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第 1 章 文化振興の指針について 

１．指針策定の趣旨 

 「文化芸術基本法（平成 13年法律第 148号、改正平成 29年６月 23日）」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，文化芸術に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図り、心豊かな国民

生活及び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。 
 この文化芸術基本法では、「国民がその年齢、障害の有無、経済的な状況又は

居住する地域にかかわらず等しく、文化芸術を観賞し、これに参加し、又はこ

れを創造することができるような環境の整備が図られなければならない。（第２

条第３項）」と規定されており、文化芸術を創造し、享受することが国民の権利

であると明確に位置付けられています。また、その実現のため、「国は、基本理

念にのっとり、文化芸術に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を

有する。（第３条）」と国の責務を明らかにしたほか、第７条では政府による文

化芸術に関する基本的な計画として、文化芸術推進基本計画を定めることが義

務付けられています。 
 国では、これまで同法に基づき４次にわたって策定された「文化芸術の振興

に関する基本的な方針」のもと、文化芸術立国の実現に向けた文化芸術の振興

に関する取組が進められてきました。今後はこれに加えて文化芸術推進基本計

画（第１期）を策定し、文化芸術に関する施策のより計画的な推進を図るほか、

新たに観光や産業等の文化芸術に関連する施策を含めた取り組みを進めていく

方針です。 
 地方公共団体においても「自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施

策を策定し、及び実施することは地方公共団体の責務」（第４条）とされている

ほか、「市町村の教育委員会は、文化芸術推進基本計画を参酌して、その地方の

実情に即した文化芸術の推進に関する計画を定めるよう努める。（第７条の２第

１項）」とされており、国と歩調を合わせた取り組みが求められています。 
 また、平成 24 年には「劇場、音楽堂等の活性化に関する法律（平成 24 年６

月 27日法律第 49号）」が施行され、これまでは図書館や博物館のような根拠法

がなかった劇場や音楽堂等に初めて法的な根拠が与えられました。その前文で

「劇場、音楽堂等は、国民の生活においていわば公共財ともいうべき存在であ

る」とされているほか、「これまで主に施設整備が先行して進められてきたが、

今後は、そこにおいて行われる実演芸術に関する活動や、劇場、音楽堂等の事

業を行うために必要な人材の養成等を強化していく必要がある。」とし、ハード

面の整備だけでなくソフト面の整備の重要性を示しています。さらに、「国及び

地方公共団体が劇場、音楽堂等に関する施策を講ずるに当たっては、短期的な
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経済効率性を一律に求めるのではなく、長期的かつ継続的に行うよう配慮する

必要がある。」と明示されており、コスト面に偏重することがないよう警鐘を鳴

らしています。 
 これらの視点に立ち、本市が誇る稲沢市民会館と稲沢市荻須記念美術館の２

大文化芸術施設を軸に、今後取り組むべき文化芸術施策の方向性を定め、単に

市民に文化芸術活動の場を提供するにとどまらず、自ら文化芸術を創造し、市

内外に効果的に発信していくことで、地域全体の活性化につなげていくことを

目的として、本指針を策定します。 
 
２．指針の位置付け・計画期間 

 本指針は、平成 30 年度から 39 年度を計画期間とする第６次稲沢市総合計画

を上位計画としています。 
 計画期間についても、第６次総合計画と同じ平成 30 年度から 39 年度までの

10 年間とします。なお、市民ニーズの変化や社会情勢の変化等により、必要に

応じて適宜見直しを図っていきます。 
 また、本指針は文化芸術基本法に基づく地方公共団体の責務として、地域の

特性に応じた施策をまとめたものとなりますが、同法第７条の２に規定する地

方文化芸術推進基本計画については、策定に当たって参酌すべき国の文化芸術

推進基本計画の策定が本指針と同時期となることから、今後指針の見直しの際

などに対応していく方針とします。 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【図１ 指針の位置付け】 
©稲沢市 いなッピー 

 

稲沢市第６次総合計画 

稲沢市文化振興指針 

各施策に文化振興指針に 

基づく視点 

文化芸術基本法 

稲沢市文化財保護条例 

稲沢市観光基本計画 

その他の関連法・計画 

など 

まちづくり 
観光・産業 

教育 
文化 
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３．この指針における「文化」とは 

 「文化」の定義として、「広辞苑」では（１）文徳で民を教化すること。（２）

世の中がひらけて生活が便利になること。（３）人間が自然に手を加えて形成し

てきた物心両面の成果。（衣食住をはじめ、技術・学問・芸術・道徳・宗教・政

治など生活形成の様式と内容を含む）と意義づけされています。 
 一般的に、文化行政とは、人々がいつまでも住み続けたいと願い、そこに住

んでいることが誇りに思えるような文化の根付いた地域社会をつくるためのさ

まざまな営みといわれています。また、文化活動は、創作する側、鑑賞する側、

参加する側のいずれの立場にあるとしても、地域の多くの人々のつながりによ

って実を結ぶものであり、まちづくりの基本もこの点にあるといえます。 
 そうした視点から考えたときに、「文化」とは人々の生活そのものであると言

えます。人々の多様な生活様式、多様な価値観の中で、それぞれが創り上げ、

楽しみ、伝えていくものであり、その対象となる範囲を明確に定義することは

困難です。 
 本指針では、「文化」の範囲について、上記の見解に基づきながらも、文化芸

術基本法に例示された文化の範囲も参考に、 
 １）文学・音楽・美術・写真・演劇・舞踊その他の芸術 
 ２）映画・漫画・アニメーション及びコンピュータその他の電子機器等を利

用した芸術 
 ３）雅楽・能楽・文楽・歌舞伎・組踊などの伝統芸能 
 ４）茶道・華道その他の生活文化 
 ５）有形・無形の文化財並びにその保存技術 
 ６）地域固有の伝統芸能及び民俗芸能 
の６項目をおおよその「文化」の範囲としています。 
 
４．指針策定に係る市民意識調査 

 本指針を策定するにあたり、市内で文化芸術活動に携わる団体、個人の声を

指針に反映させることを目的として、稲沢市教育委員会と稲沢市文化団体連合

会による「文化芸術振興・推進の実態調査結果報告書」を参考としました。 
 参考とした調査の概要は以下のとおりです。 
 ・調査対象 
  稲沢市文化団体連合会に加盟する文化協会・美術協会・音楽協会の３協会

