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(3)芸術文化 

⑦個性あふれ、潤いのある地域文化の創造 

 

取り組むべき主な施策 芸術・文化活動の充実 達成度の評価 Ｂ 

推 進 方 策 鑑賞機会の提供 

≪事業目的・取組事項≫ 

 優れた芸術文化の鑑賞機会を確保するため、演劇、音楽などの舞台鑑賞、絵画、書道等の展示

の機会を提供する。 

≪平成28年度の事業（取組）の概要と実施状況≫ 

 ◎市が主催・共催の芸術公演鑑賞者数（総数5,450名） 

 ・児童・生徒に優れた舞台芸術の鑑賞機会を提供するため巡回小劇場事業を実施した 

   小学生低学年対象：音楽パフォーマンス「イキイキわくわく音楽会」（922名） 

   小学生高学年対象：劇団四季社会貢献活動 ミュージカル「エルコスの祈り」（937名） 

  中学校対象：音楽「クラッシックってすばらしい！本物を学ぼうコンサート」（953名） 

 ・西いぶり定住自立圏文化事業の開催 

   古典芸能「文楽公演」（開催地：登別市 479名） 

 ・文化関係団体との連携による事業の実施として、ＮＰＯ法人伊達メセナ協会との共催による

芸術文化鑑賞機会の提供 

   一青窈「一青窈TOUR2016 人と歌～折々」（858名） 

   「癒しの空間～音楽とともに～」（188名） 

   宝くじ文化公演「ザ・フルーツ」（456名） 

   トム・プロジェクト 「挽歌」（361名） 

   第 57 回北海道書道展 伊達移動展（296 名） 

成果指標 
計画策定時 実績値 H30 

目標値 （H21） H28 

芸術公演鑑賞者数 3,594人 5,450人 6,000人 
 

≪平成28年度の評価≫ 

 巡回小劇場は、主催事業として開催することにより、小中学生が生の舞台公演の素晴らしさを

実感でき貴重な体験となった。特に小学生高学年の劇団四季による演劇公演であったことから、

更に良質な舞台公演体験となった。 

 西いぶり定住自立圏文化事業は、関係市町との連携により古典芸能を提供することができた。 

 定期的な舞台公演は、市民が楽しみにしており芸術文化を鑑賞することが定着してきている。 

≪今後の課題と対応方向≫ 

 ・定期的、安定的に舞台公演を実施するには、文化団体等に財政的支援の継続が必要である。 

 ・市民ニーズの把握方法等について更なる検討を行う必要がある。 
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取り組むべき主な施策 市民による創造型文化活動の推進 達成度の評価 Ｂ 

推 進 方 策 文化活動の振興 

≪事業目的・取組事項≫ 

 市民の文化活動への参加意欲の向上、自らが企画・運営する体制づくりを支援し、地域文化の

創造と文化活動を担う人材の育成をめざす。 

≪平成28年度の事業（取組）の概要と実施状況≫ 

 ◎市民総合文化祭と市民サークル祭りの参加団体数：52団体 

・伊達市文化協会との共催により市民総合文化祭を開催、文化関係38団体が参加 

・サークル活動等の育成、発表の場の提供として、実行委員会形式による市民サークルまつり

を実施した。（14団体、出展人数：194名、来場者：693名） 

・文化芸術団体活動への支援として、伊達市文化協会、ＮＰＯ法人伊達メセナ協会、総合企画

ＦＭＡへの財政支援の実施 

・伊達市芸術文化表彰規則に基づき、芸術文化賞１名・１団体、芸術文化奨励賞を４名に授与 

・カルチャーセンターエントランスホールを無料開放し、小規模文化サークル（愛好会、団体）

等の作品展示を行っている。 

  

≪平成28年度の評価≫ 

 ・伊達市文化協会等への財政的支援により、自主的な文化活動が図られた。 

 ・市民サークル祭りにおいて、市民が直接企画運営を担うことにより、体験ブースを設けるな

ど文化活動への参加意欲を喚起することができた。 

成果指標 
計画策定時 実績値 H30 

目標値 （H21） H28 

市民文化祭参加団体数 47団体 38団体 45団体 

  

≪今後の課題と対応方向≫ 

 ・文化関係団体が安定的に活動できるよう助言や支援を行う。 
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⑧芸術・文化のひとづくり・環境づくりの推進 

 

取り組むべき主な施策 芸術家の育成 達成度の評価 Ｃ 

推 進 方 策 指導環境の充実 

≪事業目的・取組事項≫ 

  人材の発掘と活動拠点であるアートビレッジ文化館の施設整備に努める。 

  芸術文化に対する理解を深めるため、美術展や文化講演会など芸術文化に触れる機会の提供に 

努める。 

≪平成28年度の事業（取組）の概要と実施状況≫ 

 ◎成果目標値：画家育成コース20名 

 ・絵画分野の人材育成を目的として11年目を迎えた『絵画教室』を54日間開設（受講者47名 

※うち、画家育成コース13名） 

 ・今年よりリアリズム絵画セミナー（全４回）を開催（受講者 のべ39名） 

 ・音楽分野の人材育成を目的として10目を迎えた『伊達音楽アカデミー（マスタークラス）』

を２日間開催（受講者６名） 

≪平成28年度の評価≫ 

 文化を支える人材育成の推進のため、国際的に活躍する講師陣の協力をいただき、高度な育成 

事業を実施することができた。 

成果指標 
計画策定時 実績値 H30 

目標値 （H21） H28 

絵画教室受講者数 

（画家育成コース） 
13人 13人 20人 

 

