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１ 実施計画策定の趣旨 

本実施計画は、２０１７年度から２０２２年度までを計画年度とする静岡

市文化振興計画を推進するため、主要な施策及び事業を明らかにしたも

のです。 

２ 計画期間 

本実施計画は、第３次静岡市総合計画後期実施計画の期間に合わせ、

２０１９年度から２０２２年度の４カ年に展開される事業を網羅した、後期

実施計画となります。

３ 進捗管理 

実施計画は、策定後、毎年進捗管理を行います。

その評価を踏まえ、かつ社会情勢の変化を考慮した上で、必要に応じて

見直しを行うものとします。



４　静岡市文化振興計画の体系

目指す

将来像

歴史に彩られた 1 特徴的な芸術文化の継承、発展及び創造

個性豊かな 2 特徴的な芸術文化による交流の活性化

文化の創造 1 鑑賞、体験機会の充実

2 文化活動の環境整備

1 子どもの鑑賞・発表・体験機会の充実

2 学校と連携した文化教育の充実

1 若手の育成及び支援

2 文化活動のリーダーとなる人物の養成

5 施策５ 市民及び文化団体等の顕彰 1 市民及び文化団体等の顕彰

1 伝統的な文化の保存及び継承

2 地域資源への誇りと愛着の醸成

文化を活かした 1 歴史文化資源の保護

交流による 2 歴史文化資源の観光的活用

活力あふれる 1 大規模事業開催による集客

まちづくり 2 特徴的な芸術文化による交流の活性化

1 国際的な催しへの積極的な参加

2 世界を対象とする事業の推進

1 情報発信方法の確立

2 シティプロモーションの推進

施策の展開

文
化
の
ち
か
ら
に
よ
り
、

訪
れ
る
人
、

住
む
人
を
魅
了
す
る
ま
ち
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1 施策１ 特徴的な芸術文化の継承、発展及び活用

2 施策２ 文化を享受する機会の拡大

基本目標 基本的施策

2

1 施策７ 歴史文化に関する資源の活用

3 施策３ 子どもに対する文化教育の充実及び支援

4 施策４ 文化の担い手の発掘、育成及び支援

2 施策８
交流の活性化に資する文化事業の開催等の
推進

6 施策６ 伝統的な文化の保存及び継承

3 施策９ 国際的な催しにおける市の芸術文化の紹介

4 施策１０ 文化に関する情報を発信する機会の充実
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５ 実施事業

 文化のちからにより、訪れる人、住む人を魅了するまち

   １ 歴史に彩られた個性豊かな文化の創造

   １ 特徴的な芸術文化の継承、発展及び活用

   １ 特徴的な芸術文化の継承、発展及び創造

事業番号 事業名 事業内容 担当課

11101
今川義元公

生誕五百年祭推進事業

本市ゆかりの戦国武将「今川義元公」が2019年に生誕五百

年を迎える契機に、本市のまちづくりの原点となった今川

れた武将であったとされる義元公の功績を正しく理解し、

義元公を誇り高く語ることのできるまちを目指し、さらに

2021年開館予定の歴史文化施設、そして本市の進める歴史

文化のまちづくりにつなげていくための事業を展開する。

観光・国際交流課

11102
ナイトエンターテイメント

「駿府灯り回廊」

駿府城公園内のライトアップとパフォーミングアーツを組

み合わせた特別な空間演出を行うことで、夜の賑わいを創

出する。地域経済の活性化に効果が高いとされているナイ

トエンターテイメントの開発に取り組むことで、滞在時間

まちは劇場推進課

11103
まちは劇場プロジェクト

パフォーミングアーツ事業

ゴールデンウィーク中に市役所御幸通り側玄関前や駿府城

公園、七間町商店街等の市街地を舞台にした、演劇・ダン

スイベント「ストレンジシード」を開催する。演劇やダン

スパフォーマンスによって「いつもとちょっと違う」まち

に変わる、正に「まちは劇場」を実体験できる機会を提供

する。

まちは劇場推進課

11104
まちは劇場プロジェクト

東静岡アートプロジェクト事業

東静岡「アート＆スポーツ／ヒロバ」を新たな文化の拠

点、気軽に現代アートに触れることが出来る場として、展

覧会やワークショップなどのアートイベントを大学や美術

館等と連携して開催する。

まちは劇場推進課

11105
まちは劇場プロジェクト

オーケストラ事業

プロオーケストラと連携し、音楽文化を通じてまちを活性

化させるため、学校訪問コンサートやオープンスペースで

のコンサートを開催する。

まちは劇場推進課

11106
まちは劇場プロジェクト

アンサンブル事業

市内で活動している多くの演奏者及び団体と連携し、音楽

文化を通じてまちを活性化させるため、親子コンサートや

オープンスペースでのコンサートを開催する。

まちは劇場推進課

11107 芹沢銈介の顕彰

学芸員が芹沢銈介の功績についての講座を実施し、芹沢銈

介の功績をたたえ作品への理解を深め、芹沢芸術を永く後

世に伝える。

文化振興課

（芹沢銈介美術館）

11201
聖一国師顕彰事業

(水磨様木製模型復元）

聖一国師が中国から持ち帰った「水磨様」の図にスポット

を当て、静岡、京都、福岡の関係都市共通の資源として顕

在化を図ることで、わが国の産業・文化の発展に尽くした

に、三都市の地域間相互交流を促進する契機とする。

農業政策課

   ２ 特徴的な芸術文化による交流の活性化
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11202 伝統芸能振興事業

