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Ⅰ 概要 

 

１ 計画策定の趣旨 

近年、めまぐるしく社会のシステムが変化する中で、人々は単なる物質的

な豊かさだけでなく、精神的な豊かさや心の安らぎを求めるようになってき

ています。 

その一方で、昨今の厳しい経済情勢は雇用状況の悪化を招いており、また、

急速な尐子高齢化の進行や人と人の関わり合いの希薄化など、社会全体に不

透明感や閉塞感が漂い、人々の生活に潤いがなくなってきているといわれて

います。 

そのような中にあって文化芸術は、人々の豊かな感性を育むとともに、郷

土への愛着を深め、活力あるまちづくりのために重要な役割を担うものと考

えられます 

本計画は、本市の文化芸術を振興するため、その基本理念及び具体的な施

策を定めることを目的として策定します。 

 

 

２ 計画の位置付け 

本計画は第三次川越市総合計画を上位計画とした文化芸術に関する個別計

画として策定するものとし、その他の個別計画との整合を図りながら施策を

推進することとします。 

 

 

【第三次川越市総合計画における文化芸術の位置付け】 

平成１８年度から平成２７年度までの１０年間を計画期間とする第三次

川越市総合計画では、まちづくりの基本的な考え方を示す基本構想の理念

の１つに「歴史・文化を生かしたまちづくり」を掲げています。 

さらに、総合計画の将来都市像である「ひと、まち、未来、みんなでつ

くる いきいき川越」を実現するために、教育・文化・スポーツの分野で

「学びと交流を深め、豊かな心と文化をはぐくむまち」を基本目標とし、

その中で、文化芸術に係る方向性として「歴史文化の継承と新しい市民文

化の創造」を掲げ、また、施策として「芸術文化活動の充実」・「文化財の

保存・活用」を挙げています。 
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 【本市のその他の個別計画との関係】 

本計画の推進においては、川越市教育振興基本計画（策定中）・川越市生

涯学習基本計画・川越市国際化基本計画・川越市観光振興計画など、他の

行政分野の計画と整合を図りながら施策を推進していきます。 

 

 

３ 計画の期間 

本計画の期間は第三次川越市総合計画後期基本計画に合わせ、平成２３年

度から平成２７年度までの５年間とします。 

なお、社会情勢や市民ニーズの変化、本計画の進行状況などを踏まえ、必

要に応じて見直します。 

 

（参考）第三次川越市総合計画より抜粋 

 

基本構想の理念 

「歴史・文化を生かしたまちづくり」 

先人から受け継いだ歴史と文化を生かし、新たな価値を創造するまちをつくり

ます。 

 

教育・文化・スポーツの分野の基本目標 

学びと交流を深め、豊かな心と文化をはぐくむまち 

 

《芸術文化に係る方向性》 

歴史文化の継承と新しい市民文化の創造 

先人から受け継いだ豊かな歴史的文化は、本市の誇りであり市民の宝で

す。これを次世代に継承するとともに、新たな芸術文化を創造するため、市

民の芸術文化活動を支援します。また、身近なところで芸術文化に親しめる

環境を整えていきます。 

 



pg. 3 

Ⅱ 現状と課題 

 

１ 文化行政を巡る環境 

 

（１）社会情勢 

①経済 

低迷が長く続いた我が国の経済は、緩やかな回復に向かい持ち直して

いくと見込まれています（平成２２年１月閣議決定「平成２２年度の経

済見通しと経済財政運営の基本的態度」より）が、実質国内総生産（※１）

のマイナス成長や雇用状況の悪化は続いており、国民の所得や生活に対

する不安感は依然として大きい状況です。人々の生活の潤いは著しく損

なわれ、余暇や余裕時間を趣味などに充てることができる人々も減尐し

ています。 

また、経済の低迷は税収の低下を招き、全国の地方公共団体では、施

策や事務事業の見直しや効率化が求められています。 

本市においても、福祉に要する経費の増加に対し、政策的な経費は年々

減尐している状況であり、より一層の選択と集中による適正な事業計画

と実施が求められています。 

②家庭 

尐子高齢化による総人口の減尐と、文化芸術活動の担い手となる若者

の減尐、核家族化、共働き夫婦の増加による家庭の形態の変化は、文化

行政を取り巻く環境にも影響を与えています。親の代から子どもの代、

孫の代へと世代に渡り伝え守られてきた芸能などは、継承者が尐なくな

りつつあります。 

③教育 

平成１８年に教育基本法が約６０年ぶりに改正され、今後の教育のあ

るべき姿、目指すべき理念がより具体的に規定されました。この教育基

本法の改正を踏まえて、学校教育法、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律、教育職員免許法及び教育公務員特例法のいわゆる教育三法が

平成２０年に改正されました。文化行政に大きく関わる事項としては、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正による「スポーツ・文

化に関する事務の所掌の弾力化」が挙げられ、このことにより、これま

で教育委員会の職務権限であったスポーツ（学校体育に関する事務を除

く）・文化（文化財の保護に関する事務を除く）の事務を地域づくりの観

点から、地域の実情や住民のニーズに応じて、条例で定めるところによ
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り首長が管理・執行することができるようになりました。この改正によ

り本市では、平成２２年４月に文化とスポーツを担当する文化スポーツ

部が誕生しました。 

一方、学校教育においては、平成１４年度から完全学校週５日制が実

施され、ゆとりの中で生きる力を育むことを重視し、「総合的な学習の時

間（※２）」が導入されましたが、授業時数の減尐等の問題が指摘される中、

平成２０年３月に告示された新学習指導要領では、授業時数・内容が増

やされています。本市の小学校等においても、これまで総合的な学習の

時間を、芸術の鑑賞や郷土に関する学習等に活用していましたが、この

時間が減尐すると子どもたちが文化芸術に触れる機会についても影響を

受けると考えられます。 

④行政と市民の関係 

従来、市民の生活に関わり個人の力のみでは解決することが難しい事

柄（公共）は、もっぱら行政により担われてきましたが、厳しい財政状

況や限られた資源のもとで、すべてを行政だけで対応することが困難に

なっています。 

一方で、地域の課題を意欲的に解決しようとする自治会等の地域活動

を行う組織、ＮＰＯ（※３）法人、ボランティアなど、市民の力が高まっ

ています。 

このような状況の中、「本市とかかわりのある人が持つさまざまな“ま

ちへの思い”を市民と行政が共有し、相互に協力し合いながらまちづく

りへの“行動”につなげ、住みよい魅力あるまちをつくっていく取組」

である「協働」の動きが強まっています。 

⑤グローバリゼーション 

交通機関の発達による国境を越えた人々の移動や政治経済分野におけ

る国家間の緊密化、インターネットの普及などにより、さまざまな事柄

が地球規模に拡大する“グローバリゼーション”が進んでいます。 

文化の交流は、それぞれの文化に深さや広さをもたらすものであり、

その結果として現在の多様な文化の発展がある一方、政治的・経済的・

文化的な境界線、障壁がなくなることで、社会のさまざまな営みが同質

化されることが懸念されています。 

 

