
所管名

1

(1)

①

千円 千円

※関連施策とは、当該事業が他の基本施策等にも該当する場合に記載。

平成20年度
事業評価 B

文化的側面から見て
　A　より充実を図れた
　B　充実を図れた
　C　充実を図れなかった

平成21年度
事業内容
（計画）

・開催日　：平成２１年１０月１８日（日）
・会場：千葉市民会館
・内容：ノースバンクーバー文化芸術団公演

平成２１年度目標

　 来場予定者１，０００人

平成２０年度決算額
総事業費

11,600
平成２１年度予算額

総事業費
11,600

実施主体

　市

　県　・　国　・　その他　（千葉市国際文化フェスティバル実行委員会）

　　→　（　共催　・　補助金　・　負担金　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　））

平成20年度
事業内容
（実績）

・開催日　：平成２０年１０月１８日（土）
・会場：千葉市民会館
・内容：ケソン市芸術団公演
・来場者数　８０６人

平成２０年度目標

来場者数の増加
（平成１９年度　７２４人）

文化芸術イベントの充実・発展

関連施策　　　　　

事　業　名 　国際文化フェスティバル　　　（　既存　・　新規　）

事業概要
　「市民の日」関連行事及び国際都市・千葉をアピールするために、実行委員会を組織し、姉妹・友好都市から
文化芸能団を招き、国際理解を深める。

千葉市文化芸術振興計画　個別実施計画・実績シート

総務局市長公室国際交流課

基本施策 文化芸術をはぐくむまちづくり

文化芸術の創造と発信



所管名

1

(1)

①

千円 千円

※関連施策とは、当該事業が他の基本施策等にも該当する場合に記載。

平成20年度
事業評価 B

文化的側面から見て
　A　より充実を図れた
　B　充実を図れた
　C　充実を図れなかった

平成21年度
事業内容
（計画）

  開催日程　平成22年2月下旬～3月下旬開催
  会　　　場　千葉市民会館ほか、市内各会場で実施
  内　　　容　千葉市文化連盟に所属する団体が、茶華道、
　　　　　　　　文芸、音楽、伝統芸能、演劇、美術の6分野で
　　　　　　　　　計18行事を開催

平成２１年度目標

・参加者数の増加

平成20年度決算額
総事業費

18,750
平成21年度予算額

総事業費
16,800

平成20年度
事業内容
（実績）

  開催日程　　平成21年2月15日（日）：開幕式典の開催
　　　　　　　　　平成21年2月22日（日）～3月29日（日）：各種
　　　　　　　　　行事
  会　　　場　　千葉市民会館ほか、市内10会場で実施
  内　　　容　　千葉市文化連盟に所属する団体が、茶華道、
　　　　　　　　　文芸、音楽、伝統芸能、演劇、美術の6分野
　　　　　　　　　で、計18行事を開催
  参加総数　  44,554人

平成２０年度目標

・開幕式典の開催
・参加者数の増加

文化芸術イベントの充実・発展

関連施策　　　　　　１（２）①

事　業　名 　千葉市民芸術祭　　（　既存　・　新規　）

事業概要
　千葉市文化連盟が、市内文化施設において行う茶華道、文芸、音楽、伝統芸能、演劇、美術などの活動に対
して支援を行う。

千葉市文化芸術振興計画　個別実施計画・実績シート

市民局生活文化部文化振興課

基本施策 文化芸術をはぐくむまちづくり

文化芸術の創造と発信

実施主体

　市　　（　指定管理者：　　　）

　県　・　国　・　その他　（千葉市文化連盟）

　　→　（　共催　・　補助金　・　負担金　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　））



所管名

1

(1)

①

千円 千円

※関連施策とは、当該事業が他の基本施策等にも該当する場合に記載。

平成２０年度決算額
総事業費

14,065
平成２１年度予算額

総事業費
15,427

平成20年度
事業評価 B

文化的側面から見て
　A　より充実を図れた
　B　充実を図れた
　C　充実を図れなかった

平成20年度
事業内容
（実績）

JR千葉駅～中央公園・文化センター周辺を中心に各種ジャズイベントを開
催した。  　　 　　　　総来場者数　   13,683人
　・デモンストレーション（7月30日，8月27日）　　250人
　・ジャズトレイン（8月31日）　1日2往復　　　　　  49人
　・スターダストジャズ（8月31日）　　　　　　　　   140人
　・前夜祭コンサート（9月5日）　　　　　　　　　　  340人
　・ジャズストリート（9月6，7日）　2日間　　 　 12,555人
　・ジャズボーカル講座（7月26日，8月9日，8月30日）
　　　講   師　マリア・エヴァ、大原保人  　受講生47人
　・ふれあい音楽クリニック
　　（7月30日、8月8日 / 8月8日、8月18日）　　　150人
　※市内中学校2校で実施し、プロの音楽家による指導を行った
　　 後、プロ演奏家とのジョイントコンサートにて成果を発表した。
　・ふれあい音楽コンサート（8月21日）　　　　　　152人

