
令和元年度　富士見市文化芸術アクションプラン
事　　業　　目　　標 事　　　業　　　概　　　要 事業実施結果 担当課評価コメント（課題含む）

1

2

3

4

総合評価

目標の達成

Ｂ　一部課
題はあるも
のの順調
に進捗

１　事業目標を８
０％以上達成

継続性・発展性

１　次年度も継続

参加者の声

１　満足度が８０％
以上

個別事項評価 総合評価

目標の達成

Ａ　達成に
向け順調
に進捗

１　事業目標を８
０％以上達成

継続性・発展性

１　次年度も継続

参加者の声

市民文化会館維持管理事業（地域文化振興課）

設置から16年以上が経過し
ていることから、経年劣化に
よる修繕等が増加しており、
安全、快適に施設利用ができ
るよう、長期的な視点に立
ち、計画的に施設及び設備
の改修を行う。

キラリふじみ指定管理料

予算額：193,701,000円

キラリふじみ指定管理料
事業決算額：193,701,000円

キラリふじみ第１次舞台設備
改修工事
予算額：283,063,000円

大規模改修工事に向けた手
続き等に着手し、利用者への
周知活動を実施。利用者へ
の影響を最小限にするなどス
ケジュールを調整し工事準備
を進めている。

基本目標 施　　　策　　　の　　　柱

４　支える

演劇手法を用いたコミュニ
ケーションゲームなどにより、
市民対応のみならず、職員間
でのコミュニケーションにおい
ても有益であり、参加者から
の満足度・評価の高い研修で
あった。来年度についても引
き続き実施していく。

基本目標 施　　　策　　　の　　　柱

日時：令和元年11月6日
会場：市役所全員協議会室
講師：富士見市文化芸術アド
バイザー　平田オリザ
参加人数：36人

事業決算額：100,000円

計　　画　　の　　位　　置　　付　　け

事業名 文化芸術研修（職員課）

演劇手法を用いた研修を通じ
て、富士見市職員の素養のさ
らなる向上を図ることを目的
とする。

「演劇手法を用いたコミュニ
ケーション研修」

対象：全職員（再任用職員含
む）及び非常勤嘱託職員
日時：10月から11月頃
会場：全員協議会室
講師：富士見市文化芸術アド
バイザー　平田オリザ
参加費：無料
募集人数：30名程度

継続年数：　　5年以上
事業予算額：100,000円

担当課評価

総合評価

Ａ　達成に
向け順調
に進捗

個別事項評価

目標の達成

１　満足度が８０％
以上

個別事項評価

目標の達成

Ａ　達成に
向け順調
に進捗

１　事業目標を８
０％以上達成

継続性・発展性

１　次年度も継続

参加者の声

１　満足度が８０％
以上

市民に愛される祭りにするた
めに、市民が主体となって参
加したステージでのダンス発
表、輪踊りなどの催しを行っ
た。また、お囃子だけではな
く、扇だこや座敷ぼうきの展
示・実演も行い、富士見の伝
統工芸の良さを多くの人に見
ていただき、魅力あるまち「富
士見」を発見していただく機
会となった。

１　育む 地域の文化資源の活用と継承

１　育む 世代間が結び付く活き活きとしたまちづくり

事業名 ふるさと祭り推進事業(協働推進課) 市民の実行委員会形式によ
る協働事業により、まちのに
ぎわいの創出を図るため、開
催場所周辺の居住環境の変
化に配慮しながら、市民に愛
され、永く継続可能な祭りに
する。
祭りに多くの人々が来場し、
富士見に息づいているお囃
子や輪踊り、商工業、環境保
全等に触れ、魅力あるまち
「富士見」を発見していただく
機会とする。

キラリ☆ふじみの施設の充実

事業名

総合評価

基本目標 施　　　策　　　の　　　柱

２　繋ぐ 参加・発表の機会の充実

３　活かす

日時：通年

基金額：66,203,276円（令和2
年3月25日現在）

対象：一般市民
日時：10月26日（土）
会場：文化の杜公園周辺
講師：一般市民
参加費：無料
募集人数：なし

継続年数：5年以上
事業予算額：10,000,000円

日時：10月26日（土）
会場：文化の杜公園周辺
講師：一般市民
参加人数：55,000人

事業決算額：11,002,800円

基金の一括管理運用による
利子補給を実施。また、計画
に位置付ける経済的な支援
として基金の活用について検
討をはじめた。近隣市での活
用実績が多くないため、本市
の実情に合わせた検討が必
要である。

基本目標 施　　　策　　　の　　　柱

４　支える 文化芸術振興の経済的な支援

事業名 文化振興基金積立事業（地域文化振興課）

文化芸術振興基金の積立、
管理を行う。
文化芸術振興基金の活用方
法の検討を行い、市の文化
芸術の振興を図る。

日時：通年

継続年数：　5年以上

基金額：66,120,031円（31年4
月1日現在）

４　支える 行政の文化化（情報の共有・職員の意識の向上）

鑑賞機会の充実

参加者の声

１　次年度も継続

継続性・発展性

１　事業目標を８
０％以上達成

個別事項評価
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令和元年度　富士見市文化芸術アクションプラン
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事業名 市民文化推進事業（地域文化振興課）

演奏活動を通じて様々な慰
問活動などの実績があり、例
年好評である自衛隊音楽隊
によるコンサートを実施する。
市内中学校及び富士見高校
吹奏楽部を招待し、優れた文
化芸術活動の鑑賞の場とし
て、文化芸術活動の底上げと
技術の向上を図る。

陸上自衛隊音楽隊コンサート

対象：市内学校の吹奏楽部
日時：8/23
会場：キラリふじみ
参加費：無料
応募：往復はがきによる申込
み

継続年数：　5年以上
事業予算額：280,000円

警察音楽隊＆カラーガード隊
地域安全サマーコンサート

日時：8/19
会場：キラリ☆ふじみ
出演：埼玉県警察音楽隊
参加人数：463人

事業決算額：106,200円

陸上自衛隊音楽隊コンサート
は、毎年実施してきたが、近
隣市からの実施要請も多く、
近隣他市で実施することが決
定したため、本年度は警察音
楽隊によるコンサートの実施
調整を行った。交通安全の講
話やカラーガード隊の演技を
合わせて実施したことで、例
年と異なった鑑賞機会を提供
することができた。
陸上自衛隊音楽隊コンサート
は、今後事前調整が必要。

個別事項評価 総合評価

基本目標 施　　　策　　　の　　　柱

１　育む 未来にはばたく子どもへの文化芸術活動の充実 目標の達成

Ｂ　一部課
題はあるも
のの順調
に進捗

３　活かす 鑑賞機会の充実
１　事業目標を８
０％以上達成

継続性・発展性

１　次年度も継続

参加者の声

１　満足度が８０％
以上

目標の達成

Ａ　達成に
向け順調
に進捗

１　育む 未来にはばたく子どもへの文化芸術活動の充実
１　事業目標を８
０％以上達成

２　繋ぐ 子どもたちが学びの場で文化芸術にふれあう活動の推進 継続性・発展性

１　次年度も継続

参加者の声

１　満足度が８０％
以上

子ども文化芸術大学☆ふじみ
の開校

対象：小学4～6年生
日時：未定
会場：市役所、武蔵野音楽大
学
参加費：1,000円（保険代）
募集人数：30名

継続年数：　5年
事業予算額：400,000円

子ども文化芸術大学☆ふじみ
開校

日時：10/5、11/16、1/5、
1/19、2/8
会場：市役所、キラリ☆ふじみ
講師：白神ももこ氏、飯田里穂
氏、東海林尚文氏、春風亭小
柳氏、平田オリザ氏
参加人数：30人

事業決算額：350,000円

新たな試みとして、ＰＲ大使を
活用した声優講座を実施。実
施できる環境整備と実施方
法の調整が難航したものの、
声優講座は参加者の興味関
心が高かったこともあり、子ど
も達のアンケート結果では満
足度は高かった。引き続き、
子ども達の様々な可能性を
広げられる取組の充実を図っ
ていく。

個別事項評価 総合評価

基本目標 施　　　策　　　の　　　柱

１　育む 文化芸術に親しむための市民の創造活動の促進

小学校合唱部指導者派遣事
業

対象：小中学校の合唱部・
サークル
日時：各学校による
会場：各学校
講師：各学校ごとに調整

継続年数：　5年以上
事業予算額：360,000円

小学校合唱部指導者派遣

実施回数：6校で20回
講師：蓮沼喜文氏、宇田川か
おり氏、木村陽太氏、蓮沼勇
一氏、粟飯原喜男氏
参加人数：604名

事業決算額：250,000円

ＮＨＫ全国学校音楽コンクー
ルに向けた指導等で多く活用
いただいており、合唱部のレ
ベルアップだけでなく、合唱
部顧問の指導力向上にもつ
ながっている。学校によって
実施回数に差もあり、１校あ
たりの予算額については、検
討が必要である。

個別事項評価 総合評価

基本目標 施　　　策　　　の　　　柱

１　育む 文化芸術に親しむための市民の創造活動の促進 目標の達成

Ａ　達成に
向け順調
に進捗

１　育む 未来にはばたく子どもへの文化芸術活動の充実
１　事業目標を８
０％以上達成

２　繋ぐ 子どもたちが学びの場で文化芸術にふれあう活動の推進 継続性・発展性

１　次年度も継続

参加者の声

事業名 市民文化推進事業（地域文化振興課）

市内小中学校6校（つるせ台
小・南畑小・みずほ台小・ふじ
み野小・鶴瀬小、西中）の合
唱部（サークル）に、声楽を学
んでいる専門家を派遣し、合
唱部（サークル）の活性化と
文化芸術の裾野を広げる事
業。