の会員 992名 

 ・回答者 

  504名（回答率 50.8％） 
 ・調査方法 
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  ３協会を通じて実態調査用紙を配布、回収 
 ・実施期間 
  平成 26年５月 19日（月）～９月 30日（火） 
  
 実態調査によって浮かび上がった本市文化芸術活動に対する課題、特色は以

下のとおりです。【調査結果の詳細は巻末資料を参照】 
 ≪文化活動従事者の傾向について≫ 

 ・男性会員が２割と少ない。 
 ・40歳以下の会員が少ない。 
 ・まちづくりの活発な地区ほど活動者が多い。 
 ・有職者、無職、専業主婦（夫）の割合がそれぞれ１/３ずつで、想定より有

職者が多い。 
 ≪各協会の特色について≫ 

 ・文化協会では、茶華道や民踊など生活文化に結び付いた活動を主体として

おり、近年では鳴子踊り、和太鼓など特色ある団体も加入している。文芸は

全体の８％と少なくなってきており、役員の高齢化もみられるなど課題があ

る。 
 ・美術協会では、春季展や協会展の活動が主体となっている。絵画など美術

は個の世界であるため、作家が個人で活動することが多く、美術協会への加

入が進まない傾向がある。 
 ・音楽協会でも若い世代の加入が課題となっており、次世代継承の難しさを

感じている。 
 ・主たる活動場所は、文化協会は各地区公民館や祖父江町勤労青少年ホーム

など、居住地に近い場所での活動が主となっている。美術協会は稲沢市荻須

記念美術館の一般展示室での展示が中心。音楽協会は音量の問題で普段の活

動場所が限られ、練習場所の確保や借用経費に苦労している。演奏会は稲沢

市民会館が中心となっている。 
 ≪市内文化施設・その他文化全般について≫ 

 ・稲沢市民会館について、市内、市外を問わず使用頻度が高いので、市内団

体には優先予約の仕組みを設けてほしいとの要望が多い。 
 ・催事の企画や広報にも力を入れるため、専門職の配置が必要との声がある。 
 ・施設を利用する際に、交通の便、使用料、駐車場などが課題となっている。 
 ・美術活動者の育成、広報活動、駐車場の増設を希望する声がある。 
 ・市の行う文化振興のための助成について、「非常に有り難い」との声が多い。 
 ・市の助成を受けている団体から「社会貢献・奉仕をしたい」との声が多い。 
 



5 
 

 ≪実態調査結果のまとめ≫ 

 文化活動従事者については、活動者に男性が少ないことや高齢化が課題とし

て挙げられています。子育てが一段落した世代や共働きなど、現役で多忙な世

代が活躍できる場の提供が求められます。また、幼・小・中・高・大・社会人

へと縦をつなげる活動も重要です。 
 また、市が実施する補助事業については、厳しい財政状況の中で、文化振興

基金を効果的に活用し、文化芸術、講演、出版事業など幅広い文化活動を対象

とした補助を実施していることについて、非常に好意的な意見が多く見られま

した。特に、補助を受けている団体からは、社会貢献・奉仕への意欲的な声が

聞かれるなど、補助の効果が文化振興だけにとどまらず、まちづくり・観光・

産業への力となっていることも感じられました。 
 各協会の活動については、課題となっている団体への加入促進策の検討や、

団体の活動を盛り上げていく人材の育成が求められます。 
 市内文化施設・その他文化全般では、市民会館と美術館の２つの施設につい

て、広報の活性化を求める声や、稲沢市民会館に対し、コーディネーターとし

ての役割を果たす専門職の配置に関する要望など、単なる貸館施設ではなく、

文化振興の拠点としての役割の一層の推進を期待する声が見られました。 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
        次世代へ“つなぐ”取り組み「こどもお茶・お花教室」 
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５．稲沢市の文化施設の特性 

 稲沢市内には、文化振興の拠点として、以下の施設を設置しています。これ

らの中には、貸館を主目的とする施設もあれば、稲沢市民会館や荻須記念美術

館のように貸館だけでなく、自らが文化振興の拠点として、自主事業を実施し

ていくことが期待されている施設もあります。また、公民館など、文化施設と

しての役割だけでなく、生涯学習施設としての役割を担っている施設もありま

す。 
 文化振興施策を効果的に推進していくためには、これら様々な用途や目的に

合せて設置されている施設について、それぞれの特性や機能に合った活用を推

進していく必要があります。 
（表-１）稲沢市の文化施設 

施 設 名 主な施設内容 特     性 

稲沢市民会館 大ホール 1304 席 

中ホール  504席 

小ホール  256席 

その他、練習室、講習室、

視聴覚室、和室等 

優れた音楽・舞台芸術の鑑賞、発表の

場となる大ホール、市民の幅広い文化

活動の発表、交流の場となる中ホール、

コンサートをはじめ各種展示会など

様々な用途に使用できる小ホールの３

つのホールを備えた一大文化拠点施設 

稲沢市荻須記念 
美術館 

常設展示室、一般展示室、

資料展示室、会議室、資

料閲覧室、アトリエ復元

施設ほか 

稲沢市出身で全国的に著名な洋画家、

荻須高徳画伯を顕彰する個人記念美術

館で、荻須画伯の常設展のほか、特別

展・企画展や講座・講演会の開催、美

術団体等への展示室の貸出し等を行な

う美術鑑賞・創作活動の拠点施設 
稲沢市総合文化セン

ター 
ホール、会議室、講習会

室、和室、料理教室ほか 
多目的な総合施設で貸館が中心 
文化協会、美術協会等の事務局が所在 

稲沢市勤労福祉会館 ホール、会議室、研修室、

日本間ほか 
多目的な総合施設で貸館が中心 

各地区公民館等 
（市内７か所の公

民館、祖父江町勤労

青少年ホーム、平和

町農村環境改善セ

ンター） 

会議室、料理室、陶芸用

設備ほか 
公民館活動を推進するための社会教

育施設であるが、文化活動を行う市

民にとっての中心的な活動場所とな

っている 

祖父江町郷土資料

館 
展示室 民具などの郷土資料やパネルを展示 
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第 2 章 稲沢市の文化振興における基本方針 