当市の伝統芸能である芸妓芸能を市内外に広く発信し、認

芸能の普及や理解等の意識醸成をする。

また、芸妓芸能を静岡市の観光資源として活用し、当市の

観光地としての魅力の向上及び来静した観光客の満足度向

上を図ることで、当市への誘客促進及び地域観光の発展に

寄与する。

観光・国際交流課

11203
ナイトエンターテイメント

「駿府灯り回廊」（再掲）

駿府城公園内のライトアップとパフォーミングアーツを組

み合わせた特別な空間演出を行うことで、夜の賑わいを創

出する。地域経済の活性化に効果が高いとされているナイ

トエンターテイメントの開発に取り組むことで、滞在時間

まちは劇場推進課

11204

まちは劇場プロジェクト

パフォーミングアーツ事業

（再掲）

ゴールデンウィーク中に市役所御幸通り側玄関前や駿府城

公園、七間町商店街等の市街地を舞台にした、演劇・ダン

スイベント「ストレンジシード」を開催する。演劇やダン

スパフォーマンスによって「いつもとちょっと違う」まち

に変わる、正に「まちは劇場」を実体験できる機会を提供

する。

まちは劇場推進課

12101 生涯学習施設での講座等の開催
生涯学習施設で文化に関する講座、講演会、公演を実施す

る。
生涯学習推進課

12102
企画展事業

（東海道広重美術館）

浮世絵を中心して優れた美術作品等の鑑賞機会を提供する

る。

観光・国際交流課

12103
展示解説・ギャラリートーク

（東海道広重美術館）

一般来場者及び学校団体等に対して学芸員による展示解説

やギャラリートークを行い、展覧会の企画や作品への理解

を深め、浮世絵の関心を高める。

観光・国際交流課

12104
ナイトエンターテイメント

「駿府灯り回廊」（再掲）

駿府城公園内のライトアップとパフォーミングアーツを組

み合わせた特別な空間演出を行うことで、夜の賑わいを創

出する。地域経済の活性化に効果が高いとされているナイ

トエンターテイメントの開発に取り組むことで、滞在時間

まちは劇場推進課

12105

まちは劇場プロジェクト

パフォーミングアーツ事業（再

掲）

ゴールデンウィーク中に市役所御幸通り側玄関前や駿府城

公園、七間町商店街等の市街地を舞台にした、演劇・ダン

スイベント「ストレンジシード」を開催する。演劇やダン

スパフォーマンスによって「いつもとちょっと違う」まち

に変わる、正に「まちは劇場」を実体験できる機会を提供

する。

まちは劇場推進課

12106

まちは劇場プロジェクト

東静岡アートプロジェクト事業

（再掲）

東静岡「アート＆スポーツ／ヒロバ」を新たな文化の拠

点、気軽に現代アートに触れることが出来る場として、展

覧会やワークショップなどのアートイベントを大学や美術

館等と連携して開催する。

まちは劇場推進課

12107
まちは劇場プロジェクト

オーケストラ事業（再掲）

プロオーケストラと連携し、音楽文化を通じてまちを活性

化させるため、学校訪問コンサートやオープンスペースで

のコンサートを開催する。

まちは劇場推進課

   ２ 文化を享受する機会の拡大

   １ 鑑賞、体験機会の拡大
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12108
まちは劇場プロジェクト

アンサンブル事業（再掲）

市内で活動している多くの演奏者及び団体と連携し、音楽

文化を通じてまちを活性化させるため、親子コンサートや

オープンスペースでのコンサートを開催する。

まちは劇場推進課

12109 Hotひといきコンサート
る。

文化振興課

12110 美術鑑賞機会の充実 ことにより、その活用を図るための展覧会及び展示替えを

実施する。

文化振興課

12111
る。

文化振興課

12112
その成果を文芸誌としてまとめ発刊する。

文化振興課

12113 文化振興課

12114 静岡市芸術祭

静岡市文化協会に所属する文化団体が、日頃の創作活動の

11月頃の約一ヶ月間、市内文化施設等を会場に芸術祭を開

催する。

文化振興課

12115 羽衣まつり

羽衣伝説発祥の地・三保松原において、その伝説の伝承、

仏人舞踊家エレーヌ・ジュグラリスの顕彰式や薪能を開催

する。（伯良行列、三保こども能楽、しずおか・三保羽衣

謡隊、エレーヌ夫人顕彰式、三保羽衣薪能の開催）

文化振興課

12116
舞台芸術分野における芸術文化

鑑賞事業

レベルの高い芸術文化を楽しめる機会を拡大する為、多彩

を提供する。

文化振興課

12117

舞台芸術分野における交流活性

化事業

（文化ネットワーク形成事業）

静岡音楽館、静岡市美術館、静岡科学館の駅前三館や、地

参画と交流機会を生み出す。

文化振興課

12118
音楽分野における公演等事業

（「コンサートシリーズ」等）

静岡音楽館ホールの音響特性を活かした「コンサートシ

リーズ」を事業の核として実施。その他、独創的な公演、

特定のジャンルに偏らない多彩な公演、だれもが気軽に音

楽を鑑賞できる公演、パイプオルガン等音楽館所有楽器を

文化振興課

（静岡音楽館）

12119

音楽分野におけるその他の連携

事業(「小中学校でのピアノ・ミ

ニコンサート」（どこでもAOI）

等）

学校、特別支援学校等の教育機関との多様な連携により効

果的に文化を振興する。

文化振興課

（静岡音楽館）

12120
科学分野における展示体験支援

事業

静岡科学館が「みる・きく・さわる」をキーワードとした

Hands-onの科学館であることを活かし、常設展示物の体
文化振興課

（静岡科学館）
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12121
科学への興味・関心を高める事

業

科学的な視点を広げ、科学を生活の中で身近に感じられる

ようになることを目指し、体験を通して科学への興味・関

心を高めるための多様な事業を実施する。

文化振興課

（静岡科学館）

12122

科学への理解を深める事業

（「企画展 雪と氷のミュージ

アム」等）

えるため、企画展、双方向の科学コミュニケーションを重

視したサイエンスカフェ、講演会、科学教室等を実施し、

開する。

文化振興課

（静岡科学館）

12123
科学分野における地域との連携

推進事業

地域の科学文化を地域全体で育てていくため、市内外の生

携した事業を実施する。また、静岡市美術館、静岡音楽館

市街地のにぎわいの創出にも貢献する。

文化振興課

（静岡科学館）

12124
科学分野における学校連携と研

修支援事業

幼稚園・保育園・こども園・小学校・中学校・高等学校・

大学等と連携し、科学館の教材・ノウハウを活用した事業

を実施する。また、家庭環境等により学習機会の少ない子

どもに対しての教育支援や、中学生のキャリア教育支援を

行う。

文化振興課

（静岡科学館）

12125 美術分野における展覧会事業
の高い魅力的な展覧会や、静岡ならではの企画、を実施

し、併せて、図録等の作成、調査研究結果の記録と公刊を

実施する。

文化振興課

（静岡美術館）

12126 美術分野における教育普及事業
に加えてミュージアムコンサートやアーティストを招いて

のワークショップ等、参加体験型の活動まで、幅広く展

開。

文化振興課

（静岡美術館）

12127 交流活性化事業（大型公演）
ホールの特性を生かし、地方での鑑賞機会が希少な大型公

演（ミュージカル、演劇、音楽）を誘致する。

文化振興課

（マリナート）

12128 交流活性化事業（展示）
美術館ではないマリナートだからこそ実施可能な、親しみ

やすい体験型展示事業を開催する。

文化振興課

（マリナート）

12129
文化普及事業

（鑑賞型事業）

シリーズで開催するコンサートにより、多くの鑑賞機会を

提供する。また、市内他施設との連携事業やアウトリーチ

する。また共催公演の誘致を行い、多くの鑑賞機会を創出

する。

文化振興課

（マリナート）

12130
文化普及事業 文化振興課

（マリナート）

12131
文化の担い手育成事業

（アーティスト育成事業）

次代の文化の担い手となる若手の育成支援のため、学校連

携を図りながら、若手の演奏の場の提供を行う。

文化振興課

（マリナート）

12132
ワークショップ

(芹沢鉎介美術館)