参加者の声

１　満足度が８０％
以上

事業名 市民文化推進事業（地域文化振興課）

富士見市文化芸術振興基本
計画の進行管理、基金活用
の検討

文化芸術振興委員会の開催
開催予定：4回程度

文化芸術振興庁内委員会の
開催
開催予定：4回程度

文化芸術振興委員会
日時：8/22
会場：市長公室
参加人数：13名
事業決算額：1,308円（会議お
茶代）

文化芸術振興庁内委員会
日時：1/8
会場：中央図書館会議室
出席：16名

文化芸術振興委員会は委員
の改選があり、改めて市の文
化芸術の取り組みや現状等
を説明。基金活用に向けた説
明を行った。庁内委員会では
基金活用に関する大枠につ
いて議論を行った。庁内委員
会と振興委員会ともに委員数
が多いため、日程や会場調
整に課題がある。

個別事項評価

１　満足度が８０％
以上

事業名 市民文化推進事業（地域文化振興課）
小学校4～6年生までの子ど
もたちが、優れた文化芸術に
触れる機会として設置。講師
には、富士見市にゆかりのあ
る芸術家を中心として依頼す
る。
本年度は、演劇、音楽、古典
芸能などの講座を予定してお
り、学校や日常生活では触れ
る機会の少ない経験を通じ
て、子どもたちへの文化芸術
活動の充実を図る。

目標の達成

Ａ　達成に
向け順調
に進捗

１　事業目標を８
０％以上達成

継続性・発展性

１　次年度も継続

総合評価

基本目標 施　　　策　　　の　　　柱

３　活かす 豊かな文化芸術活動が持続できる環境づくり
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令和元年度　富士見市文化芸術アクションプラン
事　　業　　目　　標 事　　　業　　　概　　　要 事業実施結果 担当課評価コメント（課題含む）計　　画　　の　　位　　置　　付　　け 担当課評価
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11

12

9

総合評価

基本目標 施　　　策　　　の　　　柱

３　活かす 日常生活の中の文化芸術 目標の達成

未実施　荒
天等で中

止

継続性・発展性

参加者の声

参加者の声

１　満足度が８０％
以上

事業名 市民文化推進事業（地域文化振興課）

日常生活の中で利用する駅
等の身近な空間で、気軽に
文化芸術に触れられる機会
を提供することを目的に開催
する。

地域コンサート（駅コン）

対象：市民をはじめとした駅利
用者
日時：年末実施予定
会場：調整中
出演：調整中

継続年数：　4年
事業予算額：100,000円

地域コンサート（駅コンサート）

日時：未実施
会場：ふじみ野駅
協力：東邦音楽大学
参加人数：－

事業決算額：－

新型コロナウイルス感染症の
影響により開催中止。

個別事項評価

参加者の声

１　満足度が８０％
以上

事業名 地域活性化事業（地域文化振興課）

地域活性化を目的とした、市
内を紹介するアプリ（「ココシ
ル☆ふじみ」）を活用し、市の
観光スポットや地域施設など
の情報提供を進める。

地域情報のネットワークサービ
ス（ココシルふじみ）

対象：市民及び来訪者

継続年数：　5年以上
事業予算額：300,000円

地域情報のネットワークサービ
ス（ココシルふじみ）

事業決算額：302,777円

本年度は商工会に協力いた
だき、新たな店舗登録を進め
るとともに、各店舗からの情
報発信方法について技術提
供を行うなどの取り組みを実
施。ユーザー数や閲覧数は
微増傾向にある。さらなる利
用者数増加のため、ココシル
自体の周知強化を検討する
必要がある。

個別事項評価 総合評価

基本目標 施　　　策　　　の　　　柱

３　活かす 情報ネットワーク・広報の充実 目標の達成

Ｂ　一部課
題はあるも
のの順調
に進捗

４　支える 参加しやすい環境づくり
１　事業目標を８
０％以上達成

継続性・発展性

１　次年度も継続

事業名 市民文化推進事業（地域文化振興課）

新入職員を中心とした市職員
の合唱団を結成し、市民音楽
祭に参加される市民団体の
方々などとの交流を図るとと
もに、職員一人ひとりが文化
芸術の必要性などを理解し、
心の豊かさを享受できるよう
な「職員の文化化」を進める。

職員合唱団の結成

対象：市職員
日時：11/17
会場：キラリふじみ
参加費：1,500円

継続年数：　5年以上
事業予算額：0円

職員合唱団による活動

日時：9/25、10/2、10/9、
10/23、10/30、11/6、11/13、
11/15、11/17　計9回
会場：キラリ☆ふじみ、鶴瀬公
民館
指導者：関仁美氏
参加人数：65人

事業決算額：0円

市民音楽祭での発表に向け
て、職員合唱団を組織し活動
を行った。台風の影響もあ
り、練習の中止もあったが、
多くの職員が本番に向け参
加し練習を行った。
本番では、好評を得て、多く
の市民から賞賛の言葉をい
ただけた。この活動を通じて、
職員の文化化に加え、職員
同士の親睦も図れているた
め、業務における横の連携を
図る役割も果たしている。

個別事項評価

３　活かす 鑑賞機会の充実 継続性・発展性

３　活かす 情報ネットワーク・広報の充実 １　次年度も継続

参加者の声

総合評価

基本目標 施　　　策　　　の　　　柱

２　繋ぐ 参加・発表の機会の充実 目標の達成

Ａ　達成に
向け順調
に進捗

４　支える 行政の文化化（情報の共有・職員の意識の向上）
１　事業目標を８
０％以上達成

継続性・発展性

１　次年度も継続

事業名 市民文化推進事業（地域文化振興課）
市民の文化活動の発表と交
流の場として開催し、市民文
化活動の振興を図る。
市内の文化4団体が中心とっ
た実行委員会を組織し、市民
（団体）と市との協働で開催
し、それぞれのジャンルにお
いて、展示発表・芸能発表・
音楽発表・民謡発表及び将
棋大会を行い、相互の交流を
図る。

第56回富士見市民文化祭
　展示発表、民謡大会
　舞台発表、将棋大会
　市民美術展、市民音楽祭

日時：11/2～11/17
会場：キラリふじみ、鶴瀬西交
流センター

継続年数：　5年以上
事業予算額：800,000円

第56回富士見市民文化祭
　展示発表、民謡大会
　芸能発表、将棋大会
　市民美術展、市民音楽祭

日時：11/2～11/17
会場：キラリ☆ふじみ、鶴瀬西
交流センター（将棋大会のみ）
来場者数：5,465人
参加者数：1,201人

事業決算額：800,000円

新たな周知活動としてｂｅｙｏｎ
ｄ2020文化プログラムの認証
を受けるなど、市民文化祭の
周知を行った。前年度と比較
し来場者数は減少したもの
の、長期的視野で、一人でも
多くの方々に市民文化祭を
認知いただき、来場してもらう
ための新たな取り組みができ
たことは、次の市民文化祭へ
つながるものと考えている。
実行委員の高齢化が課題で
あるため、実行委員会組織の
在り方について検討が必要。

個別事項評価 総合評価

基本目標 施　　　策　　　の　　　柱

１　育む 文化芸術に親しむための市民の創造活動の促進 目標の達成

Ｂ　一部課
題はあるも
のの順調
に進捗

２　繋ぐ 参加・発表の機会の充実
１　事業目標を８
０％以上達成

１　満足度が８０％
以上
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13

14

15

16

総合評価

基本目標 施　　　策　　　の　　　柱

１　育む キラリ☆ふじみでの創造と発信 目標の達成

Ａ　達成に
向け順調
に進捗

１　育む 文化芸術に親しむための市民の創造活動の促進
１　事業目標を８
０％以上達成

３　活かす 鑑賞機会の充実 継続性・発展性

２　次年度の取組は
未定

参加者の声

１　満足度が８０％
以上

参加者の声

１　満足度が８０％
以上

事業名 市民文化会館自主事業（鑑賞型事業）キラリふじみ オリジナリティ溢れる地域の
芸術文化活動を振興する中
核的な劇場としての機能と役
割の確立にむけて、鑑賞型
事業では、芸術監督とアソシ
エイトアーティストが中心とな
り制作したレパートリー作品
をはじめ、他の公立劇場や芸
術団体と連携して制作した舞
台作品、さらに、国内外で生
まれたすぐれたレパートリー
作品を招聘するなど、地域の
観客に幅広い鑑賞機会を提
供する

③矢野誠コンサート（仮）
日時：10月（予定）
会場：メインホール

日時：10月20日　15：00
会場：メインホール
参加人数：287名

当館アソシエイト・アーティス
トの矢野誠が音楽監督を務
め、9年間にわたって活動し
てきた集大成としてコンサー
トを観客に届けた。

個別事項評価

事業名 市民文化会館自主事業（鑑賞型事業）キラリふじみ オリジナリティ溢れる地域の
芸術文化活動を振興する中
核的な劇場としての機能と役
割の確立にむけて、鑑賞型
事業では、芸術監督とアソシ
エイトアーティストが中心とな
り制作したレパートリー作品
をはじめ、他の公立劇場や芸
術団体と連携して制作した舞
台作品、さらに、国内外で生
まれたすぐれたレパートリー
作品を招聘するなど、地域の
観客に幅広い鑑賞機会を提
供する

