地域の取組

基本理念

大井川の恵みが育む文化芸術を紡ぎ、誰もが心豊かになれるまち『しまだ』

文化芸術の推進に係る事業の事例
令和２年３月現在
＜施策の柱＞
１誰もが参加できる
環境づくり

目指す姿
ま

も

る

ヒト・モノ・コトの架け橋となる交流都市
は ぐ く む

＜施策＞
➤市民文化祭（島田市市民文化祭実行委員会）

②誰もが多様な文化芸術を楽しむ環境の

➤着物 de 蓬萊橋（しまだきものさんぽの会）

③人が集う文化芸術活動の場の創出

➤おはなし会（読み聞かせボランティア）

①大井川の歴史が育む文化芸術を牽引する
人材の育成・確保
②高い受容性を活かした人材活用の

➤郷土の芸能を観る会（島田市文化協会）
➤山村都市交流センターささまの体験事業（企業組合くれば）

➤病室等への押し花の展示（押し花サロン「芙蓉学院金谷教室」他）

➤あなたも弾けますベーゼンドルファー（島田市文化協会） ➤夢づくり展（島田市文化協会）

➤島田産業まつり（島田産業まつり実行委員会）

➤自由演奏会（自由演奏会 in 川根実行委員会）

➤夢づくり LIVE（夢づくりライブ実行委員会）

➤七夕コンサート・お米とお酒の学校・島田の食材と地酒を楽しむ会（大村屋酒造場）
➤長唄の夕べ（島田大祭保存振興会）

は該当する事業がない項目です。

※事業内容は第４章「施策の展開」に掲載しています。

➤浴衣 de 川越街道（しまだきものさんぽの会）

➤川根名作映画祭（NPO まちづくり川根の会）
2 にぎわいを創出する
人材の育成・確保・活用

※

つ な げ る

＜関連事業＞ ※( )内は取り組み主体

①発展を続ける文化芸術活動への支援
整備

つくりだす

➤島田おび通り一箱古本市（島田おび通り一箱古本市実行委員会）

➤ジュニアエコノミーカレッジ in しまだ（島田市商工会）

➤しまだ元気市（しまだ元気市実行委員会）

➤こどもわくワーク（NPO 法人クロスメディア島田）

➤げんきキッズわくわくクラブ（金谷地区子どもをはぐくむ地域教育推進協議会）

仕組みの充実
３異文化・多世代交流の
促進

①多様な人々が出会う機会の創出

➤国際交流フェスティバル等の交流事業（島田市国際交流協会）
➤おゝいさんで縁結び（大井神社宮美殿）

➤金谷文化産業祭（金谷文化産業祭実行委員会）

➤陶芸教室、蕎麦打ち体験（そば玄）

➤海外都市との学生派遣・受入事業（島田市国際交流協会、島田市）

➤大井川鐵道沿線活性化事業（大井川流域観光事業実行委員会）
②地域の寛容さが培った交流の促進

➤「KADODE OOIGAWA」の運営（大井川農業協同組合、大井川鐵道㈱、中日本高速道路㈱、島田市）

③文化芸術活動と関連分野の

➤島田大祭（島田大祭保存振興会）

連携による交流の促進
４人をつなぐための情報の
整理と発信の強化

➤金谷茶まつり（金谷茶まつり保存振興会）

➤おせん女踊り（おせん女踊り保存会）

➤大井川大花火大会（島田市観光協会）

①情報の整理と多元的な情報発信

➤ラジオ放送（㈱FM 島田）

②マーケティング的思考に基づく
効果的な情報の発信

➤島田茶マスコットキャラクター「えい茶いくん」（島田市茶業振興協会）

➤芭蕉庵の運営（川越街道を愛する会）

➤島田髷まつり（島田髷保存会）

➤野守まつり（野守まつり実行委員会）

➤蓬萊橋ぼんぼり祭り（蓬萊橋ぼんぼり祭り実行委員会） ➤猿舞（猿舞保存会）

➤金谷茶コミュニケーションキャラクター「かなちゃん」（島田市茶業振興協会）

➤観光地をめぐるサイクルツーリズムパンフレット作成（大井川流域サイクルツーリズム協議会）

➤島田おもてなし英会話講座（国際交流協会）

５大井川が育んだ地域の
文化・習慣等の保存と
継承

①大井川の恵みを源泉とした資源の調査と保存

６大井川を核とした
地域固有の文化の
活用と創出

①地域資源とその背景にあるストーリーの継続的発掘

➤五郎祭（増田五郎右衛門顕彰会、東町自治会） ➤小学生による殉職自衛隊員の慰霊碑の清掃・献花（伊久美地区杉の子子供会） ➤自主防災会での災害史の伝承（市内自主防災会）