１．基本方針 

 市民が稲沢市に誇りと愛着を持ち、「稲沢市に住み続けたい」「稲沢市に住ん

でよかった」と感じてもらえるまちを実現するためには、稲沢市らしい地域文

化の振興が重要です。 
 そのために必要となる「文化の担い手の育成」「創り手と創り手、市民と創り

手との連携」「稲沢らしい文化の創造」の３つの視点から「つなぐ つながる つ

くりだす」を基本方針とし、「市民と創り手が一体となった文化振興によるまち

づくり」に取り組んでいきます。 
 
（１） つなぐ 

 

  文化は人の心を豊かにする私たちの生活に欠かせないものであり、文化活

動に若い担い手を増やし、次世代に継承していくことは、地域のまちづくりに

もつながるという視点から、世代間をたてに「つなぐ」ことをテーマに、文化

の次世代継承を図っていきます。 
 また、文化財の分野では、地域の文化財の価値を市民が再認識し、郷土に誇

りを持ち、総合的かつ一体的に保存・活用していくことで、次世代へと確実に

「つなぐ」取り組みを進めていきます。 
 
（２） つながる 

 

 平成 28 年度に稲沢市で開催された第 31 回国民文化祭・あいち 2016「稲沢市

民文化祭」では、稲沢市文化協会、稲沢市音楽協会、稲沢市美術協会の所属団

体、会員による合同事業として、様々な分野で活動する人たちが一同に会し実

施されました。これによって、普段交流する機会の少なかった文化団体等が、

相互に交流する機会となり、お互いの活動に大いに刺激を受けることができま

した。その結果、稲沢市民文化祭では、プログラム内容や演出などに、これま

でにない多くの新しい試みが取り入れられるなど、その後の稲沢市の文化活動

にも大きな影響を与えています。また、来場者の参加型の企画としたことで、

参加した市民が単に作品や演目を観賞するだけでなく、創り手と一体となって

企画を盛り上げるなど、新しい文化事業の可能性を示しました。 
 この成果を一過性のものとして終わらせないためにも、「つながる」をテーマ

に他分野・他団体等との横のつながりを大切にし、稲沢市の文化を創り手と創

り手、創り手と市民が一体となって盛り上げていく環境づくりを目指します。 
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（３） つくりだす 

 
 地域の伝統芸能や市民の文化活動など、稲沢市の誇る多様な地域文化の価値

を再認識し、市民の力によって育んでいくことは、地域の活性化やシビックプ

ライドの確立にとって重要な意味を持ちます。 
 そのための活動拠点である稲沢市民会館や稲沢市荻須記念美術館において特

色ある自主事業を展開していくことで、稲沢市として特色のある地域文化を「つ

くりだす」ことを目指します。 
 また、市民会館に文化芸術に関する専門的人材を配置するなどし、稲沢市の

文化振興をより専門的な視点で推進していくことで、次世代を担う若者へのア

ウトリーチ活動や、地域の文化活動を支える人材の育成等を可能とし、優れた

文化を「鑑賞」したり、自ら「創造」したり、ときには「発信」したりといっ

た文化活動の担い手を「つくりだす」取り組みを目指します。 
 
２．文化振興によるまちづくりのイメージ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【図２ 文化振興によるまちづくりのイメージ】 

つくりだす 

・文化の力による地域の活性化 

  ・市民会館、美術館等文化の拠点を活か 

  した「鑑賞」「創造」「発信」「共有」 

 

つながる 

   ・文化団体等の相互交流 

   ・文化活動に携わる市民の増加と参加 

    する市民の一体化 

   ・観光や産業とも連携した取組 

 

つなぐ 

   ・世代間を「たて」につなぐ活動 

   ・伝統文化の次世代継承 

   ・文化財の保存と活用 

 

市民と創り手が一体

となった文化振興に

よるまちづくり 
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第３章 稲沢市の文化振興における具体的施策 

１．文化芸術活動 

 文化芸術を創造し、享受することは市民の生まれながらの権利です。また、

文化芸術には、子ども、若者、高齢者、障害者、在留外国人など、多様な市民

に社会参加の機会をひらく社会的包摂機能（ソーシャル・インクルージョン）

があると言われています。 
 本指針では、文化芸術活動が一部の愛好者だけのものではなく、すべての市

民が日常生活の中で真にゆとりと潤いの実感できる心豊かな生活を実現する上

で不可欠なものであることを踏まえ、文化芸術活動における取り組みを（１）

市民・文化団体等の活動、（２）稲沢市民会館、（３）稲沢市荻須記念美術館の

３つの項目に分け、それぞれの現状と課題、今後の取り組み方針を示します。 
 
（１）市民・文化団体等の活動 

 【公民館活動登録団体】 
 公民館活動登録団体による文化・芸術活動は、市内に７か所ある公民館や祖

父江町勤労青少年ホーム、平和町農村環境改善センター等の公共施設を中心に

行われています。 
 これらの施設において公民館活動登録団体（文化グループ）として登録し、

活動している団体は、平成 28年度は 534団体で 6,072人でした。これは前年度

比で 30 団体、367 人の減となっており、減少傾向はここ数年顕著となっていま

す。公民館活動登録団体は、本市の文化・芸術活動を支える大きな柱の一つで

あり、公民館活動登録団体の活動の活性化が、本市の文化・芸術活動の活性化

につながっていくことから、団体・活動人数の減少傾向を食い止め、増加に転

じるための施策が求められます。 
 公民館活動登録団体の活動について、特に課題となっているのが（１）新規

活動者の確保、（２）指導者の確保、（３）活動場所の確保の３点です。 
 これまでは定年退職等により仕事から解放された社会人や、専業主婦層が生

涯学習や趣味活動の場として、公民館活動登録団体に加入されてきました。し

かし、近年は、超高齢社会の中で、定年退職となっても再任用、再雇用の形で

就労を継続し、趣味活動に時間を費やすことができないケースが多くなってい

ます。また、以前と比較して夫婦共働きの世帯が大幅に増えており、専業主婦

層の減少も新規活動者の減少に大きく影響しています。 
 これらの要因は、社会情勢や生活様式の変化によるものであり、時代が変化

しているのであれば、公民館活動登録団体のあり方自体も変えていかなければ

なりません。近年、市内外に増えてきている民間のカルチャースクールでは、
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フラダンスや茶華道など様々な講座を開設し、一定の人気を得ています。市民