②キラリ☆風流寄席
日時：7月1日（月）
会場：マルチホール

日時：7月1日　17：00
会場：マルチホール
参加人数：221名

事業運営サポート委員と共同
で企画し上演する、キラリふ
じみオリジナル寄席公演。今
回は、瀧川鯉昇師匠と桂文
治師匠の二人会を行った。

個別事項評価 総合評価

基本目標 施　　　策　　　の　　　柱

１　育む キラリ☆ふじみでの創造と発信 目標の達成

Ａ　達成に
向け順調
に進捗

１　育む 文化芸術に親しむための市民の創造活動の促進
１　事業目標を８
０％以上達成

３　活かす 鑑賞機会の充実 継続性・発展性

１　次年度も継続

総合評価

基本目標 施　　　策　　　の　　　柱

１　育む キラリ☆ふじみでの創造と発信 目標の達成

Ａ　達成に
向け順調
に進捗

１　育む 文化芸術に親しむための市民の創造活動の促進
１　事業目標を８
０％以上達成

３　活かす 鑑賞機会の充実 継続性・発展性

２　次年度の取組は
未定

参加者の声

１　満足度が８０％
以上

１　次年度も継続

参加者の声

１　満足度が８０％
以上

事業名 市民文化会館自主事業（鑑賞型事業）キラリふじみ オリジナリティ溢れる地域の
芸術文化活動を振興する中
核的な劇場としての機能と役
割の確立にむけて、鑑賞型
事業では、芸術監督とアソシ
エイトアーティストが中心とな
り制作したレパートリー作品
をはじめ、他の公立劇場や芸
術団体と連携して制作した舞
台作品、さらに、国内外で生
まれたすぐれたレパートリー
作品を招聘するなど、地域の
観客に幅広い鑑賞機会を提
供する

①キラリふじみ×東南アジア
＝舞台芸術コラボレーション
vol.3　日本・フィリピン共同制
作『ＫＩＮ-ＢＡＬＬ』
日時：6月6日（木）～9日（日）
会場：マルチホール

日時6月6日（木）～9日（日）
        5ステージ
会場：マルチホール
参加人数：464名

平成29年度から3年計画で取
り組んでいる、東南アジアの
国際共同制作の第３弾。芸術
監督の田上豊とフィリピンの
劇団ＰＥＴＡとの共同制作作
品の上演を行った。

個別事項評価

事業名 市民文化推進事業（地域文化振興課）

市民自らが、市民及び児童
生徒を対象により優れた文化
芸術を提供することで、感性
や創造性を育むとともに、文
化芸術によるまちづくりを進
める取り組みに対し、補助金
を交付する。

（予定）オーケストラ公演

対象：市内中学生の招待
日時：2/26
会場：キラリふじみ
出演：調整中
参加費：市内中学生は無料招
待
募集人数：調整中

継続年数：　3年
事業予算額：1,500,000円

東京都交響楽団オーケストラ
公演開催

日時：2/26
会場：キラリ☆ふじみ
出演：公益財団法人東京都交
響楽団
参加人数：349人

事業決算額：5,653,587円（市
補助金含む）

市民協働により開催。新型コ
ロナウイルス感染症の影響も
あり、来場者数は100名程度
減少したものの、招待した中
学生や来場者からは高い評
価を得ることができた。実施
事業に関しては、普段身近な
施設では体験できないような
取り組みを選定する必要が
あることから、継続した調査
や調整が必要である。

個別事項評価 総合評価

基本目標 施　　　策　　　の　　　柱

１　育む 文化芸術に親しむための市民の創造活動の促進 目標の達成

Ａ　達成に
向け順調
に進捗

３　活かす 鑑賞機会の充実
１　事業目標を８
０％以上達成

継続性・発展性
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日時：8月29日　19：00
会場：メインホール
参加人数：460名

俳優・橋爪功による、オリジナ
ル朗読企画。第9弾となる今
回は、皆川博子の初期の名
作『夜のアポロン』と心を蝕む
静かな狂気を描き、傑作とし
て知られる、曽野綾子の『長
い暗い冬』を取り上げた。

個別事項評価 総合評価

目標の達成

Ａ　達成に
向け順調
に進捗

１　事業目標を８
０％以上達成

継続性・発展性

１　次年度も継続

参加者の声

１　満足度が８０％
以上

オリジナリティ溢れる地域の
芸術文化活動を振興する中
核的な劇場としての機能と役
割の確立にむけて、鑑賞型
事業では、芸術監督とアソシ
エイトアーティストが中心とな
り制作したレパートリー作品
をはじめ、他の公立劇場や芸
術団体と連携して制作した舞
台作品、さらに、国内外で生
まれたすぐれたレパートリー
作品を招聘するなど、地域の
観客に幅広い鑑賞機会を提
供する

⑦橋爪功・夜の朗読
日時：未定
会場：メインホール

事業名 市民文化会館自主事業（鑑賞型事業）キラリふじみ

基本目標 施　　　策　　　の　　　柱

１　育む キラリ☆ふじみでの創造と発信

１　育む 文化芸術に親しむための市民の創造活動の促進

３　活かす 鑑賞機会の充実

日時：2月7日　17：00
会場：メインホール
参加人数：609名

キラリふじみでは恒例となっ
た狂言公演。『蝸牛』と、満開
の桜と立衆たちも賑やかな
『花折』の2曲を上演した。

個別事項評価 総合評価

目標の達成

Ａ　達成に
向け順調
に進捗

１　事業目標を８
０％以上達成

継続性・発展性

１　次年度も継続

参加者の声

１　満足度が８０％
以上

日時：1月25日　14：00
会場：メインホール
参加人数：252名

トッパンホールと提携するコ
ンサートシリーズ。プロデュー
サー西巻正史がキラリふじみ
のために企画した、オリジナ
ルのクラシックコンサート。
ベートーヴェンと、モーツァル
ト、ドビュッシーとを対比させ
るコンサートを行った。

個別事項評価 総合評価

目標の達成

Ａ　達成に
向け順調
に進捗

１　事業目標を８
０％以上達成

継続性・発展性

１　次年度も継続

参加者の声

１　満足度が８０％
以上

オリジナリティ溢れる地域の
芸術文化活動を振興する中
核的な劇場としての機能と役
割の確立にむけて、鑑賞型
事業では、芸術監督とアソシ
エイトアーティストが中心とな
り制作したレパートリー作品
をはじめ、他の公立劇場や芸
術団体と連携して制作した舞
台作品、さらに、国内外で生
まれたすぐれたレパートリー
作品を招聘するなど、地域の
観客に幅広い鑑賞機会を提
供する

④二兎社『私たちは、何も知ら
ない』（仮）
日時：11月24日（日）
会場：メインホール

日時：11月24日　14：00
会場：メインホール
参加人数：339名

アソシエイト・アーティストの
永井愛が主宰する二兎社の
公演。新作を当館での上演
で、全国ツアーがスタート。終
演後はアフタートークを行っ
た。

個別事項評価 総合評価

目標の達成

Ａ　達成に
向け順調
に進捗

１　事業目標を８
０％以上達成

継続性・発展性

２　次年度の取組は
未定

参加者の声

１　満足度が８０％
以上

オリジナリティ溢れる地域の
芸術文化活動を振興する中
核的な劇場としての機能と役
割の確立にむけて、鑑賞型
事業では、芸術監督とアソシ
エイトアーティストが中心とな
り制作したレパートリー作品
をはじめ、他の公立劇場や芸
術団体と連携して制作した舞
台作品、さらに、国内外で生
まれたすぐれたレパートリー
作品を招聘するなど、地域の
観客に幅広い鑑賞機会を提
供する

⑥キラリふじみ狂言公演　万
作の会『（演目未定）』
日時：未定
会場：メインホール

事業名 市民文化会館自主事業（鑑賞型事業）キラリふじみ

基本目標 施　　　策　　　の　　　柱

１　育む キラリ☆ふじみでの創造と発信

１　育む 文化芸術に親しむための市民の創造活動の促進

３　活かす 鑑賞機会の充実

オリジナリティ溢れる地域の
芸術文化活動を振興する中
核的な劇場としての機能と役
割の確立にむけて、鑑賞型
事業では、芸術監督とアソシ
エイトアーティストが中心とな
り制作したレパートリー作品
をはじめ、他の公立劇場や芸
術団体と連携して制作した舞
台作品、さらに、国内外で生
まれたすぐれたレパートリー
作品を招聘するなど、地域の
観客に幅広い鑑賞機会を提
供する

⑤キラリふじみ・コンサートシ
リーズ2020
日時：1月26日（日）（予定）
会場：メインホール

事業名 市民文化会館自主事業（鑑賞型事業）キラリふじみ

基本目標 施　　　策　　　の　　　柱

１　育む キラリ☆ふじみでの創造と発信

１　育む 文化芸術に親しむための市民の創造活動の促進

３　活かす 鑑賞機会の充実

事業名 市民文化会館自主事業（鑑賞型事業）キラリふじみ

基本目標 施　　　策　　　の　　　柱

１　育む キラリ☆ふじみでの創造と発信

１　育む 文化芸術に親しむための市民の創造活動の促進

３　活かす 鑑賞機会の充実
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日時：1/5～12
会場：展示会議室
参加人数：384名

市内・近隣で活動されている
書家による
作品展。

個別事項評価 総合評価

目標の達成

Ａ　達成に
向け順調
に進捗

１　事業目標を８
０％以上達成

継続性・発展性

１　次年度も継続

参加者の声

１　満足度が８０％
以上

日時：12/7～8
会場：メインホール
参加人数：2581名

市内や近隣を中心に活動し
ている
様々なジャンルのダンスグ
ループによるダンスの祭典。

個別事項評価 総合評価

目標の達成

Ａ　達成に
向け順調
に進捗

１　事業目標を８
０％以上達成

継続性・発展性

１　次年度も継続

参加者の声

１　満足度が８０％
以上

参加者の声

１　満足度が８０％
以上

オリジナリティ溢れる地域の
芸術文化活動を振興する中
核的な劇場としての機能と役
割の確立にむけて、参加型
事業では、芸術監督やアソシ
エイトアーティストらが中心と
なり展開する、幅広い世代を
対象にしたワークショップや
市民とアーティストが協働し
た作品創造、市内小中学校
等へのアウトリーチ、市民や
関係機関と連携した幅広い
市民が参加し交流する事業
を実施する。