 

（２）文化芸術振興に係る国の動向 

平成１３年１１月、文化芸術の振興のための基本的な法律として「文化芸

術振興基本法」が成立しました。 

http://kotobank.jp/word/%E6%94%BF%E6%B2%BB
http://kotobank.jp/word/%E6%94%BF%E6%B2%BB
http://kotobank.jp/word/%E6%94%BF%E6%B2%BB
http://kotobank.jp/word/%E6%94%BF%E6%B2%BB
http://kotobank.jp/word/%E5%88%86%E9%87%8E
http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E5%AE%B6
http://kotobank.jp/word/%E5%9C%B0%E7%90%83
http://kotobank.jp/word/%E5%9C%B0%E7%90%83
http://kotobank.jp/word/%E5%9C%B0%E7%90%83
http://kotobank.jp/word/%E6%8B%A1%E5%A4%A7
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この法律は、文化芸術に関する活動を行う人々の自主的な活動を促進する

ことを基本としながら、文化芸術の振興に関する施策の総合的な推進を図り、

心豊かな国民生活と活力ある社会の実現に貢献することを目的としています。 

また、平成１４年１２月に策定された国の第１次基本方針について、策定

後の諸情勢の変化や文化芸術施策の進展等を踏まえて見直しが行われ、平成

１９年に新たな第２次基本方針が閣議決定されました。 

この第２次基本方針に基づき、文化庁では「文化芸術立国（※４）」を目指し

て、文化芸術の振興に取り組んでいるところです。 

 

 

（３）本市の特色 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①先人が築き、現在に残されている貴重な歴史的遺産 

武蔵野の広大な台地や入間川・荒川のもたらす豊かな風土の下、川越

では縄文・弥生の時代に人々が居住して以来、先人たちによりさまざま

な文化が築かれてきました。 

平安時代末期には河越氏が現在の上戸小学校付近に居館を構えました。

室町時代には扇谷上杉氏の命により、現在の市役所付近に河越城が築城

され、このことが城下町としての礎となりました。 

江戸時代に始まった新河岸川舟運は、物資の集散地としての繁栄と江

戸の文化を川越にもたらします。明治２６年の川越大火でまちの３分の

１を焼失すると、川越商人は持ち前の財力で江戸の様式を取り入れた土

蔵造りの店蔵を建て連ねました。 

川越城本丸御殿や蔵造りの町並みは現在に至るまで保存・活用され、

本市の大きな魅力となっています。 

②歴史と伝統に培われた活発な市民の活動 

江戸文化を色濃く残す川越まつり（※５）をはじめ、市民が協力して開

催する文化的活動もさまざまな形で展開されてきました。 

川越市の文化芸術の特色 

 
貴重な 

歴史的遺産 

県西部地域の 

文化芸術の 

先駆的役割 

歴史伝統に 

培われた 

市民の活動 

市民の文化に 

対するイメージ 

 

 伝統的な祭り・ 

行事・芸能・文化

財・歴史的遺産 
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歴史と伝統に培われた本市では、活発な市民の活動を生み出してきま

した。近年においても、小江戸川越春まつり（※６）・川越百万灯夏まつり

（※７）・川越産業博覧会（※８）など、新たな祭りや催しなどが行われてい

ます。そこでは音楽演奏やダンスパフォーマンスの披露や茶席が設けら

れるなど、市内外に向け、川越独自の文化を発信しています。 

市民の文化芸術に関する意識の高さは、戦後間もない昭和２０年代に

川越市文化団体連合会、川越美術協会を発足させました。 

現在、市民団体が主催している美術展は、全国に出品を呼び掛けて開

催しています。また、国内で高い評価を得ている吹奏楽団や、国外へも

目を向けて活動している合唱団があります。 

歴史と伝統に培われた市民活動が、現在も広がりを見せながら脈々と

受け継がれています。 

③県西部地域の文化芸術の先駆的役割 

本市では、昭和２４年に第１回市民文化祭が教育委員会と川越市文化

団体連絡協議会（現在の川越市文化団体連合会）との共催で、また、昭

和２７年には川越市美術展が教育委員会と川越美術連合会（現在の川越

美術協会）との共催でスタートするなど、他市に先駆けて文化芸術活動

が行われてきました。当時は主に公民館を会場としていて、市民の文化

芸術の成果を本格的に発表する施設が不足していました。昭和３０年代

になると市民の中から新しい施設の建設要望が高まり、この要望を受け、

昭和３９年に県内で初めての市民会館を建設しました。さらに、昭和５

０年代になると市民文化祭も約２０種目にわたって開かれるようになり、

市民の参加も１万人を超えるようになりました。このような状況の中、

市民会館大ホールだけでは市民の要望に応えきれず、昭和６３年に西文

化会館、平成４年にやまぶき会館、平成６年に南文化会館を整備してき

ました。また、時期を同じにして美術振興のために美術館建設の陳情が

始まり、平成１４年には県内２館目となる市立美術館を開館しました。

このように本市では、周辺の自治体に先駆けて文化施設を整備し、市民

はもとより、広く発表や鑑賞の機会を確保してきました。 

④市民の文化のイメージは「伝統」と「文化財・歴史的遺産」 

本計画の策定に先立ち、平成２０年 7 月に市内にお住まいの１６歳以

上の方３,０００人を対象に「文化芸術に関する市民アンケート」（以下

「市民アンケート」とします）を実施しました。この市民アンケートの

中で、「川越の文化」という言葉に対するイメージを伺ったところ、７割

以上の方が、「伝統的な祭り・行事・芸能」または「文化財・歴史的遺産

の保存・活用」と答えています。このように市民は、文化に対して歴史

的なイメージをとても強く持っています。（資料１） 
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資料１ 市民アンケート結果「“川越の文化”という言葉のイメージ」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※１ 実質国内総生産：国内総生産は、付加価値（国内で新しく生み出された商品やサービス）
の合計。消費金額に一致していて、構成要素中の個人消費は、国内総生産の約６０％を占めて
います。残りの約４０％である「投資」は、買ってもすぐには消費されないものをいい、証券
投資のことではなく、企業による設備投資や個人の住宅投資などをさします。（実質：物価変
動による影響を取り除いたもの。） 

※２ 総合的な学習の時間：自ら学び、考える力や学び方、ものの考え方などを身に付けさせ、
問題の解決や探求活動に主体的、創造的、協同的に取り組む態度を育て、自己の生き方を考え
ることができることを目的に、各学校が創意工夫をして学校ごとに教える内容を決めて行う授
業のことです。 