の文化活動への意欲は、決して失われているのではありません。文化活動に興

味はあるがなかなか時間が持てなかったり、なんとなく興味があるので試しに

やってみたいというような、これまであまり顧みられていなかった層を公民館

活動につなげていけるように、その受け皿となることが出来る多様な公民館活

動団体や指導者、活動場所の確保、育成が求められます。 
 以上の現状と課題を踏まえ、以下の取り組みを進めます。 
 ＜基本施策＞  

 ⇒市広報や市公式ホームページなどを活用し、公民館活動登録団体の活動を

広く市民に周知できるよう努めます。 
 ⇒公民館活動登録団体の登録手続きの簡素化を図るなど、団体が活動しやす

くなる環境整備に努めます。 
 ⇒公民館活動登録団体の立ち上げや運営に関する相談体制を整備することで、

夜間・休日など就業者でも活動しやすい団体の育成に努めます。 
 

     （表-２）公民館活動登録団体の推移 

  平成 24 年度  平成 25 年度  平成 26 年度  平成 27 年度  平成 28 年度  

団体数 575  582  565  564  534  

人数 7,011  6,987  6,772  6,439  6,072  

 
 【稲沢市文化団体連合会】 
 平成 20年４月に、稲沢市文化協会、稲沢市美術協会、稲沢市音楽協会の３協

会が連合し、「稲沢市文化団体連合会」を結成しました。 

 平成 28 年度の会員数は 48 団体 881 人を数え、市内最大の文化団体として、

所属する各団体の事業のほか、稲沢市からの委託事業として、稲沢市文化協会

による「春の芸術祭」、稲沢市音楽協会による「稲沢音楽祭」を開催しています。

また、稲沢市美術協会では、年に２回の協会展を開催しています。このほか、

市内で開催される「稲沢夏まつり」や「稲沢まつり」、「あじさいまつり」など、

各種事業にも積極的に協力しています。 
 また、上部団体等の事業についても、愛知県文化協会連合会主催の「愛知県

民茶会」が平成 22年度に、「西尾張部芸能大会」が平成 25年度に稲沢市を開催

市として開催されたほか、平成 28年度には「第 31回国民文化祭・あいち 2016」

の稲沢市主催事業である「稲沢市民文化祭」が大々的に開催され、いずれも市

からの委託を受けた稲沢市文化団体連合会が実施主体となり、大きな成果を挙

げています。 
 課題としては、やはり会員の高齢化が挙げられます。平成 26年度の実態調査
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結果では、59.5％の会員が 60歳以上で、10 歳代、20歳代の会員はわずか 6.2％

となっています。次世代に文化芸術活動をつなぐことは、文化芸術振興だけに

とどまらず、将来のまちづくりにも不可欠との考えから、次世代育成に今まで

以上に力を入れていく必要があります。 
 以上の現状と課題を踏まえ、以下の取り組みを進めます。 
 ＜基本施策＞  

 ⇒稲沢市文化団体連合会が、安定して年間の事業に取り組めるよう、社会教

育関係団体育成補助金等による支援を行います。 
 ⇒春の芸術祭における親子いけばな教室等、次世代育成につながる事業につ

いて、市広報や市公式ホームページ等により積極的に周知していきます。 
 
【文化振興奨励補助事業】 
 文化振興奨励補助事業は、市民の文化振興を図るため、『稲沢市文化振興基金』

を活用し、創造性豊かな文化・芸術事業や講師を招いての講演会、文芸や稲沢

市域の歴史、自然等に関する出版事業など、市民の自主的・自発的な各種文化

活動に対して助成を行っています。 
 毎年の申請件数は、ここ数年 20件程度で推移していますが、そのうち新規申

請団体は毎年２～３件と少なくなっています。地域で継続して活動している団

体に対する活動支援としての役割ももちろん重要ですが、活動を始めて数年程

度の若い団体に対して、育成支援としての役割を果たしていくことが求められ

ます。 
 以上の現状と課題を踏まえ、以下の取り組みを進めます。 
 ＜基本施策＞  

 ⇒文化振興奨励補助事業については、新規申請の団体が増えるように、補助

事業の周知に努めます。 
 ⇒補助事業の内容については、稲沢市文化行政懇話会での審議内容も踏まえ

て、その時代に合った補助内容となるよう努めます。 
 

（表-３）文化振興奨励補助事業の推移 

  平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

申請件数 20  20  16  15  19  

交付金額 1,060,000  1,187,000  867,000  954,000  1,312,000  

 
【各種市民講座・文化教養講座の開催】 
 稲沢市勤労福祉会館や祖父江町勤労青少年ホーム、平和町農村環境改善セン

ター等の施設では、文化を通じて生きがいや仲間づくりをしたいと考える市民
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などを対象に、各種市民講座・文化教養講座等の生涯学習講座を実施しており、

市民が創作活動に携わるきっかけとなっています。 
 今後も余暇の充実、気分転換、仲間づくりなど市民の多様なニーズに応え、

気軽に参加できる多種多様な教室や講座を開催していくことで、文化活動に携

わる市民の増加や参加する市民の一体化を目指していく必要があります。 
 以上の現状と課題を踏まえ、以下の取り組みを進めます。 
 ＜基本施策＞  

 ⇒稲沢市勤労福祉会館や祖父江町勤労青少年ホーム、平和町農村環境改善セ

ンターなど、それぞれの地区で文化活動や生涯学習活動の拠点となっている

施設を有効に活用し、市民の創作活動のきっかけづくりを進めます。 
 ⇒文化振興を目的とする財団法人を設立し、財団法人が有する専門的人材に

より生涯学習事業の企画運営を進めていくことで、文化活動に携わる市民の

増加や参加する市民の一体化につながるよう支援します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            稲沢市文化団体連合会の活動「稲沢音楽祭」 
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（２）稲沢市民会館 