②2019公募 キラリ☆ふじみ陶
芸展

日時：9/14～9/20
会場：展示会議室

日時：9/14～9/20
会場：展示会議室
参加人数：584名

公募による陶芸作品の展示
会。
最終日16:00から出品者によ
る交流会を行った。

個別事項評価 総合評価

目標の達成

Ａ　達成に
向け順調
に進捗

１　事業目標を８
０％以上達成

継続性・発展性

１　次年度も継続

参加者の声

１　満足度が８０％
以上

事業名 市民文化会館自主事業（参加型事業）キラリふじみ オリジナリティ溢れる地域の
芸術文化活動を振興する中
核的な劇場としての機能と役
割の確立にむけて、参加型
事業では、芸術監督やアソシ
エイトアーティストらが中心と
なり展開する、幅広い世代を
対象にしたワークショップや
市民とアーティストが協働し
た作品創造、市内小中学校
等へのアウトリーチ、市民や
関係機関と連携した幅広い
市民が参加し交流する事業
を実施する。

①令和元年度 キラリ☆ふじみ
中高生美術展（市内中学校美
術部合同展含む）

日時：8/6～8/11
会場：展示会議室

日時：8/6～8/11
会場：展示会議室
参加人数：386名

市内の中学生による、絵画・
工芸の展示発表会。

個別事項評価 総合評価

基本目標 施　　　策　　　の　　　柱

１　育む 未来にはばたく子どもへの文化芸術活動の充実 目標の達成

Ａ　達成に
向け順調
に進捗

１　育む 文化芸術に親しむための市民の創造活動の促進
１　事業目標を８
０％以上達成

継続性・発展性

２　繋ぐ 子どもたちが学びの場で文化芸術にふれあう活動の推進 １　次年度も継続

オリジナリティ溢れる地域の
芸術文化活動を振興する中
核的な劇場としての機能と役
割の確立にむけて、参加型
事業では、芸術監督やアソシ
エイトアーティストらが中心と
なり展開する、幅広い世代を
対象にしたワークショップや
市民とアーティストが協働し
た作品創造、市内小中学校
等へのアウトリーチ、市民や
関係機関と連携した幅広い
市民が参加し交流する事業
を実施する。

④第18回キラリ☆ふじみ書の
大作展

日時：1/5～12
会場：展示会議室

継続年数：18年目

事業名 市民文化会館自主事業（参加型事業）キラリふじみ

基本目標 施　　　策　　　の　　　柱

１　育む 未来にはばたく子どもへの文化芸術活動の充実

１　育む 文化芸術に親しむための市民の創造活動の促進

２　繋ぐ

２　繋ぐ 子どもたちが学びの場で文化芸術にふれあう活動の推進

オリジナリティ溢れる地域の
芸術文化活動を振興する中
核的な劇場としての機能と役
割の確立にむけて、参加型
事業では、芸術監督やアソシ
エイトアーティストらが中心と
なり展開する、幅広い世代を
対象にしたワークショップや
市民とアーティストが協働し
た作品創造、市内小中学校
等へのアウトリーチ、市民や
関係機関と連携した幅広い
市民が参加し交流する事業
を実施する。

③キラリ☆ダンスフェスティバ
ルvol.17

日時：12/7～8
会場：メインアリーナ

継続年数：17年目

事業名 市民文化会館自主事業（参加型事業）キラリふじみ

基本目標 施　　　策　　　の　　　柱

１　育む 未来にはばたく子どもへの文化芸術活動の充実

１　育む 文化芸術に親しむための市民の創造活動の促進

２　繋ぐ 公民館や交流センター、資料館、図書館などを活かした地域での文化芸術活動の充実

２　繋ぐ 子どもたちが学びの場で文化芸術にふれあう活動の推進

事業名 市民文化会館自主事業（参加型事業）キラリふじみ

基本目標 施　　　策　　　の　　　柱

１　育む 未来にはばたく子どもへの文化芸術活動の充実

１　育む 文化芸術に親しむための市民の創造活動の促進

２　繋ぐ 公民館や交流センター、資料館、図書館などを活かした地域での文化芸術活動の充実

２　繋ぐ 子どもたちが学びの場で文化芸術にふれあう活動の推進

公民館や交流センター、資料館、図書館などを活かした地域での文化芸術活動の充実

２　繋ぐ 公民館や交流センター、資料館、図書館などを活かした地域での文化芸術活動の充実
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25

26

27

28

参加者の声

参加者の声

１　満足度が８０％
以上

事業名 市民文化会館自主事業（参加型事業）キラリふじみ

事業名 市民文化会館自主事業（参加型事業）キラリふじみ オリジナリティ溢れる地域の
芸術文化活動を振興する中
核的な劇場としての機能と役
割の確立にむけて、参加型
事業では、芸術監督やアソシ
エイトアーティストらが中心と
なり展開する、幅広い世代を
対象にしたワークショップや
市民とアーティストが協働し
た作品創造、市内小中学校
等へのアウトリーチ、市民や
関係機関と連携した幅広い
市民が参加し交流する事業
を実施する。

⑧キラリ☆かげき団　第14回
公演『（タイトル未定）』

日時：3/14～15
会場：マルチホール

継続年数：14年目

コロナウイルス感染拡大防止
のため中止

新型コロナウイルス感染症の
影響により開催中止。

個別事項評価 総合評価

基本目標 施　　　策　　　の　　　柱

１　育む 未来にはばたく子どもへの文化芸術活動の充実 目標の達成

未実施　荒
天等で中

止

１　育む 文化芸術に親しむための市民の創造活動の促進

２　繋ぐ 公民館や交流センター、資料館、図書館などを活かした地域での文化芸術活動の充実 継続性・発展性

２　繋ぐ 子どもたちが学びの場で文化芸術にふれあう活動の推進

総合評価

基本目標 施　　　策　　　の　　　柱

１　育む 未来にはばたく子どもへの文化芸術活動の充実 目標の達成

Ａ　達成に
向け順調
に進捗

１　育む 文化芸術に親しむための市民の創造活動の促進
１　事業目標を８
０％以上達成

２　繋ぐ 公民館や交流センター、資料館、図書館などを活かした地域での文化芸術活動の充実 継続性・発展性

２　繋ぐ 子どもたちが学びの場で文化芸術にふれあう活動の推進 １　次年度も継続

参加者の声

１　満足度が８０％
以上

事業名 市民文化会館自主事業（参加型事業）キラリふじみ オリジナリティ溢れる地域の
芸術文化活動を振興する中
核的な劇場としての機能と役
割の確立にむけて、参加型
事業では、芸術監督やアソシ
エイトアーティストらが中心と
なり展開する、幅広い世代を
対象にしたワークショップや
市民とアーティストが協働し
た作品創造、市内小中学校
等へのアウトリーチ、市民や
関係機関と連携した幅広い
市民が参加し交流する事業
を実施する。

⑦第18回キラリ☆ふじみ華大
作展

日時：2/28～3/1
会場：展示会議室

継続年数：18年目

日時：2/28～3/1
会場：展示会議室
参加人数：267名

ひと足早い春の訪れを感じさ
せる、大作で会場を彩る、市
民の方たちによる生け花の
展覧会。

個別事項評価

オリジナリティ溢れる地域の
芸術文化活動を振興する中
核的な劇場としての機能と役
割の確立にむけて、参加型
事業では、芸術監督やアソシ
エイトアーティストらが中心と
なり展開する、幅広い世代を
対象にしたワークショップや
市民とアーティストが協働し
た作品創造、市内小中学校
等へのアウトリーチ、市民や
関係機関と連携した幅広い
市民が参加し交流する事業
を実施する。

⑥第18回キラリ☆ふじみ絵画
大作展

日時：2/15～21
会場：展示会議室

継続年数：18年目

日時：2/15～21
会場：展示会議室
参加人数：935名

市内・近隣の作家たちが製作
した50号以上の大作が集う
絵画の展覧会。

個別事項評価 総合評価

基本目標 施　　　策　　　の　　　柱

１　育む 未来にはばたく子どもへの文化芸術活動の充実 目標の達成

Ａ　達成に
向け順調
に進捗

１　育む 文化芸術に親しむための市民の創造活動の促進
１　事業目標を８
０％以上達成

２　繋ぐ 公民館や交流センター、資料館、図書館などを活かした地域での文化芸術活動の充実 継続性・発展性

２　繋ぐ 子どもたちが学びの場で文化芸術にふれあう活動の推進 １　次年度も継続

２　繋ぐ 子どもたちが学びの場で文化芸術にふれあう活動の推進 １　次年度も継続

参加者の声

１　満足度が８０％
以上

オリジナリティ溢れる地域の
芸術文化活動を振興する中
核的な劇場としての機能と役
割の確立にむけて、参加型
事業では、芸術監督やアソシ
エイトアーティストらが中心と
なり展開する、幅広い世代を
対象にしたワークショップや
市民とアーティストが協働し
た作品創造、市内小中学校
等へのアウトリーチ、市民や
関係機関と連携した幅広い
市民が参加し交流する事業
を実施する。