②交流を促進させる文化芸術の

➤愛するあなたへの悪口コンテスト（愛するあなたへの悪口コンテスト実行委員会）

②祭りや伝統芸能等の担い手の育成・確保

➤茶娘道中（金谷茶まつり保存振興会）

活用方法の構築
③茶文化の発展と新たな文化芸術の創造

７郷土への愛着や誇りの
形成

➤金谷大井川川越し太鼓（川越し太鼓保存会）

①市民総がかりで取り組む島田の
教育との協働

➤やってみよう！日本のおどり（島田市文化協会）

➤手書き文字に親しむ集い（島田市書道連盟）

➤献茶式(島田市茶業振興協会)

➤茶祈願祭・茶感謝祭(島田市茶業振興協会)

➤お茶の淹れ方教室（島田市茶業振興協会、金谷農業青年研究会、金谷茶業青年団）

➤里山アート紀行（里山アート紀行実行委員会）

➤Ｔ－１グランプリ（島田茶業協同組合、金谷地区茶業協議会、島田市茶業振興協会）

➤高校生によるメディア芸術の活用（島田工業高校）

➤六合子どもチャレンジクラブ（六合子どもチャレンジクラブ推進委員会）

➤神座小通学合宿（神座小の子どもをみんなで育てる協議会）

➤大津っ子通学合宿（大津っ子をみんなで育てる協議会）

➤景観を活用したパラグライダー（スカイテックフライングアカデミー）
➤放棄地の再生（NPO 法人しまだ環境ひろば）

➤三ツ合町寺子屋（三ツ合町自治会）

➤梅の里伊太っ子通学合宿（梅の里伊太っ子をみんなで育てる協議会）

➤湯日っ子ふれあいスクール（湯日っ子ふれあいスクール実行委員会）
再評価、認識、活用

➤ＳＬフェスタ（大井川流域観光事業実行委員会）

➤UNMANNED の無人駅の芸術祭／大井川（NPO 法人クロスメディアしまだ、静岡県文化プログラム推進委員会）

➤わかあゆ通学合宿（島一小「わかあゆ」をみんなで育てる協議会）
②自然と文化が織りなす地域資源の

➤笹間神楽（笹間神楽保存会）

➤川根っ子なかよし通学合宿（川根っ子なかよし通学合宿実行委員会）
➤島田さくらめし・焙炉上げプロジェクト（島田商工会議所）

➤地産地消運動（NPO 法人しまだ環境ひろば）

➤茶の実オイル・あかりアート in 菊川の里（菊川の里ごりやくの会）

➤木こりの積木ランド（㈲落合製材所）
８領域を超えた柔軟な
連携

①産業により創造・継承される文化芸術の活用
②文化芸術活動への支援体制の充実

➤フィルムサポート（フィルムサポート島田）

③文化芸術活動団体とイベントをつなげ、

➤蓬萊橋観月会（島田市文化協会）

➤商業イベント「シマアツ」（島田がアツい！プロジェクト実行委員会）

➤木工教室（島田木材協同組合・島田十日会）

交流を促進させる仕組みづくり
９地域課題へのアプローチ

①人と人とをつなげる文化芸術活動の促進

➤藤枝特別支援学校 OB によるアートの製作・展示活動（waC（wonderful art COMMUNITY））

➤地域活動支援センター事業（ＮＰＯ法人こころ）

②景観や歴史的資源、人を活かした
文化芸術活動のあり方の研究支援
③他分野との連携による物事の新しい
捉え方の創出

➤大代ジャンボ干支（王子田会）

➤ささま国際陶芸祭（ささま国際陶芸祭実行委員会）

➤租税教室（島田税務署）

➤税に関する作品募集及び表彰（島田税務署管内納税貯蓄組合連合会他）

資料 1-2

市の取組

基本理念

大井川の恵みが育む文化芸術を紡ぎ、誰もが心豊かになれるまち『しまだ』

文化芸術の推進に係る事業の事例
令和２年３月現在

ま
赤：新規事業 青：リニューアル事業 黒：既存事業
＜施策の柱＞
＜施策＞
１誰もが参加できる
①発展を続ける文化芸術活動への支援
環境づくり
②誰もが多様な文化芸術を楽しむ環境の
整備