 稲沢市民会館は、平成７年３月の開業以来、市民の文化向上を図るため、文化

振興の拠点施設として、市民に文化・芸術事業を鑑賞する機会を提供するとと

もに、文化・芸術に関する情報の提供や文化・芸術創造活動への支援等を行っ

ています。 
 優れた音楽・舞台芸術の鑑賞、発表の場となる大ホール、市民の幅広い文化

活動の発表、交流の場となる中ホール、そしてコンサートをはじめ各種展示会

など様々な用途に使用できる小ホールの３つのホールを備えた稲沢市民会館は、

貸館事業だけでなく、自主事業として様々な文化事業を実施しており、平成 28

年度には来館者約 21万人、自主事業の来館者約２万人を数えるなど、尾張地域

でも屈指の文化施設となっています。 

 現在、稲沢市民会館が自主事業として実施している文化事業は、地域の特色

を生かした音楽公演（セントラル愛知交響楽団との連携事業等）、コンクール（Ｎ

ＨＫ全国学校音楽コンクール、愛知県合唱コンクール等）など、会館の持つ音

楽堂としての優れた機能を活かした企画を展開しています。また、鑑賞だけで

なく、市民を対象とした参加型の事業（音楽三昧等）や地域の文化団体等と連

携した事業（音楽家の集い等）、子供たちの芸術活動を支援する事業（響け！未

来の音楽家！）など、地域の文化振興や人材育成を目的とした事業も多数実施

しています。これらの事業は多年にわたり継続的に実施されてきたことで、地

域に定着し、文化振興に大きく寄与しているものであり、本市の文化振興施策

推進の観点から、今後も継続して実施していくべきものです。 
 稲沢市民会館の運営体制は、平成 30年度までは稲沢市公共施設管理協会が指

定管理者として、会館の管理運営及び自主事業の実施者となっています。同協

会は、平成７年の開館以来今日まで、長期間にわたって安定した運営を行って

きており、その実績は十分ですが、平成 24年に施行された「劇場、音楽堂等の

活性化に関する法律」では、その前文において「我が国の劇場、音楽堂等につ

いては、これまで主に施設整備が先行して進められてきたが、今後は、そこに

おいて行われる実演芸術に関する活動や、劇場、音楽堂等の事業を行うために

必要な人材の養成等を強化していく必要がある。」としており、今後は自主事業

のより一層の充実や文化事業を推進していく専門的な人材の確保が求められて

います。 
 そこで、稲沢市民会館については、指定管理者が長期間安定して運営できる

体制を確立し、その上で専門的な人材の確保や長期的な視点による文化事業の

推進を図っていくことが求められています。 
 以上の現状と課題を踏まえ、以下の取り組みを進めます。 
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 ＜基本施策＞  

 ⇒文化振興を目的とする財団法人を設立し市民会館の指定管理者とすること

で、長期的な視点に立った運営体制を確保します。 
 ⇒文化振興を目的とする財団法人が有する専門的人材を活用し、優れた音楽

や演劇等を市内で鑑賞できる機会の一層の充実を図るとともに、市内で活動

する文化芸術団体の相談窓口としての機能を強化します。 
 ⇒地域で活動する文化団体や大学機関等と連携した取り組みを推進します。 

 

（表-４）市民会館利用者数の推移 

  平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

利用者数 190,945  195,248  196,432  201,954  211,575  

 
（表-５）市民会館自主事業の推移 

  平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

事業数 15  15  15  20  21  

入場者数 14,138  13,668  15,435  19,342  19,535  

 
（表-６）市民会館自主事業の内容（平成 28 年度） 

事業名 開催日 入場者数(人） 

音楽家の集い 5月～3月（計 6回） 638 

セントラル愛知交響楽団公開講座山本雅士のどえりゃぁわかる!クラシック!! 6月～3月（計 6回） 365 

セントラル愛知交響楽団公開リハーサル 6月～3月（計 6回） 546 

セントラル愛知交響楽団稲沢特別演奏会名曲コンサート 2016プレイベント 

マーシー山本の公開講座 

6 月 

（計 2 回） 
62 

セントラル愛知交響楽団第 6 回稲沢特別演奏会名曲コンサート 2016 7 月 9 日(土) 291 

第 55 回 愛知県合唱祭 
6 月 11 日(土) 

2,339 
6 月 12 日(日) 

第 56 回 愛知県合唱コンクール 
8 月 6 日(土) 

2,130 
8 月 7 日(日) 

Jazz Bar へようこそ Ｐａｒｔ1、Ｐａｒｔ2 8 月、12 月 203 

瀬戸和夫ドリームトリオ＋１＜マリンバの響き＞ 7 月 16 日(土) 185 

Do La ORGAN!!vol.1 8 月 14 日(日) 70 

Live!!De La DAGANE vol.6 8 月 14 日(日) 200 

【2016 ジョイントフェスティバル愛知】   

①アストンの石 7 月 22 日(金) 92 
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②こぎつねコンとこだぬきポン 8 月 18 日(木) 53 

③PLE-MIX のコメディー・シアター 9 月 10 日(土) 155 

第 83 回 NHK 全国学校音楽コンクール・愛知県コンクール 8 月 25 日(木) 3,394 

第 83 回 NHK 全国学校音楽コンクール 9 月 3 日(土) 
3,188 

東海北陸ブロックコンクール 9 月 4 日(日) 

稲沢初登場!!稲沢お豆腐狂言会 8 月 28 日(日) 187 

響け！未来の音楽家！ 10 月 1 日(土) 427 

綾小路きみまろ笑撃ライブ 2016 10 月 2 日(日) 1,046 

稲沢まつり INAZAWA ROCK FES'S 10 月 15 日(土) 900 

郷土の音楽家による演奏会 vol.2～躍動するリズム、美しき、メロディ～ 10 月 23 日(日) 156 

スギテツファミリーコンサート 鉄道物語 in 稲沢 11 月 23 日(水) 409 

石原まりあプロデュース第 2 弾 艶歌（ENKA） 12 月 18 日(日) 155 

アルケミストパレード ～「あの空」の下へ集まろう～ 1 月 22 日(日) 153 

稲沢市民寄席 vol.23 特選落語会 2 月 5 日(日) 945 

ワンコインコンサートスペシャル音楽三昧～オリンピック編～ 3 月 5 日(日) 764 

【誘致事業公演】   

北海道歌旅座 昭和ノスタルジアコンサート 7 月 6 日(水) 89 

太田プロ名古屋お笑いライブ！イチバン○○王決定戦 10 月 7 日(金) 54 

Free Hills Jazz Orchestra "On Stage" 3 月 26 日(日) 339 

アウトリーチコンサート 11 月～2 月  

合計 19,535 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
        稲沢市文化団体連合会の活動「春の芸術祭」 
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（３）稲沢市荻須記念美術館 