美術館ならではのオリジナル創作体験プログラムを開発す

に親しむ機会を提供し、次世代の文化の担い手の育成及び

文化の受容層の拡充を図る。

文化振興課

（芹沢銈介美術館）
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12133
学芸員による説明

（芹沢鉎介美術館）

団体（児童、生徒、学生及び一般の希望者）に対して学芸

員が解説を行い、展覧会や作品への理解を深め、美術に対

する興味関心を喚起し、次世代の文化の担い手の育成、文

化の受容層の拡充に寄与する。

文化振興課

（芹沢銈介美術館）

12134
展覧会事業

（芹沢鉎介美術館）

であり、文化功労者の栄誉を受けた芹沢銈介の功績をたた

えるとともに、芹沢芸術を永く後世に伝えるため、その作

品とコレクションを保存展示して、薫り高い芸術の感銘と

郷土文化の高揚を図る。

文化振興課

（芹沢銈介美術館）

12135
クイズラリー

（芹沢鉎介美術館）

来館者が展覧会の内容をより深めることのできるよう企画

展にかかるクイズを作成し、作品と親しむ機会を提供し、

文化の担い手の育成及び文化の受容層の拡充を図る。

文化振興課

（芹沢銈介美術館）

12136

中勘助文学記念館顕彰事業「中

勘助ゆかりの地のマップ作成・

スタンプラリー」

中勘助のゆかりの場所や藁科地区の名所旧跡を取り上げた

マップを作成し、スタンプラリーを実施することにより、

中勘助の顕彰を図るとともに記念館への集客を図る。

文化振興課

（中勘助文学記念館）

12201
東静岡「アート＆スポーツ／ヒ

ロバ」運営事業

東静岡アート＆スポーツ／ヒロバを、賑わい創出の実験場

として利活用するためのイベント等の展開を推進する。
企画課

12202 生涯学習団体への貸館の実施
生涯学習施設で文化活動を行う生涯学習団体に貸館を実施

する。
生涯学習推進課

12203 情報の収集・提供 中央図書館

12204
読み聞かせボランティア及び音

訳ボランティアの養成

地域で活躍できる、読み聞かせボランティア及び音訳ボラ

ンティアを養成する。
中央図書館

12205 評価システム構築事業

フェスティバルの開催が都市にもたらす社会的・文化的・

続的な文化芸術への投資を引き出すための仕組みを構築す

る。

・基本調査（フェスティバルに直接関係ある人たちを対象

とした調査）の毎年実施

・拡大調査（フェスティバルから間接的に影響を受ける人

たちを対象とした調査）の実施

まちは劇場推進課

12206

まちは劇場プロジェクト

東静岡アートプロジェクト事業

（再掲）

東静岡「アート＆スポーツ／ヒロバ」を新たな文化の拠

点、気軽に現代アートに触れることが出来る場として、展

覧会やワークショップなどのアートイベントを大学や美術

館等と連携して開催する。

まちは劇場推進課

12207
討事業

もに、市内外から多くの人を惹きつけ、周辺エリアの回遊

性を高め、経済波及効果をもたらす施設となるよう、今後

の施設機能について検討する。

文化振興課

12208 文化団体等への貸館の実施 文化施設で活動を行う文化団体等に貸館を実施する。 文化振興課

   ２ 文化活動の環境整備
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12209 ふれあい音楽事業
曲第九番「歓喜の歌」や本事業テーマソング「ふれあい」