平成２０年度目標

　総来場者数　２０，２６５人

　ジャズボーカル講座受講生
　　　　　　　　　　　６０人（定員）

平成21年度
事業内容
（計画）

JR千葉駅～中央公園・文化センター周辺を中心に各種ジャズイベントを開
催する。
  ・PRパレード（８月２３日フリーマーケットの中で実施）
　・デモンストレーション２回（７，８月）
　・ジャズトレイン（８月）１日２往復
　・前夜祭コンサート（９月４日）　文化センター
　・ジャズストリート（９月５，６日）２日間
　・ジャズボーカル講座（全３回程度）　定員６０人
　　　　　　講   師　大原保人　他
　・ジャズキッズクリニック
　　※市内の中・高校生を対象に募集し、プロの音楽家に
　　　　よる指導を行った後、ｼﾞｬｽﾞストリートにて成果を
　　　　発表する。

平成２１年度目標

　総来場者数　１３，０００人

　ジャズボーカル講座受講生
　　　　　　　　　６０人（定員）

関連施策　　　　１（２）②　　２（２）②③④

事　業　名 　ベイサイドジャズ千葉　　　　　　　　（　既存　・　新規　）

事業概要 　街の活性化のため、ジャズストリートやコンサート・ワークショップを開催（平成１１年～）

実施主体

　市　　（　指定管理者：　　　　　　　　）

　県　・　国　・　その他　（　（財）千葉市文化振興財団・ﾍﾞｲｻｲﾄﾞｼﾞｬｽﾞ千葉実行委員会　　）

　　→　（　共催　・　補助金　・　負担金　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　））

基本施策 文化芸術をはぐくむまちづくり

文化芸術の創造と発信

文化芸術イベントの充実・発展

千葉市文化芸術振興計画　個別実施計画・実績シート

市民局生活文化部文化振興課



所管名

1

(1)

①

千円 千円

※関連施策とは、当該事業が他の基本施策等にも該当する場合に記載。

平成２０年度決算額
総事業費

29,143
平成２１年度予算額

総事業費
30,000

平成20年度
事業評価 B

文化的側面から見て
　A　より充実を図れた
　B　充実を図れた
　C　充実を図れなかった

平成20年度
事業内容
（実績）

　　・定期演奏会　４回　（７月２５日，１０月３日，１２月５日，２月６日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京葉銀行文化プラザ
　　　　　（来場者数　合計　２、７９３人）
　　・ミニコンサート　７回　　さや堂ホールほか
　　　　　（来場者数　　９５７人）
　　　　※各区１箇所及び千葉市立青葉病院
　　・シネマミュージックコンサート　３月１日　市民会館
　　　　　（来場者数　　２２１人）
　　・はじめてのオーケストラコンサート　１月１８日若葉文化
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホール
　　　　　（来場者数　　５１７人）
                        　　　　　　　　　来場者合計　　４、４８８人

平成２０年度目標

　
　来場者の増加

　（参考）
　平成１９年度来場者数
　　　　　　　　　４，５１９人

平成21年度
事業内容
（計画）

　　・定期演奏会　４回（９月１８日，１１月２７日，１月２２日，３月１９日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京葉銀行文化プラザ
　　・ミニコンサート　７回
　　１　４月５日（日）午後２時  千葉そごう9F滝の広場
　　２　５月２３日（土）午後１時３０分　あすみが丘プラザ１Fロビー
　　３　７月１８日（土）午後１時３０分  幕張ｺﾆｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ多目的室
　　４　９月１３日（日）午後２時　花の美術館ﾓﾈｻﾛﾝ前
　　５　１０月４日（日）午後２時　動物公園ﾚｸﾁｬｰﾙｰﾑ
　　６　１２月１２日（土）未定　千葉市女性センター　ホール
　　７　３月２２日（月・祝）午後２時　稲毛サティ
　　・名曲コンサート　（１２月１５日（火）　市民会館）
　　・はじめてのオーケストラコンサート
　　　　平成２２年２月２１日（日）若葉文化ホール