※３ ＮＰＯ [Non Profit Organization]：様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し
収益を分配することを目的としない団体の総称です。したがって、収益を目的とする事業を行
うこと自体は認められますが、事業で得た収益は、様々な社会貢献活動に充てることになりま
す。様々な分野（福祉、教育・文化、まちづくり、環境、国際協力など）で、社会の多様化し
たニーズに応える重要な役割を果たすことが期待されています。 

※４ 文化芸術立国：第２次基本方針で、“今後一層文化芸術を振興することにより、心豊かな
国民生活を実現するとともに、活力ある社会を構築して国の魅力を高め、経済力のみならず文
化力（文化芸術の持つ、人を引き付ける魅力や社会に与える影響力）により世界から評価され
る国”＝“文化芸術立国”を目指すことが必要であるとしています。 

※５ 川越まつり：川越まつりは、江戸「天下祭」の様式や風流を今に伝える貴重な都市型祭礼
として３６０年の時代を超えて守り、川越独特の特色を加えながら発展してきました。平成１
７年、｢川越氷川祭の山車行事｣として国指定重要無形民俗文化財となっています。 

※6 小江戸川越春まつり：毎年３月下旬から５月上旬まで、市街地等各地で行われる催しもの
を総称して、小江戸川越春まつりとして開催しています。 

※７ 川越百万灯夏まつり：毎年７月下旬に、「市民まつり」としてパレード、踊りやダンスの
披露、地元商店街のイベントなどが行われます。 

※８ 川越産業博覧会：毎年１０月下旬、市内の産業経済全般にわたる関係団体の参加による祭
典を開催しています。 
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資料２ 市民アンケート結果「最近１年間の文化芸術活動経験」 

 

 

 

資料３ 市民アンケート結果「文化芸術活動を行わなかった理由」 

 

 

 

２ 本市の文化行政の現状と課題 

 

（１）市民の文化芸術活動について 

 

① 現 状 

市民アンケートによると、文化芸術活動をしている方が３割、活動に携

わっていない方が７割という状況です。（資料２）活動を行わなかった理由と

しては、「時間がない」「興味がない」と答えた方が多く、また、「いつ、ど

こでできるのか情報がなく、わからない」と答えた方がいました。（資料３） 

活動する場としての施設については、施設数や利用率から見た場合、概

ね充足している状況です。（資料４・資料５） 

活動への財政的支援とし

ては、市民文化祭や地区文

化祭を開催する団体等に対

して補助金を交付し、市民

の文化芸術活動を支援して

います。 

また、市内には、尚美学

園大学・東京国際大学・東

邦音楽大学・東洋大学の４

つの大学があり、これら大

学との連携事業も行われて

います。なお、１，０００

人を超える留学生が市内で

学んでいる状況です。 

姉妹都市、友好都市（※９）

として、国内外６つの都市

と盟約を交わし、中学生の

相互交流を行うなど、多文

化交流の推進を図る事業を

実施しています。 

本市の新たな取組として

は、産業観光館（※10）では

市民の文化芸術活動の発表

の場や文化芸術に触れる場

として施設を活用し、市民

と観光客との交流を促進す

る事業を計画しています。 
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また、地域の文化を育むため、地域と大学が協力して、中学生を中心と

した吹奏楽団を結成し演奏活動を行うようになり、地域文化が育まれるよ

うな新しい取組も実施されています。 

 

資料４ 川越市文化関係施設概要 

区分 施設名称 
供用 
開始 

ホール 
席数 

会議室 和室 その他 

文化施設 

市民会館 S39 1,261 4 1 0 
やまぶき会館 H4 518 3 0 2 
西文化会館 S63 352 3 1 3 
南文化会館 H6 368 4 3 3 
川越駅東口 
多目的ホール 

H14 204 － － － 

地域ふれあ
いセンター 

北部 H14 201 2 2 5 
東部 H20 200 2 0 2 

公民館 
（18館 1分館 
1分室の計） 

― ― 63 27 35 

※ 平成２１年４月１日現在（高階市民センターを含む。） 
公民館の“会議室”には、講座室及び相談室を含む。 
公民館の“その他”には、実習室、音楽室、保育室、軽体育室等を含む。 

 

資料５ 市内文化施設等利用率 

文 化 施 設（４館の平均） 
（全体） ４１．６％ 
（ホール） ４２．１％ 

地域ふれあいセンター（２館の平均） 
（全体） ３０．５％ 
（ホール） ６２．４％ 

公 民 館 利 用 率（２１館の平均） ４８．２％ 

（平成２０年度） 
※文化施設及びふれあいセンターは、利用区分（午前・午後・夜間）による利用率。 
※公民館については、全利用可能回数に対する公民館主催事業による使用を除いた利
用の割合。ただし、旧高階公民館は閉館以前の利用率を、高階市民センターは開館
後の平成２０年５月１日以降の利用率を計上。 

 

② 課 題 

厳しさを増す財政事情の中で、市民の文化芸術活動を支援するためには、

市民団体や大学等の多様な主体との協力・連携や、他の行政分野の施策と

の融合的な事業展開を増やしていく必要があります。活動を行うための施

設についても大学をはじめとする様々な施設の有効活用の検討が必要です。 

また、時間がないという理由で文化芸術活動ができない市民に対しては、

事業の工夫と文化芸術活動支援のための適切な情報提供が必要です。 

姉妹友好都市との交流に関し、より広く市民レベルでの交流につなげ、

国際理解の促進を図っていく必要があります。また、留学生について、文

化交流や多文化共生（※11）のための中心的な役割が期待されます。 
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（２）歴史的遺産の保存・活用について 

 

① 現 状 

本市には、国・県・市指定の数多くの文化財があります。また、伝統行

事等については、文化財としての価値の高いものが数多く残っています。 

「蔵造りの町並み」や「時の鐘」がある一番街周辺や大正浪漫夢通りな

どにおいては、町並みの保存を目指した街路整備、電線類の地中化など、

町並みの保存事業や景観の整備事業が活発に行われています。本市では、

まちづくりと観光の視点で歴史的町並みを保存・活用するため、保存対策

調査や家屋整備のための補助金を交付しています。 

郷土に関する学習について、市立博物館では、「子ども博物館教室」や「む

かしの勉強・むかしの遊び展」、「土曜子ども体験」などを学校教育と連携

して開催するほか、文化の日記念事業として伝統芸能等（※12）の実演も実施

しています。 

また、公民館では「地域に関する学習の推進」を事業の柱の一つとして

掲げ、市民が地域の歴史や文化を学ぶ講座を開催するとともに、受講者の

自主的な学習の継続・組織化を支援しています。 

② 課 題 

現在、市内には、地域によって様々な伝統行事等（※13）が保存・伝承され

ていますが、その伝統行事等については後継者不足が指摘される中、まだ、

未調査の地域が残されています。 

多くの文化財を抱える本市ですが、この貴重な文化財を広く市民に周知

し、市民と協働しながら、その活用を推進していくことが必要になってい

ます。 

また、特色ある歴史的景観が本市の魅力になっていますので、今後とも

良好な景観の形成に努めてゆく必要があります。 
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資料６ 市民アンケート結果「鑑賞した場所」 