による歓喜の歌大演奏会」を開催する。

文化振興課

12210 活動場所確保の支援
活動場所を確保するための支援として、ふれあいホールや

公園の利用に係る副申等を行う。
文化振興課

12211 後援名義使用承認事業
芸術文化振興のために開催される公演等について、後援名

義の使用を承認し、事業を側面から支援する。
文化振興課

12212

文化活動補助事業

（静岡市芸術文化発表会参加奨

励補助金）

全国大会等の芸術文化活動の成果を発表する大会に参加す

る学生等又は学生等で構成される団体に対し補助金を交付

する。

文化振興課

12213 静岡市文化振興審議会の運営

文化の振興に関する市の施策の創造的な推進を図るため、

文化振興計画の策定等について審議するほか、目標の達成

度等効果の検証及び評価を行う。

文化振興課

12214
幼稚園児から社会人までのバンド、コーラス等の団体が一

堂に会し、様々なステージを展開する音楽祭を開催する。
文化振興課

12215 親子書道展

市内在住または在学の幼児、小中学生とその保護者を対象

にそれぞれの作品を1点として審査を行う書道展を開催す

る。

文化振興課

12216 静岡市こどもミュージカル

出演者を市内小中学生から公募し、運営スタッフも一般市

する。

文化振興課

12217 文化振興課

12218 静岡市芸術祭（再掲）

静岡市文化協会に所属する文化団体が、日頃の創作活動の

11月頃の約１ヶ月間、市内文化施設等を会場に芸術祭を開

催する。

文化振興課

12219 羽衣まつり（再掲）

羽衣伝説発祥の地・三保松原において、その伝説の伝承、

仏人舞踊家エレーヌ・ジュグラリスの顕彰式や薪能を開催

する。（伯良行列、三保こども能楽、しずおか・三保羽衣

謡隊、エレーヌ夫人顕彰式、三保羽衣薪能の開催）

文化振興課

12220

音楽分野における普及振興事業

（「子どものための音楽ひろ

ば」等）

高められるよう清水区や中山間地等の静岡音楽館から離れ

た地域、医療施設、福祉施設等でアウトリーチ事業を実

講演会などの事業を実施する。

文化振興課

（静岡音楽館）

12221
音楽分野における支援・育成事

業（「静岡の名手たち」等）

実演家その他の人材を支援・育成する。地域の音楽家の発

掘、育成、支援のため「静岡の名手たち」を核に、地元音

楽家の活動支援、情報提供、交流事業を実施する。

文化振興課

（静岡音楽館）

12222
文化普及事業（再掲） 文化振興課

（マリナート）
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12223
中勘助文学記念館顕彰事業

「文芸講座」

中勘助が読んだ俳句や詩などを顕彰するとともに、受講者

を提供し、関心を高める。

文化振興課

（中勘助文学記念館）

13101 地場産品体験学習事業

子ども達に、ものづくりと地場産業への関心と理解を深め

てもらうため、市内の小学校４年生が駿府匠宿を利用して

地場産業や伝統産業について学習する際に、体験料を補助

する。

産業振興課

13102
静岡市立小・中学校音楽学習交

流会

音楽学習の成果発表及び交流を通して、児童生徒の音楽を

愛好する心情と態度を育てるとともに、静岡市の音楽教育

の振興を図る。

学校教育課

13103 静岡市立小・中学校美術展

・授業で制作した作品を、広く紹介することにより、図

工・美術教育の意義について保護者等に啓発を図る。

・作品の鑑賞や図工・美術教育に携わる教員相互の情報交

換を持つ場として、自己の授業改善や教科指導力向上を図

る場とする。

学校教育課

13104
まちは劇場プロジェクト

オーケストラ事業（再掲）

プロオーケストラと連携し、音楽文化を通じてまちを活性

化させるため、学校訪問コンサートやオープンスペースで

のコンサートを開催する。

まちは劇場推進課

13105
まちは劇場プロジェクト

アンサンブル事業（再掲）

市内で活動している多くの演奏者及び団体と連携し、音楽

文化を通じてまちを活性化させるため、親子コンサートや

オープンスペースでのコンサートを開催する。

まちは劇場推進課

13106 伝統文化ワークショップ事業

日本の伝統文化への理解と関心を深める機会を提供するた

め、小学生とその保護者を対象に伝統文化に触れるワーク

ショップを開催する。

文化振興課

13107 羽衣まつり（再掲）

羽衣伝説発祥の地・三保松原において、その伝説の伝承、

仏人舞踊家エレーヌ・ジュグラリスの顕彰式や薪能を開催

する。（伯良行列、三保こども能楽、しずおか・三保羽衣

謡隊、エレーヌ夫人顕彰式、三保羽衣薪能の開催）

文化振興課

13108
幼稚園児から社会人までのバンド、コーラス等の団体が一

堂に会し、様々なステージを展開する音楽祭を開催する。
文化振興課

13109 親子書道展（再掲）

市内在住または在学の幼児、小中学生とその保護者を対象

にそれぞれの作品を1点として審査を行う書道展を開催す

る。

文化振興課

13110
静岡市こどもミュージカル（再

掲）

出演者を市内小中学生から公募し、運営スタッフも一般市

する。

文化振興課

13111

音楽分野における公演等事業

（「コンサートシリーズ」等）

（再掲）

静岡音楽館ホールの音響特性を活かした「コンサートシ

リーズ」を事業の核として実施。その他、独創的な公演、

特定のジャンルに偏らない多彩な公演、だれもが気軽に音

楽を鑑賞できる公演、パイプオルガン等音楽館所有楽器を

文化振興課

（静岡音楽館）

   ３ 子どもに対する文化教育の充実及び支援

   １ 子どもの鑑賞・発表・体験機会の充実
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13112

音楽分野における普及振興事業

（「子どものための音楽ひろ

ば」等）（再掲）

高められるよう清水区や中山間地等の静岡音楽館から離れ

た地域、医療施設、福祉施設等でアウトリーチ事業を実

講演会などの事業を実施する。

文化振興課

（静岡音楽館）

13113

音楽分野におけるその他の連携

事業(「小中学校でのピアノ・ミ

ニコンサート」（どこでもAOI）

等）(再掲）

学校、特別支援学校等の教育機関との多様な連携により効

果的に文化を振興する。

文化振興課

（静岡音楽館）

13114
科学分野における学校連携と研

修支援事業(再掲）

幼稚園・保育園・こども園・小学校・中学校・高等学校・

大学等と連携し、科学館の教材・ノウハウを活用した事業

を実施する。また、家庭環境等により学習機会の少ない子

どもに対しての教育支援や、中学生のキャリア教育支援を

行う。

文化振興課

（静岡科学館）

13115
美術分野における教育普及事業

（再掲）

に加えてミュージアムコンサートやアーティストを招いて

のワークショップ等、参加体験型の活動まで、幅広く展開

する。

文化振興課

（静岡美術館）

13116 美術分野における交流事業

"街にひらかれた美術館"を目指し、"ちょっと面白い街のな

かの広場"のような美術館として、中心市街地の賑わいの

創出に貢献する。「交流ゾーン」を活用したミュージアム

コンサートや現代のアートシーンの紹介等を実施する。

文化振興課

（静岡美術館）

13117 文化教育事業

子どもへの鑑賞機会の提供するため、小さい子供連れでも

楽しめる公演・展示事業を開催する。

教育委員会及び市内の子ども向け公共施設（る・く・る、

ま・あ・る等）と連携した事業を展開する。

文化振興課

（マリナート）

13118
文化教育事業

（コンクール事業）

学校との連携を図るため、市内中学校、高等学校吹奏楽の

支援事業を開催し、レベル向上を目指す。また、小中高大

学生のシアターメイツ（職場体験や研修、バックステージ

ツア―）の受け入れを行い、学習機会を提供する。

文化振興課

（マリナート）

13119
クイズラリー

（芹沢鉎介美術館）（再掲）

来館者が展覧会の内容をより深めることのできるよう企画

展にかかるクイズを作成し、作品と親しむ機会を提供し、

文化の担い手の育成及び文化の受容層の拡充を図る。

文化振興課

（芹沢銈介美術館）

13201 お茶の美味しい入れ方教室
市内小学校5･6年生を対象に、日本茶インストラクターを

講師とした「お茶の美味しい入れ方教室」を実施する。
農業政策課

13202 総合学習や調べ学習の援助
小中学校の総合学習や調べ学習において参考となる資料の

提供援助を行う。
中央図書館

13203 学校連携事業

市内に残る歴史的・文化的資源を活用しながら、小・中学

生が身近な歴史に触れる機会を提供することで、自分の住

んでいる地域に誇りと愛着を抱き、歴史文化施設と郷土の

歴史に興味関心を持ってもらう。

歴史文化課

   ２ 学校と連携した文化教育の充実
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13204 歴史文化施設建設事業

