推進に向けた基盤整備 

 

 

 

 

 

 

SDGs のゴールとの関係（施策３に関連する SDGs のゴールとの関係） 

 

 

 

 

 

 

成果指標（施策３により達成をめざす成果の指標と数値目標） 

成果指標名 
現状見込値 中間目標値（前期） 計画目標値 

令和２年度 令和５年度 令和８年度末 

(仮称）文化芸術ホー

ルで鑑賞・参加・創

造したい区民の割合 

- 60％ 70％ 

※ 「港区基本計画・港区実施計画 令和３年度～令和８年度」より 

 

 

３-１ 文化芸術振興の中核拠点となる（仮称）文化芸術ホールの整備 

 

 

 

 

 

 

区の文化芸術振興の中核拠点として（仮称）文化芸術ホールを整備し、文

化芸術を通じた交流や相互理解、それによる多様性を認め合う価値観の醸成

をめざします。 

平成 28(2016)年度から多様な文化芸術団体と連携して取り組んできた文

化プログラムの成果をレガシーとして、着実に（仮称）文化芸術ホールの整

備につなげ、令和９(2027)年度の開館に向け、専門人材の育成や気運醸成の

ための取組を計画的に進めます。 

施策３ 
文化芸術振興施策
の推進に向けた 
基盤整備 

３-１ 

文化芸術振興の中核拠点となる(仮称)文化芸術ホールの

整備 

３-２ 

文化芸術を通じた多様性を認め合う区民意識の醸成 
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■（仮称）文化芸術ホールの概要 

 

《経過・今後の予定》 
 
平成 19 年度～ 基本構想の段階から区民参画により、田町駅東口北地区公共公益施設（みなとパ

ーク芝浦）の一部として整備する計画をまとめる 

平成 23年 10 月 東日本大震災の影響により、整備を一旦中止 

平成 26 年度 浜松町二丁目第二用地とその周辺の再開発事業において、（仮称）文化芸術ホー

ルを整備することを決定し、「（仮称）文化芸術ホール整備の考え方」を策定 

平成 30 年度～ 外部有識者を含めた検討を開始 

令和２年４月 文化芸術ホール参与を設置 

令和４年度 文化芸術ホール準備組織設置（予定） 

令和９年度 開館（予定） 

 

 

《整備地》 《主な施設》 
浜松町二丁目地区市街地再開発事業の中で整備 

 

 

 

 

 

 

 

《完成イメージ》 

 

 

 

 

 

 

| 

 

  

施設 機能 
大ホール 

(600 席程度) 
音楽、演劇、伝統芸能等、多

種多様な演目に対応でき、豊

かな響きを生み出す可動式

の音響反射板を備えた、高機

能・多機能なホール 
小ホール 

(100 席程度) 
可動式観客席とし、小規模な

文化芸術作品を発表するこ

とができる他、大ホールで行

う公演のリハーサルや、大人

数が参加する作品の練習や

稽古の場としての利用を想

定した高機能・多機能なホー

ル 
創造支援 

（練習場） 
練習場を１フロアに集約し、

利用者同士の交流の場 

大ホールイメージパース 舞台側から 

（音響反射板設置時） 

大ホールイメージパース 客席側から 

（音響反射板設置時） 

 

複合ビルイメージ図 

（（仮称）文化芸術ホールは主に３階～５階部分） 
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取組内容 

 

（１）（仮称）文化芸術ホールの整備 

平成 24(2012)年６月に「劇場、音楽堂等の活性化に関する法律（平成 24年法

律第 49号）」が制定され、劇場、音楽堂等は、施設であると同時に「創意と知見

をもった人的体制」であると示されました。 

平成 27(2015)年２月には、区民参画の意見を反映し策定した「（仮称）文化芸

術ホール整備の考え方」において、「文化芸術振興の中核拠点施設」「高い専門性

とホスピタリティを備え、育み自らも育つ施設」「人々に愛され、区民が誇りを

持てる施設」の三つの基本理念等を定めました。 

策定から５年経過した令和２(2020)年度には、「文化芸術基本法」の改正等、

（仮称）文化芸術ホールを取り巻く環境の変化等を踏まえ、（仮称）文化芸術ホ

ールが組織として特に力を入れるべき重点的な取組を定め、取組をより明確化

しました。 

これらを踏まえ、令和９(2027)年度開館に向けて着実に整備を進めます。 

 

（仮称）文化芸術ホールの整備 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６～８年度 

建設中 建設中 建設中 
完成 

（令和８年度竣工） 

 

 

（仮称）文化芸術ホールの重点的な取組 

⚫ 地域の課題に寄り添い、多様な価値観を認め合う共生社会の実現 

福祉や教育等あらゆる地域の課題に文化芸術ホールが寄り添い、高齢者・

障害者等を対象としたワークショップや、福祉施設へ出向いた出張事業、年

齢、障害の有無、国籍等が異なる人々との作品づくり等を行います。 

⚫ 区内の文化資源・活動団体との連携や専門人材の育成 

区民参加による舞台芸術作品の制作や、企業や大学等の研究機関との連携

により、文化芸術ホールで行う事業の質を高めます。 

また、将来の文化芸術を担う人材の育成や、文化芸術を活用して地域課題

を解決できる人材の育成を行います。 

⚫ 国内外に発信することができ、区民が誇りを持てる質の高い取組 

国際的に活躍するアーティスト等を起用した港区オリジナルの作品や、最

先端の技術と伝統芸能を組み合わせた作品等を制作・上演します。 
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（２）（仮称）文化芸術ホール整備に向けた取組 

令和９(2027)年度開館に向け（仮称）文化芸術ホールの整備を着実に進め

るため、令和４(2022)年度に準備組織を設置します。準備組織では、（仮称）

文化芸術ホールが備える三つの機能（事業機能、研究機能、経営機能）を実

現するために必要な専門人材の育成を含め、早期から開館準備に取り組みま

す。区全体で（仮称）文化芸術ホール整備に向けた気運を高め、全ての区民

の幸福のために尽力し、愛される施設となるよう、気運醸成事業や開館後の

事業企画等を行います。 

 

 

(仮称)文化芸術ホール整備に向けた気運醸成事業（実施件数） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６～８年度 

- 1 件 ２件 ６件 

  

三つの基本理念や重点的な取組を実現するため、「研究機能」による共生社会に向けた研究や教育プログラムの作成を行

い、その成果を作品制作等の「事業機能」、経営戦略の策定等の「経営機能」の取組につなげます。 
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３-２ 文化芸術を通じた多様性を認め合う区民意識の醸成 

 

 

 

 

 

 

取組内容 

 

共生社会の実現に向けたテーマ性のある事業の展開 

誰もが文化芸術を享受することができる環境の整備に加え、共生社会の実

現に向けたテーマ性・発信性のある事業を実施することにより、区民一人ひ

とりが年齢や性別、障害の有無、国籍等の枠に捉われず、お互いの個性や能

力を認め合うことができる価値観を醸成します。 

このような価値観が広がることで、無意識の差別や排除に気づくきっかけ

となり、行動が変わっていくことが期待できます。 

文化芸術を通じてより多くの区民の意識や行動の変化を促し、港区が全国

をリードして多様性を尊重し合う価値観を国内外に発信していくことで、共

生社会の実現につなげます。 
 

共生社会推進事業（実施件数） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６～８年度 

２件 ２件 ２件 ６件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化芸術には、異なる価値観や宗教、文化、生活様式の人々が相互に理解

し、尊重し合うための土壌を提供することにより、平和な社会を実現するた

めの力があります。 

人々の自由な表現活動を通じて多様性を尊重し合う価値観を醸成すると

ともに、区民の意識や行動の変化を促すことで、共生社会の実現につなげま

す。 

インクルーシブ・ツアー（六本木アートナイト） 
 

六本木のまちを舞台としたアートの祭典「六本木アート
ナイト」を、誰もが不安なく楽しめるように、障害のある
人や車椅子・ベビーカー等を利用する人を対象にした

ツアーを実施します。 

共生社会推進事業（手話狂言など） 

 
障害の有無等にかかわらず、ともに鑑賞・参加・体験す
るための舞台やワークショップなど、共生社会の実現に

向けたテーマ性・発信性のある事業を実施します。 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

第５章 プランの推進に向けて 
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１ 進行管理 

本プランの着実な推進のため、区の文化芸術振興がめざす方向性を示すプ

ランを策定し広く公表する Plan（計画）、それを専門性を生かして実施してい

く Do（業務遂行）、遂行結果を確認する Check（評価）、評価を基に事業やプ

ランを見直す Action（改善）のサイクルを着実に推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PDCA サイクル 

Plan Do 

▶プランの策定・改定・公表（３年ごと） 

▶プランに基づく事業の立案（毎年） 

▶区と Kiss ポート財団が連携し、区民や文化

芸術団体等とともに、効果的に業務を遂行

（毎年） 

Action 

▶評価を踏まえ、事業の改善（毎年）やプラン

改定の方向性を検討（３年ごと） 

Check 

▶実態調査（区民アンケート・団体ヒアリング）に
よる検証（３年ごと） 

▶区及び外部専門家等によるプランの進捗状況
の点検・評価（３年ごと） 

▶政策評価による政策の達成状況の点検・分析
（３年ごと） 

▶事務事業評価による事務事業の成果の点検・
分析（毎年） 
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２ 障害者の文化芸術活動の推進 

「文化芸術基本法」には「文化芸術を創造し、享受することが人々の生ま

れながらの権利である」と定められており、障害の有無にかかわらず、等し

く文化芸術を鑑賞・参加・創造することができる環境を整える必要がありま

す。 

令和元(2019)年度に実施した「港区保健福祉基礎調査」によると、障害者

の鑑賞率・活動率はともに区民全体と比べて低くなっていることが分かりま

した。 

文化芸術への参加・創造に対する障害者の物理的・心理的バリアを取り除

くことは、誰もが多様な選択ができる社会を実現するとともに、文化芸術活

動全般を推進し共生社会を実現するために、極めて重要です。 

平成 30(2018)年６月に「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」

が施行されるとともに、翌年４月には「障害者による文化芸術活動の推進に

関する基本的な計画」が策定され、障害者による文化芸術活動の推進に加え、

分野を越えた連携・協力の必要性が盛り込まれました。 

障害保健福祉センター（ヒューマンぷらざ）や中学校の特別支援学級での

事業展開など、平成 28(2016)年度に開始した文化プログラムを中心に取り組

んできた成果を踏まえ、より一層、福祉分野との連携を強化し、障害者によ

る文化芸術活動を推進していきます。 

 

図９ 障害者の鑑賞率・活動率 
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３ 公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団との連携 

Kissポート財団は、区民による自主的なコミュニティ活動の支援や、文化やスポ

ーツ振興、健康増進等に関わる様々な事業の実施等を通じて、健康で文化的な

区民生活の向上と地域社会の発展に寄与することを目的に、区が出資して平

成８(1996)年に設立されました。 

区民ニーズに速やかに対応できる迅速性や民間の発想による柔軟性を持つ

一方で、公的な性格を持つ Kissポート財団は、これまで区民や地元企業、総

合支所との連携のもと、様々な事業を展開し、地域とのつながりや専門性を

蓄積してきました。 

区が「港区文化芸術振興プラン」で文化芸術振興の方向性を示すのに対し、

Kissポート財団は、その方向性に沿った事業を、こうした地域とのつながり

や専門性を生かして幅広く展開するという役割を担っています。 

文化芸術が様々な社会課題の解決に果たす役割が注目される中、Kissポー

ト財団は、令和３(2021)年度に「文化芸術課」を設置し、文化芸術に関する

経営や実務の専門知識を持ち、芸術ジャンルや社会領域を超えた主体間の連

携等を支援できるコーディネート機能を備えることで、その専門性をさらに

高めていきます。 

本プランの着実な推進に当たり、行政を補完する役割を担う Kissポート財

団と区が、文化芸術振興施策を推進する協働のパートナーとして、文化芸術

を通じた交流や相互理解、それによる多様性を認め合う価値観を醸成するた

めの取組を積極的に展開していきます。 
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Kiss ポート財団の位置づけ 

文化芸術に関する事業の実施 

コーディネート機能のイメージ 

▶事業実施のために必要な専門的なノ

ウハウ 

▶文化芸術活動団体や文化芸術施設と

のネットワーク 

▶事業を安全に実施するためのリスク

マネジメントの視点 

文化芸術を通じた地域課題の解決 

▶文化芸術による社会課題解決の視点 

▶区民を取り巻く環境についての知見 

▶町会・商店会や他の社会領域の部

署・機関、大学・学校、企業などとの

ネットワーク 

文化芸術に関する経営・管理 

▶資金調達や団体運営に必要な財務 

税務、労務知識 

▶広報、集客などのマーケティング力 

▶経営・管理の知識 

専門性を強化 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

資 料 編 
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１ プラン策定経過 

年月 主な会議等 内容 

令和元年度 ９月５日～ 

９月 30日 

区民アンケート 

（港区文化芸術実態調査） 

18 歳以上の区民を対象とし

た文化芸術に関する実態調査 

７月 12日～ 

12月 24日 

団体ヒアリング 

（港区文化芸術実態調査） 

区内を拠点に活動する文化芸

術団体等を対象とした実態調

査 

令和２年度 

 

 

 

５月７日～ 

５月 15日 

第１回推進委員会 
※書面会議により開催 

港区文化芸術振興プラン策定

について（案） 

５月 22日～

６月８日 

第１回検討委員会 
※書面会議により開催 

６月 19日～

６月 29日 

第２回推進委員会 
※書面会議により開催 

10月２日 第２回検討委員会 港区文化芸術振興プラン（素

案）について 10 月９日～

10月 15日 

第３回推進委員会 

※書面会議により開催 

11月９日 庁議 

11月 10日 教育委員会 

11 月 20 日、

12月 11日 

区民文教常任委員会 

12月１日 

～１月５日 

区民意見（パブリックコメン

ト）の募集 

広報みなと、区ホームページ、

各総合支所等で素案を周知

し、広く区民や文化芸術団体

等からの意見を募集 

２月１日 第３回検討委員会 港区文化芸術振興プラン（案）

について ２月●日～ 

２月●日 

第４回推進委員会 

※書面会議により開催 

３月 「港区文化芸術振興プラン 令和３年度～令和８年度」策定 
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２ 港区文化芸術振興プラン検討委員会 

（１）設置要綱 

令和元年 10月 16日 

31港産国文第 685号 

（設置） 

第１条 港区文化芸術振興条例（平成１８年港区条例第４７号）に定める基本理念のもと、

文化芸術振興施策を総合的かつ計画的に推進する港区文化芸術振興プラン（以下「プラン」

という。）の策定に当たり、様々な視点を踏まえて検討するため、港区文化芸術振興プラン

検討委員会（以下「検討委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１） プランの策定に関すること。 

（２） その他区長が必要と認めること。 

（組織） 

第３条 検討委員会は、次に掲げる者で区長が委嘱する委員７人以内をもって構成する。 

（１） 学識経験者 ４人以内 

（２） 公募による区民（港区内に居住し、勤務し、又は在学する者をいう。 ３人以内 

２ 委員長は、前項第１号に掲げる委員のうちから委員の互選により選出し、会務を統括す

る。 

３ 副委員長は、第１項第１号に掲げる委員のうちから委員長が指名し、委員長に事故があ

るときはその職務を代理する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、令和２年４月１日から令和３年３月３１日までとする。 

（運営） 

第５条 検討委員会は、委員長が招集する。 

２ 検討委員会は、委員の過半数の出席がなければ検討委員会を開くことができない。 

３ 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に対して検討委員会への出席を求め、そ

の意見を聴くことができる。 

４ 検討委員会は、非公開とする。ただし、出席委員の過半数の同意を得て公開とすること

ができる。 

５ 委員長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。 

（守秘義務） 

第６条 委員は、検討委員会の審議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を

退いた後も、また、同様とする。 

（庶務） 

第７条 検討委員会の庶務は、産業・地域振興支援部地域振興課において処理する。 
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（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別

に定める。 

付則 

１ この要綱は、令和元年１１月１日から施行する。 

２ この要綱は、令和３年３月３１日限り、その効力を失う。 

 

（２）委員名簿 

氏名 所属 

◎若林 朋子 
プロジェクト・コーディネーター 

立教大学大学院 21世紀社会デザイン研究科特任准教授 

○太下 義之 
文化政策研究者／同志社大学経済学部教授／国際日本文化研究セ

ンター客員教授／独立行政法人国立美術館理事 

片山 泰輔 静岡文化芸術大学文化政策学部芸術文化学科教授 

相馬 千秋 
シアターコモンズ実行委員会実行委員長 

立教大学現代心理学部映像身体学科特任准教授 

中村 絵里子 公募区民 

野村 知義 公募区民 

吉野 茂 公募区民 

◎委員長 ○副委員長 

 

 

  



61 

３ 港区文化芸術振興プラン推進委員会 

（１）設置要綱 

令和２年３月５日 

31港産国文第 1082号 

（設置） 

第１条 港区文化芸術振興条例（平成１８年港区条例第４７号）に定める基本理念のもと、

文化芸術振興施策を総合的かつ計画的に推進する港区文化芸術振興プラン（以下「プラン」

という。）の策定に当たり、文化芸術振興施策の横断的な展開を図るため、港区文化芸術振

興プラン推進委員会（以下「推進委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 推進委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１） プランの策定及び推進に関すること。 

（２） その他区長が必要と認めること。 

（組織） 

第３条 推進委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。 

２ 委員長は、産業・地域振興支援部長をもって充て、会務を統括する。 

３ 副委員長は、産業・地域振興支援部国際化・文化芸術担当課長をもって充て、委員長に

事故があるときはその職務を代理する。 

４ 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。 

（運営） 

第４条 推進委員会は、委員長が招集する。 

２ 推進委員会は、委員の過半数の出席がなければ推進委員会を開くことができない。 

３ 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に対して推進委員会への出席を求め、そ

の意見を聴くことができる。 

４ 推進委員会は、非公開とする。ただし、出席委員の過半数の同意を得て公開とすること

ができる。 

５ 委員長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。 

（庶務） 

第５条 推進委員会の庶務は、産業・地域振興支援部地域振興課において処理する。 

（委任） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別

に定める。 

付 則 

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

２ この要綱は、令和３年３月３１日限り、その効力を失う。 

別表（第３条関係） 
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 芝浦港南地区総合支所協働推進課長 

 産業・地域振興支援部地域振興課長 

 産業・地域振興支援部産業振興課長 

 産業・地域振興支援部観光政策担当課長 

 保健福祉支援部高齢者支援課長 

 保健福祉支援部障害者福祉課長 

 子ども家庭支援部子ども家庭課長 

 街づくり支援部都市計画課長 

 教育委員会事務局教育推進部生涯学習スポーツ振興課長 

 教育委員会事務局教育推進部図書文化財課長 

 教育委員会事務局学校教育部教育指導担当課長 

 公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団事務局次長 

 