⑤第18回キラリ☆新春邦楽演
奏会

日時：1/11
会場：メインホール

継続年数：18年目

日時：1月11日　13：00
会場：メインホール
参加人数：306名

伝統音楽“邦楽”を未来につ
なげていこうと市内や近隣で
活動を続ける邦楽団体による
演奏会。

個別事項評価 総合評価

目標の達成

Ａ　達成に
向け順調
に進捗

１　事業目標を８
０％以上達成

継続性・発展性

事業名 市民文化会館自主事業（参加型事業）キラリふじみ

基本目標 施　　　策　　　の　　　柱

１　育む 未来にはばたく子どもへの文化芸術活動の充実

１　育む 文化芸術に親しむための市民の創造活動の促進

２　繋ぐ 公民館や交流センター、資料館、図書館などを活かした地域での文化芸術活動の充実
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29

30

31

32

総合評価

基本目標 施　　　策　　　の　　　柱

２　繋ぐ 多様な分野との連携 目標の達成

Ａ　達成に
向け順調
に進捗

３　活かす 豊かな文化芸術活動が持続できる環境づくり
１　事業目標を８
０％以上達成

３　活かす 文化芸術を活かしたふるさと意識の共有 継続性・発展性

３　活かす 情報ネットワーク・広報の充実 １　次年度も継続

参加者の声

１　満足度が８０％
以上

参加者の声

１　満足度が８０％
以上

事業名 市民文化会館自主事業（情報発信事業）キラリふじみ

当館の活動を広範囲に周知
し、観客や参加者の拡大を図
るため、様々な手法を用いて
情報発信を行う。

④ホームページによる情報発
信

随時更新

随時更新
ホームページを用い、最新の
情報を素早く、多くの方に情
報発信を行った。

個別事項評価

事業名 市民文化会館自主事業（情報発信事業）キラリふじみ

当館の活動を広範囲に周知
し、観客や参加者の拡大を図
るため、様々な手法を用いて
情報発信を行う。

③子供レター発行

部数：約9,100部×年3回

部数：約9,100部×年3回
（各学期毎発行）

小学生、中学生を対象とした
子供レターを各学期ごと配布
した。

個別事項評価 総合評価

基本目標 施　　　策　　　の　　　柱

２　繋ぐ 多様な分野との連携 目標の達成

Ａ　達成に
向け順調
に進捗

３　活かす 豊かな文化芸術活動が持続できる環境づくり
１　事業目標を８
０％以上達成

３　活かす 文化芸術を活かしたふるさと意識の共有 継続性・発展性

３　活かす 情報ネットワーク・広報の充実 １　次年度も継続

総合評価

基本目標 施　　　策　　　の　　　柱

２　繋ぐ 多様な分野との連携 目標の達成

Ａ　達成に
向け順調
に進捗

３　活かす 豊かな文化芸術活動が持続できる環境づくり
１　事業目標を８
０％以上達成

３　活かす 文化芸術を活かしたふるさと意識の共有 継続性・発展性

３　活かす 情報ネットワーク・広報の充実 １　次年度も継続

参加者の声

１　満足度が８０％
以上

１　次年度も継続

参加者の声

１　満足度が８０％
以上

事業名 市民文化会館自主事業（情報発信事業）キラリふじみ

当館の活動を広範囲に周知
し、観客や参加者の拡大を図
るため、様々な手法を用いて
情報発信を行う。

②季刊誌（HOTキラリ発行）

部数：75,000部×4回（1.4.7.10
月）

発行回数　　　4回
（令和元年7月･10月･令和2年
1月･4月号）
各75,000部発行

年4回の季刊誌の発行を行
い、キラリふじみの取り組み
を伝えた。

個別事項評価

事業名 市民文化会館自主事業（情報発信事業）キラリふじみ

当館の活動を広範囲に周知
し、観客や参加者の拡大を図
るため、様々な手法を用いて
情報発信を行う。

①年間パンフレット作製・配布

部数：11,000部
11,000部作製

キラリふじみの取り組みを年
間パンフレットを作成・配布し
伝えた。

個別事項評価 総合評価

基本目標 施　　　策　　　の　　　柱

２　繋ぐ 多様な分野との連携 目標の達成

Ａ　達成に
向け順調
に進捗

３　活かす 豊かな文化芸術活動が持続できる環境づくり
１　事業目標を８
０％以上達成

３　活かす 文化芸術を活かしたふるさと意識の共有 継続性・発展性

３　活かす 情報ネットワーク・広報の充実
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33

34

35

36

総合評価

基本目標 施　　　策　　　の　　　柱

１　育む 文化芸術に親しむための市民の創造活動の促進 目標の達成

Ｂ　一部課
題はあるも
のの順調
に進捗

２　繋ぐ 公民館や交流センター、資料館、図書館などを活かした地域での文化芸術活動の充実
１　事業目標を８
０％以上達成

２　繋ぐ 生涯学習と連携した文化芸術の振興 継続性・発展性

２　繋ぐ 参加・発表の機会の充実 １　次年度も継続

３　活かす 鑑賞機会の充実 参加者の声

１　満足度が８０％
以上

参加者の声

１　満足度が８０％
以上

事業名 鶴瀬西交流センター生涯学習事業（鶴瀬西交流センター）

地域で音楽・文化・芸術分野
で活動する方を招き、地域の
交流と親睦を深める場とす
る。

リラックスタイム
対象：一般市民
日時：6月23日・8月4日・12月
23日・2月23日
会場：鶴瀬西交流センター
講師：コーラスまどか、ジョイフ
ルサウンズジャズオーケストラ
等
参加費：なし
募集人数：各50～100名程度

継続年数：　13年
事業予算額：　80,000円

リラックスタイム
対象：一般市民
日時：6月23日・8月4日・12月
23日・2月16日
会場：鶴瀬西交流センター
講師：コーラスまどか、ジョイフ
ルサウンズジャズオーケストラ
等
参加費：なし
参加人数：延べ400名名程度

継続年数：　13年
事業決算額：　75,000円

イベント内容は地域の方から
期待されているが、リラックス
タイムは市民による準備会と
の協働で実施しており、その
準備会のメンバーが高齢化し
てきており、今後継続するた
めには後継者を探すことが必
要となっている。

個別事項評価

事業名 ふじみ野交流センター生涯学習事業（ふじみ野交流センター）

音楽鑑賞や団体、サークル
の日常活動の発表を通した
地域住民の交流と生涯学習
の相互理解を深める機会と
する。伝統文化の体験を通し
た他世代間交流と仲間づく
り。

七夕まつり、ティータイムコン
サート、ふじみ野文化祭

対象：活動団体、地域住民
日時：通年を通して
会場：ふじみ野交流センター
募集人数：特になし

継続年数：　5年以上
事業予算額：70,000円

七夕まつり
日時：令和元年8月1日～7日
講師：勝瀬昔承会、勝瀬の会
参加人数：158人
事業決算額：　34,860円
音楽でいい友（ティータイムコン
サート含む）
日時：10月19日・11月10日・12月
21日
講師：チカｗｉｔｈファイブＧ・アンサ
ンブル凛・愉快なミキとジャズ仲
間
参加人数：134人
事業決算額：40,000円
ふじみ野文化祭
開催中止（新型コロナ対策）

家庭で行うことが少なくなった行
事の体験や地域の伝統文化に
触れてもらう良い機会となった。

様々な音楽を通して住民交流を
進めることを目的に「音楽でいい
友」を開催。３回にわたるジャン
ルの違うコンサートは参加者に
大変好評であった。

個別事項評価 総合評価

基本目標 施　　　策　　　の　　　柱

１　育む 地域の文化資源の活用と継承 目標の達成

Ａ　達成に
向け順調
に進捗

１　育む 公民館や交流センター、資料館、図書館などを活かした地域での文化芸術活動の充実
１　事業目標を８
０％以上達成

２　繋ぐ 世代間が結び付く活き活きとしたまちづくり 継続性・発展性

１　次年度も継続

総合評価

基本目標 施　　　策　　　の　　　柱

２　繋ぐ 多様な分野との連携 目標の達成

Ａ　達成に
向け順調
に進捗

３　活かす 豊かな文化芸術活動が持続できる環境づくり
１　事業目標を８
０％以上達成

３　活かす 文化芸術を活かしたふるさと意識の共有 継続性・発展性

３　活かす 情報ネットワーク・広報の充実 １　次年度も継続

参加者の声

１　満足度が８０％
以上

１　次年度も継続

参加者の声

２　満足度が６０％
以上

事業名 市民文化会館自主事業（情報発信事業）キラリふじみ

当館の活動を広範囲に周知
し、観客や参加者の拡大を図
るため、様々な手法を用いて
情報発信を行う。

⑥ＤＭ、チラシ配布等

部数：約2,700部×4回（1.4.7.10
月）

４月、７月、１０月、１月にＤＭ
発送（２７００部）
毎月チラシ等配布

ダイレクトメールを希望する
方に送り、情報を伝えた。ま
た、沖チラシ等による情報発
信を行った。

個別事項評価

事業名 市民文化会館自主事業（情報発信事業）キラリふじみ

当館の活動を広範囲に周知
し、観客や参加者の拡大を図
るため、様々な手法を用いて
情報発信を行う。

⑤SNSによる情報発信

随時更新

随時更新
facebook,twitter

Facebook、twitterを用い、情
報発信を行った。

個別事項評価 総合評価

基本目標 施　　　策　　　の　　　柱

２　繋ぐ 多様な分野との連携 目標の達成

Ｂ　一部課
題はあるも
のの順調
に進捗

３　活かす 豊かな文化芸術活動が持続できる環境づくり
１　事業目標を８
０％以上達成

３　活かす 文化芸術を活かしたふるさと意識の共有 継続性・発展性

３　活かす 情報ネットワーク・広報の充実
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37

38

39

40

総合評価

基本目標 施　　　策　　　の　　　柱

１　育む 未来にはばたく子どもへの文化芸術活動の充実 目標の達成

Ａ　達成に
向け順調
に進捗

２　繋ぐ 公民館や交流センター、資料館、図書館などを活かした地域での文化芸術活動の充実
１　事業目標を８
０％以上達成

２　繋ぐ 参加・発表の機会の充実 継続性・発展性

１　次年度も継続

参加者の声

１　満足度が８０％
以上

鑑賞機会の充実 参加者の声

１　満足度が８０％
以上

事業名 地球にやさしい生活環境づくり事業（環境課）

事業を通して次代を担う子ど
もたちに環境問題についての
意識啓発を図るとともに、市
民に環境問題を身近なものと
して理解してもらう。

対象：市内の小・中・特別支援
学校に通う児童・生徒
日時：10月26日開催予定の富
士見ふるさと祭り当日を含む２
週間程度
会場：市役所１階待合スペー
ス
　　　　キラリ☆ふじみ展示室
講師：
参加費：無料
募集人数：