第3次総合計画に掲げられた「世界に輝く静岡」の実現に

向けて、静岡市の豊かな歴史と文化を活かし、今川氏・徳

川家康・東海道を展示の柱とした、歴史的名所の核となる

施設を建設する。

歴史文化課

13205
まちは劇場プロジェクト

オーケストラ事業（再掲）

プロオーケストラと連携し、音楽文化を通じてまちを活性

化させるため、学校訪問コンサートやオープンスペースで

のコンサートを開催する。

まちは劇場推進課

13206 オーケストラ鑑賞事業
ホールにおける鑑賞者の育成を図るため、オーケストラ音

楽の鑑賞会を実施する。
文化振興課

13207 羽衣まつり（再掲）

羽衣伝説発祥の地・三保松原において、その伝説の伝承、

仏人舞踊家エレーヌ・ジュグラリスの顕彰式や薪能を開催

する。（伯良行列、三保こども能楽、しずおか・三保羽衣

謡隊、エレーヌ夫人顕彰式、三保羽衣薪能の開催）

文化振興課

13208

音楽分野における普及振興事業

（「子どものための音楽ひろ

ば」等）（再掲）

高められるよう清水区や中山間地等の静岡音楽館から離れ

た地域、医療施設、福祉施設等でアウトリーチ事業を実

講演会などの事業を実施する。

文化振興課

（静岡音楽館）

13209

音楽分野におけるその他の連携

事業(「小中学校でのピアノ・ミ

ニコンサート」（どこでもAOI）

等）（再掲）

学校、特別支援学校等の教育機関との多様な連携により効

果的に文化を振興する。

文化振興課

（静岡音楽館）

13210
科学分野における学校連携と研

修支援事業（再掲）

幼稚園・保育園・こども園・小学校・中学校・高等学校・

大学等と連携し、科学館の教材・ノウハウを活用した事業

を実施する。また、家庭環境等により学習機会の少ない子

どもに対しての教育支援や、中学生のキャリア教育支援を

行う。

文化振興課

（静岡科学館）

13211
美術分野における教育普及事業

（再掲）

に加えてミュージアムコンサートやアーティストを招いて

のワークショップ等、参加体験型の活動まで、幅広く展開

する。

文化振興課

（静岡美術館）

13212
文化教育事業（再掲）

（コンクール事業）

学校との連携を図るため、市内中学校、高等学校吹奏楽の

支援事業を開催し、レベル向上を目指す。また、小中高大

学生のシアターメイツ（職場体験や研修、バックステージ

ツア―）の受け入れを行い、学習機会を提供する。

文化振興課

（マリナート）

14101

まちは劇場プロジェクト

東静岡アートプロジェクト事業

（再掲）

東静岡「アート＆スポーツ／ヒロバ」を新たな文化の拠

点、気軽に現代アートに触れることが出来る場として、展

覧会やワークショップなどのアートイベントを大学や美術

館等と連携して開催する。

まちは劇場推進課

14102
まちは劇場プロジェクト

オーケストラ事業（再掲）

プロオーケストラと連携し、音楽文化を通じてまちを活性

化させるため、学校訪問コンサートやオープンスペースで

のコンサートを開催する。

まちは劇場推進課

   ４ 文化の担い手の発掘、育成及び支援

   １ 若手の育成及び支援
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14103
まちは劇場プロジェクト

アンサンブル事業（再掲）

市内で活動している多くの演奏者及び団体と連携し、音楽

文化を通じてまちを活性化させるため、親子コンサートや

オープンスペースでのコンサートを開催する。

まちは劇場推進課

14104
舞台芸術分野における支援育成

事業

芸術文化を楽しむための支援と芸術文化を担う人材育成に

は、実践の場や研修機会の設定を行い、文化活動の担い手

らを繋ぐサークル等の立ち上げ支援を図る。

文化振興課

14105

音楽分野における支援・育成事

業（「静岡の名手たち」等）

（再掲）

実演家その他の人材を支援・育成する。地域の音楽家の発

掘、育成、支援のため「静岡の名手たち」を核に、地元音

楽家の活動支援、情報提供、交流事業を実施する。

文化振興課

（静岡音楽館）

14106
科学分野における地域との連携

推進事業（再掲）

地域の科学文化を地域全体で育てていくため、市内外の生

携した事業を実施する。また、静岡市美術館、静岡音楽館

市街地のにぎわいの創出にも貢献する。

文化振興課

（静岡科学館）

14107
文化の担い手育成事業（再掲）

（アーティスト育成事業）

次代の文化の担い手となる若手の育成支援のため、学校連

携を図りながら、若手の演奏の場の提供を行う。

文化振興課

（マリナート）

14201 静岡市お茶の学校

静岡市茶どころ日本一計画に基づき進めていくお茶のまち

年講座を開催する。

農業政策課

14202 文化財サポーター入門講座

文化財の魅力や価値を理解し、文化財を守り、将来へ継承

していくという意識を持つことが重要とされる中で、この

ら、行政と協働してまちづくりを進めていく人材を育成す

る。

文化財課

14203
舞台芸術分野における支援育成

事業（再掲）

芸術文化を楽しむための支援と芸術文化を担う人材育成に

は、実践の場や研修機会の設定を行い、文化活動の担い手

らを繋ぐサークル等の立ち上げ支援を図る。

文化振興課

14204
科学技術と科学文化の担い手育

成事業

化として地域に普及させる人材を育成するために、科学コ

ミュニケーションの資質向上や、次世代の科学振興を担う

人材の育成をする。

文化振興課

（静岡科学館）

14205
文化の担い手育成事業

（製作者育成事業）

選定し、事業制作に参画する場をつくることで、リーダー

としての人材を育成する。またフランチャイズオーケスト

ラとの共催事業を開催し、静岡県内の音楽を牽引する楽団

を支援する。

文化振興課

（マリナート）

15101
静岡市芸術文化奨励賞の授与

（表彰・推薦事業）

芸術文化の振興と向上に寄与する優れた業績を挙げ、将来

その一層の発展が望まれるものに対し、静岡市芸術文化奨

の他団体が行う表彰への推薦を行う。

文化振興課

   ２ 文化活動のリーダーとなる人物の養成
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16101 茶手揉保存事業