（２）委員名簿 

所属 氏名 

◎産業・地域振興支援部長 森 信二 

○産業・地域振興支援部 国際化・文化芸術担当課長 宮本 裕介 

芝浦港南地区総合支所 協働推進課長 土井 重典 

産業・地域振興支援部 地域振興課長 櫻庭 靖之 

産業・地域振興支援部 産業振興課長 西川 克介 

産業・地域振興支援部 観光政策担当課長 相川 留美子 

保健福祉支援部 高齢者支援課長 金田 耕治郎 

保健福祉支援部 障害者福祉課長（～令和２年７月 31日） 横尾 恵理子 

保健福祉支援部 障害者福祉課長（令和２年８月１日～） 小笹 美由紀 

子ども家庭支援部 子ども家庭課長 野上 宏 

街づくり支援部 都市計画課長 岩崎 雄一 

教育委員会事務局教育推進部 生涯学習スポーツ振興課長 木下 典子 

教育委員会事務局教育推進部 図書文化財課長 江村 信行 

教育委員会事務局学校教育部 教育指導担当課長 篠﨑 玲子 

公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団事務局次長 鈴木 康司 

◎委員長 ○副委員長  



63 

４ 区民アンケート 

（１）調査の概要 

■調査の目的 

区民の文化芸術活動の現状とニーズ、区の文化芸術振興施策に対する意見や、整

備予定の（仮称）文化芸術ホールについての意見などを把握し、令和３(2021)年度か

らの「港区文化芸術振興プラン」策定のための基礎資料とすることを目的に実施。 

 

■調査の対象 

区の住民基本台帳に登録されている 18 歳以上の方（令和元(2019)年８月 23 日現

在）から 2,000人を無作為抽出 

 

■調査の期間 

令和元(2019)年９月５日～９月 30日 

 

■調査の手法 

郵送配布、郵送回答（在住外国人には英語版の調査票を郵送） 

 

■調査の内容 

・回答者の属性 

・文化芸術の鑑賞・活動状況 

・区の文化芸術環境について 

・（仮称）文化芸術ホールについて 

 

■回答状況 

有効回答数 610件、有効回答率 30.5％ 
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（２）調査の結果 

性別 年齢 居住地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居住年数 職業 文化芸術の仕事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自身の状況 同居家族 

（該当するもの全てに○）                   （該当するもの全てに○）

  

 

 

 

 

 

 

 

  

14.6

11.5

5.7

5.9

3.0

66.9

0.7

0 20 40 60 80 100

未就学児

小学生

中学生

介護・介助が必要な方

障がいのある方

該当する家族はいない

無回答

(％)

(N=610)

2.0

2.3

5.2

90.5

0.7

0 20 40 60 80 100

介護・介助が必要な方

障がいのある方

外国人

該当しない

無回答

(％)

(N=610)

１年未満

7.0%

１年以上

５年未満

18.9%

５年以上

10年未満

18.0%

10年以上

20年未満

22.1%

20年以上

33.3%

無回答

0.7%

N=610
被雇用者

43.4%

経営者 

雇用主

8.2%自営業 自由業

10.5%

アルバイト 

パートタイム

7.4%

家事専従

13.8%

退職 

リタイア

6.7%

学生

2.5%

無職

6.7%

無回答

0.8%

N=610
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問：趣味や余暇活動を行うことが多い曜日や時間帯を教えてください。 

  （該当するもの全てに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問：あなたは、この１年間に、次のような文化芸術の公演、展示などを鑑賞

しましたか。（テレビやインターネットなど自宅での鑑賞は除きます） 

  （該当するもの全てに○） 

 

 

 

 

  

34.6

15.6

21.6

65.4

29.8

24.1

4.3

0.8

0 20 40 60 80 100

平日の日中

平日の夜間(17時～20時)

平日の夜間(20時以降、夜中)

土曜・日曜・祝日の日中

土曜・日曜・祝日の夜間

連休時

その他

無回答

(％)

(N=610)

クラシック音楽
（クラシック音楽・オペラ・合唱・声楽　など）

ポピュラー音楽
（ポップス・ロック・ジャズ　など）

日本の伝統的な音楽
（民謡・雅楽　など）

演劇
（現代演劇・人形劇・ミュージカル　など）

舞踊
（日本舞踊・バレエ・ダンス・民俗舞踊　など）

伝統芸能
（歌舞伎・文楽・能・狂言　など）

演芸
（落語・浪曲・漫才・漫談　など）

美術
（絵画・イラスト・版画・彫刻・工芸・陶芸・写真　など）

映画
（アニメは除く）

メディア芸術
（映像やＩＴ技術を用いた作品、アニメ関連作品　など）

生活文化
（華道展・書道展・ファッションショー　など）

その他

この１年間に、文化芸術施設などで鑑賞しなかっ
た

無回答

31.6

28.2

5.9

24.6

12.5

14.3

9.8

52.5

55.9

18.0

15.2

2.3

13.3

1.0

0 20 40 60
(％)

(N=610)
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問：この１年間に、どの程度鑑賞しましたか。（一つに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問：文化芸術施設やイベント会場で鑑賞をしなかった理由をお知らせくださ

い。（該当するもの全てに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

時間帯や曜日が合わないから

お金がかかるから

情報が届かないから

興味がないから

健康面で不安があるから

近くでやっていないから

育児があるから

家族の介護があるから

施設や交通機関などバリアフリーで

ないところが多く、行きにくいから

その他

無回答

25.9

22.2

21.0

19.8

18.5

16.0

14.8

11.1

7.4

12.3

3.7

0 20 40 (％)

(N=81)

ほぼ毎日

0.8%
週に１～２回程度

4.4%

月に

１～２回程度

24.7%

２～３か月に１回程度

37.9%

半年に

１回程度

20.5%

年に

１回程度

10.7%

無回答 1.1%

N=523
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問：あなたは、この１年間に、次のような文化芸術活動（練習、発表、参加、

創作、企画）をしましたか。（自宅での活動を含みます） 

 （該当するもの全てに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問：活動の頻度はどの程度ですか。（一つに○） 

 

 

 

 

 

 

  

ほぼ毎日

8.5%

週に１～２回程度

16.4%

月に１～２回程度

22.5%

２～３か月に１回程度

13.3%

半年に

１回程度

18.8%

年に

１回程度

16.7%

無回答 3.7%

N=377

クラシック音楽
（楽器の演奏・声楽・合唱　など）

ポピュラー音楽
（ポップス・ロック・ジャズ　など）

日本の伝統的な音楽
（民謡・雅楽　など）

演劇
（現代演劇・人形劇・ミュージカル　など）

舞踊
（日本舞踊・バレエ・ダンス・民俗舞踊　など）

伝統芸能
（歌舞伎・文楽・能・狂言　など）

演芸
（落語・浪曲・漫才・漫談　など）

美術
（絵画・イラスト・版画・彫刻・工芸・陶芸・写真　など）

文芸・俳句など

メディア芸術
（映像やアニメーション、コンピュータグラフィクスの制作　など）

くらしの文化
（茶道・華道・書道・ファッション・手芸・盆栽・園芸・囲碁・将棋　など）

食文化
（日本の郷土料理や外国の食文化を学ぶ教室や講座　など）

地域のおまつり      

文化財や地域の歴史などを学ぶツアー　など

その他    

この１年間に、文化芸術活動をしなかった

無回答

9.8

8.4

1.0

1.6

4.9

1.1

1.3

14.9

2.1

4.4

16.7

8.4

24.6

7.5

2.8

36.9

1.3

0 20 40
(％)

(N=610)
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問：文化芸術活動を行わなかった理由をお知らせください。 

  （該当するもの全てに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問：あなたは、この１年間に、文化芸術に関する次のような活動に参加しま

したか。また、今後してみたいものをお知らせください。 

  （該当するもの全てに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

時間帯や曜日が合わないから

興味がないから

情報が届かないから

お金がかかるから

育児があるから

活動する場所がないから

近くでやっていないから

健康面で不安があるから

家族の介護があるから

施設や交通機関などバリアフリーで

ないところが多く、行きにくいから

その他

無回答

33.3

29.8

22.7

12.0

12.0

10.7

8.9

8.4

4.4

1.8

11.1

2.2

0 20 40
(％)

(N=225)

親子・子ども向けの文化イベント

国際文化交流

文化芸術分野のボランティア活動

文化施設や文化芸術団体などへの寄付

参加していない・どれも参加したくない

無回答

11.5

9.7

4.6

3.9

44.4

32.5

24.1

47.7

24.3

9.5

17.5

16.7

0 20 40 60
(％)

参加した活動(n=610) 今後参加したい活動(N=610)
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問：区内の文化芸術環境（鑑賞・参加・創作機会など）は充実していると思

いますか。（一つに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問：区内の文化芸術環境について、どのようなイメージをもちますか。 

   （該当するもの全てに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

国際性豊かである

ホール、美術館など文化施設が充実している

地域のおまつりがさかん

古い建物や歴史、文化財などが残っている

文化芸術イベントがさかん

多くのアーティストや文化人が集まっている

文化芸術産業（音楽産業、メディア、
エンターテインメント産業など）が多い

年齢、障害の有無、国籍等にかかわらず
多様な人々が文化芸術に接しやすい

先進的アートの発信地である

その他

無回答

53.0

43.8

29.7

28.0

20.8

19.7

16.1

14.4

13.3

6.2

6.9

0 20 40 60
(％)

(N=610)

充実している

14.3%

まあ充実

している

39.0%あまり充実

していない

10.2%

充実して

いない

3.0%

どちらとも

いえない

29.3%

無回答

4.3%

N=610
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問：今後、区内の文化芸術を発展させるため、区はどのようなことに力を入

れていくのが良いと思いますか。（該当するもの全てに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

チケットの区民優待・割引制度

音楽祭、映画祭など発信力の高い

イベントの開催

子どもが文化芸術に触れる機会の充実

外国の文化芸術に触れる機会の充実

地域の歴史や伝統文化に触れる機会の充実

年齢、障害の有無、国籍等にかかわらず多様な

区民が文化芸術に参加しやすい環境整備

文化芸術に関する情報の発信

既存の枠にとらわれない芸術作品に
触れる機会の充実

文化芸術を通じた国内外への
港区の魅力発信・ＰＲ

発表・練習のための場所の充実

文化芸術団体や地元アーティストの活動支援

その他

無回答

48.9

39.5

37.7

35.7

32.5

31.8

31.0

25.6

16.7

16.1

15.2

3.0

3.8

0 20 40 60

(％)

(N=610)
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問：あなたは、文化芸術に関する情報を、普段どのような手段で入手してい

ますか。（該当するもの全てに○） 

 

 

 

 

  

インターネット

ポスターや看板、車内広告

広報みなと

港区コミュニティ情報誌　キスポート

知人からの口コミ

twitter、LINE、FacebookなどのSNS

新聞や雑誌

テレビやラジオ

チラシ

港区ホームページ

ダイレクトメール・メールマガジン

みなとアートナビ

その他

無回答

45.6

33.4

30.3

29.0

29.0

23.0

21.3

21.3

19.3

7.5

6.7

1.0

3.6

3.3

0 20 40 60
(％)

(N=610)
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問：（仮称）文化芸術ホールで、どのような公演を鑑賞したいですか。 

   （該当するもの全てに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

国内で制作・展開されている質の高い作品

海外で制作・展開されている質の高い作品

最先端の技術を用いた作品、舞台

年齢、障害の有無、国籍等にかかわらず

誰もが鑑賞できる作品

文化芸術のジャンルを超えた

コラボレーション作品

前衛的・新しい表現のダンスや演劇、音楽作品

プロのアーティストと区民が
協働で制作した作品

（仮称）文化芸術ホールが企画・制作した
オリジナル作品

区内で文化芸術活動を行う団体等による作品

その他

特にない

無回答

66.4

66.2

39.7

31.5

31.3

20.3

17.7

15.7

14.4

4.4

9.2

2.3

0 20 40 60 80

(％)

(N=610)
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問：（仮称）文化芸術ホールは、どのような事業を行うべきだと考えますか。 

   （該当するもの全てに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年齢、障害の有無、国籍等にかかわらず

誰もが気軽に参加・体験できる機会の提供

大使館等と連携した国際交流に関する取組

次世代を担う子どもたちや文化芸術を

作り上げる専門人材などの育成

区民の文化芸術活動の発表の場の提供

区民の文化芸術への関心と理解を深めるための

講座やシンポジウム

区民の文化芸術活動の練習や準備の場の提供

区内の文化芸術施設や団体、地域などが
連携して実施する取組

文化芸術と、福祉や観光、まちづくりなど多様な
分野が連携した取組

区内の文化芸術活動を活性化するための支援

文化芸術に関する調査研究及び
情報収集・発信

（仮称）文化芸術ホールが企画・制作した作品
の国内外での上演・発信

その他

特にない

無回答

45.6

45.6

38.9

36.9

36.2

29.8

27.2

26.2

19.8

17.5

16.7

3.3

8.4

1.8

0 20 40 60

(％)

(N=610)
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５ 団体ヒアリング 

（１）調査の概要 

■調査の目的 

区内の文化芸術団体等の活動内容や課題、共生社会実現に向けた取組状況、区の文

化芸術振興施策への評価等を把握し、令和３(2021)年度からの「港区文化芸術振興プ

ラン」策定のための基礎資料とすることを目的に実施。 

 

■調査の対象 

区内を拠点を置く文化芸術活動団体や文化芸術施設等、50団体 

 

■調査の期間 

令和元(2019)年７月 12日～12月 24日 

 

■調査の手法 

調査員が出向き、ヒアリング調査を実施 

 

■調査の内容 

・共生社会実現に向けた取組状況 

・他の主体との連携状況 

・区の文化芸術振興施策について 

・（仮称）文化芸術ホールについて 

・課題や今後の方向性 
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■ヒアリング対象一覧 

分野 団体等名称 

歴史文化、伝統芸能、生活文
化など 

一般財団法人 草月会 

東京都港区邦楽邦舞連盟 

公益社団法人 日本女子プロ将棋協会 

一般社団法人 松の会 港区支部 

港区華道茶道連盟 

港区伝統文化事業実行委員会 

港区民謡舞踊連盟 

妙定院 

妙善寺 

劇場・ホール、美術館、博物
館など 

伊勢半本店 紅ミュージアム 

サントリー美術館 

SHIBAURA HOUSE 

スパイラル 

TEPIA 先端技術館 

東京海洋大学 マリンサイエンスミュージアム 
（水産資料館） 

東京都庭園美術館 

東京ミッドタウン・デザインハブ 

ブルーノート東京 

横田ギャラリー 

実演家団体、文化産業、文化
振興団体など 

ensemble-no 

劇団 CALL 

劇団俳優座（俳優座 子ども劇場実行委員会） 

劇団ふぁんハウス 

コドモチョウナイカイ事務局 

スタジオアーキタンツ 

STUDIO24 

公益財団法人 スターダンサーズ・バレエ団 

繋（つながり） 

株式会社 東京美術倶楽部 

特定非営利活動法人 虹色の風 

美音彩～Be On Sai～ 

一般社団法人 みつ蛍 

港区音楽連盟 
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分野 団体等名称 

観光、まちづくり、イベント
実行委員会、教育・研究機関
など 

青山外苑前商店街振興組合 

赤坂地区活性化協議会 赤坂芸能祭委員会 

慶應義塾大学アート・センター 

芝百年会 

スロームーブメント実行委員会 

一般社団法人 竹芝エリアマネジメント 

Dance New Air 実行委員会 

港区観光協会 

明治学院大学 

六本木アートナイト実行委員会 

国際文化交流、大使館など 一般社団法人 エチオピア・アートクラブ 

オランダ王国大使館 

ゲーテ・インスティトゥート 東京ドイツ文化センター 

台北駐日経済文化代表処台湾文化センター 

ハンガリー文化センター 

フィンランド・タンゴ＆ダンス国際協会 

フランス大使館（アンスティチュ・フランセ日本） 

 

（２）調査の結果 

団体ヒアリング調査での主な意見を、内容ごとに次のとおりまとめました。 

 

① 多言語化・外国人への対応 

 

歴史文化、伝統芸能、生活文化など 

⚫ 英語ができるスタッフがいれば、講座や教室で対応している。 

⚫ 日英の資料を用意し、英語字幕付きタブレットを開発した。 

⚫ 外国語のちらしが用意できず、外国人に情報が届きにくい。 

劇場・ホール、美術館、博物館など 

⚫ 予算面で課題があるため、助成金を利用したい。 

⚫ 展示物によっては Google翻訳などで翻訳し、専門家にチェックしてもらっている。 

⚫ 常設展であれば音声ガイドやキャプションをつくって翻訳に回せばいいが、企画展は毎回つくりか

えなければならず、それだけコストも労力もかかる。 

実演家団体、文化産業、文化振興団体など 

⚫ 教室には親が外国人の子どももいるが、特に多言語対応は必要とされていない。 
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⚫ 学校へのちらし配布の際に学校側から英語での表記を求められることもあるが、まだ十分には対応

できていない。 

観光、まちづくり、イベント実行委員会、教育・研究機関など 

⚫ 大使館などもあり居住者も多いため、言葉は通じなくても外国人の対応自体には慣れている人が

多い。 

⚫ ホームページを多言語化したいが予算がない。助成金よりも、翻訳をしてくれる機関や部署がある

とありがたい。 

⚫ 韓国語、フランス語、中国語(簡体語 繁体字)で SNS発信をしていた時期もあるが、見ている人

がどれだけいるか分からないため、現在は英語のみとしている。 

国際文化交流、大使館など 

⚫ 自国の文化を日本で発信しているため、日本語と自国の言語以外の対応は特にない。 

⚫ ターゲットを在日・訪日外国人に広げていくためには、英語などの多言語での発信が必要だが、人

手や予算の不足で難しい面がある。 

 
 
 
 

② 国際文化交流 

 

歴史文化、伝統芸能、生活文化など 

⚫ 海外の大規模なフェスティバルに呼ばれ、展示やデモンストレーションなどを行う機会もある。 

⚫ 港区は伝統芸能の人材の宝庫であり、今後の国際交流の拡大のためにも、国際的な知名度のある

コンクールを育てていきたい。 

⚫ 近い将来、区在住の外国人向けに、月１回程度の交流会を開きたい。お悩み相談など、欧米で教会

が担っている役割をできないかという気持ちがある。 

⚫ 区内のインターナショナルスクールで教室を実施し、お互いに文化の違いを知るよい機会となった。 

劇場・ホール、美術館、博物館など 

⚫ 日本語を母国語としない子どもたちに日本の美術に触れてほしい。言語に頼らない身体表現で芸

術に触れるプログラムなどに力を入れていきたい。 

⚫ 日頃から世界的アーティストなど外国人との接点が多く、世界の都市とネットワークを構築し、アー

ティストが交流し、相互の都市でイベントなどを実施している。 

実演家団体、文化産業、文化振興団体など 

⚫ 日本と中国のアーティストの交流事業を日中両会場で開催予定だったが、日本会場での開催中に

尖閣諸島の問題が起こり、中国開催は実現できなかった。ただ、中国人アーティストたちとは「文化

に国境はない」と、友好的な交流ができた。 
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⚫ 大使館関係の子どもを受け入れたことがある。港区には大使館はじめ海外の子女も多いので、英