 

資料７ 市民アンケート結果「鑑賞しなかった、できなかっ

た理由」 

 

 

 

 

（３）芸術の鑑賞機会の提供について 

 

① 現 状 

本市は、県内で２番目となる市立美術館を設置しています。郷土ゆかり

の作家の作品や市民の関心が高いジャンルや独自性を生かした展示により、

川越ならではの芸術文化の発信に努めています。市立美術館の入館者数は、

魅力ある特別展の開催などにより増加しています。 

音楽・舞台芸術を鑑賞することができる施設については、稼働率と席数

においては、他の中核市の施設との比較では充実している状況ですが、市

民会館については、老朽化が進んでいます。現在、「西部地域振興ふれあい

拠点施設（仮称）」に新ホールの設置が予定され、新しい文化芸術の拠点と

して早期の建設が期待されています。 

文化施設を中心とした音楽鑑賞や舞台芸術の鑑賞機会の提供については、

現在、市の主催事業とし

ては行っていません。民

間事業者等が提供する催

し物が主体になっていま

す。 

市民アンケートによる

と、市民の４分の３は何

らかの芸術鑑賞をしてい

ますが、そのうちの４分

の３が、市外で鑑賞して

いる状況です（資料６）。 

一方、芸術鑑賞をしな

かった・できなかった理

由としては、「興味はある

が時間がとれない」とい

う回答が４割以上を占め

ました。これに「興味が

ない」、「近くで観たい催

し物をやっていない」と

いう理由が続いている状

況でした（資料７）。 
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② 課 題 

新しい文化芸術振興の拠点として新ホールの設置が予定されており、市

内の身近な場所でプロの芸術家などが提供する良質な芸術の鑑賞ができる

ような環境創造が望まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※９ 姉妹都市・友好都市：川越市は、異文化交流を推進し相互理解を深めるため、国内外の都
市と姉妹都市提携を結んでいます。平成２２年４月現在、国内３都市（福島県棚倉町、福井県
小浜市、北海道中札内村）、海外３都市（オッフェンバッハ市（ドイツ連邦共和国）、セーレム
市（アメリカ合衆国）、オータン市（フランス共和国））と提携しています。 

※１０ 産業観光館：旧鏡山酒造を改修し、市民の地域産業に関する理解を深めるとともに、市
民と観光旅行者の交流を促進することにより地域の活性化を図ることを目的に、地域の食材や
特産物を提供する飲食・物販施設、観光案内所のほか、市民活動の拠点となる会議室やギャラ
リーを備える施設として整備した施設。愛称を「小江戸蔵里（こえどくらり）として平成２２
年１０月から指定管理者が運営しています。 

※１１ 多文化共生：外国籍の市民も含め、同じ地域に住む者を同じ構成員として、文化の違い
を認め合い、異なる文化・生活習慣・価値観を受容・尊重して共に生きていくことです。 

※１２ 伝統芸能等：伝統行事等（※１３参照）の中で、能・狂言・歌舞伎などに代表される舞
台芸術や、地域の人たちが継承してきた演劇・音楽・舞踊などのことを指します。 

※１３ 伝統行事等：衣食住、生業、信仰、年中行事などに関わる風俗慣習、民俗芸能その他の
日常生活の中で生み出し、継承してきた有形・無形の伝承のことを指します。 
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（４） 市民の意識について 

 

① 現 状 

平成２０年７月に実施した川越市市民満足度調査の結果において、本市

の施策全体からみた重要度・満足度の比較で、「芸術文化活動の充実」につ

いては、重要度が低いと感じている市民が多い状況です。 

「文化財の保存・活用」については、満足度も高く、ある程度重要であ

ると感じている市民が多い状況です。（資料８） 

 

資料８ 川越市市民満足度調査（平成２０年７月実施）度数分布図 

 
この調査は、本市が第三次川越市総合計画に基づき取り組んでいる５９の施策に
ついて、市内に在住の３，０００人を対象にアンケートを行い、今後の「施策の
重要度」と施策の取組に対する「現在の満足度」について伺ったものです。 
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文化芸術活動を活発にするための施策としては、「子どもが文化に親しむ

機会の提供」、「質の高い芸術や芸能の鑑賞機会の充実」及び「文化活動の

指導者や研究者の育成」についての重要度が高く、満足度は低くなってい

て、一般的に優先度が高いと言われる状態です。 

また、「文化財や歴史的遺産の観光への活用」、「市民の文化活動に関する

情報提供」及び「文化施設の整備・既存施設の活用」については、重要で

あり満足であると感じている市民が多いのに対し、「外国籍市民との相互理

解の促進」、「市内大学との連携による公演・講座の実施」「地元芸術家の掘

り起こし・支援」及び「練習・発表・創作等の活動への支援」については

重要度も満足度も低くなっています。（資料９） 

 
資料９ 市民アンケート結果 「文化芸術活動を活発にするための施策の重要度と満足度

の度数分布図」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 課 題 

本市の施策全体から見た場合、「芸術文化活動の充実」について、重要度

が低いと感じている市民が多い状況ですが、そのような状況の中でこそ、

安定・持続的な事業の実施が必要です。 

また、文化芸術活動を活発にするための施策として「子どもが文化に親

しむ機会」について、施策の充実が必要です。 
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高

←
―
―
―
―
―

重
要
度
評
価
点

―
―
―
―
―
→

低

低 ←――――――――――― 満足度評価点 ―――――――――――→ 高

市民の文化活動に関する情報提供

文化活動の指導者や研究者の育成

質の高い芸術や芸能の鑑賞機会の充実 文化施設の整備、既存施設の活用

練習・発表・創作等の活動への支援

地元の芸術家の掘り起こし・支援

市内大学との連携による公演・講座の実施

外国籍市民との相互理解の促進

文化財保護のためのPRや人材の育成

文化財や歴史的遺産の観光への活用

子どもが文化に親しむ機会の提供

講座などの多様な学習・体験機会の提供
民俗芸能の公開や後継者育成の推進

満足度：低い 

重要度：高い 

満足度：高い 

重要度：高い 

満足度：低い 

重要度：低い 

満足度：高い 

重要度：低い 
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３ 計画策定における主要な視点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三次川越市総合計画、文化行政を巡る環境、本市の文化行政の現状と課題から