荒茶製造技術の原点である茶手揉製法の技術の伝承を支援

することにより、手揉製茶技術の保存及び向上を図るた

め、手揉製茶技術又は手揉茶に関する講習会、競技会、品

評会又は実演の実施等の事業に対し助成する。

農業政策課

16102 伝統文化に関する資料の保存 伝統文化に関する資料を収集し、保存する。 中央図書館

16103 歴史文化施設建設事業（再掲）

第3次総合計画に掲げられた「世界に輝く静岡」の実現に

向けて、静岡市の豊かな歴史と文化を活かし、今川氏・徳

川家康・東海道を展示の柱とした、歴史的名所の核となる

施設を建設する。

歴史文化課

16104 地域文化の担い手育成事業
の活動を活性化させるとともに、伝承意欲を高める。

市の誇る豊かな文化の魅力を発信する。

文化財課

16105 羽衣まつり（再掲）

羽衣伝説発祥の地・三保松原において、その伝説の伝承、

仏人舞踊家エレーヌ・ジュグラリスの顕彰式や薪能を開催

する。（伯良行列、三保こども能楽、しずおか・三保羽衣

謡隊、エレーヌ夫人顕彰式、三保羽衣薪能の開催）

文化振興課

16106 文化芸術継承発展事業

地域連携による回遊性の向上を図るため、地域の商店街や

施設と連携した事業により、集客はもとより観光誘致を視

野に、清水駅周辺の回遊性を向上させる事業を展開する。

文化振興課

（マリナート）

16201 「駿府匠宿」における創作体験

「駿府匠宿」の体験工房において、国指定の伝統的工芸品

である駿河竹千筋細工をはじめ、漆器、和染め、陶芸、サ

ンドブラスト等、伝統的なものから近代的なものまで、も

のづくりを体験する場を提供する。また、高度な技術を学

ぶことができる教室体験も実施する。

産業振興課

16202 歴史文化施設建設事業（再掲）

第3次総合計画に掲げられた「世界に輝く静岡」の実現に

向けて、静岡市の豊かな歴史と文化を活かし、今川氏・徳

川家康・東海道を展示の柱とした、歴史的名所の核となる

施設を建設する。

歴史文化課

16203
地域文化の担い手育成事業

（再掲）

の活動を活性化させるとともに、伝承意欲を高める。

市の誇る豊かな文化の魅力を発信する。

文化財課

16204 羽衣まつり（再掲）

羽衣伝説発祥の地・三保松原において、その伝説の伝承、

仏人舞踊家エレーヌ・ジュグラリスの顕彰式や薪能を開催

する。（伯良行列、三保こども能楽、しずおか・三保羽衣

謡隊、エレーヌ夫人顕彰式、三保羽衣薪能の開催）

文化振興課

   ６ 伝統的な文化の保存及び継承

   １ 伝統的な文化の保存及び継承

   ２ 地域資源への誇りと愛着の醸成
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21101 歴史文化施設建設事業（再掲）