語でアートを通じた支援を行う教室は必要だと考えている。 

⚫ 韓国の劇団との交流も発展させていきたい。国レベルでは難しい関係になっているからこそ、自分

たちのような民間レベルでの交流は、お互いを知るためにも途切れさせてはいけないと思っている。 

観光、まちづくり、イベント実行委員会、教育・研究機関など 

⚫ 国際化を進めており、外国籍の人だけでなく、外国にルーツのある日本国籍の人にも対応した人材

育成に努めている。 

⚫ 日本人と外国人、外国人同士の国際交流活動ができる環境を整えている。外国籍の人だけでなく、

外国にルーツのある日本国籍の人にも対応した人材育成に努めている。 

国際文化交流、大使館など 

⚫ 国際交流の申し出などがあり、気持ちとしては対応したいが手が回らないため、適切な相手方を紹

介したり代替案を提示したりするなどの対応を行っている。 

⚫ 本国の文学を紹介し、日本でどう読まれているか、日本のものが海外でどう解釈されているかな

ど、交流しながら話し合いできたら面白いと思う。日本と海外では文化の見方や感受性に違いがあ

り、それがお互いを知ることにつながるのではないか。 

⚫ 本国の各ジャンルのアートの紹介にとどまらず、日本文化との交流といった事業の展開も今後考え

ていきたい。 

 
 
 
 

③ 高齢者・障害者への対応 

 

歴史文化、伝統芸能、生活文化など 

⚫ 聴覚障害者や視覚障害者向けには、民間企業とのコラボレーションにより、年に数回、単発でレッス

ンを実施している。 

⚫ 障害者が来場することもあるが、障害の種別により対応が難しい場合を除き、できる範囲で対応し

ている。 

劇場・ホール、美術館、博物館など 

⚫ 障害者から相談を受けたときに、できるだけ応えたいとスタッフも強く思っており日々対応している

が、どうしても限られてくる。通常とは別にそのような場をつくることを考える方が実現性が高い。 

⚫ なるべく障害者が鑑賞しやすい工夫をしている。考慮しすぎると健常者には見づらい場合もあり、

多様な人が楽しめる方法を毎回検討しながら対応。 

⚫ 障害者を応援する事業を実施し、関連グッズを販売した収益を障害者団体に届けている。 

⚫ 当館は触れる展示物が少なく点字ラベルをつくる費用もないが、触れるものに関しては障害者だけ

ではなく、小さな子どもにも分かりやすい展示になるため、触れるものを増やしていきたい。 
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実演家団体、文化産業、文化振興団体など 

⚫ もともと参加者は高齢者が多いため、車椅子を準備し、車椅子での入場が可能。点字等の用

意はないが、大きな声でゆっくり話す、筆談での対応などは日常的に行っている。 

⚫ 障害者と健常者が一緒に鑑賞できるプログラムを実施。特に精神に障害のある方は通常の公

演を劇場で鑑賞することが苦手なため、初めて家族全員で劇場に来ることができたという声

が多くあり、その意義を感じている。 

⚫ 高齢者、動きに制限のある人、体力に自信のない人向けのプログラムの開発に取り組んでお

り、高齢者施設でもプログラムを実施したいが、方法が分からない。 

⚫ 参加者に枠を設けないようにしているため、高齢者、障害者、子どもと分けることはなく、

特別な対応はしていない。 

観光、まちづくり、イベント実行委員会、教育・研究機関など 

⚫ 視覚障害者や車椅子、ベビーカー等を利用する人とともにめぐるツアーを実施し、バリアフ

リーマップにまとめた。この体験を持ち帰ってもらうことで、全国に広がりが生まれている

のは意義がある。 

⚫ シンポジウムでは、UD トークを使い、なるべく様々な方にイベントに参加できるようにした。 

⚫ 「障害」という括りはせずに、いい作品をプログラムしていったら、自然に障害のある人が出演する

作品が増えていったということになるといい。 

国際文化交流、大使館など 

⚫ 本国の文化省は、「みんな等しく文化を学ぶ資格がある」ということを重要な政策として掲げている

ため、障害の有無にかかわらず同じように文化に接することができるよう対応していきたい。 

⚫ 間口を広げて多くの人に知ってもらう方向性の活動もあれば、より深度の深い、芸術性を重んじ

て、その素晴らしさを伝えたい活動もあり、両方をやっていきたい。 

 

④ 子どもへの対応 

 

歴史文化、伝統芸能、生活文化など 

⚫ 次世代への伝統文化の継承、海外の場でも日本の伝統文化をアピールできるような素養のある人

材の育成を目標としている。 

⚫ 幼稚園や小学校で体験プログラムを実施。子どものときに一度でも体験しておくことが重要で、そ

のときは分からなくても大人になったときに気づきがある。 

劇場・ホール、美術館、博物館など 

⚫ 夏休み期間を中心に子ども向け事業を展開。小学校にちらしを置き広報を行っていることもあり、

多数の応募がある。 

⚫ 教育普及の部分が弱く、学校との連携があまりできていない。予算と人員の問題はあるが、美術館

主体のプログラムメニューをパッケージ提供できれば学校側でも選択しやすいと思う。 
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実演家団体、文化産業、文化振興団体など 

⚫ 設立時に地元の方々が協力してくれた経緯があり、地元との連携を強めたいとの思いもあって、子

ども向け事業を実施している。 

⚫ PTAからの要請で区内の小学校に出向き、授業で教えたことがある。 

⚫ 全国の小・中学校及び特別支援学校でプログラムを長年継続実施している。区内でも実施したこと

はあるが、継続できていない。 

国際文化交流、大使館など 

⚫ 子ども・ユースへのアプローチは積極的に実施。早いうちから文化に触れることによって、自然に文

化的なイベントや施設に足を運ぶという習慣をつけてもらいたい。 

⚫ 親の社会的地位で子どもの文化資本が左右される。学校との連携等、行政に間に入ってもらうこと

で、その偏りを是正できないかと思う。 

⚫ 区内小学校と SDGsをテーマとしたアートの取組を行っている。 

 
 
 

⑤ 共生社会の実現 

 

歴史文化、伝統芸能、生活文化など 

⚫ 障害のある子どもが参加することで、健常の子どもたちにとっても学ぶよい機会となっている。 

劇場・ホール、美術館、博物館など 

⚫ 共生社会をテーマとした一連の催しを実施。今後も様々な試みを考えている。 

⚫ 職員に障害者対応のレクチャーなどを行い、「誰でも」の社会包摂に取り組んでいく必要がある。 

⚫ 連携しているアメリカ系企業からアドバイスされ、アンケートなどの性別欄には「男」「女」の他に「そ

の他」「無回答」の欄を設けた。 

実演家団体、文化産業、文化振興団体など 

⚫ 障害者の作品を見ることで、障害者と交流がない人にも障害のことを知ってもらい、障害者と健常

者が自然に共生できる形を提示したい。 

⚫ 障害者が「ここにいてもいい」と思える場をつくりたいが、教育や社会のシステムの中で健

常者と障害者が分け隔てられているため、団体の努力ではどうにもならない部分も感じる。 

⚫ 区民の少なくない部分がダイバーシティ、インクルージョンといったテーマに関心を持っていて、地

域コミュニティは敬遠しても、テーマコミュニティには積極的に参加しようとしているように見受けら

れる。 

観光、まちづくり、イベント実行委員会、教育・研究機関など 

⚫ 「みんな違ってみんないい」という考えのもとプロジェクトを進めていくことで、互いの多様性を認め

る姿勢が身につき浸透していくのではないか。 
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国際文化交流、大使館など 

⚫ 共生社会をテーマとして、デザイン、スポーツ、メディア、人権といったイシューについて、本国の経

験やノウハウなどの情報をヒントとして発信し、共有・協働していきたい。 

⚫ 日本で多様性というと、イコール障害者、という話になってしまいがちだが、「多様性」の概念に外国

人は入るのか。外国人が声をあげる機会はそれほどない気がする。 

⚫ 文化に触れていると、自分の知らない文化への許容範囲が広がり、多様性を知るには文化が入り

口になる。本国は「自由平等博愛」の国なので、企画でも常にそれを念頭に置いている。 

 
 

⑥ 他の主体との連携状況 

 

歴史文化、伝統芸能、生活文化など 

⚫ 人材ややる気のある人が各箇所にいるが、そういう人たち同士がつながっていない。 

⚫ 社会福祉協議会の地域活動・ボランティア活動に参加した際に知り合った地域の人と、地域に密着

した活動を始めている。 

⚫ 一番強く望んでいるのは、他の団体とつないでくれるコーディネート役。 

⚫ 港区文化芸術ネットワーク会議を通じ、区内の美術館と連携し、美術館の事業に協力することがで

きるようになった。 

⚫ 他団体とも交流したいが、資金や人材などで今の活動で精一杯という団体は多い。区の文化芸術

活動サポート事業などで、団体同士がコラボレーションして活動できる仕組みがあれば良い。 

劇場・ホール、美術館、博物館など 

⚫ 赤坂・青山共育情報局に参加し、ファッションメーカーとのコラボレーション企画が実現した。 

⚫ ミュージアムネットワーク、文化芸術ネットワーク会議をもっと積極的に活用してコラボレーションま

でつなげたいが、情報が少ない。団体や施設、学校などがもっと積極的につながる仕組みが必要。 

⚫ 当施設のコミュニティスペースに集い、出会うことで、地域の人たちと連携しながら、様々なプログ

ラムを実施している。 

⚫ 商店会の集まりなどで幼稚園や小学校の長と話す機会があり、何かできたらという話は出るが、普

段の営業で手一杯で時間が取れない。長期的には、イベントを実施したい。 

実演家団体、文化産業、文化振興団体など 

⚫ 地元町内会の会合で小学校の先生から依頼があり、講座の一つを受け持っている。地元企業

には、催し物の際にダンサーを派遣しますと声をかけており、協力して２年目になる。 

⚫ 学校（生徒）を公演に招待して見に来てもらえるようなシステムがあるといい。こちらから訪問するこ

とも含めて、学校とうまくマッチングしていく役割を区にしてもらえるとありがたい。 

⚫ 行政の縦割りによって活動がしにくい点がある。もっと行政の各部署が連携し、学校、図書館、文化

施設等が連携して、多分野をつなぐ事業を行ったらいいのではないか。 
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観光、まちづくり、イベント実行委員会、教育・研究機関など 

⚫ 行政、民間、組織との連携が課題。区同士でも連携がほとんどない。 

⚫ マンパワーが足りず、一つの組織で何かを回そうとしても限界がある。どれだけコラボレーションが

できるかが鍵になる。 

⚫ 2021年以降、文化に関する助成は確実に減る。他分野と連携して、地域課題の解決に文化を活

用していく方向に転換していかなければいけない。 

国際文化交流、大使館など 

⚫ 現在行っている連携以外にも、様々、他の文化芸術団体との連携も模索中。将来的に、イベントそ

の他で協働できればと願っている。 

⚫ 自分たちと同じように芸術性を重んじ、異文化との交流を重視した活動をしている団体と今後もっ

とつながり、連携をしていきたい。 

 

⑦ 団体が抱える課題 

 

歴史文化、伝統芸能、生活文化など 

⚫ 伝統芸能を本格的にやろうとすると、どうしても経済的負担が大きく、継続していけるのは経済的余

裕のある家庭の子どもに偏っていることに課題を感じている。 

⚫ 会員の高齢化が課題。若い人の入会が、経済的な面やその他の要因で長続きしない場合が多く、

次代を担う人材の育成ができていない状況である。 

⚫ 自前で会場を持っていない団体にとって、会場をいかに確保するかというハコ問題がある。 

劇場・ホール、美術館、博物館など 

⚫ 地域の最大のマジョリティである在勤者を自分たちの活動の中に取り込めていない点が課題。 

⚫ 職員が少なく、できることに限界がある。職員の入れ替わりもあり、継続して何かを行うのが難しい

面もある。 

⚫ 防災やテロ対策を含め、安全安心に鑑賞してもらうための対策は今後ますます重要になる。 

実演家団体、文化産業、文化振興団体など 

⚫ 業界関係者や鑑賞の習慣がある人以外には認知度があまり高くないこと。特定の人を囲うのでは

なく、人とつながる拠点としていく必要性を感じている。 

⚫ ボランティアで参加してくれる人は大勢いるが、団体の運営ではやはりマンパワーの不足が課題と

なっている。 

⚫ 団体の構成員の高齢化にともない、活動を停止する、あるいは消滅する団体も出てきている。 

⚫ 助成がないと活動を見直さざるを得ず、助成をもらうべく努力しているが、安定性に欠けているの

が悩みである。 
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観光、まちづくり、イベント実行委員会、教育・研究機関など 

⚫ 助成金はあくまでもリスクヘッジであり、それがなくても公演ができるような体力づくりが必要。海

外のように地域の人にパトロンとして支えてもらえるような、地域活動の方向で定着させたい。 

⚫ 場所の確保が永遠の課題。公演する場所だけでなく、その前の段階の練習場所、ワークショップ等

を行う場所の確保ができないと活動にならない。 

⚫ 当初は今の規模の半分以下で実施していたがどんどん成長し、事業規模が大きくなればなるほど、

運営が難しくなっている。もう一度座組を考え直す時期にきている。 

国際文化交流、大使館など 

⚫ イベントその他、多くの活動が赤字で持ち出しが多くなっているなど財政面にも課題がある。 

⚫ 文化事業について人手が足りず、広報の面に課題がある。Facebookやツイッターは、コンテン

ツを考えて写真を揃えて UP していくので労力がかかり、一人専任が欲しいくらいである。 

 
 

⑧ 今後の方向性 

 

歴史文化、伝統芸能、生活文化など 

⚫ 地域とつながり、地道に活動していくことが大切だと考えている。 

⚫ 当団体のためということではなく、伝統芸能を広めるためならば何でもやってみるというスタンス

で、様々な活動を地道に行っているが、そのスタンスを変えることなく続けていきたい。 

劇場・ホール、美術館、博物館など 

⚫ 現在は日々の業務で手一杯ではあるが、長期的な目標としては、無料や安い金額で、音楽に興

味のある子どもに向けたイベントなど、ライブだけでない空間づくりをしたい。 

⚫ どうしても「箱」、「施設」という枠に捉われるので、一般社団法人を立ち上げ、活動を展開していこう

としている。 

⚫ 継続事業を実施していくと同時に、ダイバーシティを受け入れる施設であること、また、まちへの展

開はさらに強化していきたい。 

実演家団体、文化産業、文化振興団体など  

⚫ 入りやすい、開かれた場になっていけるよう、ハードルの低いイベントをさらに増やすこと

で、限られた人の場であるというイメージを変えていきたい。 

⚫ 今後もこれまでの活動を継続していきたい。法人化ということも考えてないわけではないが、今の

規模だからこそ内容の濃いものをやれているとも思う。 

⚫ 日本での活動は継続して行い、発展させながら、もっと海外での交流も広げていきたい。 

観光、まちづくり、イベント実行委員会、教育・研究機関など 

⚫ 単なるまちおこしというよりは、アートの潮流をつくっていくという視点で、若手作家の育

成や、アートマネジメント人材の育成につなげていければと考える。 
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⚫ 継続すること、定期的に実施することを大事にしたい。 

⚫ 港区という線で区切ると、できることが限られてスケールも小さくなってしまう恐れがあるため、区

外も含めもっと広いエリアで盛り上げていきたい。 

国際文化交流、大使館など 

⚫ 日本人だけではなく、在日外国人や訪日外国人もターゲットに、自国の映画や文学、音楽と

いった文化産業、コンテンツ産業などを発信していきたい。 

⚫ 本国とやりとりし、予算などをみながら計画しており、現在続いている事業は継続していく。 

⚫ 他では観られないような、先端的な公演をこれからもやっていきたい。 

 

⑨ 区の文化芸術振興施策 

 

歴史文化、伝統芸能、生活文化など 

⚫ 文化芸術関連にもっと予算を割いてほしい。 

⚫ 東京 2020大会の文化プログラムへの対応の速さを含め、港区が多様な企業や人が集まる高感

度な地域であることを、区は十分に自覚しているように感じる。 

⚫ 文化芸術関連の専門的知識を備えたアドバイザーが必要ではないか。事業の企画、準備等、様々

な相談に乗ってもらいたいと常々考えている。 

劇場・ホール、美術館、博物館など 

⚫ 施策には在住外国人の視点が反映されていて、国際性が強く意識されていることがよく分か

る。 

⚫ プランのことは知っているし、内容も評価するが、言葉として伝わってこない印象がある。文化芸術

専門の人が施策を言葉にし、施策が進められていくならば、もっとクリアに伝わってくると思う。 

⚫ 政治からはある程度距離を置いてやってきた。文化行政は難しいと感じている。 

実演家団体、文化産業、文化振興団体など 

⚫ 文化芸術振興の方針は素晴らしい。国際性を意識した施策の強化や、いずれは海外への発信

なども、ぜひ充実していってほしいし、協力したい。 

⚫ 「レガシー」については、一つのやり方を残しても数年で対応できなくなるので、人の意欲や経験、ノ

ウハウとして残していくことに意義があるだろう。 

⚫ SNSを活用するなど、情報発信にもっと力を入れた方が良い。情報発信については、 キュレーショ

ンの仕方や見やすく理解しやすいデザインなど、留意が必要。 

観光、まちづくり、イベント実行委員会、教育・研究機関など 

⚫ 文化支援は出口戦略がないとよく言われるが、地域の企業又は文化庁等国の予算への接続を、区

としてどうやって支援していくか。 

⚫ アートで地域起こしをする際に考えておかなくてはならないことは、地域の歴史に基づく「事実」をき

ちんと汲んで進めることだと思う。 
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⚫ 芸術の表現には、行政に馴染まないものもある（政治的表現、身体的表現など）。しかしそれが作品

に必要な表現であるということを説明できる人が企画者だけでなく、区にもいてくれると良い。 

国際文化交流、大使館など 

⚫ 「文化の港」というテーマは特に素晴らしいと感じた。日本人だけをターゲットにするのではなく、在

日・訪日外国人もターゲットに、イベントなどを行い、発信していきたい。 

⚫ 区内の団体に協力する中で、区の事業を知った。何かあれば声がけしてほしいし、こちらから提案

して一緒にできるものがあれば、と期待をする。 

⚫ 区は情報も積極的に教えてくれるし、こういうことを一緒にできないかという相談もできている。 

 

⑩ 助成金 

 