継続年数：5年以上
事業予算額：69,000円

日時：10月16日～24日及び26
日
会場：【10月16日～24日】市役
所1階待合スペース
【10月26日】富士見ふるさと祭
りキラリ☆ふじみ展示室
講師：
参加人数：作品応募人数325
人、ふるさと祭り展示会場来場
者数1,200人

事業決算額：61,603円

ふるさと祭りで展示会を行う
ことにより、市民に対し環境
問題を啓発していくという目
標を達成することができた。

個別事項評価

事業名 針ケ谷コミュニティセンター維持管理事業（鶴瀬西交流センター）

地域ニーズを反映した音楽・
芸術などの鑑賞会を実施し、
地域の交流と親睦を深める
場とする。

定期鑑賞会
対象：一般市民
日時：未定
会場：針ケ谷コミュニティセン
ター
講師：大学生落語研究会、近
隣在住のソプラノ歌手等
参加費：なし
募集数：70～100人程度

継続年数：11年～16年
事業予算額：　10,000円～
50,000円

風薫る5月のコンサート
（5/12）、針コミ寄席（6/23）、絵
手紙を描いてみよう（7/23）、ピ
アノコンサート（10/20）、

会場：針ケ谷コミュニティセン
ター
協力者：岩田恵美氏、日大芸
術学部学生３、古沢清雄氏、
斉藤香織氏
参加人数：311人（延べ）

事業決算額：100,000円

コンサートは、地域に根強い
人気があり、大変喜ばれてい
る。寄席は大学生の発表機
会を設けると同時に地域市
民の楽しみにもなっている。
文化芸術に触れられる様々
な事業を引き続き検討し、実
施していく。

個別事項評価 総合評価

基本目標 施　　　策　　　の　　　柱

１　育む 文化芸術に親しむための市民の創造活動の促進 目標の達成

Ａ　達成に
向け順調
に進捗

２　繋ぐ 公民館や交流センター、資料館、図書館などを活かした地域での文化芸術活動の充実
１　事業目標を８
０％以上達成

２　繋ぐ 生涯学習と連携した文化芸術の振興 継続性・発展性

２　繋ぐ 参加・発表の機会の充実
２　次年度の取組は

未定

３　活かす

総合評価

基本目標 施　　　策　　　の　　　柱

１　育む 文化芸術に親しむための市民の創造活動の促進 目標の達成

未実施　荒
天等で中

止

２　繋ぐ 公民館や交流センター、資料館、図書館などを活かした地域での文化芸術活動の充実

２　繋ぐ 生涯学習と連携した文化芸術の振興 継続性・発展性

２　繋ぐ 参加・発表の機会の充実

３　活かす 鑑賞機会の充実 参加者の声

１　次年度も継続

３　活かす 鑑賞機会の充実 参加者の声

２　満足度が６０％
以上

事業名 針ケ谷コミュニティセンター維持管理事業（鶴瀬西交流センター）

針ケ谷コミセン・みずほ台コミ
センで活動するサークル・団
体で実行委員会を作り、１年
間の活動成果を発表する場
を提供し、地域の方々との交
流やコミュニティ活動の促進
を目指す。

針ケ谷・みずほ台コミュニティ
センター合同文化祭
対象：一般市民
日時：令和元年3月14日・3月
15日
会場：針ケ谷コミュニティセン
ター
講師：針ケ谷コミュニティセン
ター利用団体等
参加費：なし
募集数：50～60団体程度

継続年数：14年
事業予算額：　なし

コロナウイルス感染拡大予防
のため閉館により中止

新型コロナウイルス感染症の
影響により開催中止。

個別事項評価

事業名 鶴瀬西交流センター生涯学習事業（鶴瀬西交流センター）

西交流センターを利用する
サークル・団体の活動を発表
する場を提供し、利用者や地
域住民の交流と文化の向
上、コミュニティ活動の促進を
目指す。

鶴瀬西交流センターフェスティ
バル
対象：一般市民
日時：10月5日・10月6日
会場：鶴瀬西交流センター
講師：鶴瀬西交流センター利
用団体等
参加費：一団体500円
募集数：50～60団体程度

継続年数：　13年
事業予算額：30,000円

鶴瀬西交流センターフェスティ
バル
対象：一般市民
日時：10月5日・10月6日
会場：鶴瀬西交流センター
講師：鶴瀬西交流センター利
用団体等
参加費：一団体500円
参加人数：3600名

継続年数：　13年
事業予算額：30,000円

来館者からは作品や演技等
に好評を得ているが、交流セ
ンター利用サークルのメン
バーの高齢化が進んでおり、
常連の参加団体からも高齢
を理由に不参加となる団体も
出てきている。

個別事項評価 総合評価

基本目標 施　　　策　　　の　　　柱

１　育む 文化芸術に親しむための市民の創造活動の促進 目標の達成

Ｂ　一部課
題はあるも
のの順調
に進捗

２　繋ぐ 公民館や交流センター、資料館、図書館などを活かした地域での文化芸術活動の充実
２　事業目標を６
０％以上達成

２　繋ぐ 生涯学習と連携した文化芸術の振興 継続性・発展性

２　繋ぐ 参加・発表の機会の充実
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41

42

43

44

総合評価

基本目標 施　　　策　　　の　　　柱

１　育む 文化芸術に親しむための市民の創造活動の促進 目標の達成

Ａ　達成に
向け順調
に進捗

２　繋ぐ 公民館や交流センター、資料館、図書館などを活かした地域での文化芸術活動の充実
１　事業目標を８
０％以上達成

２　繋ぐ 参加・発表の機会の充実 継続性・発展性

３　活かす 鑑賞機会の充実 １　次年度も継続

３　活かす 文化芸術を活かしたふるさと意識の共有 参加者の声

４　支える 公民館や交流センター、コミュニティセンターなどの施設の充実
１　満足度が８０％

以上

参加者の声

１　満足度が８０％
以上

事業名 公民館学級講座等開催事業（南畑公民館）

　地元素人劇団「南畑お月見
一座」の新作劇初演の場とし
て、その時代背景や地域課
題を通して、楽しみながらも
地域のことを考える場とす
る。また身近な施設で気軽に
演劇を鑑賞できる機会の充
実を図る。

南畑ふれあい劇場

対象：一般
日時：令和2年2月8日（土）14
時～15時（予定）
会場：南畑公民館
出演：南畑お月見一座
参加費：無料
募集人数：200人

継続年数：5年以上
事業予算額：10,000円

日時：令和２年２月８日（土）
13：30～14：30
会場：南畑公民館
出演：南畑お月見一座
参加人数：180人

事業決算額：10,000円

　20年以上開催してきたこと
で事業が定着し、市外からの
来場者も多くなっている。また
地域課題や社会問題を脚本
内容に取り入れるところが特
徴の一つとなっており、可能
な限り継続できるよう支援し
ていきたい。

個別事項評価

事業名 図書館運営事業（生涯学習課）

おはなし会・映画会を開催
し、図書館利用のきっかけ、
図書館利用の増加につなげ
る。また、おはなし会は子ども
が本に親しむ機会を広げ読
書を通して成長を支える。

対象：大人・子ども
日時：各館の予定による。
おはなし会は月2～4回
映画会は中央図書館月4回
分館は月１回
会場：中央図書館・ふじみ野分
館・鶴瀬西分館
（図書館職員とボランティアに
よる実施）
参加費：無料
募集人数：事前募集無し
継続年数：20年以上
事業予算額：指定管理料に含
まれる。

日時：各館の予定に合わせて
水・金・土・日に実施。
会場：各図書館
講師：無
参加人数：
おはなし会年間合計
　2,912人　131回
映画会年間合計
　1,785人　66回
事業決算額：指定管理領内で
実施

各館で継続的に実施。イベン
トに合わせた映画会、工作や
実験を加えたおはなし会等工
夫をこらした内容で実施

個別事項評価 総合評価

基本目標 施　　　策　　　の　　　柱

１　育む 未来にはばたく子どもへの文化芸術活動の充実 目標の達成

Ａ　達成に
向け順調
に進捗

２　繋ぐ 公民館や交流センター、資料館、図書館などを活かした地域での文化芸術活動の充実
１　事業目標を８
０％以上達成

３　活かす 鑑賞機会の充実 継続性・発展性

１　次年度も継続

総合評価

基本目標 施　　　策　　　の　　　柱

１　育む 未来にはばたく子どもへの文化芸術活動の充実 目標の達成

Ａ　達成に
向け順調
に進捗

１　事業目標を８
０％以上達成

継続性・発展性

１　次年度も継続

参加者の声

１　満足度が８０％
以上

１　次年度も継続

３　活かす 鑑賞機会の充実 参加者の声

１　満足度が８０％
以上

事業名 子育て支援センター運営事業（保育課） ①小さなお子さんも楽しめる
人形劇を開催し、親子で文化
芸術に触れる機会とする。ま
た楽しい時間を共有すること
で、子育ての楽しさを知って
もらう。
②小さなお子さんも見て楽し
めるペープサートや、リズミカ
ルなクラシック曲の演奏など
を聴き、親子でリラックスした
時を過ごす。風船送りなども
企画し、楽しい時間を親子で
共有する。