第3次総合計画に掲げられた「世界に輝く静岡」の実現に

向けて、静岡市の豊かな歴史と文化を活かし、今川氏・徳

川家康・東海道を展示の柱とした、歴史的名所の核となる

施設を建設する。

歴史文化課

21102
久能山東照宮本殿・石の間・拝

殿ほか13棟建造物防災施設事業

昭和49年までに設置された消火設備が老化し、機能不全を

起こしているため、正常な状態に戻す。

平成27年度より事業を開始し、順次主要な設備の改修を進

め、平成34年度末の完成の予定。

文化財課

21103 静岡浅間神社保存修理事業

の12か年で「平成の大改修」を実施している。（神部神社

浅間神社本殿ほか12棟建造物）。

修理現場の一般公開や、「静岡市文化財資料館」での関連

展示などを行い、文化財の新たな魅力発信と、文化財の保

存修理事業への理解を図る。

文化財課

21104 史跡等の整備

史跡片山廃寺跡保存整備：奈良時代の寺院跡を史跡公園と

して整備し、保存と活用を図る。

歴史公園として整備し活用を図る。

文化財課

21201
み、静岡浅間通り商店街振興組合において、日・タイ友好

及び商店街振興のため、タイ王国に関連したイベント等を

実施する。

商業労政課

21202 駿府本山お茶まつり事業

静岡本山茶の振興を図るため、関係団体が連携し、静岡本

山茶に関する文化、歴史的考察を含めた各種イベント等を

実施する事業に対し助成する。

農業政策課

21203
今川義元公生誕五百年祭推進事

業（再掲）

本市ゆかりの戦国武将「今川義元公」が2019年に生誕五百

年を迎える契機に、本市のまちづくりの原点となった今川

れた武将であったとされる義元公の功績を正しく理解し、

義元公を誇り高く語ることのできるまちを目指し、さらに

2021年開館予定の歴史文化施設、そして本市の進める歴史

文化のまちづくりにつなげていくための事業を展開する。

観光・国際交流課

21204
東海道歴史街道まちあるき推進

事業

蒲原から丸子まで東海道の二つの峠と六つの宿場をつなぐ

東海道歴史街道において、そこに根付く文化や暮らしなど

の資源を活用した本市ならではの街道観光を確立する。

観光・国際交流課

21205
駿府城跡天守台発掘調査見える

化事業

駿府城への関心を高め、駿府城公園への来訪者増につなげ

るため、調査現場を常時公開する。
歴史文化課

   ２ 文化を活かした交流による活力あふれるまちづくり

   １ 歴史文化に関する資源の活用

   １ 歴史文化資源の保護

   ２ 歴史文化資源の観光的活用
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21206

朝鮮通信使ユネスコ「世界の記

憶」

発信事業

徳川家康公の平和外交の象徴である朝鮮通信使が、平成29

年10月に「朝鮮通信使に関する記録」として、ユネスコ

「世界の記憶」へ登録されたため、これを機に朝鮮通信使

ゆかりの静岡市や清見寺を国内外に向けて広く発信する。

歴史文化課

21207 歴史文化施設建設事業（再掲）

第3次総合計画に掲げられた「世界に輝く静岡」の実現に

向けて、静岡市の豊かな歴史と文化を活かし、今川氏・徳

川家康・東海道を展示の柱とした、歴史的名所の核となる

施設を建設する。

歴史文化課

21208 三保松原ビジターセンターの整備

名勝・世界遺産の三保松原保を訪れる観光客の交流の場で

あり、ガイダンス施設として、松原の本質的価値を伝える

と共に、観光情報の発信等の機能を持つ。展示施設も整備

し、多様な展示を行っていく。

文化財課

21209
ナイトエンターテイメント

「駿府灯り回廊」（再掲）

駿府城公園内のライトアップとパフォーミングアーツを組

み合わせた特別な空間演出を行うことで、夜の賑わいを創

出する。地域経済の活性化に効果が高いとされているナイ

トエンターテイメントの開発に取り組むことで、滞在時間

まちは劇場推進課

21210 将棋関連事業の開催

徳川家康公とゆかりの深い将棋を通じて、静岡市と家康公

の繋がりを全国に向けて発信するとともに、静岡市におけ

る将棋文化の振興と地域活性化を図る。

文化振興課

21211 羽衣まつり（再掲）

羽衣伝説発祥の地・三保松原において、その伝説の伝承、

仏人舞踊家エレーヌ・ジュグラリスの顕彰式や薪能を開催

する。（伯良行列、三保こども能楽、しずおか・三保羽衣

謡隊、エレーヌ夫人顕彰式、三保羽衣薪能の開催）

文化振興課

22101 プレミアムフライデー推進事業

「ワークライフバランスの推進」や「ライフスタイルの向

上」(暮らしの充実、働き方改革)を目標に、「プレミアム

な活動による豊かな時間の過ごし方・楽しみ方」を静岡市

全体で提案する。

商業労政課

22102
お茶の日記念事業

（静岡市お茶まつり）

静岡市「お茶の日」や「静岡市のお茶」等が持つ魅力を広

く発信することを目的に、関係団体等と連携し「お茶のま

ち静岡市」をアピールする。

農業政策課

22103
今川義元公生誕五百年祭推進事

業（再掲）

本市ゆかりの戦国武将「今川義元公」が2019年に生誕五百

年を迎える契機に、本市のまちづくりの原点となった今川

れた武将であったとされる義元公の功績を正しく理解し、

義元公を誇り高く語ることのできるまちを目指し、さらに

2021年開館予定の歴史文化施設、そして本市の進める歴史

文化のまちづくりにつなげていくための事業を展開する。

観光・国際交流課

22104 日本平まつり
日本平ホテル野外庭園にて、日本平の夜景をバックに約1

万発の花火―ショーが行う。
観光・国際交流課

   ２ 交流の活性化に資する文化事業の開催等の推進

   １ 大規模事業開催による集客
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22105 登呂まつり
登呂遺跡において火起こし体験や古代米の試食など、弥生

時代の文化を感じさせる様々な催しを行う。
文化財課

22106 しずおかフェア
静岡市の豊富な地場産品を観光資源として市内外に発信

し、地域経済の活性化及び交流人口の増加を目指す。
まちは劇場推進課

22107
ナイトエンターテイメント

「駿府灯り回廊」（再掲）

駿府城公園内のライトアップとパフォーミングアーツを組

み合わせた特別な空間演出を行うことで、夜の賑わいを創

出する。地域経済の活性化に効果が高いとされているナイ

トエンターテイメントの開発に取り組むことで、滞在時間

まちは劇場推進課

22108 大道芸ワールドカップin静岡

国内はもとより世界各国からあらゆるジャンルのアーティ

ストが集結し、大道芸を披露する。ワールドカップチャン

ピオンの選出等を行う。

まちは劇場推進課

22109 シズオカ・サンバカーニバル サンバカーニバルチームによるパレード等を行う。 まちは劇場推進課

22110 静岡まつり
徳川家康公にちなんだ「大御所花見行列」や「駿府登城行

まちは劇場推進課

22111 安倍川花火大会
毎年７月最終土曜日、先の大戦の慰霊と平和への祈りを込

め、約15,000発の花火を打ち上げる。
まちは劇場推進課

22112 シズオカ×カンヌウィーク

姉妹都市カンヌ市で行われるカンヌ国際映画祭の開催時期

に合わせ、「静岡」と「カンヌ」と「映画」をキーワード

に、野外映画とマルシェのほか、様々な連携企画を行う。

まちは劇場推進課

22113 清水みなと祭り
「港かっぽれ総踊り」「マリンフェスタ」「海上花火大

会」などを開催して、港町清水に賑わいを創出する。
まちは劇場推進課

22114 高等学校応援団フェスティバル
日頃は他を応援する立場の”応援団”が主役となって、各校

個性ある応援パフォーマンスを披露する。
まちは劇場推進課

22115

まちは劇場プロジェクト

パフォーミングアーツ事業（再

掲）

ゴールデンウィーク中に市役所御幸通り側玄関前や駿府城

公園、七間町商店街等の市街地を舞台にした、演劇・ダン

スイベント「ストレンジシード」を開催する。演劇やダン

スパフォーマンスによって「いつもとちょっと違う」まち

に変わる、正に「まちは劇場」を実体験できる機会を提供

する。

まちは劇場推進課

22116 静岡菊花大会
市内外の愛好家に育てられた、様々な姿かたちの菊約60鉢

が展示され、品評会が行われる。
文化振興課

22117
美術分野における展覧会事業(再

掲)
の高い魅力的な展覧会や、静岡ならではの企画、を実施

し、併せて展覧会の記録と図録の発行も行う。

文化振興課

（静岡美術館）

22118
展覧会事業

（芹沢鉎介美術館）（再掲）

であり、文化功労者の栄誉を受けた芹沢銈介の功績をたた

えるとともに、芹沢芸術を永く後世に伝えるため、その作

品とコレクションを保存展示して、薫り高い芸術の感銘と

郷土文化の高揚を図る。

文化振興課

（芹沢銈介美術館）
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22201
異文化コミュニケーション体験