歴史文化、伝統芸能、生活文化など 

⚫ 助成金だけでなく、ヒアリングやアドバイサーとの面談があるのが良い。第三者の視点でのアドバイ

スで、色々と気づかされた。 

⚫ 文化芸術活動サポート事業を受けたことで活動の幅が広がったのは間違いない。この事業でなけ

れば実現しなかったこともある。 

劇場・ホール、美術館、博物館など 

⚫ 単年度ではなく、少なくとも 3～4年の継続した期間の助成金があれば、発展的な活動につながる

のではないか。 

実演家団体、文化産業、文化振興団体など 

⚫ 任意団体にこれだけの額の助成をしてくれる自治体はあまりない。助成により、プログラムが充実

し、基盤づくりも飛躍的に進んだ。区の後ろ盾により様々な協力を得やすくなった。 

⚫ 事業終了後に報告書を作成することは、自分たちの活動を振り返り、見つめ直す良いきっかけで、

次につなげることもできている。これまでの活動をアーカイブにするという視点も得られた。 

⚫ 文化芸術活動サポート事業の回数制限は、その間に体制を整え自立してほしいという趣旨である

ことは理解できるが、活動の内容によってはそれが難しいケースもある。 

⚫ 舞台をつくること以上に運営にお金がかかるが、公的な助成金は舞台をつくることにしか使えない

ことが多い。 

観光、まちづくり、イベント実行委員会、教育・研究機関など 

⚫ 生活に密着した文化も「文化」と捉え、地域の魅力を発信するための仕組み（方法）を構築したり、

助成やサポート体制について考えてほしい。 

⚫ これからの文化芸術は、地域の課題解決に対してコミットできることが重要。そのためには、事業に

対する助成ではなく、長期のスパンで団体そのものに助成できる仕組みが必要。 

国際文化交流、大使館など 

⚫ 助成金を受けなければ、海外からのアーティストの招へいができず、事業が成り立たなかった。 
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⑪ 区の施設 

 

歴史文化、伝統芸能、生活文化など 

⚫ 和の用途に使える施設の数が足りず、他区の施設を利用している状況である。区内の文化団体の

活動が活発になっているのに比して、施設が追い付いてない印象。 

⚫ 鏡のある部屋がもっとあればと思う。 

⚫ 1 年単位くらいで押さえられると継続イベントとして告知できる。会場が決まっていない

と、告知を出せず、単発のイベントになりがちで、スポンサー探しも難航する。 

⚫ 在住条件など、登録団体になるのが難しい。 

⚫ 公共施設を利用すると、イベントの参加者からあまりお金を取れないので、実費も賄えないことが

ある。 

実演家団体、文化産業、文化振興団体など 

⚫ バリアフリー化されている施設が限られているため、小さくてもバリアフリーの施設が増えてほし

い。 

⚫ 施設によっては搬入口がなく、大道具などの搬入に困る施設もある。 

⚫ 準備期間を考えると予約の受付が 3か月前からというのは短い。6か月前からにしてほしい。 

⚫ 縛りが多く、又予約も埋まってしまっていることが多く取りづらいため、使いづらい。 

観光、まちづくり、イベント実行委員会、教育・研究機関など 

⚫ 区との共催で公園を使わせてもらっているが、どうしても斬新な企画だとハードルが高くなる。ま

た、支所によって対応が違うことがある。区の意識改革について考えてもらいたい。 

⚫ 施設ごとに登録カードが違い、カードをつくるときは出向かなければいけない。他区の区民会館は、

区外でも電話一本かければ使わせてくれる。施設の予約システムは改善の余地がある。 

国際文化交流、大使館など 

⚫ 区民ホールは、機材が古く、デジタル化されておらず、転換に手間取ったりするなど、使いづらく感

じた。機材の更新、メンテナンスにも気を配ってもらえれば、低いコストでもクオリティが上がる。 

⚫ だいたいすでに埋まっていて、最近は区外の施設を利用することが多い。 

⚫ （仮称）文化芸術ホールといった新しい施設の整備もよいが、区民センターなど古い施設を使い勝

手の良いものに整備して、活用していくことも必要。 

⚫ 郷土歴史館は建物がクラシックで雰囲気あるため、何かイベントを企画したい。 
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⑫ （仮称）文化芸術ホール 

 

歴史文化、伝統芸能、生活文化など 

⚫ 予約開始時期を、たとえば 13 か月前から受け付けるなど、会場を早く押さえたいという要

望に応えてほしい。 

⚫ 客席後方などに、ガラス張りで舞台が見え、防音が施されているようなスペースを設け、未就学児

も臨場感のある文化体験ができる配慮をしてほしい。 

⚫ 港区という場所柄、先進的な活動、一流の公演も重要だと思うが、区民が使いやすいものになるよ

う運営されると良い。 

⚫ いけばなの展示やお茶会などができるようなスペースもあれば良い。 

⚫ 浜松町という、外国人も日本人も多く行き来する場所だからこそ、多目的ホールとして、和の演目

もできるようにしてほしい。 

⚫ 十分な楽屋を確保し、それぞれに鏡や姿見を備えてほしい。 

⚫ ロビーやホワイエなども利用できると良い。 

劇場・ホール、美術館、博物館など 

⚫ 建物の中で何をしているのかが分かりにくいため、いつ行っても何かしら面白いことやっている、年

間を通じて祝祭的な雰囲気が出ると良い。 

⚫ 小・中学校との連携を行い、幼少期から良いプログラムを見せ、文化芸術に触れられると良い。 

⚫ 貸館については、利用料をあまり安くすると民業圧迫になるため、配慮が必要。 

⚫ 企画が重要で、それにより建物は生かされもするし、死にもする。色々な施設の例を知っていて、志

を持つ民間のクリエイター等と協力し、良い企画を実現してほしい。 

⚫ 施設の旗振りをできる人、志を持った人がいてほしい。 

⚫ ただの貸し館ではなく、人が常に行き来し、まとまった情報発信の場であると良い。 

⚫ 都心の有名ホールですら、稼働率を維持していくのは大変な時代。区民が発表する場は必要だし、

港区という場所だからこそラグジュアリーな施設にすることもあるのかもしれない。 

⚫ クリエイター、アーティストが寝泊まりしながら制作する場所をつくってはどうか。そこで区民を巻き

込み、交流できるようなオープンスタジオをつくり、周りの学校から子どもたちを呼んでワークショッ

プや体験授業をできるようにする。ホールという機能は区内にたくさんあるが、それを支えるための

活動拠点があると、結果として区民へのメリットとなり、発展していくと思う。 

⚫ 区民が持ち寄った企画を実現するなど、区民の自己表現に使える場となれば、自然に多くの人が利

用するようになるのではないか。 

⚫ 上野の東京都美術館などは社会包摂の一つの拠点となっている。色々な人たちが意見交換を行

い、障害者や子ども、高齢者などのダイバーシティの拠点になると先進的ではないか。 

実演家団体、文化産業、文化振興団体など 

⚫ 浜松町は文化的なエリアだという認識が広がることを期待している。 
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⚫ 管理運営者や芸術監督は、地元の文化状況をよく知っている人であることが望ましい。数年で交代

するのではなく長期的な視点で、すぐに結果を求めず、この地域のこの歴史の中で何をするべきな

のかを考えていける人材を育成していくべき。 

⚫ 貸館だけではなく、できる限り主催事業を実施してほしい。新しい価値を生み出し、発信する場で

あることを明確に打ち出してほしい。 

⚫ せっかく区がホールをつくるなら、ぜひプロフェッショナル仕様でつくってもらいたい。 

⚫ 区の施設なので終了時間が遅くなるものはできないのではないか。舞台には搬入搬出の時間が必

要であり、それがうまく時間的に運べるようなシステムがあると良いと思う。 

⚫ 劇場は質の高い公演を、チケットを買って見てもらうことが目的だが、それがチケットを買える層だ

けでなく、色々な形で循環するようなものになると良い。 

⚫ 区内には全国的に特徴的なことやっている団体が多く存在しており、そのような団体を活用してホ

ールを運営していくことが港区らしさになる。 

⚫ 高齢の出演者、楽器を持った出演者などが移動する際に、階段を使用するのは危険であるため、ワ

ンフロアで完結するようにしてほしい。 

⚫ 単なる貸館ではなく、文化を発信する文化施設となってほしい。 

⚫ オリジナリティあるコンテンツづくりをしてほしい。そのためにはプロパーの職員を置くことが必要。 

⚫ 後から障害者施設を入れてほしいと頼んでも難しいことが多く、ノーマライゼーションの観点から

も、最初から障害者のための施設を含めて計画してもらいたい。 

⚫ 設計段階から専門家が関わるべきで、それ以外にも障害者の意見を聞き、椅子やスロープ、手すり

など客席も含めた整備の在り方について、できる限り多くの声を集めつくってほしい。 

⚫ 区内の団体がいつでも自由に立ち寄れて、交流できる共有スペースがあると良い。そこからコラボ

レーションが生まれるのではないか。 

⚫ 区民と協働で作品（ソフト）を創り上げていける場になると良い。 

⚫ 外からでもどんな公演があるのかが分かるように、外に向けた看板やポスターを掲示できる場所が

あると良い。 

⚫ 搬入口を広くし、搬入口から舞台までの導線も搬入しやすくしてほしい。複数台の車を停められる

ようにしてほしい。 

⚫ 「文化の港」を掲げているなら、様々な国の人が自然に来られて、安心して楽しめる場所にしてほし

い。誰もが入りやすく、ストレスを感じない（多言語化、バリアフリーなど）空間になると良いと思う。 

観光、まちづくり、イベント実行委員会、教育・研究機関など 

⚫ 介護をしている人が高齢者を連れて劇場に来てもらえるような交通の確保など、連れてこられるよ

うな仕組みがあると良い。 

⚫ ホールについては港区ホームページで知ったが、一斉に広告を打つなど、まずは区民にもっ

と認知してもらうような工夫が必要。 

⚫ ホールへの人の流れをどうつくっていくかが重要。導線をつくるのは周囲との連携がないと難しい。 
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⚫ 理念のもとにプログラムを組むことが大切で、最初に掲げる理念が一貫したものであれば、運営す

る人が入れ替わっていっても、レガシーとして受け継がれていく。 

⚫ 世界では若い世代が今までにない斬新な発想で舞台をつくり始めており、プログラムに対応できる

ものにしないといけない。 

⚫ 目的のある人以外は入っていけない、自分とは関係のない施設だと思う人が出てしまわないよう

に、利用者以外も気軽に入れるような仕掛けがあると良い。 

⚫ 地域の人が自然と集まり、活動が広がっていくような施設になると良い。他の施設とも連携して何

かやっていけるような柔軟な運営をしてほしい。 

⚫ 多種多様な団体がある港区で文化芸術振興の中核拠点となるホールでは、区ならではの発信力の

強いものをやっていってほしい。 

⚫ 自由な表現による作品を子どもたちが気軽に見られるような仕組みを整えてほしい。文化芸術振興

のお金を、住民に安くホールを貸すことではなく、子どもたちを育成することに使う方が良い。 

⚫ ステージで何かやっているときだけでなく、稽古場には常にアーティストがいて、コミュニティスペー

スもあり、「いつでも来ていいんだよ」という、子どもたちの居場所になる施設だと良い。 

⚫ 民間ではなかなか手を出しづらいことをやっていけば良い。そうすれば民間との競合もなくなる。 

国際文化交流、大使館など 

⚫ ハイアートのホールにするのか、区民が気軽に使えるホールにするのか、二つの方向性は両立でき

る。大ホールは芸術性の高いものに利用し、あるいは区民利用期間を設定するなど。 

⚫ 専門性の高い自主企画事業を中心に行い、それを補う形で貸館も行う在り方が良い。一方で、国

際交流の促進など、区の施策の方向性と同様のテーマを持つ区内の団体を育成する観点も必要。 

⚫ 劇場に関しては、とにかくプログラムが魅力的かどうか。どんなことをやるのか、コンテンツをどうす

るのか、それに尽きると思う。 

⚫ くれぐれも、単なる貸館にはしないでほしい。創造拠点であってほしい。そのためには、芸術監督を

決めて、方向性を見せられるようにした方が良い。 

⚫ 日本の劇場は色々な団体が借りて公演を行うため、外国人からすると、ちらしをもらってもどれを

見に行けば良いか分からない。この劇場のラインナップは信用できると思わせることが重要。 
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６ 施策別事業一覧 

 

施策１ 誰もが文化芸術を鑑賞・参加・創造できる機会の充実 

 

１－１ 誰もが文化芸術を鑑賞・参加・創造できる環境の整備 

 

事 業 名 概 要 所 管 課 

ふれ愛まつりだ、芝地区！ 

「地域ふれ愛コンサート」 

「ふれ愛まつりだ、芝地区！」において、「地

域ふれ愛コンサート」として、区民による合

唱、バンド演奏、ダンスなどの発表機会を

創出。 

芝地区総合支所管理

課 

太鼓をたたこう 小学生を対象に、講師の指導のもと、太鼓

を練習する機会を提供。 

芝地区総合支所管理

課（神明子ども中高生

プラザ）   

ダンス☆ダンス 小学生を対象に、講師の指導のもと、ダン

スを練習する機会を提供。 

芝地区総合支所管理

課（神明子ども中高生

プラザ）   

習字をしよう 小学生を対象に、講師の指導のもと、書道

を練習する機会を提供。 

芝地区総合支所管理

課（神明子ども中高生

プラザ）   

生け花をしよう 小学生を対象に、講師の指導のもと、生け

花を練習する機会を提供。 

芝地区総合支所管理

課（神明子ども中高生

プラザ）   

尺八を吹こう 小学３年生以上を対象に、講師の指導のも

と、尺八を体験する機会を提供。 

芝地区総合支所管理

課(神明子ども中高生

プラザ) 

琴にふれよう 小学生を対象に、講師の指導のもと、琴を

体験する機会を提供。 

芝地区総合支所管理

課(神明子ども中高生

プラザ) 

小学生バンド 小学２年生以上を対象に、講師の指導のも

と、楽器を練習する機会を提供。 

芝地区総合支所管理

課(神明子ども中高生

プラザ) 

ほのぼの作品展 いきいきプラザで活動している団体や個人

の日頃の趣味活動の成果を発表する場と

して、作品の展示会を開催。 

各総合支所管理課 

（いきいきプラザ） 

教室事業 高齢者の生きがいづくり、学びの場の提供

のため、定期的に教室を開催し、発表の場

を創出。（茶道、書道、絵画、陶芸、フラワー

アレンジメント、カラーレッスン、アロマテラ

ピー、手芸、絵本、折り紙、着付け、民謡、

俳句、カラオケ、舞踊、ギター、三味線等） 

各総合支所管理課 

（いきいきプラザ） 
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事 業 名 概 要 所 管 課 

演芸会 いきいきプラザで活動している個人・団体

が、舞踊や歌唱等、日頃の活動の成果を披

露、交流。 

各総合支所管理課 

（いきいきプラザ） 

カフェコンサート 区民が生の音楽に触れる機会を創出する

とともに、地域で活躍するアーティストの発

表の場を提供。 

芝・高輪地区総合支所

管理課（三田いきいき

プラザ、虎ノ門いきい

きプラザ、神明いきい

きプラザ・高輪いきい

きプラザ） 

芝地区ダンスパーティー 高齢者を対象に、ダンスパーティーを実施。 芝地区総合支所管理

課（三田いきいきプラ

ザ、虎ノ門いきいきプ

ラザ、神明いきいきプ

ラザ） 

コミュニティ・カレッジ 都心区にふさわしいコミュニティ、文化、生

涯学習を推進するため、区内で活動する団

体が、活動の成果を広く区民に普及、還元

する自主企画事業を支援。 

各総合支所管理課 

（区民センター） 

区民センターギャラリー 文化芸術活動及びコミュニティの振興のた

め、区民の自主的活動の成果である各種

作品を展示する場を提供。 

麻布・赤坂・高輪地区

総合支所管理課（麻布

区民センター、赤坂区

民センター、高輪区民

センター） 

演劇市出前講座 

麻布アクターズスクール 

子どもから大人までの区民を対象に、講師

による発声、殺陣、バレエなど、演劇の基本

練習から、芝居の公演までを行う講座を開

催。 

麻布地区総合支所管

理課（麻布区民センタ

ー） 

麻布演劇市 麻布区民センターに登録している劇団によ

り、市場のように様々なジャンルの演劇公

演を行い、区民に気軽に演劇を楽しむ機会

を提供。 

麻布地区総合支所管

理課（麻布区民センタ

ー） 

子ども英語劇鑑賞会 親子を対象に、子どもの頃から英語に興味

を持ち、総合芸術である演劇に触れること

で感性を養うことを目的に、鑑賞会を開

催。 

麻布地区総合支所管

理課（麻布区民センタ

ー） 

リズムであそぼ！ ３歳以下の幼児を対象に、ピアノ、フルート

の生演奏を聴くことでリズム感、音感、巧緻

性を養う。 

麻布地区総合支所管

理課（麻布区民センタ

ー） 

能に親しむ―謡― 能楽界の重鎮である観世流能楽師 野村

四郎氏（人間国宝）、又は長男の野村昌司

氏を講師として迎え、能楽を身近に感じ楽

しむことができる和やかな「謡」を体験。 

麻布地区総合支所管

理課（麻布区民センタ

ー） 
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事 業 名 概 要 所 管 課 

人形劇 麻布子ども中高生プラザを利用する子ども

たちを対象に、プロの人形劇団を招き、人

形劇を実施。 

麻布地区総合支所管

理課（麻布子ども中高

生プラザ） 

飯倉片町地下横断歩道小

学生児童絵画展示事業 

麻布小学校の通学路である飯倉片町地下

横断歩道内に、環境や緑、自然への意識を

醸成するテーマで描かれた麻布小学校児

童の絵画を、パネルに加工して展示。 

麻布地区総合支所ま

ちづくり課 

赤坂 JAZZ フェスティバル ジャズの拠点としての赤坂を復権、発展さ

せるべく、JAZZ 講座出身のアマチュアジ

ャズバンドに発表の場を提供し、地域を挙

げたイベントを開催。 

赤坂地区総合支所管

理課（赤坂区民センタ

ー） 

赤坂ふれあいコンサート 区民がコンサート鑑賞をきっかけに、区民

センターへ足を運び、上質な芸術等に気軽

に触れる機会を創出するため、様々なジャ

ンルのコンサートを継続的に開催。 

赤坂地区総合支所管

理課（赤坂区民センタ

ー） 

お試し体験講座（料理教室/

ヨガ体験講座） 

子育て中の親子がネットワークをつくる機

会の提供や、海外文化の紹介・啓蒙等、

様々な地域ニーズに応える各種講座・教室

を短期開講。 

赤坂地区総合支所管

理課（赤坂区民センタ

ー） 

赤坂地区カラオケ交流会 赤坂地区のいきいきプラザ利用者や一般

のカラオケ愛好家、高齢者層を募集し、赤

坂区民センターホールのステージに立つ喜

びを味わってもらうとともに、歌を通じた地

域住民同士の交流を促進。 

赤坂地区総合支所管

理課（赤坂区民センタ

ー） 

敬老の集い 「音楽と落語の

玉手箱」 

高齢者と地域住民の交流の場となるよう、

敬老の日にちなみ、観客席で歌ったり体を

ほぐしたりの歌声喫茶、吹奏楽による演奏、

落語などリラックス・リフレッシュできる多種

多様なイベントを開催。 

赤坂地区総合支所管

理課（赤坂区民センタ

ー） 

技能育成講座  音楽や座学などあらゆるジャンルを選定

し、体験稽古を実践し、一定期間の育成講

座を受講した後、ホールでの発表会を開

催。 

赤坂地区総合支所管

理課（赤坂区民センタ

ー） 

懐かしの映画会 主に中高年齢層を対象に、懐かしい昭和の

映画を上映するだけでなく、映画と時代背

景について解説を入れることで奥深い楽し

み方を提供。 

赤坂地区総合支所管

理課（赤坂区民センタ

ー） 

赤坂塾 生物学講座 専門の講師を招き、昨今世間で話題のｉPS

細胞や細胞・遺伝子の仕組み、進化につい

てなど、いまさら聞けない基本的な生物学

の知識を、ふんだんな映像を使ってわかり

やすく学習。好評につき夜間の講座も増

設。 

赤坂地区総合支所管

理課（赤坂区民センタ

ー） 
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協働参画事業 赤坂区民センター利用団体に講師を依頼