平成２１年度目標

　来場者数の増加

関連施策　　　　

事　業　名 　東京フィルハーモニー交響楽団提携事業　　（　既存　・　新規　）

事業概要 　東京フィルハーモニー交響楽団と提携し、年４回の定期演奏会や無料のコンサート等を実施

実施主体

　市

　県　・　国　・　その他　（　（財）千葉市文化振興財団に委託　　　）

　　→　（　共催　・　補助金　・　負担金　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　））

基本施策 文化芸術をはぐくむまちづくり

文化芸術の創造と発信

文化芸術イベントの充実・発展

千葉市文化芸術振興計画　個別実施計画・実績シート

市民局生活文化部文化振興課



所管名

1

(1)

①

千円 千円

※関連施策とは、当該事業が他の基本施策等にも該当する場合に記載。

平成２０年度決算額
総事業費

2,018
平成２１年度予算額

総事業費
1,012

平成20年度
事業評価 B

文化的側面から見て
　A　より充実を図れた
　B　充実を図れた
　C　充実を図れなかった

平成20年度
事業内容
（実績）

・開催日：4月27日(日)・5月25日(日)・6月22日(日)・
　　　　　　7月20日(日)・8月17日(日)・9月28日(日)・
　　　　　　10月19日(日)・11月30日(日)・12月21日(日)・
　　　　　　1月25日(日)・2月22日(日)
　　　　　　3月22日(日)（大道芸フェスティバルinちば）
・会　場：千葉銀座通り・きぼーる他
・内　容：出演芸人延べ40組によるパフォーマンス
・観覧者数：30,202人

平成２０年度目標

　観覧者数　27,000人

平成21年度
事業内容
（計画）

・開催日：4月26日(日)・5月24日(日)・6月28日(日)・
　　　　　　7月19日(日)・8月23日(日)・9月27日(日)・
　　　　　　10月18日(日)・11月22日(日)・12月20日(日)・
　　　　　　1月24日(日)・2月28日(日)・3月28日(日)
・会　場：千葉銀座通り・きぼーる他
・内　容：出演芸人延べ24組によるパフォーマンス

平成２１年度目標

　観覧者数　20,000人

関連施策　　　

事　業　名 　大道芸フェスティバルinちば（ちば大道芸の日）　　　（　既存　・　新規　）

事業概要 　毎月第４日曜日に、中心市街地において、大道芸人によるパフォーマンスを楽しめるイベントを開催する。

実施主体

　市

　県　・　国　・　その他　（大道芸フェスティバルinちば実行委員会）

　　→　（　共催　・　補助金　・　負担金　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　））

基本施策 文化芸術をはぐくむまちづくり

文化芸術の創造と発信

文化芸術イベントの充実・発展

千葉市文化芸術振興計画　個別実施計画・実績シート

経済農政局経済部観光コンベンション課



所管名

1

(1)

①

千円 千円

※関連施策とは、当該事業が他の基本施策等にも該当する場合に記載。

平成20年度
事業評価 B

文化的側面から見て
　A　より充実を図れた
　B　充実を図れた
　C　充実を図れなかった

平成21年度
事業内容
（計画）

休止（実行委員会で経済情勢や実施内容等を総合的に検討し決定された）

平成２１年度目標

　―

平成２０年度決算額
総事業費

7,036
平成２１年度予算額

総事業費
1,000

実施主体

　市

　県　・　国　・　その他　（ちば YOSAKOI 実行委員会）

　　→　（　共催　・　補助金　・　負担金　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　））

平成20年度
事業内容
（実績）

■開催日　平成２０年１０月２５日（土）・２６日（日）
■会　 場　千葉中央公園、千葉銀座通り、栄町通り、
　　　　　　　千葉ポートパーク、千葉三越会場、駅前PR会場
■内　 容　よさこいチーム７７チーム・約４，０００人参加によ
　　　　　　　るよさこい演舞及びパフォーマンスのコンテスト・
　　　　　　　パレード。
■観客数　約６０，０００人

平成２０年度目標

　観覧者数　５０，０００人

文化芸術イベントの充実・発展

関連施策　　　１（２）①②　　　　

事　業　名 　ちば YOSAKOI　　　（　既存　・　新規　）

事業概要
　街そのものを舞台とし元気にさせる「よさこい」を老若男女で楽しみ、中心市街地の活性化と青少年の健全な
育成をはかる。また、産学官一体となった取組みをはかり千葉の文化を創造するためのイベントとして開催す
る。

千葉市文化芸術振興計画　個別実施計画・実績シート

経済農政局経済部観光コンベンション課

基本施策 文化芸術をはぐくむまちづくり

文化芸術の創造と発信