導かれた「計画策定における主要な視点」について、本計画の基本理念及び施策に

反映させます。 

 

 

・文化芸術の多様性への考慮 

・市民の主体性の尊重 

・市民との協働の必要性 

・新しい市民文化の創造 

・子どもたちや若者を対象とした文化芸術のすそ野の拡大 

・良質な芸術に触れる機会の創出と持続性の確保 

・文化財・伝統芸能等の保存・活用の推進 

計画策定における主要な視点 

○経済の低迷と厳しい財政事情 

○核家族化・尐子高齢化 

○市民と行政の協働の動き 

○グローバリゼーション 

○文化芸術振興基本法（自主性の

尊重と心豊かな生活及び活力

あるまちの実現） 

○文化芸術の振興に関する基本 

的な方針（文化の持つ力による

発展） 

 

文化行政を巡る 

環境から  

○多様な主体との協力・連携 

○文化芸術活動支援のための適切な

情報提供 

○文化芸術に親しめる環境の創造 

○多文化共生・国際理解の促進 

○文化財・伝統芸能等を後世に残す

施策の充実 

○新ホールの建設促進と良質な芸術

の鑑賞機会の提供 

○子どもたちが文化に親しむ機会の

充実 

本市の文化行政 

の現状と課題から 

（教育・文化・スポーツの分野の文化・芸術に係る方向性） 

「歴史文化の継承と新しい市民文化の創造」 

第三次川越市総合計画 
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Ⅲ 文化芸術振興計画の理念と目標 

 

１ 基本理念 

本市の文化芸術を振興するうえでの基本的な考え方は、上位計画である第

三次川越市総合計画及び文化芸術振興基本法から次のように定めます。 

 

 

２ 将来都市像 

上記基本理念に基づき、文化芸術の振興により５年後の本市の目指すべき

姿を以下のとおり定めます。 

 

 

３ 基本目標 

将来都市像を実現するために、次の４つの基本目標を設定します。 

 

・先人から受け継いだ歴史と文化を生かし、新たな価値を創造するまち

をつくります。 

・市民、民間団体、事業者、行政が、互いに認め合い、ともに知恵と力

を出し合い、みんなで魅力あるまちをつくります。 

・文化芸術に関する活動を行う団体や個人の自主的な活動を促進するた

め、文化芸術の振興に関する施策の総合的な推進を図り、心豊かな市

民生活及び活力あるまちの実現に寄与します。 

「文化芸術の力で 新しい魅力を創造するまち ― 川越」 
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基本目標１ 川越らしい文化芸術の振興 

“文化芸術の力で新しい魅力を創造するまち”を実現するためには、本市

の個性を強調し、さらに、本市に潜在する力を掘り起こして、まちの魅力と

して新たな「川越らしさ」をつくっていくことが重要です。 

文化芸術の多様性や自主性の尊重、また、文化芸術に求められる独自性や

地域性を踏まえると、文化芸術によるまちづくりは、市民・団体・事業者・

教育機関などとの「連携・協働」によって図られることがふさわしいと考え

られます。 

また、新しく生まれてくる、川越らしい文化芸術の芽を伸び伸びと成長さ

せていくには、文化芸術活動を行う市民を増やし、文化芸術のすそ野を広げ

ていくことが必要です。様々な世代による連携・協働を図りながら、次代を

担う若い世代が、文化芸術事業に参加し、やがては先導的な役割を担っても

らえるようにするための仕組みづくりを推進します。 

本市の新しい文化芸術活動の拠点として、西部地域振興ふれあい拠点施設

（仮称）に新ホールの設置が計画されています。新ホールについては本市の

文化芸術振興にとって特色ある拠点施設として、有効に活用していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標２ 文化芸術に触れる機会づくり 

文化芸術に直接触れたり、芸術的な体験をしたりすることは、日常生活に

潤いをもたらし、豊かな心を育みます。このような経験は、人の感性を磨き、

一人ひとりの感性と行動が、品格のあるまちをつくります。 

文化芸術によって魅力あるまちづくりを進めるために、できるだけ多くの

市民が、身近なところで手軽に文化芸術を鑑賞・体験できるような環境を整

え、それを一つの契機として一人ひとりの感性を育み、同時に文化芸術に携

わる人を増やしていく必要があります。 

特に、次代を担う子どもたちは、感性の豊かなうちに文化芸術に親しみ感

性を磨くことが必要です。子どもたちが、良質な文化芸術に触れ、直接体験

できるような機会の提供と、楽しみながら参加できる事業を展開します。 

施策 

１ 連携・協働による新たな文化芸術の創造 

２ 若い世代が文化芸術事業に参加しやすい仕組みづくり 

３ 特色ある文化芸術活動拠点の整備 
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基本目標３ 文化芸術活動への支援と文化交流の促進 

文化芸術には多種多様なジャンルが存在し、本市においても個人や団体が

多様な活動を展開しています。 

そのような個人や団体の自主性を尊重しつつ、活動の支援と成果を発表す

る場の提供が求められています。 

市立美術館、市民会館、文化会館など、本市の文化施設については、今後

も効率的な運用と市民のニーズに対応した施設の改修等が必要です。 

また、文化芸術活動を行う市民を増やすため、これから活動を始めたいと

考えている市民との交流はもとより、活動の見直しや新たな可能性の発見の

ためにも、他分野で活動を行う団体などとの交流を促進します。 

文化芸術活動への支援と発表等の場の充実に努めるとともに、情報の共有

を促進するために、多様な個人・団体間の交流・ネットワークの強化に努め

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

施策 

４ 文化芸術が身近にある環境づくり 

５ 子どもたちが文化芸術に親しむ機会づくり 

施策 

６ 文化芸術活動への支援 

７ 文化芸術活動の場の整備 

８ 文化交流の促進 
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基本目標４ 文化財・伝統芸能等の保存及び活用 

蔵造りの町並みが重要伝統的建造物群保存地区（※１４）に選定されるなど、

歴史・伝統の香りただよう本市は全国的に有名になり、多くの観光客が訪れ

ています。市民も本市の文化のイメージとして歴史・伝統を強く意識してい

ます。 

本市の貴重な歴史的遺産を保護するとともに、まだ調査が行われていない

ものについて、調査の充実とその成果の整理に努めます。 

また、尐子高齢化や地域との関わりが希薄化している影響で、無形民俗文

化財（※１５）をはじめとする地域の伝統芸能等の担い手が減尐しています。川

越まつりの囃子でさえも、後継者不足の問題が提起されています。無形民俗

文化財を保存するため、後継者の育成が求められています。 

本市の有形無形の歴史的遺産を後世に残し、これらを本市の魅力として観

光に活用したり、地域の活性化に活用したりするために、地域の文化財をそ

の周辺環境を含め総合的に保存活用する取組を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※１４ 重要伝統的建造物群保存地区：伝統的建造物群と一体となって価値ある歴史的な環境を
保存するため、「文化財保護法」および「都市計画法」に基づき市町村が定めた伝統的建造物
群保存地区のうち、その価値が特に高いものとして国が選定した地区をいいます。 