 稲沢市荻須記念美術館（以下、「美術館」という。）は、稲沢市出身で全国的に

著名な洋画家、荻須高徳画伯を顕彰する個人記念美術館として、昭和 58年に開

館しました。稲沢市が直接運営する、博物館法に基づく登録美術館で、画伯の

画業が見渡せるよう所蔵作品を常設展示するとともに画伯がパリで使用してい

たアトリエを復元し、平成８年から公開しています。また、一般展示室では、

学芸員による調査・研究に基づいたさまざまな切り口で特別展を開催するとと

もに、稲沢市民展、絵になる町児童生徒絵画展などの企画展を開催しており、

市民だけでなく県内外から来館者が訪れる、稲沢市を特徴づける美術館として、

貴重な観光資源でもあり地域の文化資源といえます。 
一般展示室及び会議室は、各種団体、グループによる展示・発表や創造の場

として貸出しを行うとともに、開館当初から、数々の美術講座を開催して、市

民に美術に親しむ機会を提供し、美術活動の拠点として大きな役割を果たして

います。しかし、近年は創作活動をする団体・個人が減少する傾向が見られる

ため、稲沢市美術協会とも連携して、次世代へ「つなぐ」ための取り組みが重

要となっています。現在美術館で発表、活動している団体の多くは、市が主催

した美術講座等をきっかけとして活動を始め、自主グループとして今日まで継

続して活動されていることを踏まえると、今後も講座などで活動の入口を増や

していくことや、施設が利用できることのＰＲ活動などを行うことで、興味を

持った市民が実際に活動していくことができる環境づくりが重要です。一方、

美術館では、新たな取り組みとして、平成 20年度からは、市内小中学校等と連

携し、小学校６年生を対象として美術館で鑑賞教育を行う「郷土学習」を実施

しているほか、平成 25年度からは市内大学との包括連携協定に基づき、大学の

活力を生かした美術館大学パートナーシップ事業や、子育て世代を対象とした

講座アートスタートも行っており、このような先進的、積極的な取り組みは、

今後も継続・拡大していく必要があります。 
最後に、美術館としての機能を十全に発揮するためには、「鑑賞」の場を提供

するだけでなく、博物館法に基づいて、作品や資料を収集、保管し、調査、研

究を行うことが「創造」「発信」のためには不可欠であり、一時的な経済性を追

い求めるのではなく、長期的な視点に立って運営していくことが重要です。 
 以上の現状と課題を踏まえ、以下の取り組みを進めます。 
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 ＜基本施策＞  

 ⇒魅力ある特別展の企画と実施で鑑賞の機会を提供します。 
⇒世界に唯一の荻須記念美術館として作品・資料を集積し調査研究します。 
⇒子どもから高齢者まで、各年齢層が参加しやすい美術講座等を開催します。 

 ⇒美術活動を行う一般展示室、会議室の提供、及び施設を整備していきます。 
 ⇒市内小中学校、大学機関、稲沢市美術協会等と連携した取り組みを推進し

ます。 
⇒長期的な視点に立ち、専門性を重視した運営体制を継続します。 
⇒美術館周辺の観光ガイドや飲食店マップの配布など地域や観光協会と協働 

で魅力を向上させます。 
 
 

（表-７）荻須記念美術館利用者数の推移 

 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

利用者数 64,374  67,212  68,750  59,904  60,950  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           稲沢市荻須記念美術館での市民活動「美術協会展」 
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２．郷土の歴史と文化財 

 
（１）郷土の歴史 

 歴史は単に先人の足跡を明らかにするだけのものではなく、時として、生き

ていくための道標ともなりうるものです。「歴史を記す＝先人の遺したものを後

世に伝える」ということは、現在に生きる私たちの義務でもあります。 
 稲沢市では、郷土の歴史を後世に伝えるため、稲沢市史資料編さん事業を進

めています。市史等の編さんについては、平成 17年４月１日に旧中島郡祖父江

町・平和町と合併しましたが、これまでにそれぞれで発刊された『稲沢市史』（昭

和 43年）、『新修稲沢市史』（昭和 52年～平成３年）、『祖父江町誌』（昭和７年）、

『祖父江町史』（昭和 54 年）、『平和町誌』（昭和 54 年）はありますが、現在の

稲沢市域全体としては、平成 28年３月にまとめた『稲沢の歴史年表』のみとな

っています。 
 また、祖父江町郷土資料館は、旧町役場庁舎のたたずまいを活かしつつ、郷

土文化の発展と生涯学習の場として、民俗資料を中心に郷土資料やパネルを常

設展示していますが、施設の老朽化や入館者の減少など今後の運営に向けた課

題もあります。 
 以上の現状と課題を踏まえ、以下の取り組みを進めます。 
 ＜基本施策＞  

 ⇒祖父江・平和地区の地誌資料などをまとめた追補の編さんを進め、合併後

の稲沢市域全体を対象とした市史の編さんを検討していきます。 
 ⇒祖父江町郷土資料館の老朽化に伴い同施設は廃止し、今後新設される予定

の生涯学習施設内に展示スペースを設けるなど、これまで以上に広く市民に

活用される運営方法を検討していきます。 
  

（表-８）祖父江町郷土資料館利用者数の推移 

 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

利用者数 1,810  759  369  302  179  

  
（２）文化財 

 旧稲沢市域は、古代から中世にかけて尾張国の政治や文化の中心であったと

されていますが、国衙跡や守護所跡などの明確な遺構が発見されていないのが

現状です。今後の発掘調査により、その遺構の確認が必要です。 
 また、国指定の史跡尾張国分寺跡については、19 次に及ぶ発掘調査が一段落

し、発掘調査結果の研究・分析の段階となっています。史跡範囲の拡大に向け

た取り組みも合せ、今後も継続して推進していく必要があります。 
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 稲沢市は仏教美術の遺品が多く所在することが特徴であると言えますが、文