し、区民を対象に日頃の活動の成果をワー

クショップ形式で披露する講座。 

赤坂地区総合支所管

理課（赤坂区民センタ

ー） 

小中学生ワークショップ 地元の専門家を講師に招き、本格的な技術

を親子で学び楽しむ親子講座。 

赤坂地区総合支所管

理課（赤坂区民センタ

ー） 

中高生バンド・ダンス 

小学生バトントワリング・ハ

ンドベル 

子どもたちが、音楽、ダンス、バトンの指導

を受けた日頃の練習の成果を館内で発表。 

赤坂地区総合支所管

理課（赤坂子ども中高

生プラザ） 

ダンス、オペレッタクラブ 子どもたちが、ダンス、オペレッタの講師指

導を受けた後、日ごろの練習の成果を他の

中高生プラザと合同で発表、交流するほ

か、赤坂子ども中高生プラザ（本館）との交

流行事などに参加、出演。 

赤坂地区総合支所管

理課（赤坂子ども中高

生プラザ青山館） 

四季のコンサート 音響に定評のある高輪区民センターホール

で、地域住民を対象とした無料コンサート

を開催し、音楽を通じて芸術文化に親しむ

ことができる場を提供。 

高輪地区総合支所管

理課（高輪区民センタ

ー） 

無料展示スペース 区民の作品（絵画、写真、書道など）を発表

する場を提供。 

高輪地区総合支所管

理課（高輪区民センタ

ー） 

陶芸のつどい 子どもたちが、陶芸工芸士に陶芸を学び、

指導を受けながら作品づくりを体験。 

高輪地区総合支所管

理課（豊岡児童館、白

金台児童館） 

ゴスペルグループ 子どもたちが、専門講師の指導のもと、歌

を練習し、あっぷリング高輪フェスティバル

や年末パーテイーで発表。 

高輪地区総合支所管

理課（高輪児童館） 

リズムダンスグループ 子どもたちが、専門講師の指導のもと、ダン

スを練習し、年末パーテイーや児童館交流

会で発表。 

高輪地区総合支所管

理課（高輪児童館） 

俳句のつどい 子どもたちが、ボランティアの講師から俳句

のつくり方を学び、俳句をつくり、総合支所

のプチ展などで発表。 

高輪地区総合支所管

理課（高輪児童館） 

工作のつどい 子どもたちが、専門講師の指導のもと、工

作を実施。 

高輪地区総合支所管

理課（高輪児童館、豊

岡児童館） 

ダンスグループ 

ヒップホップダンス・キッズ

ダンス 

子どもたちがプロのダンサーの指導のも

と、リズムダンスを練習し、成果を地域で発

表。 

高輪地区総合支所管

理課（白金台児童館） 

書道のつどい 大書 子どもたちが講師指導のもと、書道に親し

み、作品を館内に掲示し、区の書道展に出

品。 

高輪地区総合支所管

理課（白金台児童館） 
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ミニコンサート 児童館利用保護者など地域在住の音楽家

の協力を得てミニコンサートを開催し、子ど

もたちが身近に音楽を親しむ機会を提供。 

高輪地区総合支所管

理課（白金台児童館） 

TAPPERZ タッパーズ 

小学生リズムダンス・グルー

プ 

専門の講師指導のもと、子どもたちがグル

ープでのダンスを覚え、チームワークの大

切さを体験し、児童館交流会や館のまつり

で発表。 

高輪地区総合支所管

理課（高輪子ども中高

生プラザ） 

Fun Fun Glee ファン･フ

ァン･グリー 

小学生コーラス・グループ 

専門の講師指導のもと、子どもたちがグル

ープでのコーラス曲を覚え、声の調和の大

切さを体験し、地域の行事や老人ホーム、

館のまつりで発表。 

高輪地区総合支所管

理課（高輪子ども中高

生プラザ） 

TAP幼児バレエサークル 専門の講師指導のもと、年少から年長の幼

児がバレエの練習をし、成果を発表。 

高輪地区総合支所管

理課（高輪子ども中高

生プラザ） 

ＭＴ社交ダンスバンドコンサ

ート 

ダンスミュージックをバンド編成の演奏で

楽しみながら、参加者が出演者と交流する

参加型のコンサートを開催。 

高輪地区総合支所管

理課（高輪いきいきプ

ラザ） 

秋の午後の朗読会 朗読グループ、ことばつむぎのみなさんの

絵本の読み聞かせや朗読を楽しむ会を開

催。 

高輪地区総合支所管

理課（高輪いきいきプ

ラザ） 

アジグリーミニコンサート 合唱サークル、アジグリーによる合唱コンサ

ートを開催。 

高輪地区総合支所管

理課（高輪いきいきプ

ラザ） 

ボイストレーニング＆コーラ

ス 

豊岡いきいきプラザで活動している団体や

個人が日頃の活動の練習成果を発表。 

高輪地区総合支所管

理課（豊岡いきいきプ

ラザ） 

季節のコンサート クラシック音楽（弦・管楽器、バリトンなど）

の生演奏や、沖縄伝統舞踊・沖縄音楽のコ

ンサートを開催。 

高輪地区総合支所管

理課（豊岡いきいきプ

ラザ、白金いきいきプ

ラザ） 

音楽コンサート 曲説明や手話を交えながら、生演奏のピア

ノの伴奏で参加者が合唱。 

高輪地区総合支所管

理課（白金台いきいき

プラザ） 

世代間交流コンサート 幅広い世代に、音楽や楽しい落語を鑑賞す

る機会を提供。 

高輪地区総合支所管

理課（白金台いきいき

プラザ） 

夏休み・冬休み子ども大会 親子を対象に、文化芸能（人形劇・演劇・音

楽）の鑑賞・体験・参加を通じて感性を育

て、参加者同士の交流を促進。 

芝浦港南地区総合支

所管理課（芝浦港南区

民センター） 

絵本読み聞かせ教室 親子を対象に、絵本の良さ、読み聞かせの

コツ（朗読法）などの学びを通じて、より良

い親子関係構築を支援。 

芝浦港南地区総合支

所管理課 (台場区民

センター） 
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プラミュージック(コーラス

グループ) 

プロの歌手による指導のもと、子どもたち

が歌だけでなく体も使って表現する楽しさ

を学び、練習の成果を地域の施設等で発

表。 

芝浦港南地区総合支

所管理課 (港南子ど

も中高生プラザ) 

キッズダンスグループ プロのヒップ・ホップ・ダンサーによる指導

のもと、子どもたちが音楽に合わせて体を

動かすことの楽しさや表現することの楽しさ

を学習。 

芝浦港南地区総合支

所管理課 (港南子ど

も中高生プラザ) 

太鼓グループ 専門の講師による指導のもと、子どもたち

が伝統文化である太鼓の演奏技法を学び

練習し、児童館交流会で発表します。 

芝浦港南地区総合支

所管理課 (港南子ど

も中高生プラザ) 

バトントワリング 子どもたちがバトントワリングを学び練習

し、児童館交流会で発表。 

芝浦港南地区総合支

所管理課 (港南子ど

も中高生プラザ) 

ハンドベル ハンドベルの演奏を通じて、一人で一音を

担当し、グループ参加者全体で一つの曲を

つくり上げることで、共通の目標を持つこと

により、子どもたちの協調性を育成。 

芝浦港南地区総合支

所管理課 (港南子ど

も中高生プラザ) 

陶芸のつどい 子どもたちが、陶芸工芸士に陶芸を学び、

指導を受けながら作品づくりを体験。 

芝浦港南地区総合支

所管理課（台場児童

館、芝浦アイランド児

童高齢者交流プラザ） 

フラダンス 子どもたちや高齢者、乳幼児親子がフラダ

ンスを学び、あいぷらまつりや児童館交流

会などで発表。 

芝浦港南地区総合支

所管理課（芝浦アイラ

ンド児童高齢者交流プ

ラザ） 

親子でアート 乳幼児親子を対象に、毎月、創作・表現活

動・共同制作を実施。 

芝浦港南地区総合支

所管理課（芝浦アイラ

ンド児童高齢者交流プ

ラザ） 

あいぷらまつり 芝浦アイランド児童高齢者交流プラザで活

動しているフラダンス、合唱等の利用者が、

日頃の活動の成果をグループで披露。 

芝浦港南地区総合支

所管理課（芝浦アイラ

ンド児童高齢者交流プ

ラザ） 

あいぷら歌謡祭 芝浦アイランド児童高齢者交流プラザで活

動している児童や高齢者が日頃の練習成

果を発表し、利用者が誰でも気軽に歌や踊

り、演奏を楽しむ機会を創出。 

芝浦港南地区総合支

所管理課（芝浦アイラ

ンド児童高齢者交流プ

ラザ） 

クリスマス演奏会 港南いきいきプラザで活動している老人ク

ラブや自主団体の練習成果を発表し、利用

者が誰でも気軽に音楽や踊りを楽しむ機

会を創出。 

芝浦港南地区総合支

所管理課（港南いきい

きプラザ） 
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ゆとりーむだよ 全員集合 港南いきいきプラザで活動している老人ク

ラブや自主団体の練習成果を発表し、利用

者が誰でも気軽に音楽や踊りを楽しむ機

会を創出。 

芝浦港南地区総合支

所管理課（港南いきい

きプラザ） 

いきいきお散歩ツアー 高齢者を対象に、近隣施設の見学や展示

物を徒歩で回るツアーを開催。 

芝浦港南地区総合支

所管理課（港南いきい

きプラザ） 

絵画等展示 絵画を在住・在勤者から募集し、区民保養

施設大平台みなと荘（区民ギャラリー）に展

示。 

地域振興課 

みなと区民まつり 人と人との交流を深め、ふれあいの輪を広

げることを目的とする港区最大のイベント。

港区芝公園一帯で、区内で活動する団体

の出展・出演や、文化芸術団体等によるス

テージパフォーマンス、パレードを開催。 

地域振興課（公益財団

法人港区スポーツふ

れあい文化健康財団） 

梅まつり 区内の梅の名所である都立芝公園梅林

で、琴の調べを聞きながら、野点茶会を楽

しむイベントを開催。 

地域振興課（公益財団

法人港区スポーツふ

れあい文化健康財団） 

子どものびのび書展 小学生までの子どもたちの発想力を大切に

した自由な書道の展示会を開催。 

地域振興課（公益財団

法人港区スポーツふ

れあい文化健康財団） 

ロビーコンサート 区役所１階ロビーで、区内で活動している

音楽愛好家の皆さんによるコンサートを定

期的に開催し、誰もが身近に生演奏を鑑賞

する機会を提供。 

国際化・文化芸術担当 

「やさしい日本語」推進 外国人にとって分かりやすく表現した「やさ

しい日本語」を推進することにより、外国人

と日本人の交流を促進。 

国際化・文化芸術担当 

地域で育む日本語学習支

援プロジェクト 

日本語学習をきっかけとした外国人の地域

参画と協働を推進するために、外国人の日

本語学習を支援。 

国際化・文化芸術担当 

Kissポート講座 文化芸術の専門家やアーティストを講師に

招き、ともに学びつくり上げる参加・体験型

のレクチャーやワークショップを開催。 

国際化・文化芸術担当

（公益財団法人港区ス

ポーツふれあい文化

健康財団） 

音楽のさんぽ道 

 

  

敷居が高いと思われがちなクラシックコン

サートを、区民センターや病院、お寺などを

会場として開催するとともに、大学生を中

心とした若手音楽家に発表の場を提供。 

国際化・文化芸術担当

（公益財団法人港区ス

ポーツふれあい文化

健康財団） 
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ふれあい親子コンサート 未就学児に⾳楽に触れる機会を提供する

ため、親⼦で参加できるコンサートを開催。  

国際化・文化芸術担当

（公益財団法人港区ス

ポーツふれあい文化

健康財団） 

ふれあいアート 保育園や幼稚園等にプロのアーティストを

派遣し、音楽やダンス、造形等の文化芸術

を体験できるプログラムを実施。 

国際化・文化芸術担当

（公益財団法人港区ス

ポーツふれあい文化

健康財団） 

Kissポートクラシックコンサ

ート 

オーケストラの演奏や区民中心で結成され

たミナトシティコーラスの合唱を通じ、区民

に芸術性の高い音楽鑑賞の機会を提供。 

国際化・文化芸術担当

（公益財団法人港区ス

ポーツふれあい文化

健康財団） 

学校音楽等芸術教室 小・中学生が身近に芸術に触れる機会を提

供するため、学校において、様々なジャンル

の音楽や伝統芸能の鑑賞会、ワークショッ

プを実施。  

国際化・文化芸術担当

（公益財団法人港区ス

ポーツふれあい文化

健康財団） 

地域で共に生きる障害児・

障害者アート展 

障害者への理解促進をめざし、区内の障害

者施設で制作した作品や障害児(者)が描

いた絵画等を美術館等で展示。 

障害者福祉課 

港区公式 SNS（Twitter・

Facebook ・ Instagram

等）の活用 

必要な情報を必要な人に的確に届けるた

め、分野や地域ごとにイベントや地域ので

きごと、防災や環境美化など様々な話題を

SNSで配信。 

区長室 

フェスティばるーん 社会教育関係団体が、舞台発表、活動体

験、展示発表等を行い、学びの成果を発

表。 

生涯学習スポーツ振

興課（生涯学習センタ

ー） 

協働参画事業 生涯学習センターの利用団体が、区民向け

に、手軽に参加できる講座を協働で企画・

実施する事業です。生け花、社交ダンス、く

みひもなどを通じて文化・芸術に触れる機

会を提供。 

生涯学習スポーツ振

興課（生涯学習センタ

ー） 

出張図書館行事 特別養護老人ホームなどにおいて、出張図

書館行事を開催し、絵本や文学作品などの

朗読・映画の上映・うたごえを行い、障害者

や高齢者など、図書館に来られない方が文

化に触れる機会を創出。 

図書文化財課 

来館困難な利用者への資

料提供 

図書館への来館が困難な区内在住の高齢

者や障害者（区内高齢者施設入所者を含

む）等に区立図書館所蔵の図書資料を宅

配。 

図書文化財課 
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事 業 名 概 要 所 管 課 

みなと子ども読書月間 子ども読書週間にちなみ、子どもと保護者

を対象に、おはなし会、英語のおはなし会、

昔話、民話のかたりべの会、人形劇等、家

族で楽しみながら本に親しむ機会を提供。 

図書文化財課（みなと

図書館、三田図書館、

麻布図書館、赤坂図書

館、高輪図書館、高輪

図書館分室、港南図書

館） 

調べる学習支援 小学生を対象に、疑問に思ったことを図書

館資料を使い調べる学習講座やコンクール

を開催。 

図書文化財課（みなと

図書館、三田図書館、

麻布図書館、赤坂図書

館、高輪図書館、高輪

図書館分室、港南図書

館） 

子ども会 夏休みや冬休みに、子ども（親子）を対象

に、図書と関連付けた内容の移動プラネタ

リウムやワークショップなどを開催し、関連

資料を展示。 

図書文化財課 (みなと

図書館、三田図書館、

麻布図書館、赤坂図書

館、高輪図書館、高輪

図書館分室、港南図書

館 

映像事業 良質な映像作品を図書館利用者が享受す

る場を提供し、映像文化の振興のため、映

画会、音楽鑑賞会、音楽評論家を囲む会を

開催。 

図書文化財課（みなと

図書館、三田図書館、

麻布図書館、赤坂図書

館、高輪図書館、港南

図書館） 

朗読会  文化の振興のため、区民を対象にプロ（ア

ナウンサーなど）や声の図書奉仕者による

文学作品などの朗読会を開催。 

図書文化財課（みなと

図書館、三田図書館、

麻布図書館、赤坂図書

館、高輪図書館、港南

図書館） 

講座・講演会 日々の暮らしや仕事に関する課題解決支

援、多様な学びの機会を講演会や講座を

開催し提供します。 

図書文化財課（みなと

図書館、三田図書館、

麻布図書館、赤坂図書

館、高輪図書館、港南

図書館） 

ブックスタート事業 保護者に赤ちゃんと絵本を聞く喜びや大切

さを実感してもらうため、読み聞かせの実

演や区立図書館事業の紹介後に絵本を提

供。 

図書文化財課(みなと

図書館、三田図書館、

麻布図書館、高輪図書

館、高輪図書館分室、

港南図書館） 

郷土歴史館夏休み学習会、 

親子学習会 

文化財を身近なものとして親しみ、理解す

るため、子どもや親子を対象とした事業を

開催。 

図書文化財課（郷土歴

史館） 
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事 業 名 概 要 所 管 課 

学校教育における食文化の

理解の推進 

食文化の次世代への継承のため、節句や

日本料理の型の理解、和食器やマナーの

体験等を通じて、小・中学生が日本の食文

化について、学校や家庭の中で学び、理解

を深める取組を推進。 

学務課 

文化連合行事：幼稚園人形

劇鑑賞 

幼児期における豊かな情操を培うため、幼

稚園児を対象に、専門家が操る芸術性の

高い人形劇を直接鑑賞する機会を提供。 

教育指導担当 

文化連合行事：東京都小学

校連合学芸会、港区小学校

連合作品展、東京都公立学

校連合作品展 

区内の児童・生徒が都内・区内の文化行事

への出展・参加することで、豊かな個性や

創造力を発揮する機会とするとともに、互

いに交流できる機会を充実。 

教育指導担当 

文化連合行事：中学校音楽

交歓会 

区立中学校生徒による演奏会を開催する

ことで、日頃の音楽教育の成果を発表し合

い、その喜びを味わうとともに、よりよい鑑

賞態度を育成。 

教育指導担当 

音楽鑑賞教室  小・中学生を対象に、音楽の授業の一環と

して音楽ホールでのプロの楽団による鑑賞

の機会を設け、音楽を愛好する心情・態度

を培い、広い視野から音楽を学び、鑑賞者

としての態度を育成。 

教育指導担当 

星空コンサート プラネタリウムの星空の中、生演奏によるコ

ンサートを実施。 

教育指導担当（みなと

科学館） 

 

１－２ 国際都市・港区ならではの文化芸術振興施策の推進 

 