①人形劇　　②小さな子どもの
ためのコンサート

対象：未就学児とその保護者
日時：①11月29日②11月7日
会場：①鶴瀬西交流ｾﾝﾀｰ
　　　　②キラリ☆ふじみ
講師：①未定②東邦音楽大学
参加費：①無料②親子300円
募集人数：①100人②400人

継続年数：①②ともに5年以上
事業予算額：①10,000円
　　　　　　　 　②50,000円

①人形劇　　②小さな子どもの
ためのコンサート

日時：①11月29日②11月7日
会場：①鶴瀬西交流ｾﾝﾀｰ
　　　 ②キラリ☆ふじみ
講師：①子どものそのお母さん
人形劇サークル ②東邦音楽
大学
参加人数：①130人 ②620人

事業決算額：①10,000円
　　　　　　  　②50,000円

参加者にアンケートをお願いし、
意見等を聞いている。人形劇は
小さな子ども向けの内容で、飽
きないような短いお話が多く、親
子で楽しめたという意見が多
かった。コンサートについては、
小さな子どもを連れて音楽鑑賞
できる機会が少ないため、喜ば
れている。今年は、音大生が場
を盛り上げてくれて、参加者全
員が一体となり踊ったり歌ったり
して楽しいコンサートになった。
リピーターも多く、毎年楽しみに
しているという意見も多い。実行
委員会形式で行っているが、ボ
ランティアを含めスタッフの募集

個別事項評価

事業名 国際交流事業(人権・市民相談課、生涯学習課）

地域の国際化が進む中で、
多文化・多民族社会をどのよ
うに理解し、ともに豊かに生
活できるのかを考える機会と
し、次のような場を作ることで
それぞれの生活文化に触
れ、理解を深める.。

国際交流フォーラム

対象：子ども～一般
日時：9月28日
会場：キラリふじみマルチホー
ル
講師：なし
参加費：なし
募集人数：－

継続年数：5年以上
事業予算額：180,000円

日時：9月28日（土）
会場：キラリ☆ふじみ
マルチホール、展示会議室AB
講師：なし
参加人数：520人

事業決算額：180,000円

国際交流事業として定着して
おり、外国籍市民との交流企
画等を通じて、地域住民、国
際交流関係者、外国籍市民
との相互交流機会となってい
る。
楽しみながら参加すること
で、自然と多文化理解・交流
ができるような企画の工夫を
継続して行っていくことが必
要である。

個別事項評価 総合評価

基本目標 施　　　策　　　の　　　柱

１　育む 文化芸術に親しむための市民の創造活動の促進 目標の達成

Ｂ　一部課
題はあるも
のの順調
に進捗

１　育む 未来にはばたく子どもへの文化芸術活動の充実
１　事業目標を８
０％以上達成

２　繋ぐ 参加・発表の機会の充実 継続性・発展性

２　繋ぐ 多様な分野との連携
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46

47

48

45

総合評価

基本目標 施　　　策　　　の　　　柱

１　育む 未来にはばたく子どもへの文化芸術活動の充実 目標の達成

Ａ　達成に
向け順調
に進捗

２　繋ぐ 子どもたちが学びの場で文化芸術にふれあう活動の推進
１　事業目標を８
０％以上達成

継続性・発展性

１　次年度も継続

参加者の声

１　満足度が８０％
以上

参加者の声

１　満足度が８０％
以上

事業名 子どもフェスティバル開催事業（鶴瀬公民館）

子どもたちに「ふるさと富士
見」と呼ばれる文化を伝える
場として開催する。

対象：一般市民、児童
日時：令和元年4月21日（日）
会場：文化の杜公園、その周
辺
講師：なし
参加費：なし
募集人数：―

継続年数：5年以上
事業予算額：2,567,000円

日時：平成31年4月21日（日）
会場：文化の杜公園、その周
辺
講師：
参加人数：31,000人

事業決算額：2,567,000円

・真夏のように暑さがこたえる
当日になったが、多くの子ど
もたちの笑顔があふれ、富士
見市の文化として心に残る
フェスティバルになった。
・学生ボランティアとして淑徳
大学生を初めて呼び、中高
生ボランティアのリーダーとし
て活躍してくれた。
・実行委員会主催の補助事
業としての職員の関わりと組
織づくりが課題。

個別事項評価

事業名 公民館学級講座等開催事業（鶴瀬公民館）

鶴瀬公民館利用者による日
頃の学習成果発表の場とし
て、作品展示や舞台発表等
を行うとともに、地域の相互
交流及び親睦を図る機会とし
て開催する。

つるせ公民館まつり

対象：一般市民
日時：令和元年5月18日・19日
会場：鶴瀬公民館
　　　　鶴瀬コミュニティセンター
講師：鶴瀬公民館利用サーク
ル
参加費：無料
募集人数：―

継続年数：5年以上
事業予算額：なし

日時：令和元年5月18日・19日
会場：鶴瀬公民館
　　　　鶴瀬コミュニティセンター
講師：鶴瀬公民館利用サーク
ル
参加人数：約3,200人

事業決算額：なし

　利用団体相互の交流が図
られて、また各団体の活動の
成果が大いに発表することが
でき、打ち上げ交流会も天気
に恵まれて盛会のうちに終了
することができた。　今年は、
実行委員会の提案により、卓
球サークルの協力を得て「子
ども卓球交流」の時間が設け
られ子どもたちの笑顔も見ら
れた。毎年、地域の小・中学
校参の運動会、体育祭と時
期が重なっており、来場者の
減少や子どもたちを対象とし
た団体の参加に影響している

個別事項評価 総合評価

基本目標 施　　　策　　　の　　　柱

１　育む 地域の文化資源の活用と継承 目標の達成

Ａ　達成に
向け順調
に進捗

２　繋ぐ 公民館や交流センター、資料館、図書館などを活かした地域での文化芸術活動の充実
１　事業目標を８
０％以上達成

２　繋ぐ 参加・発表の機会の充実 継続性・発展性

３　活かす 文化芸術を活かしたふるさと意識の共有 １　次年度も継続

総合評価

基本目標 施　　　策　　　の　　　柱

１　育む 文化芸術に親しむための市民の創造活動の促進 目標の達成

Ａ　達成に
向け順調
に進捗

２　繋ぐ 公民館や交流センター、資料館、図書館などを活かした地域での文化芸術活動の充実
１　事業目標を８
０％以上達成

２　繋ぐ 参加・発表の機会の充実 継続性・発展性

３　活かす 鑑賞機会の充実 １　次年度も継続

参加者の声

１　満足度が８０％
以上

１　次年度も継続

参加者の声

１　満足度が８０％
以上

事業名 文化活動支援事業（鶴瀬公民館）

鶴瀬コミュニティセンターホー
ルの活用を推進し、市民団体
主体の文化芸術活動を支援
する。

熟年バンドLIVE、市民演劇の
つどい、新春太鼓まつり、3.11
を忘れないコンサート等

対象：一般市民
日時：通年
会場：鶴瀬コミュニティセンター
ホール

継続年数：5年以上
事業予算額：20,000円

日時：4/14、4/29、7/4、7/29、
8/4、9/15、12/10、12/15、
1/12、2/11、2/28
会場：鶴瀬コミュニティセンター
ホール
講師：藤本　香氏ほか
参加人数：のべ1,896人

事業決算額：30,000円

・「クラシックコンサート富士見
の春」は来年度の開催に向
けて演奏者の公募を行い、５
名の応募があった。
・毎年恒例の人気イベントは
定着しているが、さらに新しい
企画があるとよい。

個別事項評価

事業名 公民館学級講座等開催事業（南畑公民館）

　身近な施設で日本の伝統
芸能文化に触れる。

文化公演会「落語を楽しむ」

対象：一般
日時：令和2年2月15日（土）13
時30分～14時30分（予定）
会場：南畑公民館
出演：（未定）
参加費：無料
募集人数：200人

継続年数：2年
事業予算額：10,000円

日時：令和２年２月１５日（土）
13：30～14：30
会場：南畑公民館
出演：桂　南なん・山遊亭くま
八
来場者：97人

事業決算額：10,000円

　身近なところで日本の伝統
文化としてプロの落語家の噺
を楽しめる場として好評を得
ており、継続支援していきた
い。

個別事項評価 総合評価

基本目標 施　　　策　　　の　　　柱

１　育む 文化芸術に親しむための市民の創造活動の促進 目標の達成

Ａ　達成に
向け順調
に進捗

２　繋ぐ 公民館や交流センター、資料館、図書館などを活かした地域での文化芸術活動の充実
１　事業目標を８
０％以上達成

３　活かす 鑑賞機会の充実 継続性・発展性

４　支える 公民館や交流センター、コミュニティセンターなどの施設の充実
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総合評価