③人が集う文化芸術活動の場の創出

2 にぎわいを創出する
人材の育成・確保・活用

３異文化・多世代交流の
促進

４人をつなぐための情報の

ヒト・モノ・コトの架け橋となる交流都市

目指す姿
も

る

は ぐ く む

➤市民文化祭（社会教育課）

つ な げ る

つくりだす

＜関連事業＞
➤視聴覚機材の貸出・音響機器の貸出（社会教育課）

※事業内容は第４章「施策の展開」に掲載しています。
➤文化団体補助事業（社会教育課）

➤児童館等での季節行事の開催（子育て応援課）
➤紙芝居と絵本の読み聞かせ（社会教育課、図書館課）
➤ブックスタート（図書館課）
➤市役所庁舎への絵画展示（資産活用課）
➤市民病院総合待合への作品展示（市民病院）
➤季節行事の開催（市民病院） ➤パパママコンサート（保育支援課）
➤芸術家派遣事業（社会教育課）
➤音楽に合わせてダンス・体操（保育支援課）
➤人形劇鑑賞（保育支援課）
➤市内幼児合同観劇会（保育支援課）
➤企画展・収蔵品展（博物館課）
➤おやじの井戸端講座（社会教育課）
➤新庁舎建設事業（資産活用課）
➤しまだ音楽広場（商工課）
➤社会教育講座（社会教育課）
➤しまだ楽習センターふれあい講座（社会教育課） ➤文化施設管理・運営（社会教育課） ➤生涯学習大会フェスタしまだ（社会教育課） ➤公民館まつり（社会教育課）
➤芸術文化普及事業（社会教育課） ➤図書館講座（図書館課） ➤文学講座（図書館課） ➤博物館講座（博物館課） ➤機織体験学習・夏休み体験学習等（博物館課）

①大井川の歴史が育む文化芸術を牽引する
人材の育成・確保
②高い受容性を活かした人材活用の
仕組みの充実

➤「諏訪原城宣伝隊」の結成（文化資源活用課）
➤若手職員研修（人事課）
➤芸術文化奨励賞（社会教育課）
➤全国大会出場報奨金（社会教育課）
➤青少年育成教室「しまだガンバ！」（社会教育課）
➤高校生ラジオ（戦略推進課）
➤「島田帯シャツ」コーディネート展示（島田帯シャツブランド協議会、商工課）
➤東海道金谷宿大学（社会教育課）

①多様な人々が出会う機会の創出
②地域の寛容さが培った交流の促進

➤博物館無料開放日（博物館課）
➤2020 年の東京オリンピック・パラリンピック聖火リレー（文化資源活用課、スポーツ振興課、オリンピック組織委員会、県オリパラ推進室）
➤モンゴルへのランドセル・絵本の贈呈（文化資源活用課）
➤パパとママのための絵本の広場（社会教育課）
➤石畳茶屋の運営（観光課）
➤川越街道賑わい創出プロジェクト（文化資源活用課）
➤川越遺跡番宿利活用事業（文化資源活用課）

③文化芸術活動と関連分野の
連携による交流の促進

➤諏訪原城ビジターセンターサイクリスト応援自動販売機の設置（文化資源活用課）
➤「島田歩紀」モンゴル版（文化資源活用課）
➤オリンピック事前合宿（文化資源活用課）
➤国際友好事業補助金等交付事業（文化資源活用課）
➤マンホール蓋の交換（下水道課、文化資源活用課）
➤外国人のためのにほんご教室（社会教育課）

①情報の整理と多元的な情報発信

➤「蓬萊橋」保存活用（観光課・農林課） ➤ＨＰ・広報紙を活用したイベント情報の募集・告知（広報情報課）
➤ＶＲゴーグル付き島田市「市勢要覧」（広報情報課）
➤子育て応援サイト「しまいく」を活用した情報の告知（子育て応援課）
➤お城 EXPO への出展（文化資源活用課）
➤全国山城サミット協議会出展（文化資源活用課）
➤ふるさと寄付金推進事業（市民協働課）
➤しまだ大井川マラソン事業（観光課）
➤観光戦略プラン策定事業（観光課）