※１５ 無形民俗文化財：演劇、音楽、工芸技術その他無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価
値の高いものとして国や地方自治体が認めるものをいいます。 

施策 

９ 文化財・伝統芸能等の保存 

１０ 文化財・伝統芸能等の活用 
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４ 施策の体系 

 

 

施策の体系図 

将来
都市像

基 本 目 標 施　策

（施策10)
文化財・伝統芸能等の活用

（基本目標４）
文化財・伝統芸能等
 の保存及び活用

文
化
芸
術
の
力
で
　
新
し
い
魅
力
を
創
造
す
る
ま
ち
 
―
 
川
越

（施策７）
文化芸術活動の場の整備

（施策８）
文化交流の促進

（基本目標３）
文化芸術活動への
 支援と文化交流
  の促進

（施策９）
文化財・伝統芸能等の保存

（施策４）
文化芸術が身近にある環境づくり

（施策５）
子どもたちが文化芸術に親しむ機会づくり

（基本目標２）
文化芸術に
 触れる機会づくり

（施策６）
文化芸術活動への支援

（基本目標１）
川越らしい
 文化芸術の振興

（施策２）
若い世代が文化芸術事業に参加しやすい仕組みづ
くり

（施策１）
連携・協働による新たな文化芸術の創造

（施策３）
特色ある文化芸術活動拠点の整備
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Ⅵ 文化芸術振興施策 

基本目標 １  川越らしい文化芸術の振興  

 

 

施策１「連携・協働による新たな文化芸術の創造」  

 

文化芸術の振興においては、市民、企業、ＮＰＯ、文化団体等と行政

とがそれぞれの特色を生かし、力を合わせて取り組むことが重要です。 

本市の他の行政分野の施策において、効果や演出として文化芸術を事

業に組み入れる事業や、民間団体や市民が集い、交流し、結果として新

しい文化芸術が創造されるような取組も生まれています。 

市民、自治会等の地縁的団体やＮＰＯなどの目的を持った団体、大学

や企業などの事業者との連携・協働により文化芸術の振興を図り、また、

本市にふさわしい新しい文化芸術の創造に努めます。 

 

 

○ 地元大学等との連携による文化芸術の振興 

地元大学や高校との連携による取組を推進します。大学の地域連携事業

を活用し、文化芸術の振興を促進します。また、音楽系の大学や高校の吹

奏楽部や合唱部等と連携し、音楽を題材とした事業を実施します。 

 

○ 観光施設との連携による文化芸術の振興 

観光客が訪れる施設と連携して、市民の文化芸術活動の成果を発表でき

る場を設けるなど、産業・観光のみならず、本市の文化をＰＲすることで、

新しいまちの魅力づくりを促進します。 

 

○ 地域との連携による文化芸術の振興 

地域の持つさまざまな資源や特性を生かし、地域独自の文化芸術の振興

を促進します。また、郷土の文化や歴史について学ぶ機会の充実を図りま

す。 
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基本目標 １  川越らしい文化芸術の振興  

 

 

施策２「若い世代が文化芸術事業に参加しやすい仕組みづくり」  

 

新しい魅力づくりのためには、行動力があり新しい価値観を持つ若い

世代が、中心となって活躍できる環境を整える必要があります。 

若い世代が活躍できる環境を整えるためには、参加し、活動し、やが

ては主導していくという、一連の流れをつくることが必要です。 

屋外スペースのステージ化やイベント開催に必要な各種スタッフ公募

など、文化芸術事業に積極的に参加・活動してもらうための事業を検討

します。 

また、各種イベントへの出演に留まらず、将来的に自主開催、自主運

営を行う際に必要となる技術や人材活用の方法を学んでもらうため、ボ

ランティアや、まとめ役のコーディネーター（※16）を養成するための講座

の充実に努めます。 

 

○ 若い世代が文化芸術を発信するための環境の整備 

市内の広場やポケットパーク（※17）などについて、音楽やパフォーマン

スなどを発表する屋外ステージとしての利用・活用を図るなど、若い世代

向けの文化芸術の発信手法の検討を行います。 

 

○ 若い世代向けのボランティア・コーディネーター養成講座の充実 

文化芸術事業に欠かせないボランティアやコーディネーターを育成する

ための講座・研修会を充実します。 

 

○ 若い世代が文化事業の企画・運営に参加しやすい仕組みづくり 

連携・協働による事業を推進することで、若い世代による文化芸術イベ

ントが開催されるような取組を促進します。 

また、イベントの開催において、若い世代からの企画の募集や事業運営

へ加わってもらう手法について研究します。 

 

※１６ コーディネーター：調整者。ここでは、文化芸術の分野において、人と人、人と地域、
地域と地域などについて、その間に入り関係を結ぶ役割を担う人をいいます。 

※１７ ポケットパーク：道路整備や交差点の改良によって生まれたスペースに、植栽やベンチ
を置くなどして作った小さな公園のことです。



pg. 23 

 

基本目標 １  川越らしい文化芸術の振興  

 

 

施策３「特色ある文化芸術活動拠点の整備」  

 

今後、川越駅西口に建設予定の西部地域振興ふれあい拠点施設(仮称)

には、劇場型多目的ホールを設置する予定です。この施設について本市

の文化芸術振興の特色ある拠点として活用していきます。 

当施設の機能としては、県の産業支援施設・大学コンソーシアム（※18）

施設・地方庁舎施設、市の市民活動支援センター・ホールなどが予定さ

れていますが、ホールにおいては、良質な芸術の鑑賞機会を提供するな

ど、市民はもちろん県西部地域の人々に親しんでもらえるよう事業を計

画します。 

また、市民活動支援センターにおいては、多様な文化芸術活動に対応

できるような施設整備を計画します。 

 

 

○ 西部地域振興ふれあい拠点施設（仮称）整備事業の推進 

西部地域振興ふれあい拠点施設（仮称）に、新ホールを設置します。新

ホールにおける事業展開については、市民の文化芸術活動や交流の促進、

にぎわいの創出、良質な芸術の鑑賞機会の提供が行われるよう、十分な調

整を行います。 

また、同施設の市民活動支援センターにおいては、多種多様な文化芸術

活動に対応できるように音楽室や和室を設けるなど、設備・機能の充実に

努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※１８ コンソーシアム：共同体、共同事業体のことです。特定の目的のために複数の企業等が
集まって形成されます。 



pg. 24 

 

基本目標 ２  文化芸術に触れる機会づくり  

 