化財の保存については、その材質が木や紙など脆弱なものであり、日々劣化し

ていく状況にあるので、適切な管理と計画的な保存修理が求められます。また、

今日では文化財を保存し、伝承していくことはもちろんのこと、公開の機会を

設けることも重要と考えられています。しかしながら、文化財の所有者や管理

団体では、文化財の一般公開が困難な状況にあり、公開に向けた仕組みづくり

を進めていく必要があります。 
 無形民俗文化財の保持団体や無形文化財認定者は、高齢化が進んでいます。

日下部太鼓は、後継者の育成に努めていますし、祖父江の虫送り牧川実行委員

会や法立の木遣音頭は牧川小学校、法立小学校と協働で伝統文化の体験授業を

実施しています。今後も継続して後継者の育成に努めていくとともに、併せて

記録等の作成を進めていく必要があります。 
 稲沢市文化財愛護少年団は、郷土の文化財、歴史に興味を持つ市内の小学４

年生から中学３年生の児童生徒及び指導員、ＯＢで構成し活動しています。活

動を通じ、子どもたちの郷土に対する文化財愛護意識の高揚と理解を深め、郷

土愛のかん養を図るとともに、子どもたちの協調性・社会性を養い、将来の稲

沢市の文化財愛護の担い手になる人材育成の場として重要な役割を果たしてい

ます。活動費の不足などにより活動内容が固定化するなどの課題もありますが、

多くの卒団者がＯＢとして後進の指導にあたるなど、郷土の歴史や文化財を次

世代へつなぐ重要な場となっています。 
 以上の現状と課題を踏まえ、以下の取り組みを進めます。 
  ＜基本施策＞  

 ⇒国指定の史跡尾張国分寺跡については、平成 26年３月に『尾張国分寺跡史

跡保存整備基本構想』、平成 28 年３月に『史跡尾張国分寺跡保存管理計画』

をまとめており、これに基づき史跡の保存整備と活用を図っていきます。 
 ⇒文化財の保存については、毎年文化財パトロールを実施し、指定文化財の

状態を確認し、保存修理の計画を立て、適時実施できるように進めます。 
 ⇒文化財の公開については、所有者連絡協議会やふるさとガイドの会、稲沢

市観光協会などと連携を図り、文化財の公開システムの構築に努めます。 
 ⇒無形民俗文化財等を次世代につなぐ活動や、文化財愛護少年団など、青少

年に郷土の歴史や文化財に関心を持ってもらう契機となる活動を継続して

推進していきます。 
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（表-９）文化財愛護少年団活動者数の推移 

  平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

申込人数 53  49  45  46  65  

延参加人数 455  443  368  424  642  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                史跡尾張国分寺跡 
 

 

 

 

 

 

     
  虫送り行事（祖父江町牧川地区）     尾張西部の子供ザイレン（平和町・千代田地区の一部） 
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３．情報発信・文化交流 

 稲沢市には稲沢市民会館や稲沢市荻須記念美術館などの特色のある文化芸術

施設に加えて、仏教美術を中心に、愛知県でも屈指の文化財が所在しています。

これらの魅力を効果的に情報発信していくことにより、稲沢市の知名度が高ま

るほか、市民が稲沢市に対して誇りを持つことが出来るシビックプライドの醸

成にもつながります。 

 また、地域の文化は、教育や観光の分野にとどまらず、広くまちづくり全般

に関連しています。文化芸術や文化財を軸として、市内外の人々と積極的に文

化交流をすすめることで、地域の文化活動を活発にし、将来的なまちづくりに

つなげていきます。 

 

（１）稲沢発の文化芸術・文化財の情報発信 

 稲沢市民会館は、セントラル愛知交響楽団の活動拠点の一つであり、ＮＨＫ

合唱コンクールなど、各種音楽コンクールの開催地でもあります。また、地元

の音楽家による継続した音楽活動が行われる場所でもあり、音楽堂としての優

れた機能を活かした音楽関連の事業が多数行われています。そこで、特に“音

楽”に焦点を当てて、稲沢市は“音楽のまち”であることを発信していきます。 
 稲沢市荻須記念美術館は、稲沢市出身で全国的に著名な洋画家、荻須高徳画

伯を顕彰する個人記念美術館として、県外からも来館者が訪れる貴重な観光資

源であり、地域の文化資源です。この貴重な資源を活用し、魅力ある特別展の

企画・開催等を通じて市内外に情報発信していきます。 
 史跡尾張国分寺跡は『尾張国分寺跡史跡保存整備基本構想』などに基づき、

史跡尾張国分寺跡約 70,000㎡を史跡公園として整備し、活用を図ることで、市

内外からの来訪者に対し、稲沢市の文化財について情報発信していきます。 
 また、尾張大國霊神社（国府宮）で毎年陰暦正月の 13日、14日を中心に行わ

れている「国府宮の儺追祭」は、国府宮はだか祭として広く知られており、県

指定無形民俗文化財としての価値はもちろん、毎年多くの観光客が県内外から

訪れる地域の観光資源としても重要な役割を果たしています。このような地域

の文化資源や観光資源を有効に活用し、稲沢市の文化財を効果的に情報発信し

ていきます。 
 以上の現状と課題を踏まえ、以下の取り組みを進めます。 
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  ＜基本施策＞  

 ⇒市公式ホームページのほかＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーク・サービス）

など媒体の多様化に対応し、広報機能の強化を図ります。 
 ⇒地域情報誌や新聞等地域住民の目に触れやすい媒体の活用に努めます。 
 ⇒文化芸術の振興や文化財の保護・活用は、観光・産業との連携が重要であ

るとの視点に立ち、稲沢商工会議所、祖父江町商工会、平和町商工会や稲沢

市観光協会などの関連団体と連携しながら効果的な情報発信に努めます。 
 ⇒稲沢市の観光・産業のアンテナショップとなる施設を活用し、市内外から

の来客に対して、稲沢発の文化・芸術・文化財の効果的な情報発信に努めま

す。 
 ⇒史跡尾張国分寺跡の史跡公園について、隣接してガイダンス施設を整備す

るなどし、市内外からの来訪者に対して、稲沢市の郷土の歴史や文化財を効

果的に情報発信していく方法を検討します。 
 ⇒文化芸術や郷土の歴史、文化財に関する広報紙を作成し、市内外に情報発

信できるよう検討します。 
 
（２）文化交流の促進 

 愛知県文化協会連合会が主催する「芸能大会」や「愛知県民茶会」、「県文連

美術展」は、稲沢市の文化団体と県内各市町村の文化団体が交流し、互いに刺

激を受ける機会となっています。 
 また、平成 28年度に開催された「第 31回国民文化祭・あいち 2016稲沢市民

文化祭」のように、郷土芸能や伝統芸能、茶華道、音楽、美術など様々な分野

の文化活動従事者が集まり協働で事業を実施することは、互いの文化活動への

理解や自らへの刺激につながり、大きな成果を生み出すことが出来ます。 
 文化財の分野でも、稲沢市と同じ特色を持った関係自治体等との広域連携を

進めていくことで、文化交流や効果的な情報発信につながります。 
 以上の現状と課題を踏まえ、以下の取り組みを進めます。 
 ＜基本施策＞  

 ⇒愛知県文化協会連合会主催事業について、稲沢市文化団体連合会を中心に

引き続き参加していくことで、県内他市町村との文化交流を進めていきます。 
 ⇒国民文化祭のように多様な分野の交流につながる事業を実施する機会があ

れば、積極的に取り組んでいきます。 
 ⇒全国史跡整備市町村協議会や国分寺サミットなどを通じて、文化財の広域交

流に努めていきます。 
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第４章 本指針の推進体制 

 