事 業 名 概 要 所 管 課 

麻布ジャパニーズクラス 区に在住、在勤する外国人を対象に、日本

語及び文化を教えるとともに、講座を通じ

て区民センターの存在を周知。 

麻布地区総合支所管

理課（麻布区民センタ

ー） 

ドイツ語・文化交流講座 地域における国際交流の輪を広げていくた

め、港区国際交流協会及びドイツ大使館と

連携し、講演会及び参加型ワークショップ

を開催。 

麻布地区総合支所管

理課（麻布区民センタ

ー） 

アートスケープ展 都内近郊インターナショナルスクール在校

生による造形作品展を開催。 

麻布地区総合支所管

理課（麻布子ども中高

生プラザ） 

AZABU WORLD 

FESTA 

国際色豊かな地域の特性を生かし、外国人

をはじめ子どもから高齢者まで楽しめるイ

ベントを麻布地区の歴史・文化資源を活用

しながら実施。 

麻布地区総合支所協

働推進課 
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事 業 名 概 要 所 管 課 

国際交流 児童、保護者、地域住民を対象に、一つの

国をテーマに、国の紹介とその国にちなん

だ遊びを提供。 

赤坂地区総合支所管

理課（赤坂子ども中高

生プラザ） 

ことさん 琴及び三味線を通じて、子どもたちが日本

の伝統音楽文化に触れ、親しむ機会を創

出。 

赤坂地区総合支所管

理課（赤坂子ども中高

生プラザ） 

赤坂・青山 Ｍｅｅｔ ｕｐプロ

ジェクト 

大使館、地域団体(町会・自治会等)等の地

域資源を活用して、日本人と外国人が地域

の魅力や課題について一緒に考える講座

を実施。 

赤坂地区総合支所協

働推進課 

触れよう！始めよう！和の

楽器 

和楽器に触れることからはじめる伝統芸能

入門講座を実施。 

芝浦港南地区総合支

所管理課（芝浦港南区

民センター） 

「和のこころ」香道であそぶ

（四季）・落語からまなぶ 

日本の伝統文化や伝統芸能に触れる体験

講座を実施。 

芝浦港南地区総合支

所管理課（芝浦港南区

民センター） 

「和とエコ」 

苔玉作り・古布活用ぞうり

作り 

日本の伝統文化や伝統芸能に触れる、環

境に配慮した手づくり体験講座を実施。 

芝浦港南地区総合支

所管理課（芝浦港南区

民センター） 

和太鼓・民舞プログラム 日本古来の文化を伝承することを目的に、

和太鼓や民舞を幼児教育のプログラムとし

て実施し、園行事の機会にその成果を発表。 

芝浦港南地区総合支

所管理課（芝浦アイラ

ンドこども園） 

異文化交流プログラム 子ども達や高齢者を対象に、各国ゲストに

よる自国についての紹介など海外の文化や

歴史等について学ぶプログラムや、英語を

通じたゲームや遊びのプログラムを実施。 

芝浦港南地区総合支

所管理課（芝浦アイラ

ンド児童高齢者交流プ

ラザ） 

六本木アートナイト 六本木のまちを舞台としたアートの祭典「六

本木アートナイト」が一層、子ども・高齢者・

障害者・外国人に配慮され、区民に親しま

れる内容となるよう、運営に参画。 

国際化・文化芸術担当 

国際文化紹介展示 国際交流を身近に捉える機会を創出する

ため、区内に立地する大使館等と連携し、

各国や地域の文化等を紹介するパネル、写

真、民芸品などを区役所ロビー等で展示。 

国際化・文化芸術担当 

大使館等事業協力実施支

援 

区内に立地する大使館等主催のコンサー

ト、展覧会など区民との交流イベントの開催

について、会場提供や広報協力を実施。 

国際化・文化芸術担当 

大使館等実務者連携会議 大使館等との連携を一層深めるため、区内

に立地する大使館等で実務に携わる職員

と区職員が、区政に関する様々な課題につ

いて意見を交換。 

国際化・文化芸術担当 
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事 業 名 概 要 所 管 課 

国際友好広場 

（みなと区民まつり） 

みなと区民まつりにおいて、区内に立地す

る大使館等と連携し、区民が各国や地域の

文化、歴史や観光等の魅力を直接体験す

ることができる「国際友好広場」を開催。 

国際化・文化芸術担当 

北京市朝陽区書画交流展 北京市朝陽区と区在住の高齢者及び小・

中学生の書画作品を交換し、お互いの地

域で展示する書画交流展を開催。 

国際化・文化芸術担当 

東京国際映画祭 東京国際映画祭の地域委員会として「みな

と委員会」を設置し、六本木周辺の清掃活

動を行う「みなとクリーンアップ」や区内各

地での上映会「みなとシネマフェスティバ

ル」等を開催。 

国際化・文化芸術担当

（公益財団法人港区ス

ポーツふれあい文化

健康財団） 

WELCOME 港区！の推

進 

旅行者を受け入れる人々、訪れる人々双方

に、互いの習慣や文化を理解し寛容の心を

深めてもらうための２種類の冊子を配布。 

観光政策担当 

ワールドフェスティバル 大使館等や商店街、企業と連携し、大使館

等周遊スタンプラリーや様々な国の文化に

触れられるイベント等を開催し、来街者の

区内の周遊・回遊を促進。 

観光政策担当 

大使館等と連携した事業 大使館や各種関係団体と連携し、男女平

等参画に関する講座や講演会を開催。 

人権・男女平等参画担

当（男女平等参画セン

ター） 

大使館等と連携した活動 利用者の国際理解を深めるため、大使館

等職員による自国文化の紹介や語学の講

座、英語による読み聞かせなどを実施。 

図書文化財課（みなと

図書館、三田図書館、

麻布図書館、赤坂図書

館、高輪図書館、港南

図書館） 

 

１－３ 多様な文化資源を生かした港区ならではの取組の推進 

 

事 業 名 概 要 所 管 課 

地域情報誌（紙）の発行 地域コミュニティ活性化をめざし、各地区

の区民が参画し、地域のイベントや文化財

など地域ならではの情報を取材・紹介する

地域情報誌（紙）を発行。 

各総合支所協働推進

課 

芝 BeeBee'sプロジェクト 芝地区内でのミツバチの飼育や、そこで採

れたハチミツの活用を通じて、地域の人々

の交流を図るため、芝地区総合支所独自

の養蜂事業を実施。 

芝地区総合支所協働

推進課 
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事 業 名 概 要 所 管 課 

芝 歴史・文化・交流アカデ

ミー 

～歩く・見る・学ぶ「芝」～ 

芝会議「まちの魅力発掘部会」に参画する

区民が主体となり、芝地区の魅力の発掘・

発信・創造を目的に、芝地区の歴史、史跡

等を伝える「まち歩きツアー」や「区民向け

講座」を開催。また、まち歩きツアーや講座

の運営を担う人材を発掘・育成するために

「芝の語り部養成講座」を開催。 

芝地区総合支所協働

推進課 

Ａｒｃ Ｉｓｌａｎｄ 竹芝 竹芝エリアに関わる多様な主体が連携し、

区民が島嶼部を身近に体感できるイベント

や、竹芝、島嶼地域の文化に触れる体験ツ

アーなど、地域の魅力を発信しにぎわいを

創出する事業を実施。 

芝地区総合支所協働

推進課 

麻布の名所・歴史探訪（まち

散歩） 

「あざぶ達人倶楽部」の卒業生をガイド訳

に迎え、座学・歩学の講座を開設し地域の

名所・歴史・文化など豊かな国際性を基に

魅力を語り伝える活動を支援。 

麻布地区総合支所管

理課（麻布区民センタ

ー） 

みんなでまちをよくする 

「ミナヨク」 

「麻布地区をみんなでよくする地域活動」に

興味がある在住・在勤・在学者等を対象

に、地域に愛着を持って地域活動を行う

「地域サポーター」として活躍する人材を発

掘・育成し、新しい地域のつながりを構築。 

麻布地区総合支所協

働推進課 

AZABU 愛 CONTACT 地域事業で培ってきた地域の人材を活用

するとともに、「ミナヨク」修了生や麻布未来

写真館、あざぶ達人ラボとの連携を図り、

麻布地区の地域事業の集大成となるイベン

トを実施。 

麻布地区総合支所協

働推進課 

麻布の魅力探訪事業 

～あざぶ達人ラボ～ 

麻布の歴史・文化等の魅力を伝える公開セ

ミナーや、これまでの参加者によるまち歩き

を実施するなど、麻布の魅力を学ぶ機会を

提供。 

麻布地区総合支所協

働推進課 

麻布未来写真館 

～次世代でつなぐ麻布の記

憶～ 

区民参画のワークショップ（分科会活動）に

より、麻布地区の昔の写真等を収集すると

ともに、定点写真を撮影し、麻布のまちの変

化をパネルとして保存し、パネル展を開催。 

麻布地区総合支所協

働推進課 

（仮称）自治体間交流 

～あらたなはっけん あらた

なきずな～ 

自然や農業、伝統文化などを体験できる交

流事業を実施することにより、児童の健全

な育みを促すとともに他自治体への関心が

深まる取組を実施。 

麻布地区総合支所協

働推進課 

子ども地域間交流事業 

～離れていても心は一つ！

～ 

お互いの地域への愛着を深め合い、育ち合

うことで、交流を未来につないでいくため、

赤坂・青山地域にゆかりのあるまちの子ど

もたちと文化・地域交流を実施。 

赤坂地区総合支所協

働推進課 
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事 業 名 概 要 所 管 課 

赤坂・青山 魅力“知伝活”

事業 

区民自らが講座やワークショップを通して

地域の魅力を「知り」、ＩＣＴを「活用した」効

果的な情報発信の方法を検討し、区民目

線の新たな地域の魅力を広く「伝える」こと

で、地域への愛着を醸成。 

赤坂地区総合支所協

働推進課 

私が語る高輪今昔物語 区民参画メンバーがこれまで収集してきた

写真等を活用した高輪の今昔物語を制作

し、児童館やいきいきプラザ等での出前講

座やまち歩きを実施。制作した物語を動画

で配信し、高輪地区の魅力を広く発信。 

高輪地区総合支所協

働推進課 

高輪情報局 町会・自治会や商店会などが実施するイベ

ント情報や日常の地域活動を区で収集し、

高輪地区内に新たに設置するデジタルサイ

ネージや既存の媒体を活用して発信。 

高輪地区総合支所協

働推進課 

みなとパーク芝浦ふれあい 

交流事業 

みなとパーク芝浦の共用部であるアトリウ

ム、区民ギャラリー、区民協働スペース等

を、地域における世代間交流の場として提

供するとともに、伝統文化交流館等と連携

したコミュニティ活性化事業を実施。 

芝浦港南地区総合支

所管理課 

ベイエリア・ミュージック・バ

ンク 

音楽活動に取り組む地域の個人・グループ

（アマチュア）を募集・登録し、町会など地域

団体が実施するイベント、総合支所主催の

事業などに紹介・出演することで、アマチュ

ア演奏家に発表の機会を提供。 

芝浦港南地区総合支

所管理課（芝浦港南区

民センター） 

伝統文化交流館の活用・各

種事業 

港区指定有形文化財である「旧協働会館」

を、伝統文化の継承や、伝統文化を通じた

コミュニティ形成・交流の場となる「伝統文

化交流館」として活用。落語などの公演や、

地域の歴史講座、日本の伝統文化に触れ

るワークショップ等を実施。 

芝浦港南地区総合支

所管理課（伝統文化交

流館） 

歴史と文化がつなぐ地域交

流事業 

地区の歴史をひも解き、共通するテーマを

掘り下げていく中で生まれた秋田県にかほ

市と福島県柳津町とのつながりを生かし、

子どもをはじめとした住民同士が交流し、

お互いの伝統文化などに触れることで、地

域の魅力や歴史を理解する機会を提供。 

芝浦港南地区総合支

所協働推進課 

お台場海苔づくり 地域への愛着を醸成し、地域文化の継承に

つなげるため、お台場学園港陽小学校５年

生の総合的な学習の時間に実施している

海苔の育成を通じて、お台場の海苔の歴史

などを学習。 

芝浦港南地区総合支

所協働推進課 
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事 業 名 概 要 所 管 課 

夏みかんマーマレードづくり コミュニティづくりや地域の魅力 PR につな

げるため、地域の方々が中心となって、運

河沿いに自生する「夏みかん」を収穫し、収

穫した夏みかんを使ったマーマレードづくり

を実施。 

芝浦港南地区総合支

所協働推進課 

みずまちプロデュース事業 地域の方々の水辺への愛着と理解を深め

るため、区民と協働し、まち歩き等のイベン

トを開催。また、運河や海辺の活用を図り、

誰もが安らぎを感じ、憩いの場として人々

が集える環境づくりを推進。 

芝浦港南地区総合支

所協働推進課 

SKDs 学びのまちプロジェ

クト 

若年層を対象に企業や大学等と連携し、地

域活動や地域コミュニティに関する意識を

高め、地域の魅力等について学ぶための講

座やワークショップを実施。講座等を通じ

て、地域活動やボランティア活動を行う人

材の育成を支援。 

芝浦港南地区総合支

所協働推進課 

運河に架かる橋りょうのライ

トアップ 

芝浦港南地区の貴重な地域資源である水

辺空間の更なる魅力向上のため、先進の景

観照明デザインを手掛けるデザイナーの協

力を得ながら、橋りょう及びモニュメント等

のライトアップを実施。 

芝浦港南地区総合支

所まちづくり課 

港区コミュニティ情報誌「キ

スポート」 

月１回、各地域で活動している団体等のイ

ベント情報や会員の募集、スポーツ・健康・

生涯学習・ふれあい事業、文化鑑賞事業の

開催等の情報を提供。 

地域振興課（公益財団

法人港区スポーツふ

れあい文化健康財団） 

ミナコレ（MINATO 

COLLECTION）  

区と区内の美術館・博物館等が連携し、

人々の回遊性を高めるためのスタンプラリ

ー等を実施。 

国際化・文化芸術担当 

みなとアートナビ 文化芸術活動の情報収集・発信サイトで、

区内で文化芸術活動を行う方や区内の文

化芸術施設の公演、展示会等の情報を発

信。 

国際化・文化芸術担当

（公益財団法人港区ス

ポーツふれあい文化

健康財団） 

歴史観光資源の活用・促進 区内にある歴史観光資源を活用し、歴史ス

ポットを巡る謎解き（又はクイズ）スタンプラ

リーを実施。子供から高齢者まで楽しめる

イベントを行うことで、歴史観光資源の知

識を深めるとともに、観光客や再訪者の周

遊・回遊を促進。 

観光政策担当 

地場産業・伝統工芸品産業

の保護・育成 

日常生活に密着したかたちで歴史と風土の

中で育まれ、今日まで受け継がれてきた伝

統工芸の保護及び育成のため、各施設やイ

ベントでの展示等を行い、伝統工芸に興味

関心を持ってもらうための機会を創出。 

観光政策担当 
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事 業 名 概 要 所 管 課 

一般社団法人港区観光協

会のホームページにおける

観光情報発信 

一般社団法人港区観光協会のホームペー

ジにおいて、史跡、坂、美術館などの情報を

提供。 

観光政策担当 

港区史・教育史編さん 区政 70 周年を契機に、区の歴史を振り返

り、区民とともに永く語り継いでいくため、

昭和 54 年５月刊行の「新修港区史」、昭和

62 年２月刊行の「港区教育史（上・下巻）」

及び平成９年９月刊行の「港区教育史資料

編」をデジタル化するとともに、新たな港区

史・教育史を編さん。 

総務課 

教育長室 

歴史・文化資源の保全 区内に所在する歴史的価値のある資料な

どを文化財として指定や登録を行い、文化

財保護の意識の啓発や普及を行うととも

に、次世代に継承します。 

図書文化財課 

港区ゆかりの人物データベ

ース 

地域への愛着を深め、郷土史への関心を

高めるため、文化、芸術の世界で活躍した

人物の足跡を区ホームページなどで紹介

する「港区ゆかりの人物」データベースを拡

充。 

図書文化財課  

自然・歴史文化資源のデジ

タル形式の保存と公開 

区内の自然・歴史文化資源に、誰もが容易

にかつ楽しく触れることができるよう、文化

財や郷土資料の画像をデジタル形式で保

存し、インターネットを通じた公開を推進す

るとともに、コンテンツを拡充。 

図書文化財課  

郷土資料の調査・研究・収

集活動の推進 

区の歴史・文化を語る上で不可欠のキーワ

ードである「海・都市・ひと」を基に設定した

郷土歴史館のテーマに沿って、区の歴史・

文化に関わる資料の調査・研究・収集活動

を進めるとともに、新たにテーマとして加え

た自然史関係資料の調査・研究・収集活動

を推進。 

図書文化財課  

伝統工芸等の記録による保

存と継承手法の検討 

長い歴史の中で伝えられてきた伝統工芸

等が後世に受け継がれていくよう、関係機

関や地域住民とも協働し、記録を作成する

とともに、技術継承の手法等を検討。 

図書文化財課  

生涯学習施設との連携強

化 

専門図書館や美術館・博物館等専門性の

高い外部組織と連携し、学習意欲の高度

化・専門家に応えるための講演会等を実

施。 

図書文化財課（みなと

図書館、三田図書館、

麻布図書館、赤坂図書

館、高輪図書館、高輪

図書館分室、港南図書

館） 
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事 業 名 概 要 所 管 課 

平和映画会 戦争の悲劇や平和の大切さを伝える映画

の上映会を開催。 

図書文化財課（みなと

図書館、三田図書館、

麻布図書館、赤坂図書

館、高輪図書館、高輪

図書館分室、港南図書

館） 

16ｍｍフィルム映写会 区が所有している貴重な 16ｍｍフィルムの

上映会を開催。 

図書文化財課（みなと

図書館、三田図書館、

麻布図書館、赤坂図書

館、高輪図書館、高輪

図書館分室、港南図書

館） 

港区ミュージアムネットワー

ク 

区の文化・芸術の振興に資する組織とし

て、区内に所在する博物館施設が加盟し、

連携を深め、区の歴史・文化の情報を発

信。 

図書文化財課（郷土歴

史館） 

郷土歴史館特別展 区の歴史・文化に関する調査、研究の成果

や館所蔵資料の展示を通じて紹介。 

図書文化財課（郷土歴

史館） 

郷土歴史館各種事業 文化財を身近なものとして親しみ、理解す

るため、区の歴史に関する様々な講座を開

催します。あわせて、来館促進や地域連携

等を推進するためのワークショップやイベン

トを開催。 

図書文化財課（郷土歴

史館） 
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施策２ 多様な主体間の協働による文化芸術振興 

 

２－１ 文化芸術を通じた多様な主体間の交流・連携の促進 

 

事 業 名 概 要 所 管 課 

芝 de Meet The Art 

～アートに親しむまち、芝～ 

屋外トランスボックス（地上配電機器）に区

民等から募集した作品を展示するととも

に、ワークショップを開催し、まちにアートと

ふれあえる環境を創出し、まちのイメージの

向上や、アートを通じた多様な主体間の交

流を促進。 

芝地区総合支所管理

課 

麻布区民センターふれあい

まつり 

利用団体の活動の紹介や成果を発表する

「場」を提供し、団体相互や地域住民との交

流を促進。 

麻布地区総合支所管

理課（麻布区民センタ

ー） 

赤坂・青山多世代交流促進

事業 

管内の保育園、幼稚園、小・中学校、子ども

中高生プラザ、いきいきプラザ、町会・自治

会等と連携し、各施設の活動の発表やワー

クショップ等を開催。 

赤坂地区総合支所管

理課 

赤坂コミュニティまつり 利用団体の活動の紹介や成果を発表する

「場」を提供し、団体相互や地域住民との交

流を促進。 

赤坂地区総合支所管

理課（赤坂区民センタ

ー） 

赤坂・青山子ども共育事業 地域の特性・人材を活用した子ども向けの

講座の実施、赤坂・青山共育情報局の運営

を通じて、企業・団体・住民が主体的に地

域の子ども向け事業に取り組む仕組みを

構築。また、親子で参加できる講座を行う

ことで、多世代間交流の機会を創出。 

赤坂地区総合支所協

働推進課 

赤坂でつながり隊 地域にある町会・自治会、商店会、地域活

動団体、ＮＰＯ、サークル、大学、企業等の

“つながり（コミュニティ）”を深め、情報や機

会、資源を分かち合えるような交流イベント

を実施。 

赤坂地区総合支所協

働推進課 

潮展展示会 みなとパーク芝浦内の区民ギャラリーを利

用し、障害者週間に合わせ、管内にある障

害者のための事業所の利用者が作成した

作品を展示。 

芝浦港南地区総合支

所管理課 

レインボーコンサート 区民に危機管理に関心を持ってもらうた

め、行政機関による防災・防犯に関する講

演会と、地域の音楽グループとのコラボレ

ーションコンサートを開催。 

芝浦港南地区総合支

所管理課（芝浦港南区

民センター、台場区民

センター） 
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事 業 名 概 要 所 管 課 

芝浦港南ふれあいまつり 利用団体の活動の紹介や成果を発表する

「場」を提供し、団体相互や地域住民との交

流を促進。 

芝浦港南地区総合支

所管理課（芝浦港南区

民センター） 

お台場夏まつり 利用団体の活動の紹介や成果を発表する

「場」を提供し、団体相互や地域住民との交

流を促進。 

芝浦港南地区総合支

所管理課（台場区民セ

ンター） 

ブリッジフェスタ 芝浦・港南・台場にある各施設が合同で、

地域で活動している団体が歌や演奏、民

謡、踊りを発表し、交流。 

芝浦港南地区総合支

所管理課（芝浦アイラ

ンド児童高齢者交流プ

ラザ、港南いきいきプ

ラザ） 

水辺のまちサーキュラーＬＡ

Ｂ. 