 

施策４「文化芸術が身近にある環境づくり」  

 

文化芸術への関心を高め、理解を深めてもらうためには文化芸術に触

れる機会の提供が不可欠です。 

身近なところで気軽に文化芸術に触れることができるようにするため、

芸術作品や音楽・舞台芸術の鑑賞機会を提供するとともに、市内で行わ

れる文化芸術イベントの情報の収集と効果的な発信方法の検討を行いま

す。また、文化施設や市民センター、その他の施設において、文化芸術

作品を展示・観覧できるスペースや機能の確保に努めます。 

 

○ 市立美術館の充実 

市立美術館における特別展・常設展の充実を図ります。市民の文化芸術

に対する理解や興味を創出するための本市らしい企画による展覧会の開催

に努めます。 

また、市民のための美術館として、市民が自らの文化芸術活動に利用し、

利用者がお互いに交流できるような施策を進めるとともに、文化芸術に係

る各種講座・体験型事業、ボランティア制度の充実に努めます。 

○ 文化芸術の鑑賞機会の提供 

市民に良質な音楽や舞台芸術の鑑賞の機会を提供します。公演内容につ

いては、文化芸術の多様性に留意するとともに、世界的な文化芸術が集ま

る都心との役割や民間事業者との役割の違いを考慮したうえで、それらを

補完する内容となるように充分検討します。 

また、より多くの市民が鑑賞できるように時間帯や託児システムなど、

来場者に配慮した開催に努めます。 

○ 文化芸術情報の収集・提供 

民間の文化芸術に係る公演やイベントの情報の把握に努め、市民にわか

りやすい形で情報提供できるような情報発信方法の検討を行います。 

○ 作品展示スペースの創出 

市内公民館や文化会館等の公共施設において、文化芸術に関する展示や

紹介ができる工夫やスペースの確保に努めるとともに、市内の身近なとこ

ろで気軽に文化芸術に触れることのできる環境の創造に努めます。 
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基本目標 ２  文化芸術に触れる機会づくり  

 

 

施策５「子どもたちが文化芸術に親しむ機会づくり」  

 

次代を担う子どもたちが文化芸術に親しんでもらうため、子どもを対

象とした鑑賞機会の提供に努めます。 

また、子ども向けの講座や講演会において、楽しみながら学べるよう

に事業の工夫をするとともに、単に鑑賞するだけでなく、実際に音楽や

舞台芸術について、演奏や制作を体験できるような事業展開に努めます。 

 

 

○ 子ども向け講座・講習会等の充実 

市立美術館や市立博物館等において、魅力ある美術・音楽・郷土文化等

の講座の充実に努めます。また、学校教育と連携し、アウトリーチ（※19）

の手法も活用し、子どもたちが文化芸術に触れる機会を充実させます。 

 

○ 地域で子どもたちを育む事業の促進 

地域や地元大学等と連携し、地域で子どもたちを育む事業を促進し、子

どもたちが文化芸術に触れ、体験する事業の充実に努めます。 

 

○ 舞台等を利用した制作体験事業の検討 

文化芸術の創造活動体験を行う、ワークショップ(※20)型の事業開催を検

討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 
※１９ アウトリーチ：（文化芸術に興味を持ってもらうために）地域に出張して普及啓発活動
を行うことをいいます。 

※２０ ワークショップ：仕事場、作業場を意味する Workshop[英]から派生した言葉。参加
者全員による共同作業のことをいいます。
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基本目標３  文化芸術活動への支援と文化交流の促進  

 

 

施策６「文化芸術活動への支援」  

 

文化芸術の担い手は市民一人ひとりです。文化芸術活動を行う団体等

への支援を継続するとともに、身近な施設における文化芸術活動の発表

の機会を充実させ、それらを観覧する市民を増やし、それぞれの興味や

関心を生かし、新たに参加したいという市民を増やすように努めます。

市内では多様な文化芸術活動が行われているため、市民から寄せられる

情報の効率的な収集に努め、市民の活動情報や文化芸術に係る各種補助

制度についての情報を適切に発信する取組を進めます。 

文化芸術の振興の先導的な役割を担う芸術家や指導者をはじめ、幅広

い人材の確保・育成に努めます。 

 

 

○ 文化芸術活動の発表機会の充実 

市民文化祭や地区文化祭の充実を図り、文化芸術活動の成果の発表

の場の確保、充実に努めます。 

 

○ 文化芸術情報の収集・提供（再掲） 

文化芸術活動を行う団体や個人の活動内容等の情報の収集に努め、活動

情報の提供方法について検討します。新たに活動を行おうとする市民のた

めの情報提供や文化芸術振興に係る国や県などの補助制度等の情報提供に

努めます。 

 

○ 文化芸術サポーター・ボランティアの育成 

文化芸術に係る知識や経験の豊富な人材や文化芸術活動を指導する人材

を幅広く求め、芸術家と市民との間に入り、芸術家を紹介したり、作品を

説明したりする人材（サポーター）を育成するための施策を検討します。 

 

○ 芸術家への支援 

文化芸術に高い功績を残した芸術家や、文化芸術の振興に寄与した方等

を表彰します。 
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基本目標３  文化芸術活動への支援と文化交流の促進  

 

 

施策７「文化芸術活動の場の整備」  

 

文化芸術活動を行っている個人や団体が、日頃の練習などを行ったり、

活動の成果を発表する代表的な施設として、公民館や文化施設が挙げら

れます。 

文化施設、公民館の適切な運営管理と市民のニーズに対応した設備の

充実に努めます。 

また、多様化する文化芸術活動に対応するため、その他の公共施設に

ついて用途廃止があった場合は、文化芸術活動施設への転用の可能性を

検討します。 

 

 

○ 文化施設の充実 

市民会館や各文化会館の適正な管理・運営とニーズに合った施設整備に

努め、市民が文化芸術活動を行う施設の充実を図ります。 

 

○ 公民館・その他の施設の活用促進 

社会教育施設やコミュニティ施設、観光施設などの施設においても、文

化芸術活動を行う個人や団体が活躍できる場を提供することで、活動や発

表の場づくりを推進します。 

 

○ 民間施設の活用検討 

市内民間施設についての掘り起こしや文化芸術活動施設としての活用を

促進します。 
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基本目標３  文化芸術活動への支援と文化交流の促進  

 

 

施策８「文化交流の促進」  

 

文化芸術には多種・多様の分野が存在します。異なる文化芸術との交

流により、他に対する理解や自らの見直しを生み、既存の文化芸術の魅

力を高めていくものと考えられます。 

市内の文化芸術関係団体の交流を促進するとともに、本市の姉妹友好

都市及び地理的・歴史的背景によってつながりのある市町村との交流を

促進します。 

また、地域のコミュニティの重要性が取りざたされる現代において、

お互いが心地よく暮らしていくためには、一人ひとりの市民が互いに理

解していくことが大切です。一方、市内に住む外国人登録者数は年々増

加傾向にあります。地域でより良い共生を図るために、互いの文化理解

のための施策を推進します。 

 

