
所管名

2

(2)

②

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。

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 文化芸術に親しむ市民の裾野の拡大

平成20年度
事業評価 －

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11日（日）
 　  ・内　容　　 　第９回千葉市青少年ミュージカル　「赤い靴」
  　 ・会　場　 　　千葉市民会館　大ホール
　   ・参加人数　 出演・スタッフ　市内小学1年生～高校3年
　　 ・千葉市文化振興財団と市の共催にて実施

参加型・体験型活動の推進

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）

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

平成20年度
事業内容
（実績）

隔年事業のため実施せず

平成２０年度目標

隔年事業のため実施せず

教育活動との連携

平成２１年度目標

来場者の増加
（前回平成19年度
入場者1,053人（2日間実施））

平成２０年度決算額
総事業費

平成２１年度予算額
総事業費

8,000

関連施策　　　　２（２）③④　　３（１）①　　

事　業　名 　千葉市青少年ミュージカル事業　　（　既存　・　新規　）

事業概要
　青少年の参加による創作ミュージカルの公演。
　隔年実施（千葉市民オペラ公演との隔年行事）。



所管名

2

(2)

③

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

16,162
平成２１年度予算額

総事業費
0

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

事業概要
　市民団体が主体となり、公募出演者とともにオペラ公演を実施し、市民に鑑賞機会を提供する。
　隔年実施（千葉市青少年ミュージカルとの隔年行事）。

実施主体

　市　　（　指定管理者：　　　）

　県　・　国　・　その他　（千葉市民オペラ公演実行委員会）

　　→　（　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21年3月21日（土）・22日（日）
・内　容　　 　第９回千葉市オペラ公演
　　　　　　  　「フィガロの結婚」
・会　場　 　　千葉市民会館　大ホール
・参加人数　 出演者（合唱団員34人・ソリスト12人・ピアニスト
                            4人)
・千葉市民オペラ公演実行委員会との共催にて実施
・入場者数　1,428人

平成２０年度目標

平成21年度
事業内容
（計画）

・実施予定なし

平成２１年度目標

・実施予定なし

市民局生活文化部文化振興課

基本施策 文化芸術に親しむ市民の裾野の拡大

参加型・体験型活動の推進

関連施策　　　　　２（２）④　　

事　業　名 　千葉市民オペラ公演　　（　既存　・　新規　）

入場者数の増加

ワークショップ形式等による体験型活動の促進

千葉市文化芸術振興計画　個別実施計画・実績シート



所管名

2

(2)

③

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

平成２１年度予算額
総事業費

7,930

平成20年度
事業評価 -

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

事業概要
　市民団体が主体となり、公募出演者とともに第九演奏会を開催し、市民に鑑賞機会を提供する。
　（3年ごとに実施）

実施主体

　市　　（　　　　）

　県　・　国　・　その他　（千葉市音楽協会）

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

平成20年度
事業内容
（実績）

・3年ごとに開催する行事のため平成20年度は実施せず。

平成２０年度目標

３年ごとに開催する行事のため実
施せず。

平成21年度
事業内容
（計画）

・開催日　平成22年2月14日（日）
・会　場　 千葉県文化会館　大ホール
・内　容　 第10回市民による第九特別演奏会を実施予定
・参加者　ソリスト4人　　合唱団300人

平成２１年度目標

来場者の増加
（前回平成18年度　1,145人）

市民局生活文化部文化振興課

基本施策 文化芸術に親しむ市民の裾野の拡大

参加型・体験型活動の推進

ワークショップ形式等による体験型活動の促進

関連施策　　　　　　　２（２）④

事　業　名 　市民による第九特別演奏会　　（　既存　・　新規　）

千葉市文化芸術振興計画　個別実施計画・実績シート



所管名

2

(2)