基本目標 施　　　策　　　の　　　柱

１　育む 文化芸術に親しむための市民の創造活動の促進 目標の達成

Ａ　達成に
向け順調
に進捗

２　繋ぐ 公民館や交流センター、資料館、図書館などを活かした地域での文化芸術活動の充実
２　事業目標を６
０％以上達成

３　活かす 日常生活の中の文化芸術 継続性・発展性

１　次年度も継続

参加者の声

２　満足度が６０％
以上

参加者の声

１　満足度が８０％
以上

事業名 市民文化推進事業（水谷公民館）

サークル活動を通じて、発表
や交流の場をつくりながら、
お互いの親睦を深める。かう

　サークル公開月間
対象：　水谷公民館利用者
日時：　10月1日～31日
会場：　水谷公民館等

継続年数：　5年以上
事業予算額：　　0円

　サークル公開月間
対象：　水谷公民館利用者
日時：　令和元年10月1日～31
日
会場：　水谷公民館

継続年数：　5年以上
事業予算額：　　0円

サークル活動公開について
公民館を利用するサークル
に参加をうながすととともに、
見学者や入会者の増員が課
題。

個別事項評価

事業名 市民文化推進事業（水谷公民館）

日頃のサークル活動の発表
や交流の場をつくりながら、
お互いの親睦を深める。

ワイワイコンサート

対象：　一般市民
日時：令和元年6月
会場：水谷公民館
参加費：無料
募集人数：50人

継続年数：　5年以上
事業予算額：　　0円

ワイワイコンサート
対象：一般市民
日時：令和元年６月20日（土）
会場：　水谷公民館
参加料:無料
参加人数  80人
継続年数：5年以上
事業予算額　　0円

今年度よりワイワイコンサー
トと名称を変更し、楽器演奏、
音楽関係のサークルや団体
にこだわらず実施。企画・運
営を一緒にかかわっていたギ
ターのサークルが参加するこ
とが難しくなり、参加団体をど
うするか今後どのようにして
いくかが課題。

個別事項評価 総合評価

基本目標 施　　　策　　　の　　　柱

１　育む 文化芸術に親しむための市民の創造活動の促進 目標の達成

Ｂ　一部課
題はあるも
のの順調
に進捗

２　繋ぐ 公民館や交流センター、資料館、図書館などを活かした地域での文化芸術活動の充実
２　事業目標を６
０％以上達成

３　活かす 日常生活の中の文化芸術 継続性・発展性

１　次年度も継続

総合評価

基本目標 施　　　策　　　の　　　柱

２　繋ぐ 公民館や交流センター、資料館、図書館などを活かした地域での文化芸術活動の充実 目標の達成

Ａ　達成に
向け順調
に進捗

１　事業目標を８
０％以上達成

継続性・発展性

１　次年度も継続

参加者の声

１　満足度が８０％
以上

１　次年度も継続

参加者の声

１　満足度が８０％
以上

事業名 地域活性化事業（水谷公民館）

懐かしい歌を通じての居場
所・仲間づくりと地域の交流
の機会

うたごえ喫茶ｉｎ水谷
対象：　一般市民
日時：令和元年4月20日（土）
会場：水谷公民館
奏者：高橋孝一氏　、岡田栄子
氏（アコーディオン奏者）
参加費：500円
募集人数：100人

継続年数：　5年以上
事業予算額：　　0円

うたごえ喫茶ｉｎ水谷
対象
日時：令和元年4月20日（土）
会場：　水谷公民館
奏者：高橋孝一氏、岡田栄子
氏（アコーディオン）
参加人数：　100人
継続年数：　5年以上
事業決算額：　　　０円

アコーディオン奏者が新しい
方になり、いままで歌唱リー
ダーとして会場を指導、盛り
上げる方も決まった。いまま
での歌集も見直し、歌集を使
用しない方法や別の歌集を
借用して開催を試みた。今後
は歌集の有無も含めてどうし
ていくかが課題。また開催時
期についても要検討。

個別事項評価

事業名 平和憲法啓発事業（鶴瀬公民館）

富士見市非核平和都市宣言
の理念を市民と確認し、広げ
ることを目的とし開催する。

対象：一般市民、児童
日時：令和元年7月13日・14日
会場：キラリふじみ
講師：なし
参加費：協賛金200円
募集人数：―

継続年数：　5年以上
事業予算額253,304円

日時：令和元年7月13日・14日
会場：キラリふじみ
講師：なし
参加人数：のべ2,800人

事業決算額：　217,500円

・ピースフェスティバルは、市
内小中学校、高等学校の児
童生徒をはじめ、様々な形で
市民が参加してつくりあげる
ことができた。
・広島の高校生が書いた絵
や昭和館から借りたものを初
めて展示し、参加者からの評
判も良かった。

個別事項評価 総合評価

基本目標 施　　　策　　　の　　　柱

１　育む 文化芸術に親しむための市民の創造活動の促進 目標の達成

Ａ　達成に
向け順調
に進捗

２　繋ぐ 参加・発表の機会の充実
１　事業目標を８
０％以上達成

継続性・発展性
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54

参加者の声

事業名 水子貝塚公園運営事業（資料館）

水子貝塚公園の展示館を会
場に年1回開催。身近に楽し
めるコンサートとして、楽器の
和洋を問わずに、1時間程度
の演奏会を4開催する。
歴史公園にふさわしい伝統
芸能や楽曲を直に見聞きす
ることで、水子貝塚公園に親
しんでもらう機会とする。

対象：一般
日時：未定
会場：水子貝塚公園展示館
講師：未定
参加費：無料
募集人数：100名

継続年数：　5年以上
事業予算額：　20,000円

※新型コロナウイルスの影響
により、コンサートを開催する
ことができなかった。

※以下は開催予定だった内容
「草原の唄 ～馬頭琴の響き
～」
日時：令和２年３月１日（日）
会場：水子貝塚展示館
講師：チンゲルト
参加人数：－

・今年度は、新型コロナウイ
ルスの影響により、コンサー
トを開催することができなかっ
た。次年度以降については、
例年通り実施する予定。

・専用ホールではないので、
舞台設定や観客の入退出経
路の確保が難しい。

個別事項評価

事業名 学級講座開設事業（水谷東公民館）

生の音楽に触れる機会をつく
り、地域住民の交流を図る。

音楽の夕べ

対象：一般市民
日時：12月7日
会場：水谷東公民館
講師：未定
参加費：0円
募集人数：90人

継続年数：　36年
事業予算額：　　　30,000円

日時：12月7日
会場：水谷東公民館
演奏者：音楽ボランティアしゃ
ぼん玉
参加人数：86人

事業決算額：10,000　円

文化芸術に触れる機会として
定着しており、好評を得てい
る。

個別事項評価

総合評価

基本目標 施　　　策　　　の　　　柱

２　繋ぐ 公民館や交流センター、資料館、図書館などを活かした地域での文化芸術活動の充実 目標の達成

未実施　荒
天等で中

止

継続性・発展性

総合評価

基本目標 施　　　策　　　の　　　柱

２　繋ぐ 公民館や交流センター、資料館、図書館などを活かした地域での文化芸術活動の充実 目標の達成

Ａ　達成に
向け順調
に進捗

３　活かす 鑑賞機会の充実
１　事業目標を８
０％以上達成

継続性・発展性

１　次年度も継続

参加者の声

１　満足度が８０％
以上

総合評価

基本目標 施　　　策　　　の　　　柱

１　育む 文化芸術に親しむための市民の創造活動の促進 目標の達成

Ｂ　一部課
題はあるも
のの順調
に進捗

２　繋ぐ 公民館や交流センター、資料館、図書館などを活かした地域での文化芸術活動の充実
１　事業目標を８
０％以上達成

３　活かす 鑑賞機会の充実 継続性・発展性

１　次年度も継続

参加者の声

１　満足度が８０％
以上

１　次年度も継続

参加者の声

１　満足度が８０％
以上

事業名 学級講座開設事業（水谷東公民館）

公民館を利用する団体等が
一年間の活動の成果を発表
し、あわせて地域住民との交
流を深める場として開催。

水谷東文化祭

対象：一般市民
日時：11月16日・17日
会場：水谷東公民館
内容：舞台発表・作品展示
継続年数：　38年
事業予算額：　　0　円

日時：11/16.17
会場：水谷東公民館、他
参加人数：1,100人

事業決算額：　0　円

公民館を利用する団体の成
果発表の場として定着してお
り、文化芸術について考える
機会としても大いに成果を上
げている。その一方、高齢化
に伴い、参加団体の固定化
や減少等の課題もある。

個別事項評価

事業名 市民文化推進事業（水谷公民館）

サークル活動を通じて、発表
や交流の場をつくりながら、
お互いの親睦を深める。かう

水谷文化祭
対象：　水谷公民館利用者
日時：　2019年　11月9日・10
日
会場：　水谷公民館
継続年数：　　5年以上
事業予算額：　　0円

水谷文化祭
対象：　水谷公民館利用者
日時：令和元年　11月9日・10
日
会場：　水谷公民館
参加者：2,200人
継続年数：　　5年以上
事業予算額：　　０円

公民館利用者の学習成果の
発表だけでなく、地域全体の
取組みとなるよう毎年内容を
見直し、実施していることで、
運営面での活性化が図られ
ている。また、昨年同様本郷
中学校、水谷中学校もボラン
ティアとして参加し、地域住民
との交流を図れた。

個別事項評価 総合評価

基本目標 施　　　策　　　の　　　柱

１　育む 文化芸術に親しむための市民の創造活動の促進 目標の達成

Ａ　達成に
向け順調
に進捗

２　繋ぐ 公民館や交流センター、資料館、図書館などを活かした地域での文化芸術活動の充実
１　事業目標を８
０％以上達成

３　活かす 日常生活の中の文化芸術 継続性・発展性
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