フェアの実施 外国人との交流を図る。
男女参画・多文化共生課

22202
文化・クリエイティブ産業振興

センターの運営

文化・クリエイティブ産業振興センター（ＣＣＣ）を運営

し、デザインやパフォーミングアーツ等におけるクリエー

ターを支援、活用した事業を実施し、地域の賑わいを創出

する。

産業政策課

22203 国際文化交流事業

①大道芸国際プロモーション

大道芸を素材にした映像制作とHP等による世界への情報

発信

②釜山市とのフェスティバル交流

・釜山市のフェスティバル関係者やアーティストを大道芸

ワールドカップ等の国内フェスティバルに招聘

・国内の大道芸アーティストを朝鮮通信使まつり等の釜山

市で開催されるフェスティバルに派遣

③国際文化交流シンポジウム

世界の国々との国際文化交流を目指したシンポジウムを開

催

まちは劇場推進課

22204

まちは劇場プロジェクト

パフォーミングアーツ事業（再

掲）

ゴールデンウィーク中に市役所御幸通り側玄関前や駿府城

公園、七間町商店街等の市街地を舞台にした、演劇・ダン

スイベント「ストレンジシード」を開催する。演劇やダン

スパフォーマンスによって「いつもとちょっと違う」まち

に変わる、正に「まちは劇場」を実体験できる機会を提供

する。

まちは劇場推進課

22205

音楽分野における三館連携事業

（「パイプオルガンの仕組み」

等）

ＪＲ静岡駅前に位置する静岡音楽館、静岡科学館、静岡市

美術館の3つの文化施設の連携により、各ジャンルを超え

て相乗効果的に創客を進め、文化を軸とした中心市街地の

回遊性を高め、にぎわい創出に寄与する。

文化振興課

（静岡音楽館）

22206
美術分野における交流事業(再

掲）

"街にひらかれた美術館"を目指し、"ちょっと面白い街のな

かの広場"のような美術館として、中心市街地の賑わいの

創出に貢献する。「交流ゾーン」を活用したミュージアム

コンサートや現代のアートシーンの紹介等を実施する。

文化振興課

（静岡美術館）

23101 国際的な催しの情報の収集 しずおか文化の国外発信を意識した情報の収集を行う。 文化振興課

23201 伝統芸能振興事業（再掲）

当市の伝統芸能である芸妓芸能を市内外に広く発信し、認

芸能の普及や理解等の意識醸成をする。

また、芸妓芸能を静岡市の観光資源として活用し、当市の

観光地としての魅力の向上及び来静した観光客の満足度向

上を図ることで、当市への誘客促進及び地域観光の発展に

寄与する。

観光・国際交流課

   ２ 特徴的な芸術文化による交流の活性化

   ３ 国際的な催しにおける市の芸術文化の紹介

   １ 国際的な催しへの積極的な参加

   ２ 世界を対象とする事業の推進
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23202 国際文化交流事業（再掲）

①大道芸国際プロモーション

大道芸を素材にした映像制作とHP等による世界への情報

発信

②釜山市とのフェスティバル交流

・釜山市のフェスティバル関係者やアーティストを大道芸

ワールドカップ等の国内フェスティバルに招聘

・国内の大道芸アーティストを朝鮮通信使まつり等の釜山

市で開催されるフェスティバルに派遣

③国際文化交流シンポジウム

世界の国々との国際文化交流を目指したシンポジウムを開

催

まちは劇場推進課

23203
大道芸ワールドカップin静岡

（再掲）

国内はもとより世界各国からあらゆるジャンルのアーティ

ストが集結し、大道芸を披露する。ワールドカップチャン

ピオンの選出等を行う。

まちは劇場推進課

23204
シズオカ×カンヌウィーク

（再掲）

姉妹都市カンヌ市で行われるカンヌ国際映画祭の開催時期

に合わせ、「静岡」と「カンヌ」と「映画」をキーワード

に、野外映画とマルシェのほか、様々な連携企画を行う。

まちは劇場推進課

24101
「まちは劇場プロジェクト」イ

ベントニュースの発行

「まちは劇場プロジェクト」の各種イベントについて、市
広報課

24102
「お茶のまち静岡市」ＨＰ・Ｆ

Ｂ活用事業

ウェブサイト「お茶のまち静岡市」ホームページとフェイ

スブックを活用し、お茶に関わる様々な情報を発信する。
農業政策課

24103 お茶ツーリズム推進事業

来静者等の受入れに積極的な茶農家・茶商等を対象とした

講習会の開催と「お茶ツーリズムガイドブック」を制作す

る。

農業政策課

24104 国際文化交流事業（再掲）

①大道芸国際プロモーション

大道芸を素材にした映像制作とHP等による世界への情報

発信

②釜山市とのフェスティバル交流

・釜山市のフェスティバル関係者やアーティストを大道芸

ワールドカップ等の国内フェスティバルに招聘

・国内の大道芸アーティストを朝鮮通信使まつり等の釜山

市で開催されるフェスティバルに派遣

③国際文化交流シンポジウム

世界の国々との国際文化交流を目指したシンポジウムを開

催

まちは劇場推進課

24105 ブランディング事業

市内で開催される大道芸等複数のフェスティバルを季節ご

とにパッケージ化し、フェスティバルが都市のシンボルと

なるためのブランディングを実施する。

・本市がフェスティバルによって「世界から注目され、世

界中の人々が訪れてみたいと思うまち」を目指す、世界に

向けたプロモーションの展開

・統一タグライン（ON STAGE SHIZUOKA）による広報

展開

まちは劇場推進課

   ４ 文化に関する情報を発信する機会の充実

   １ 情報発信方法の確立
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24201 フィルムコミッション事業
映画やテレビ番組等の映像を通じて本市の魅力を発信する

ため、ロケ地の紹介、撮影支援などを行う。
広報課

24202 ふるさと寄附金受入推進事業

１万円以上寄附していただいた個人に対して市内特産品等

の返礼品を贈呈することにより寄附者を増加させ、シティ

プロモーションや市内特産品のＰＲを図る。

財政課

24203 「ホビーのまち静岡」の推進

ホビー産業を本市の戦略産業である「観光・ブランド産

業」に位置付け、首都圏等に対する各種情報発信等を実施

することで、シティプロモーションの推進する。

産業振興課

24204
「お茶のまち静岡市」

首都圏プロモーション事業

首都圏における「お茶のまち静岡市」の認知度を高め、

「静岡市のお茶」の販路拡大を図るため、“お茶のまち”と

して有する様々な資源を活用したプロモーションを実施す

る。

農業政策課

24205 海外プロモーション
海外市場に向け、当市の魅力を発信し、認知度向上を図る

ことで、海外からの誘客と交流を推進する。
観光・国際交流課

24206 ブランディング事業（再掲）

市内で開催される大道芸等複数のフェスティバルを季節ご

とにパッケージ化し、フェスティバルが都市のシンボルと

なるためのブランディングを実施する。

・本市がフェスティバルによって「世界から注目され、世

界中の人々が訪れてみたいと思うまち」を目指す、世界に

向けたプロモーションの展開

・統一タグライン（ON STAGE SHIZUOKA）による広報

展開

まちは劇場推進課

   ２ シティプロモーションの推進
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