１．本指針の基本施策について 

 

 本指針の推進にあたっては、「つなぐ」「つながる」「つくりだす」の基本方針

に沿って、市民と創り手が一体となった文化振興によるまちづくりを目指し、

各基本施策を実施していきます。 

 

＜基本施策（再掲）＞ 

【文化芸術活動】 

（市民・文化団体等の活動）つなぐ つくりだす 

・市広報等による公民館活動登録団体の周知 
・公民館活動登録団体の登録手続き簡素化等の環境整備 
・公民館活動登録団体の立ち上げや運営に関する相談体制の整備 

 ・稲沢市文化団体連合会への社会教育関係団体育成補助金等による支援 
・次世代育成につながる事業を市広報や市公式ホームページ等により周知 
・文化振興奨励補助事業の新規申請の団体が増えるよう補助事業の周知 
・文化振興奨励補助事業の内容の適宜見直し 
（各種市民講座・文化教養講座の開催）つながる つくりだす 

・市内各地区で文化活動や生涯学習活動の拠点となっている施設を有効活用し

た市民の創作活動のきっかけづくり 
・文化振興を目的とする財団法人を設立し、財団法人が有する専門的人材によ

り生涯学習事業の企画運営を進めていくことで、文化活動に携わる市民の増加

や参加する市民の一体化に向けた支援 

（稲沢市民会館）つなぐ つながる つくりだす 

・文化振興を目的とする財団法人による長期的な視点に立った運営体制の確保 
・優れた音楽や演劇等を市内で鑑賞できる機会の一層の充実 
・専門的人材を活用し、市内で活動する文化芸術団体のマネジメントを強化 
・地域で活動する文化団体や大学機関等と連携した取り組みの推進〔つながる〕 
（稲沢市荻須記念美術館）つなぐ つながる つくりだす 

・魅力ある特別展の企画と実施で鑑賞の機会を提供 
・世界に唯一の荻須記念美術館として作品・資料を集積し調査研究 
・子どもから高齢者まで、各年齢層が参加しやすい美術講座等の開催 
・美術活動を行う一般展示室、会議室の提供、及び施設の整備  
・市内小中学校、大学期間、稲沢市美術協会等と連携した取り組みの推進 
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・長期的な視点に立ち、専門性を重視した運営体制の継続 
・美術館周辺の観光ガイドや飲食店マップの配布など地域や観光協会と協働に

よる魅力の向上 
 
【郷土の歴史と文化財】 
（郷土の歴史）つなぐ 

・祖父江・平和地区の地誌資料などをまとめた追補の編さんを進め、合併後の

稲沢市域全体を対象とした市史の編さんを検討 
・祖父江町郷土資料館の老朽化に伴い、新しい展示方法を検討 
（文化財）つなぐ つながる 

・国指定の史跡尾張国分寺跡について、『尾張国分寺跡史跡保存整備基本構想』、

『史跡尾張国分寺跡保存管理計画』に基づく史跡の保存整備と活用 
・文化財の保存修理の計画的な実施 
・文化財所有者連絡協議会やふるさとガイドの会、稲沢市観光協会などと連携

を図り、文化財公開システムを構築 
・無形民俗文化財等を次世代につなぐ活動や、青少年に郷土の歴史や文化財に

関心を持ってもらう契機となる活動の推進 
 
【情報発信・文化交流】 
（稲沢発の文化芸術・文化財の情報発信）つながる 

・市公式ホームページのほか SNS 等多様な媒体の活用による広報機能の強化 
・地域情報誌や新聞等地域住民の目に触れやすい媒体の活用 
・稲沢商工会議所、祖父江町商工会、平和町商工会や稲沢市観光協会などの関

連団体と連携した効果的な情報発信 
・稲沢市の観光・産業のアンテナショップとなる施設を活用した効果的な情報

発信 
・史跡尾張国分寺跡の史跡公園に隣接してガイダンス施設を整備するなど、市

内外からの来訪者に対して情報発信を効果的に行える方法を検討 
・文化芸術や郷土の歴史、文化財に関する広報紙を作成し、市内外に情報発信 
（文化交流の促進）つながる 

・愛知県文化協会連合会主催事業を通じた県内他市町村との文化交流 
・多分野交流につながる事業への積極的な参加 
・全国史跡整備市町村協議会や国分寺サミットなどを通じた広域交流 
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２．本指針の目標について 

 
 文化振興は数値化して目標を定め、また、評価していくものではないとの考え

から、本指針では文化振興に関する数値目標は設定しません。 

 ただし、文化振興に関する参考指標として、第６次稲沢市総合計画における

参考指標でもある以下の指標を参考指標として設定し、評価に際しての参考と

します。 

 

 参考指標１  

 市内で芸術を観賞する機会に満足している人の割合  

 46.9％（平成 29年度市民意識調査） 

 

 参考指標２ 

 生涯学習・文化活動を行う機会に満足している人の割合  

 47.3％（平成 29年度市民意識調査） 

 

 参考指標３ 

 文化財の保護・活用に満足している人の割合  

 61.5％（平成 29年度市民意識調査） 

 

 参考指標４ 

 稲沢市民会館の利用者数  

 211,575人（平成 28年度実績） 

 

 参考指標５ 

 稲沢市荻須記念美術館の来館者数  

 60,950人（平成 28年度実績） 

  

３．本指針の評価方法について 

 

 本指針の評価については、基本施策の実施状況のほか参考指標の推移も含め、

概ね５年毎をめどに実施します。 

 また、評価結果に基づき稲沢市文化行政懇話会で審議の上、適宜本指針の見

直しを行う方針とします。 
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＜資料編＞ 

 
・「文化芸術振興・推進の実態調査」調査結果報告書 
・文化芸術基本法 
・劇場、音楽堂等の活性化に関する法律 
・稲沢市文化行政懇話会委員名簿 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
   こがし祭り（北市場地区）      高熊の輪くぐり（祖父江町高熊地区） 
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