③

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

0
平成２１年度予算額

総事業費
0

平成20年度
事業評価

事業概要
　美術品についての理解を進め、美術館をより楽しむための講座。学芸員が中心となって、スライドを用いながら
わかりやすく説明する。

実施主体

　市　　（　指定管理者：　　　）

　県　・　国　・　その他　（千葉市教育振興財団）

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

平成20年度
事業内容
（実績）

　美術館館長による「江戸時代絵画の諸相」など年間10回を開催。

  　　　　参加者数　　　　５２５人

平成２０年度目標

　
　50人×10回

平成21年度
事業内容
（計画）

　
　美術館館長による「『北斎漫画』の魅力」など年間５回を開催。
（空調改修工事により、後半約６か月は休館）

平成２１年度目標

　
　50人×5回

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

関連施策　　　　

事　業　名 　美術館講座（市民美術講座）　　（　既存　・　新規　）

市民局生活文化部文化振興課

基本施策 文化芸術に親しむ市民の裾野の拡大

参加型・体験型活動の推進

ワークショップ形式等による体験型活動の促進

千葉市文化芸術振興計画　個別実施計画・実績シート



所管名

2

(2)

③

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

16,369
平成２１年度予算額

総事業費
17,530

平成20年度
事業評価 A

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

事業概要
　専門的、体系的、継続的な講座を８学科実施する本講座と、本講座の冬休みに行う冬季集中講座、及び夜間
講座によって市民の高い学習意欲に応える。

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）

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

平成20年度
事業内容
（実績）

・本講座 　受講者数　1,140人
　　　8学科各18回（計144回）
　　　前期　平成20年5月～7月
　　　後期　平成20年8月～11月
・冬季集中講座　　受講者数　1,095人
　　　10学科各3回（計30回）
　　　平成21年1月～3月
・夜間講座　　受講者数　77人
　　　6回　　平成20年9月～10月

平成２０年度目標

平成21年度
事業内容
（計画）

   ①本講座　（募集人数　１，０２４人）
　　　８学科各１８回（計１４４回）
　　　前期　平成２１年５月～　７月
　　　後期　　　　　　　８月～１１月
　②冬季集中講座　（募集人数　１，２８０人）
　　　１０学科各３回（計３０回）
　　　平成２２年１月～３月
　③夜間講座　（募集人数　１２８人）
　　　４回
　　　平成２１年９月～１０月

平成２１年度目標

夜間講座について、20～50代の方
の受講を促進する。
年代別受講者割合
　20～40代　 10％
　50代　　  　 10％

市民局生活文化部文化振興課

基本施策 文化芸術に親しむ市民の裾野の拡大

参加型・体験型活動の推進

関連施策　　　　２（２）①

事　業　名 　千葉市民文化大学　　（　既存　・　新規　）

年齢別受講者数
　３０～４０代　　５０人
　５０～６０代　５００人
　７０代～　　　４７４人
２０年度夜間講座年代別
受講者割合実績
　２０～４０代　　６％
　５０代　　 　　　５％
　６０代　　 　　５４％
　７０代～　    ３５％

ワークショップ形式等による体験型活動の促進

千葉市文化芸術振興計画　個別実施計画・実績シート



所管名

2

(2)

③

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

79,483
平成２１年度予算額

総事業費
75,330

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）

【教養講座及び専門講座】
 ・内容：教養講座　市の施策と現状、裁判員制度等　専門講座（美術）デッ
サン・油彩画の基礎理論と実習及び美術館絵画鑑賞と講義　（陶芸）陶芸の
歴史及びろくろの基礎理論と実習　　　・授業日数（予定）：教養講座 35日、
専門講座 36日　・学生数：美術学科：118人（うち、１学年60人、2学年58
人）、陶芸学科：120人（うち、１学年60人、2学年60人）
【公開講座】
 ・内容：大学の事業普及に資するため、一般市民を対象として、美術及び福
祉健康の講座を実施 ・開催日：美術 8月末の2日間 10時～12時 ・会場：こ
とぶき大学校教室1・2 ・参加者数： 50人
【多世代交流講座】
 ・内容：学生と小学校高学年との世代間交流として、陶芸及び園芸の講座
を実施 ・開催日：陶芸講座Ａ 7月末の2日間 10時～12時、陶芸講座Ｂ 7月
末の2日間 10時～12時 ・会場：陶芸講座 ことぶき大学校陶芸作業室・実習
室 ・参加者数：陶芸講座Ａ 48人（うち、小学生24人）、陶芸講座Ｂ 48人（う
ち、小学生24人）

平成２１年度目標

【入学者数】
美術学科60人、陶芸学科60人
※2クラス制
【公開講座の参加者】
・一般市民　50人
【多世代交流講座の参加者】
・48人（小学生24人、学生24人）