 

○ 文化芸術関係団体の交流の促進 

市内で活動する文化芸術関係団体相互の交流を促進し、団体間のネット

ワークの充実を図ります。 

 

○ 姉妹友好都市交流・広域行政の推進 

姉妹友好都市に青尐年を派遣するなど、国際交流と異文化理解を図る事

業を充実します。 

また、歴史的背景や地理的特性などを同じくする他の市町村との文化交

流に努めます。 

 

○ 多文化共生と国際理解の推進 

外国の文化を理解するための講座を充実します。 

また、国際交流や多文化共生に係るイベント等の開催を支援するととも

に、本市に在住する外国籍市民や本市にある大学に通う留学生が活躍でき

る方策の検討を行います。 
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基本目標 ４  文化財・伝統芸能等の保存及び活用  

 

 

施策９「文化財・伝統芸能等の保存」  

 

本市の歴史的遺産は、郷土の歴史や文化の理解に欠くことができない

貴重な財産であり、適切な保存に努めます。 

各種文化財の維持管理を支援するとともに、国や県の補助制度の活用

を図り、文化財の種別や特性に応じた計画的な保存・整備に努めます。 

埋蔵文化財については調査成果の整理を進め、有形無形の文化財など

で指定を受けていないものや、未調査の伝統行事等について、調査を進

め、適切な保存に努めます。 

特に、伝統芸能等については、全国的にも後継者不足が問題となって

おり、子どもたちや若い世代に対して紹介するだけではなく、実際に触

れ、体験できるような取組を推進します。また、地域で継承することが

難しいものについては、広く人材育成が行えるように支援します。 

文化財とその周辺地区や自然を含めた地域の景観の維持・向上に努め

ます。 

 

 

○ 文化財の保存・整備 

国及び県、市指定文化財をはじめ、近代の歴史的建造物の保存を進める

とともに、貴重な歴史的遺産の発掘に努め、文化財としての指定を推進し

ます。 

市内全域を対象とした文化財調査を推進します。 

 

○ 伝統芸能等の継承 

伝統芸能等の保存・継承活動への支援に努めます。また、後継者の育成

施策の充実を図ります。 

 

○ 歴史的遺産や地域の特性を生かした景観形成 

一番街周辺に代表される歴史的な景観をはじめ、市内に残る武蔵野の面

影を残す雑木林等の自然など、本市の優れた景観について、地域の特性を

生かした景観の保全と景観の形成に努めます。 
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基本目標４  文化財・伝統芸能等の保存及び活用  

 

 

施策１０「文化財・伝統芸能等の活用」  

 

本市の文化財を市内外に広く周知し、積極的な活用を図るために、地

域と文化財を周辺環境も含め総合的に保存・活用していくための基本構

想を策定し、事業を推進します。なお、文化財の活用にあたっては、後

世に継承していかなければならないため、保存と活用の両者の均衡に配

慮した事業の実施に努めます。 

市立博物館や産業観光館、川越まつり会館などを有効に活用しながら、

本市の文化財の公開・活用を図ります。 

文化財については私有のものも多く、その保存と活用には市民の理解

と協力が不可欠です。本市の文化財に興味を持ってもらえるように展示

閲覧の機会を充実するなど、文化財に対する保存活用の啓発事業を充実

するとともに、市民や自治会等と協働して、その有効活用を図ります。 

 

 

○ 地域と文化財を周辺環境も含め総合的に保存・活用していくた

めの基本構想の策定 

地域の独自性の確保、コミュニティの推進、地域の魅力の増進に寄与す

る“歴史・文化を生かしたまちづくり”を進めるための基本構想を策定し

ます。 

 

○ 文化財の活用・市立博物館等の充実 

文化財の活用事業を進めます。河越館跡地について、ガイダンスを設置

するなどの整備を進め、跡地を活用したイベントを開催するなど、郷土の

歴史や文化を生かした事業展開に努めます。 

また、河越館跡地をはじめ本市の歴史の理解や文化財の活用を図るため

に、市立博物館等での展示内容や公開の方法を工夫しながら、その充実に

努めます。 

 

○ 歴史を学ぶ講座・講演会等の充実 

学校等との連携により、郷土の歴史や文化を学習し、また、体験できる

事業を充実します。 
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文化芸術振興施策 （基本目標・施策・取組の方向） 
基本目標 施策 取組の方向（事業計画）

作品展示スペースの創出

（施策４）
文化芸術が身近にある環境
づくり

（施策７）
文化芸術活動の場の整備

文化芸術情報の収集・提供（再掲）

若い世代向けのボランティア・コーディネーター養成講
座の充実

子ども向け講座・講習会等の充実

若い世代が文化芸術を発信するための環境の整備

（施策３）
特色ある文化芸術活動拠点
の整備

文化芸術情報の収集・提供

公民館・その他の施設の活用促進

地域で子どもたちを育む事業の促進

舞台等を利用した制作体験事業の検討

（施策５）
子どもたちが文化芸術に親
しむ機会づくり

文化芸術の鑑賞機会の提供

（基本目標１）
川越らしい文化芸術の
振興

市立美術館の充実

地域との連携による文化芸術の振興

（施策２）
若い世代が文化芸術事業に
参加しやすい仕組みづくり

（基本目標２）
文化芸術に触れる機会
づくり

地元大学等との連携による文化芸術の振興

観光施設との連携による文化芸術の振興

西部地域振興ふれあい拠点施設（仮称）整備事業の推進

（施策１）
連携・協働による新たな文
化芸術の創造

若い世代が文化事業の企画・運営に参加しやすい仕組み
づくり

文化財の活用・市立博物館等の充実

歴史を学ぶ講座・講演会等の充実

（基本目標３）
文化芸術活動への支援
と文化交流の促進

文化芸術活動の発表機会の充実

文化芸術サポーター・ボランティアの育成

芸術家への支援

（施策６）
文化芸術活動への支援

文化施設の充実

多文化共生と国際理解の推進

民間施設の活用検討

文化芸術関係団体の交流の促進

姉妹友好都市交流・広域行政の推進
（施策８）
文化交流の促進

（基本目標４）
文化財・伝統芸能等の
保存及び活用

文化財の保存・整備

伝統芸能等の継承

歴史的遺産や地域の特性を生かした景観形成

（施策９）
文化財・伝統芸能等の保存

（施策10）
文化財・伝統芸能等の活用

地域と文化財を周辺環境も含め総合的に保存・活用して
いくための基本構想の策定
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