運河の魅力を高め身近に感じてもらい、水

質など環境改善に向けた気運を醸成する

ために、地区内の企業、大学、町会・自治会

等と連携し、サーキュラーエコノミーの視点

を取り入れた文化芸術等の取組を実施。 

芝浦港南地区総合支

所協働推進課 

文化芸術ネットワーク会議 区内の文化芸術活動団体や文化芸術施

設、企業、国際交流団体、大学、観光振興

団体など、文化芸術に関わる区内の多様な

主体が参加、交流できる場を設け、自発的

な連携により新たな文化芸術が創造される

機会を充実。 

国際化・文化芸術担当 

“社会を明るくする運動”み

なと区民の集い 

“社会を明るくする運動”の一環として、区

立中学校生徒による演奏・演技、親子で楽

しむプロによるクラシックコンサートを実

施。 

保健福祉課（”社会を

明るくする運動”港区

推進委員会） 

“社会を明るくする運動”港

区作文コンテスト 

“社会を明るくする運動”の一環として、小・

中学生を対象とした作文コンテストを実施。 

保健福祉課（”社会を

明るくする運動”港区

推進委員会） 

青少年健全育成大会 in 六

本木 

“社会を明るくする運動”の一環として、区

の小学校の児童等が演奏や演技等を披

露。 

保健福祉課（”社会を

明るくする運動”港区

推進委員会） 

長寿を祝う集い 区内在住の 75歳以上の高齢者を対象に、

式典のほか、芸能人、老人クラブ会員によ

る演芸を実施。 

高齢者支援課 

みなとほほえみ月間 

（老人保健福祉月間） 

高齢者のいきがいや外出機会の確保のた

め、ボランティア団体や区内民間事業者、

港区ミュージアムネットワーク加盟館などの

協力を得て、演劇や音楽鑑賞、ミュージア

ム巡りなど、様々な催しを企画。 

高齢者支援課 
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事 業 名 概 要 所 管 課 

介護予防フェスティバル 区が養成した介護予防リーダーや介護予

防サポーターが主体となり、介護予防に関

する活動の情報交換や普及・啓発を行うと

ともに、各種文化活動の体験ができる機会

を提供。 

高齢者支援課 

高齢者を対象とした区民向

け事業 

高齢者に関する相談支援に加え、介護予防

などを目的に、名所等をめぐるまち歩きや

折り紙、大人の塗り絵などを実施。 

高齢者支援課（高齢者

相談センター（地域包

括支援センター）） 

みんなとオレンジカフェ事業 認知症の人やその家族などを対象に、音楽

交流会やパステル・色鉛筆による作品づく

り、自主活動グループを招いての音楽会等

を実施。 

高齢者支援課 

障害者週間記念事業「とも

に生きるみんなの集い」 

障害者に対する理解の促進、差別の解消

を目的として、皆さんでともに考え、区民団

体によるパフォーマンス等を楽しむ事業を

開催。 

障害者福祉課 

障害者週間ポスター原画展 障害の有無にかかわらず、その人らしさを

認め合いながらともに生きる社会の実現に

向けて、「障害者週間記念事業」のポスター

原画を募集し、区有施設等で展示。 

障害者福祉課 

開発事業に係る定住促進

指導 

「港区開発事業に係る定住促進指導要綱」

の規定に基づき「生活に便利な施設」とし

て、図書館、資料館、美術館等を付置。 

住宅課 

交通安全のつどい 秋の交通安全運動期間に先がけ、区と区

内の６警察署などが合同で協力し合い、交

通安全意識の高揚を目的に、交通安全教

室に加え、音楽家や落語家などを招き開

催。 

地域交通課 

交通安全ポスターコンクー

ル 

区民に交通安全について理解と関心を高

めてもらうため、毎年、小・中学生から交通

安全ポスターを募集。 

地域交通課 

エコプラザでの環境学習の

推進 

区民の環境の保全に関する理解を深める

ため、芸術や食、歴史など身近な興味から

環境に触れることのできる講座やイベント

を開催。 

環境課（エコプラザ） 

ふくしまみなと未来塾「福島

の声・響き・願い」 

震災・原子力災害を経験した福島県内の高

校生たちが抱く地域への思い、未来への願

いを音楽を通じて共有し、港区・首都圏と

地方の新しい連携をともに考えることを目

的に、福島県内の高校合唱部・吹奏楽部と

区内高校吹奏楽部の公演及び交流を実

施。 

全国連携推進担当 
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事 業 名 概 要 所 管 課 

ＭＩＮＡＴＯシティハーフマラ

ソン 

「ＭＩＮＡＴＯシティハーフマラソン」当日に同

時開催する「ＲＵＮＲＵＮフェス」において、

区内を拠点とするジャズバンド、太鼓団体

や盆踊り団体等の文化団体が出演。 

オリンピック・パラリン

ピック推進担当 

平和祈念コンサート 「戦争の悲惨さ」「平和の尊さ」について考

え、次の世代へ語り伝えていくことを目的と

した「平和のつどい」の中で、幅広い世代の

方々が楽しめるコンサートを開催。 

人権・男女平等参画担

当 

憲法週間記念講演と映画

のつどい 

「憲法週間（５月１日～７日）」に合わせて、

講演と映画上映を実施し、憲法について改

めて考える場を提供。 

人権・男女平等参画担

当 

人権週間記念講演と映画

のつどい 

「人権週間（12 月４日～10 日）」に合わせ

て、講演と映画上映を実施し、人権尊重意

識向上のための啓発を実施。 

人権・男女平等参画担

当 

男女平等参画フェスタ in リ

ーブラ 

男女平等参画推進の拠点としての知名度

向上のため、実施事業や利用団体の活動

内容の紹介及び活動成果の発表を実施。 

人権・男女平等参画担

当（男女平等参画セン

ター） 

地域学校協働活動推進事

業 

文化芸術団体等による出前授業の実施に

つなげるため、地域コーディネーター等が、

学校と地域をつなぐ連絡・調整を実施。 

生涯学習スポーツ振

興課 

大学等と連携した活動 大学や地域団体などのノウハウを生かした

専門的な講座や体験学習を行うことで、子

どもたちが、図書館で楽しく、興味をもてる

行事を企画。 

図書文化財課 

明るい選挙啓発ポスターコ

ンクール 

区内小・中学校、高等学校を対象に、投票

参加など選挙に関心も持つよう訴えるもの

及び明るい選挙の実現を呼びかけるポスタ

ーを募集し、入選作品を区内施設で展示。 

選挙管理委員会事務

局 

 

２－２ 文化芸術振興に取り組む多様な主体への支援と連携 

 

事 業 名 概 要 所 管 課 

Kiss ポートボランティアス

タッフ 

地域住民によるボランティアスタッフが、コ

ンサート会場での運営補助や通訳など、ボ

ランティアとして活躍。 

地域振興課（公益財団

法人港区スポーツふ

れあい文化健康財団） 

文化プログラム連携事業 東京 2020大会に向けた気運醸成、さらに

はレガシー創出をめざし、区内で行われる

文化芸術事業及びその主催団体を一定期

間指定し、事業に係る経費の一部を負担す

るとともに、区と団体が連携し、区ならでは

の文化プログラムを展開。  

国際化・文化芸術担当 
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事 業 名 概 要 所 管 課 

文化団体との連携事業 区内の文化芸術活動の振興のため、港区

音楽連盟、港区華道茶道連盟の活動の一

部を支援。 

国際化・文化芸術担当 

文化芸術振興基金 社会経済情勢や財政状況の動向にかかわ

らず、文化芸術振興施策を安定的に推進し

ていくため、平成 19 年 4 月に設置。区の

文化芸術振興の趣旨に賛同する区民や文

化芸術活動団体、企業等からの寄付金を

積み立て、文化芸術振興のための事業に

活用。（令和２年度からは、港区版ふるさと

納税制度を利用した寄付が可能） 

国際化・文化芸術担当 

文化芸術活動サポート事業 区内で行われる文化芸術活動及びその活

動を行う団体を育成するため、活動に係る

経費の一部に対し助成金を交付するととも

に、専門家のアドバイスによる支援を実施。 

国際化・文化芸術担当

（公益財団法人港区ス

ポーツふれあい文化

健康財団） 

観光ボランティアガイド育成 観光客に区の魅力を発信するとともに、国

内外から訪れる観光客のニーズにきめ細

かく対応するため、観光ボランティアガイド

を育成。 

観光政策担当 

「東京 2020 応援プログラ

ム」推進助成事業 

東京 2020大会への参画やレガシー創出

のため、区内に活動拠点を置く団体が企画

して実施する東京 2020応援プログラム

対象事業（スポーツ・健康、文化等の八つ

の分野）に対し、平成 29年５月から助成。 

オリンピック・パラリン

ピック推進担当 

まなび屋 文化芸術に関する知識や技能を持つ方々

が、区民等のグループを対象にボランティ

アで講座を実施。 

生涯学習スポーツ振

興課 

文化財保存事業費補助金 文化財保護法、都条例及び区条例の規定

による指定を受けた文化財（指定文化財）

の所有者、管理者、保持者（団体を含む）に

対し、文化財の保存事業を促進するために

補助金を交付。 

図書文化財課 

文化財保護奨励金 区の指定を受けた文化財等の所有者等に

対し、文化財の保存と活用を奨励するため

に奨励金を交付。 

図書文化財課 

児童サービスボランティア

の育成 

おはなし会などの事業や訪問図書館サービ

スにおいて活動する、児童サービスボラン

ティアを育成し、区立図書館等との連携を

強化。 

図書文化財課 
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２－３ 危機を乗り越え持続可能な文化芸術活動の推進 

 

事 業 名 概 要 所 管 課 

港区文化芸術振興基金 

【再掲】 

社会経済情勢や財政状況の動向にかかわ

らず、文化芸術振興施策を安定的に推進し

ていくため、平成 19 年 4 月に設置。区の

文化芸術振興の趣旨に賛同する区民や文

化芸術活動団体、企業等からの寄付金を

積み立て、文化芸術振興のための事業に

活用。（令和２年度からは、港区版ふるさと

納税制度を利用した寄付が可能） 

国際化・文化芸術担当 

避難訓練コンサート 事業の実施中に大規模災害が起こることを

想定し、コンサート等の開催中に参加者、

出演者、財団スタッフが合同で避難訓練を

実施。 

国際化・文化芸術担当

（公益財団法人港区ス

ポーツふれあい文化健

康財団） 

文化プログラム推進事業～

文化芸術の力で港区を元

気に！プロジェクト～ 

区内を拠点に活動し、新型コロナウイルス

感染症の影響を受け、活動を自粛・縮小せ

ざるを得ない状況に置かれている文化芸

術団体を対象に、本事業の目的に基づく事

業を広く公募し、事業の企画・制作・実施に

係る費用を支援。 

国際化・文化芸術担当

（公益財団法人港区ス

ポーツふれあい文化健

康財団） 
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施策３ 文化芸術振興施策の推進に向けた基盤整備 

 

３-１ 文化芸術振興の中核拠点となる（仮称）文化芸術ホールの整備 

 

事 業 名 概 要 所 管 課 

（仮称）文化芸術ホールの

整備 

区の文化芸術振興の中核拠点となる（仮

称）文化芸術ホールを整備。 

国際化・文化芸術担当 

（仮称）文化芸術ホール整

備に向けた気運醸成事業 

区で初めての文化芸術の専門施設の整備

に向けて、区全体で気運を高め、全ての区

民に愛される施設となるよう、気運醸成事

業を実施。 

国際化・文化芸術担当 

 

３-２ 文化芸術を通じた多様性を認め合う区民意識の醸成 

 

事 業 名 概 要 所 管 課 

共生社会推進事業 障害の有無等にかかわらず、ともに鑑賞・

参加・体験するための舞台やワークショップ

など、共生社会の実現に向けたテーマ性・

発信性のある事業を実施。 

国際化・文化芸術担当

（公益財団法人港区ス

ポーツふれあい文化健

康財団） 

シアターリーブラ 男女平等及びジェンダーへの理解を深める

ため、男女平等参画センター所蔵の映像資

料を利用した映画上映会を開催。 

人権・男女平等参画担

当（男女平等参画セン

ター） 

絵本の森 若年世代から男女平等参画及びジェンダ

ーへの理解を深める目的で、未就学児の

親子を対象に、男女平等参画センター所蔵

の絵本を活用して、元保育士等による絵本

の読み聞かせとプチ子育て質問会を開催。 

人権・男女平等参画担

当（男女平等参画セン

ター） 

文化とジェンダー講座 伝統文化をジェンダーや男女平等参画の

視点から考える講座を開催。 

人権・男女平等参画担

当（男女平等参画セン

ター） 
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７ 港区文化芸術振興条例 

平成十八年六月二十八日 

条例第四十七号 

 

 (目的) 

第一条 この条例は、文化芸術の振興に関し、その基本理念を定め、港区(以下「区」とい

う。)の責務及び区民等の役割を明らかにするとともに、区の施策の基本的事項を定める

ことにより、その総合的かつ効果的な推進を図り、もって心豊かな区民生活と魅力ある地

域社会の実現に資することを目的とする。 

 

(定義) 

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

一 区民 区内に居住し、勤務し、在学し、又は滞在する者をいう。 

二 民間団体等 区内で活動する企業、文化芸術団体、地域団体その他の法人又は団体を

いう。 

三 区民等 区民及び民間団体等をいう。 

 

(基本理念) 

第三条 文化芸術の振興に当たっては、すべての区民が、年齢、障害の有無、国籍等にかか

わらず、等しく、文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造することができる環

境の整備が図られなければならない。 

２ 文化芸術の振興に当たっては、区民等が文化芸術活動に参加することにより、誇りと愛

着を持つことができる個性的で活力ある地域社会の実現が図られなければならない。 

３ 文化芸術の振興に当たっては、多種多様な文化芸術の保護及び発展並びに新たな文化

芸術の創造の促進が図られなければならない。 

４ 文化芸術の振興に当たっては、区民等と区との連携及び協力により文化芸術の発展が

図られなければならない。 

 

(区の責務) 

第四条 区は、基本理念にのっとり、文化芸術の振興に関する施策(以下「文化芸術振興施

策」という。)を総合的かつ効果的に推進するものとする。 

２ 区は、文化芸術振興施策の実施に当たっては、区民等が行う文化芸術活動の自主性及び
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創造性を十分に尊重しつつ、区民等の協力を求め、又は区民等の人材、情報その他の資源

(以下「区民等の資源」という。)を活用するよう努めるものとする。 

３ 区は、文化芸術振興施策を推進するため、必要な体制の整備及び財政上の措置を講ずる

よう努めるものとする。 

４ 区は、区の施策の実施に当たっては、文化芸術の振興を図る視点を取り入れるよう努め

るものとする。 

 

(区民の役割) 

第五条 区民は、文化芸術の果たす役割と自らがその担い手であることを理解するととも

に、相互の文化芸術活動を尊重しつつ、自主的かつ創造的な文化芸術活動を推進すること

によって、文化芸術の振興に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。 

 

(民間団体等の役割) 

第六条 民間団体等は、地域社会の一員として、自主的に文化芸術活動を展開するととも

に、区民の文化芸術活動を支援することによって、文化芸術の振興に積極的な役割を果た

すよう努めるものとする。 

 

(文化芸術に関するネットワークの整備等) 

第七条 区は、文化芸術活動が活発に行われるような環境の整備を図るため、区民等の資源

を有効に活用し、文化芸術に関するネットワークの整備並びに情報の収集及び提供その他

の必要な施策を講ずるものとする。 

 

(人材の育成) 

第八条 区は、文化芸術に関する創造的活動を行う者、文化芸術活動を支援する者その他の

文化芸術を担う者の育成を図るため、必要な施策を講ずるものとする。 

 

(伝統的文化等の保存及び継承並びに地域文化の発展) 

第九条 区は、伝統的な文化及び文化財の保存及び継承並びに地域の文化の発展を図るた

め、必要な施策を講ずるものとする。 

 

(国際文化交流) 

第十条 区は、区民と世界の人々との相互理解を深め、多様な文化を尊重する社会を実現す

るため、文化芸術活動を通じた国際交流の推進に努めるものとする。 
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(顕彰) 

第十一条 区は、文化芸術の振興に寄与した者の顕彰に努めるものとする。 

 

(委任) 

第十二条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。 

 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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８ 文化芸術基本法 

平成十三年十二月七日法律第百四十八号 

 