保健福祉局高齢障害部高齢福祉課

基本施策 文化芸術に親しむ市民の裾野の拡大

参加型・体験型活動の推進

事業概要

【目的】 高齢者が、それぞれ興味のある分野の学習に取り組むとともに、自主的に運営するクラブ活動などを通
じて、仲間づくりや地域活動への積極的な参加を進めていくための学校である。
【対象者】 市内に住所を有し、入学する年の4月1日現在、満60歳以上の方（ただし、本校を卒業した方を除く）。
【講座科目】 教養講座（1学年のみ）のほかに、福祉健康学科（定員58人）、美術学科（60人）、陶芸学科（60人）
及び園芸学科（30人）の4学科の専門講座を設けている。
【学習期間】 2年間

実施主体

　市　　（　指定管理者：社会福祉法人千葉市社会福祉事業団　）

　県　・　国　・　その他　（　　　　　　　）

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

平成20年度
事業内容
（実績）

【教養講座及び専門講座】
・内容：教養講座　市の施策と現状、裁判員制度等　専門講座（美術）デッサ
ン・油彩画の基礎理論と実習及び美術館絵画鑑賞と講義　（陶芸）陶芸の歴
史及びろくろの基礎理論と実習　　　・授業日数：教養講座 35日、専門講座
36日　・学生数：美術学科：88人（うち、１学年58人、2学年30人）、陶芸学科：
96人（うち、１学年60人、2学年36人）
【公開講座】
 ・内容：大学の事業普及に資するため、一般市民を対象として、美術及び福
祉健康の講座を実施 ・開催日：美術 8月21日（木）・22（金）10時～12時 ・会
場：ことぶき大学校教室1・2 ・参加者数： 42人
【多世代交流講座】
 ・内容：学生と小学校高学年との世代間交流として、陶芸及び園芸の講座
を実施 ・開催日：陶芸講座Ａ 7月28日（月）・29（火）10時～12時、陶芸講座
Ｂ 7月30日（水）・31（木）10時～12時 ・会場：陶芸講座 ことぶき大学校陶芸
作業室・実習室 ・参加者数：陶芸講座Ａ 47人（うち、小学生23人）、陶芸講
座Ｂ 46人（うち、小学生23人）

平成２０年度目標

【入学者数】
美術学科60人、陶芸学科60人
※2クラス制
【公開講座の参加者】
・一般市民　50人
【多世代交流講座の参加者】
・48人（小学生24人、学生24人）

ワークショップ形式等による体験型活動の促進

関連施策　　　　２（２）①

事　業　名 　千葉市ことぶき大学校 　　　（　既存　・　新規　）

千葉市文化芸術振興計画　個別実施計画・実績シート



所管名

2

(2)

④

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

997
平成２１年度予算額

総事業費
1,668

平成20年度
事業評価

事業概要
　外国人市民と市民の交流の場を創出するとともに、国際交流・国際協力団体相互の連携を図る。また、世界の
国々や異文化の存在を肌で感じてもらい、国際交流・国際協力への興味・関心を高めてもらう。

実施主体

　市

　県　・　国　・　その他　（ちば市国際ふれあいフェスティバル運営協議会）

　　→　（　共催　・　補助金　・　負担金　・　その他　（後援））

平成20年度
事業内容
（実績）

・開催日　：平成２１年３月１日（日）
・会場：Qiball
・内容：①出展イベント
　　　　　　各団体の活動紹介、バザー、世界の料理紹介・販売、体験コー
ナーなど
　　　　 ②ステージイベント
　　　　　　世界の民族楽器、民族舞踊など

来場者数：1,800人

平成２０年度目標

来場者数約１,８００人

（平成１９年度実績　1,800人）

平成21年度
事業内容
（計画）

・開催日　：平成２２年２月２１日（日）
・会場：Qiball
・内容：①出展イベント
　　　　　　各団体の活動紹介、バザー、世界の料理紹介・販売、
　　　　　　体験コーナーなど
　　　　 ②ステージイベント
　　　　　　世界の民族楽器、民族舞踊など

平成２１年度目標

来場予定者数約１,８００人

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

関連施策　　　　　２（２）①

事　業　名 　ちば市国際ふれあいフェスティバル　　　（　既存　・　新規　）

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 文化芸術に親しむ市民の裾野の拡大

参加型・体験型活動の推進

発表の場の提供