整理と発信の強化
②マーケティング的思考に基づく効果的な情報の発信
５大井川が育んだ地域の
文化・習慣等の保存と
継承

①大井川の恵みを源泉とした資源の
調査と保存
②祭りや伝統芸能等の担い手の育成・確保

➤指定文化財保存事業（博物館課）
➤諏訪原城跡整備事業（博物館課）

６大井川を核とした
地域固有の文化の
活用と創出

①地域資源とその背景にあるストーリーの継続的発掘

➤「島田市緑茶化計画」商品開発（広報情報課）

②交流を促進させる文化芸術の

➤文化合宿（観光課）
➤農林家民宿開業補助事業（観光課）
➤Ｄ５１蒸気機関車（建設課）

活用方法の構築
③茶文化の発展と新たな文化芸術の創造

➤人材登録事業（社会教育課）

➤大井川川越遺跡周辺地区の景観計画重点地区への指定（都市政策課）
➤市史編さん事業（博物館課）
➤川越遺跡整備事業（博物館課）
➤埋蔵文化財発掘調査事業（博物館課）

➤諏訪原城ボランティア（文化資源活用課）
➤「島田市緑茶化計画」島田 DE いっぷくプロジェクト（広報情報課）
➤ミニ鉄道（観光課）

➤諏訪原城グッズ販売事業

➤街道宿場イベント事業「和菓子バル」（文化資源活用課）

➤茶室棟「杉風庵」の管理・運営（川根地域総合課）
➤ふじのくに茶の都ミュージアム（静岡県お茶振興課）
➤897.4 茶屋の運営（観光課、観光協会）
➤観光特産品開発支援（観光課）
➤デザイン配水池（水道課）
➤大井川流域・牧之原大茶園景観形成行動計画（都市政策課）
➤島田帯シャツ（島田帯シャツブランド協議会、商工課）
➤緑化活動（帯桜の里づくり）推進事業（建設課）
➤デザインマンホール（下水道課）

７郷土への愛着や誇りの
形成

①市民総がかりで取り組む島田の
教育との協働
②自然と文化が織りなす地域資源の
再評価、認識、活用

➤夢育・地育推進事業（学校教育課）
➤年長児遠足（保育支援課）
➤コミュニティ･スクール（学校教育課）
➤はつくら里の楽校（社会教育課）
➤しまだはつくら寺子屋（社会教育課）
➤通学合宿（社会教育課）
➤初倉放課後子ども教室（社会教育課）
➤島田市歌の活用（市民協働課）
➤ゆるキャラをデザインしたコミュニティバス（生活安心課）
➤ゆるキャラをデザインしたパッカー車（環境課）
➤具だくさん島田汁（健康づくり課）
➤こども歴史教室（博物館課）
➤展示コーナーの活用（図書館課）
➤しまだ市民遺産（博物館課）

８領域を超えた柔軟な
連携

①産業により創造・継承される文化芸術の活用

➤島田の逸品（商工課）

９地域課題へのアプローチ

②文化芸術活動への支援体制の充実

➤病室等に作品展示（市民病院）

③文化芸術活動団体とイベントをつなげ、
交流を促進させる仕組みづくり

➤しまだ大井川マラソン in リバティおもてなし広場「しま旨っ！」（観光課）

①人と人とをつなげる文化芸術活動の促進

➤季節・日本伝統行事の開催（こども発達支援センター）

②景観や歴史的資源、人を活かした
文化芸術活動のあり方の研究支援
③他分野との連携による物事の新しい
捉え方の創出

➤まちづくり支援事業交付金（市民協働課）

➤街角ライブ（社会教育課）

➤福祉館講習会（福祉課）

➤移動支援事業（福祉課）

➤地域ふれあい事業（包括ケア推進課）

➤歴史資源利活用事業（文化資源活用課） ➤紙芝居による防火啓発活用（危機管理課） ➤防災標語コンクール（危機管理課）
➤しまトレ推進事業（包括ケア推進課）
➤アートによる地域づくり推進事業（社会教育課）
➤高齢者学級（社会教育課）
➤ゼミ学生等地域貢献推進事業（社会教育課）
➤リノベーションまちづくり推進事業（商工課）

➤市民学級（社会教育課）
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