目次 

前 文 

第一章 総則（第一条―第六条） 

第二章 文化芸術推進基本計画等（第七条・第七条の二） 

第三章 文化芸術に関する基本的施策（第八条―第三十五条） 

第四章 文化芸術の推進に係る体制の整備（第三十六条・第三十七条） 

附 則 

 

文化芸術を創造し、享受し、文化的な環境の中で生きる喜びを見出すことは、人々の

変わらない願いである。また、文化芸術は、人々の創造性をはぐくみ、その表現力を高

めるとともに、人々の心のつながりや相互に理解し尊重し合う土壌を提供し、多様性を

受け入れることができる心豊かな社会を形成するものであり、世界の平和に寄与するも

のである。更に、文化芸術は、それ自体が固有の意義と価値を有するとともに、それぞ

れの国やそれぞれの時代における国民共通のよりどころとして重要な意味を持ち、国際

化が進展する中にあって、自己認識の基点となり、文化的な伝統を尊重する心を育てる

ものである。 

我々は、このような文化芸術の役割が今後においても変わることなく、心豊かな活力

ある社会の形成にとって極めて重要な意義を持ち続けると確信する。 

しかるに、現状をみるに、経済的な豊かさの中にありながら、文化芸術がその役割を

果たすことができるような基盤の整備及び環境の形成は十分な状態にあるとはいえない。

二十一世紀を迎えた今、文化芸術により生み出される様々な価値を生かして、これまで

培われてきた伝統的な文化芸術を継承し、発展させるとともに、独創性のある新たな文

化芸術の創造を促進することは、我々に課された緊要な課題となっている。 

このような事態に対処して、我が国の文化芸術の振興を図るためには、文化芸術の礎

たる表現の自由の重要性を深く認識し、文化芸術活動を行う者の自主性を尊重すること

を旨としつつ、文化芸術を国民の身近なものとし、それを尊重し大切にするよう包括的

に施策を推進していくことが不可欠である。 

ここに、文化芸術に関する施策についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、

文化芸術に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。 
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第一章 総則 

(目的) 

第一条 この法律は、文化芸術が人間に多くの恵沢をもたらすものであることに鑑み、

文化芸術に関する施策に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等

を明らかにするとともに、文化芸術に関する施策の基本となる事項を定めることによ

り、文化芸術に関する活動(以下「文化芸術活動」という。)を行う者(文化芸術活動を

行う団体を含む。以下同じ。)の自主的な活動の促進を旨として、文化芸術に関する施

策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって心豊かな国民生活及び活力ある社会の実

現に寄与することを目的とする。 

(平二九法七三・一部改正) 

 

(基本理念) 

第二条 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術活動を行う者の自主性が

十分に尊重されなければならない。 

２ 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術活動を行う者の創造性が十分

に尊重されるとともに、その地位の向上が図られ、その能力が十分に発揮されるよう

考慮されなければならない。 

３ 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術を創造し、享受することが人々

の生まれながらの権利であることに鑑み、国民がその年齢、障害の有無、経済的な状

況又は居住する地域にかかわらず等しく、文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこ

れを創造することができるような環境の整備が図られなければならない。 

４ 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、我が国及び世界において文化芸術活動

が活発に行われるような環境を醸成することを旨として文化芸術の発展が図られるよ

う考慮されなければならない。 

５ 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、多様な文化芸術の保護及び発展が図ら

れなければならない。 

６ 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、地域の人々により主体的に文化芸術活

動が行われるよう配慮するとともに、各地域の歴史、風土等を反映した特色ある文化

芸術の発展が図られなければならない。 

７ 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、我が国の文化芸術が広く世界へ発信さ

れるよう、文化芸術に係る国際的な交流及び貢献の推進が図られなければならない。 

８ 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、乳幼児、児童、生徒等に対する文化芸
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術に関する教育の重要性に鑑み、学校等、文化芸術活動を行う団体(以下「文化芸術団

体」という。)、家庭及び地域における活動の相互の連携が図られるよう配慮されなけ

ればならない。 

９ 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術活動を行う者その他広く国民

の意見が反映されるよう十分配慮されなければならない。 

１０ 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術により生み出される様々な

価値を文化芸術の継承、発展及び創造に活用することが重要であることに鑑み、文化

芸術の固有の意義と価値を尊重しつつ、観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、

産業その他の各関連分野における施策との有機的な連携が図られるよう配慮されなけ

ればならない。 

(平二九法七三・一部改正) 

 

(国の責務) 

第三条 国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、文化芸術に関

する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

(平二九法七三・一部改正) 

 

(地方公共団体の責務) 

第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、文化芸術に関し、国との連携を図りつ

つ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務

を有する。 

(平二九法七三・一部改正) 

 

(国民の関心及び理解) 

第五条 国は、現在及び将来の世代にわたって人々が文化芸術を創造し、享受すること

ができるとともに、文化芸術が将来にわたって発展するよう、国民の文化芸術に対す

る関心及び理解を深めるように努めなければならない。 

 

(文化芸術団体の役割) 

第五条の二 文化芸術団体は、その実情を踏まえつつ、自主的かつ主体的に、文化芸術

活動の充実を図るとともに、文化芸術の継承、発展及び創造に積極的な役割を果たす
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よう努めなければならない。 

(平二九法七三・追加) 

 

(関係者相互の連携及び協働) 

第五条の三 国、独立行政法人、地方公共団体、文化芸術団体、民間事業者その他の関

係者は、基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協働するよう努めなけ

ればならない。 

(平二九法七三・追加) 

 

(法制上の措置等) 

第六条 政府は、文化芸術に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制

上の措置その他の措置を講じなければならない。 

(平二九法七三・一部改正) 

 

第二章 文化芸術推進基本計画等 

(平二九法七三・改称) 

(文化芸術推進基本計画) 

第七条 政府は、文化芸術に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、文化芸

術に関する施策に関する基本的な計画(以下「文化芸術推進基本計画」という。)を定

めなければならない。 

２ 文化芸術推進基本計画は、文化芸術に関する施策を総合的かつ計画的に推進するた

めの基本的な事項その他必要な事項について定めるものとする。 

３ 文部科学大臣は、文化審議会の意見を聴いて、文化芸術推進基本計画の案を作成す

るものとする。 

４ 文部科学大臣は、文化芸術推進基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじ

め、関係行政機関の施策に係る事項について、第三十六条に規定する文化芸術推進会

議において連絡調整を図るものとする。 

５ 文部科学大臣は、文化芸術推進基本計画が定められたときは、遅滞なく、これを公

表しなければならない。 

６ 前三項の規定は、文化芸術推進基本計画の変更について準用する。 

(平二九法七三・一部改正) 
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(地方文化芸術推進基本計画) 

第七条の二 都道府県及び市(特別区を含む。第三十七条において同じ。)町村の教育委

員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第

二十三条第一項の条例の定めるところによりその長が同項第三号に掲げる事務を管理

し、及び執行することとされた地方公共団体(次項において「特定地方公共団体」とい

う。)にあっては、その長)は、文化芸術推進基本計画を参酌して、その地方の実情に

即した文化芸術の推進に関する計画(次項及び第三十七条において「地方文化芸術推進

基本計画」という。)を定めるよう努めるものとする。 

２ 特定地方公共団体の長が地方文化芸術推進基本計画を定め、又はこれを変更しよう

とするときは、あらかじめ、当該特定地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなけれ

ばならない。 

(平二九法七三・追加、平三〇法四二・令元法二六・一部改正) 

 

第三章 文化芸術に関する基本的施策 

(平二九法七三・改称) 

(芸術の振興) 

第八条 国は、文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊その他の芸術(次条に規定するメデ

ィア芸術を除く。)の振興を図るため、これらの芸術の公演、展示等への支援、これら

の芸術の制作等に係る物品の保存への支援、これらの芸術に係る知識及び技能の継承

への支援、芸術祭等の開催その他の必要な施策を講ずるものとする。 

(平二九法七三・一部改正) 

 

(メディア芸術の振興) 

第九条 国は、映画、漫画、アニメーション及びコンピュータその他の電子機器等を利

用した芸術(以下「メディア芸術」という。)の振興を図るため、メディア芸術の制作、

上映、展示等への支援、メディア芸術の制作等に係る物品の保存への支援、メディア

芸術に係る知識及び技能の継承への支援、芸術祭等の開催その他の必要な施策を講ず 

るものとする。 

(平二九法七三・一部改正) 
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(伝統芸能の継承及び発展) 

第十条 国は、雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、組踊その他の我が国古来の伝統的な芸能(以

下「伝統芸能」という。)の継承及び発展を図るため、伝統芸能の公演、これに用いら

れた物品の保存等への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

(平二九法七三・一部改正) 

 

(芸能の振興) 

第十一条 国は、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱その他の芸能(伝統芸能を除く。)

の振興を図るため、これらの芸能の公演、これに用いられた物品の保存等への支援、

これらの芸能に係る知識及び技能の継承への支援その他の必要な施策を講ずるものと

する。 

(平二九法七三・一部改正) 

 

(生活文化の振興並びに国民娯楽及び出版物等の普及) 

第十二条 国は、生活文化(茶道、華道、書道、食文化その他の生活に係る文化をいう。)

の振興を図るとともに、国民娯楽(囲碁、将棋その他の国民的娯楽をいう。)並びに出

版物及びレコード等の普及を図るため、これらに関する活動への支援その他の必要な

施策を講ずるものとする。 

(平二九法七三・一部改正) 

 

(文化財等の保存及び活用) 

第十三条 国は、有形及び無形の文化財並びにその保存技術(以下「文化財等」という。)

の保存及び活用を図るため、文化財等に関し、修復、防災対策、公開等への支援その

他の必要な施策を講ずるものとする。 

 

(地域における文化芸術の振興等) 

第十四条 国は、各地域における文化芸術の振興及びこれを通じた地域の振興を図るた

め、各地域における文化芸術の公演、展示、芸術祭等への支援、地域固有の伝統芸能

及び民俗芸能(地域の人々によって行われる民俗的な芸能をいう。)に関する活動への

支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

(平二九法七三・一部改正) 
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(国際交流等の推進) 

第十五条 国は、文化芸術に係る国際的な交流及び貢献の推進を図ることにより、我が

国及び世界の文化芸術活動の発展を図るため、文化芸術活動を行う者の国際的な交流

及び芸術祭その他の文化芸術に係る国際的な催しの開催又はこれへの参加、海外にお

ける我が国の文化芸術の現地の言語による展示、公開その他の普及への支援、海外の

文化遺産の修復に関する協力、海外における著作権に関する制度の整備に関する協力、

文化芸術に関する国際機関等の業務に従事する人材の養成及び派遣その他の必要な施

策を講ずるものとする。 

２ 国は、前項の施策を講ずるに当たっては、我が国の文化芸術を総合的に世界に発信

するよう努めなければならない。 

(平二九法七三・一部改正) 

 

(芸術家等の養成及び確保) 

第十六条 国は、文化芸術に関する創造的活動を行う者、伝統芸能の伝承者、文化財等

の保存及び活用に関する専門的知識及び技能を有する者、文化芸術活動に関する企画

又は制作を行う者、文化芸術活動に関する技術者、文化施設の管理及び運営を行う者

その他の文化芸術を担う者(以下「芸術家等」という。)の養成及び確保を図るため、

国内外における研修、教育訓練等の人材育成への支援、研修成果の発表の機会の確保、

文化芸術に関する作品の流通の促進、芸術家等の文化芸術に関する創造的活動等の環

境の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。 

(平二九法七三・一部改正) 

 

(文化芸術に係る教育研究機関等の整備等) 

第十七条 国は、芸術家等の養成及び文化芸術に関する調査研究の充実を図るため、文

化芸術に係る大学その他の教育研究機関等の整備その他の必要な施策を講ずるものと

する。 

 

(国語についての理解) 

第十八条 国は、国語が文化芸術の基盤をなすことにかんがみ、国語について正しい理

解を深めるため、国語教育の充実、国語に関する調査研究及び知識の普及その他の必

要な施策を講ずるものとする。 
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(日本語教育の充実) 

第十九条 国は、外国人の我が国の文化芸術に関する理解に資するよう、外国人に対す

る日本語教育の充実を図るため、日本語教育に従事する者の養成及び研修体制の整備、

日本語教育に関する教材の開発、日本語教育を行う機関における教育の水準の向上そ

の他の必要な施策を講ずるものとする。 

(平二九法七三・一部改正) 

 

(著作権等の保護及び利用) 

第二十条 国は、文化芸術の振興の基盤をなす著作者の権利及びこれに隣接する権利(以

下この条において「著作権等」という。)について、著作権等に関する内外の動向を踏

まえつつ、著作権等の保護及び公正な利用を図るため、著作権等に関する制度及び著

作物の適正な流通を確保するための環境の整備、著作権等の侵害に係る対策の推進、

著作権等に関する調査研究及び普及啓発その他の必要な施策を講ずるものとする。 

(平二九法七三・一部改正) 

 

(国民の鑑賞等の機会の充実) 

第二十一条 国は、広く国民が自主的に文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを

創造する機会の充実を図るため、各地域における文化芸術の公演、展示等への支援、

これらに関する情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。 

 

(高齢者、障害者等の文化芸術活動の充実) 

第二十二条 国は、高齢者、障害者等が行う文化芸術活動の充実を図るため、これらの

者の行う創造的活動、公演等への支援、これらの者の文化芸術活動が活発に行われる

ような環境の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。 

(平二九法七三・一部改正) 

 

(青少年の文化芸術活動の充実) 

第二十三条 国は、青少年が行う文化芸術活動の充実を図るため、青少年を対象とした

文化芸術の公演、展示等への支援、青少年による文化芸術活動への支援その他の必要

な施策を講ずるものとする。 
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(学校教育における文化芸術活動の充実) 

第二十四条 国は、学校教育における文化芸術活動の充実を図るため、文化芸術に関す

る体験学習等文化芸術に関する教育の充実、芸術家等及び文化芸術団体による学校に

おける文化芸術活動に対する協力への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

(平二九法七三・一部改正) 

 

(劇場、音楽堂等の充実) 

第二十五条 国は、劇場、音楽堂等の充実を図るため、これらの施設に関し、自らの設

置等に係る施設の整備、公演等への支援、芸術家等の配置等への支援、情報の提供そ

の他の必要な施策を講ずるものとする。 

 

(美術館、博物館、図書館等の充実) 

第二十六条 国は、美術館、博物館、図書館等の充実を図るため、これらの施設に関し、

自らの設置等に係る施設の整備、展示等への支援、芸術家等の配置等への支援、文化

芸術に関する作品等の記録及び保存への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

 

(地域における文化芸術活動の場の充実) 

第二十七条 国は、国民に身近な文化芸術活動の場の充実を図るため、各地域における

文化施設、学校施設、社会教育施設等を容易に利用できるようにするための措置その

他の必要な施策を講ずるものとする。 

 

(公共の建物等の建築に当たっての配慮等) 

第二十八条 国は、公共の建物等の建築に当たっては、その外観等について、周囲の自

然的環境、地域の歴史及び文化等との調和を保つよう努めるものとする。 

２ 国は、公共の建物等において、文化芸術に関する作品の展示その他の文化芸術の振

興に資する取組を行うよう努めるものとする。 

(平二九法七三・一部改正) 

 

(情報通信技術の活用の推進) 

第二十九条 国は、文化芸術活動における情報通信技術の活用の推進を図るため、文化
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芸術活動に関する情報通信ネットワークの構築、美術館等における情報通信技術を活

用した展示への支援、情報通信技術を活用した文化芸術に関する作品等の記録及び公

開への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

 

(調査研究等) 

第二十九条の二 国は、文化芸術に関する施策の推進を図るため、文化芸術の振興に必

要な調査研究並びに国の内外の情報の収集、整理及び提供その他の必要な施策を講ず

るものとする。 

(平二九法七三・追加) 

 

(地方公共団体及び民間の団体等への情報提供等) 

第三十条 国は、地方公共団体及び民間の団体等が行う文化芸術の振興のための取組を

促進するため、情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。 

 

(民間の支援活動の活性化等) 

第三十一条 国は、個人又は民間の団体が文化芸術活動に対して行う支援活動の活性化

を図るとともに、文化芸術活動を行う者の活動を支援するため、文化芸術団体が個人

又は民間の団体からの寄附を受けることを容易にする等のための税制上の措置、文化

芸術団体が行う文化芸術活動への支援その他の必要な施策を講ずるよう努めなければ

ならない。 

(平二九法七三・一部改正) 

 

(関係機関等の連携等) 

第三十二条 国は、第八条から前条までの施策を講ずるに当たっては、芸術家等、文化

芸術団体、学校等、文化施設、社会教育施設、民間事業者その他の関係機関等の間の

連携が図られるよう配慮しなければならない。 

２ 国は、芸術家等及び文化芸術団体が、学校等、文化施設、社会教育施設、福祉施設、

医療機関、民間事業者等と協力して、地域の人々が文化芸術を鑑賞し、これに参加し、

又はこれを創造する機会を提供できるようにするよう努めなければならない。 

(平二九法七三・一部改正) 
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(顕彰) 

第三十三条 国は、文化芸術活動で顕著な成果を収めた者及び文化芸術の振興に寄与し

た者の顕彰に努めるものとする。 

 

(政策形成への民意の反映等) 

第三十四条 国は、文化芸術に関する政策形成に民意を反映し、その過程の公正性及び

透明性を確保するため、芸術家等、学識経験者その他広く国民の意見を求め、これを

十分考慮した上で政策形成を行う仕組みの活用等を図るものとする。 

(平二九法七三・一部改正) 

 

(地方公共団体の施策) 

第三十五条 地方公共団体は、第八条から前条までの国の施策を勘案し、その地域の特

性に応じた文化芸術に関する施策の推進を図るよう努めるものとする。 

(平二九法七三・一部改正) 

 

第四章 文化芸術の推進に係る体制の整備 

(平二九法七三・追加) 

(文化芸術推進会議) 

第三十六条 政府は、文化芸術に関する施策の総合的、一体的かつ効果的な推進を図る

ため、文化芸術推進会議を設け、文部科学省及び内閣府、総務省、外務省、厚生労働

省、農林水産省、経済産業省、国土交通省その他の関係行政機関相互の連絡調整を行

うものとする。 

(平二九法七三・追加) 

 

(都道府県及び市町村の文化芸術推進会議等) 

第三十七条 都道府県及び市町村に、地方文化芸術推進基本計画その他の文化芸術の推

進に関する重要事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、審議会その

他の合議制の機関を置くことができる。 

(平二九法七三・追加) 

 

附 則 抄 
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(施行期日) 

１ この法律は、公布の日から施行する。 

 

附 則 (平成二九年六月二三日法律第七三号) 抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

 

(文化芸術に関する施策を総合的に推進するための文化庁の機能の拡充等の検討) 

第二条 政府は、文化芸術に関する施策を総合的に推進するため、文化庁の機能の拡充

等について、その行政組織の在り方を含め検討を加え、その結果に基づいて必要な措

置を講ずるものとする。 

 

附 則 (平成三〇年六月八日法律第四二号) 抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 

 

附 則 (令和元年六月七日法律第二六号) 抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 
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