≪今後の課題と対応方向≫ 

 幅広い芸術文化に触れられる移動美術展などについて検討を行う。 

 講師やセミナー（教室）会場などを安定的に確保するための検討を行う。 
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取り組むべき主な施策 受託美術品等の保管と有効活用 達成度の評価 Ｃ 

推 進 方 策 受託美術品等の保管と有効活用 

≪事業目的・取組事項≫ 

 寄託制度等について周知を図るとともに、地元作家に関する情報を発信する。 

 受託品を良好な状態で保管するため、保管場所の整備を図るとともに、受託品等の有効活用・ 

公開に向け、関係機関、文化団体等との連携を図る。  

 

≪平成28年度の事業（取組）の概要と実施状況≫ 

 ・寄贈及び寄託された美術品等の安全な保管及び展示 

 ・寄贈及び寄託された美術品等の専門家による調査 

 ・寄贈及び受託美術品等の安全な保管と保管場所や公共施設における一部展示 

 ・北海道立近代美術館の協力を得て、美術品等の調査 

≪平成28年度の評価≫ 

 寄贈および受託作品の保管場所（アートビレッジ文化館内及びカルチャーセンター）において、

展示ケース（ガラスケース）等を活用し、展示・紹介することができた。 

成果指標 
計画策定時 実績値 H30 

目標値 （H21） H28 

受託美術品等を一般

公開する割合 
10％ 10％未満 30％ 

 

≪今後の課題と対応方向≫ 

 だて歴史文化ミュージアムの開館後における展示活用について検討を進める。 

 シャーマンコレクションの一般公開に向けての検討を進める 

 上記に関連し、シャーマンコレクションの図録を作成する。 
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⑨歴史・文化を活かしたまちづくりの推進 

 

(1) 取り組むべき主

な施策 
文化財の展示保管環境の整備 

達成度の評価 
Ｂ 

推 進 方 策 文化財の展示保管環境の整備 

≪事業目的・取組事項≫ 

 伊達市開拓記念館は、老朽化により展示物への影響が懸念されており、文化財を良好な状態で

展示保管できるよう施設整備を行う必要がある。また、市民の「生きがい」につながる各種ソフ

ト事業を展開する新しいタイプの施設づくりを推進する必要がある。そのため、だて歴史文化ミ

ュージアム（旧称：伊達市総合文化館）の建設を行うとともに、オープン後の利用方法などを事

前に周知する活動を行う。 

 

 

≪平成28年度の事業（取組）の概要と実施状況≫ 

・だて歴史文化ミュージアムの整備と検討委員会の開催 

・だて歴史文化ミュージアムスタートアップ講演会（60名）の実施 

・文化財（甲冑）の修理 

・開拓記念館の管理運営（来館者数：5,581人） 

・埋蔵文化財収蔵庫整備事業の実施 

 

≪平成28年度の評価≫ 

だて歴史文化ミュージアムの建築工事に着手し、施工監理を適切に行うことにより、文化財の

保存環境を良好に保つための躯体を完成させることができた。 

また、伊達市噴火湾文化研究所内の改修を行い、整理作業室を整備したことで埋蔵文化財の保

管環境の機能が向上した。 

さらに、ミュージアムのメイン展示物となる甲冑１点を修理したことで、貴重な文化財を保存

し、活用の道を開いた。 

成果指標 
計画策定時 実績値 H30 

目標値 （H21） H28 

伊達市開拓記念館 

の入館者数 
8,574人 5,581人 20,000人 

 

≪今後の課題と対応方向≫ 

・ミュージアムの平成30年秋以降の開館に向けて、建物の内装工事の施工監理とともに、展示計

画の策定、運営方針・体制の整備等を行う必要がある。 
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取り組むべき主な施策 文化財の保存と積極的活用 達成度の評価 Ｂ 

推 進 方 策 文化財の保存と積極的活用 

≪事業目的・取組事項≫ 

 先人より受け継いだ文化財は市民共有の財産であり、適正に保存し活用を図りながら次代へ継

承していく必要がある。 

そのため、特別展や体験学習イベントなどを開催するとともに、市民や団体の各種イベントに

も積極的に支援することにより、市民や観光客に対して本市の豊かな文化財をＰＲする。 

 また、文化財の調査研究を進め、郷土史研究や市民の学習に広く活用する。 

≪平成28年度の事業（取組）の概要と実施状況≫ 

・埋蔵文化財および武家文化財の保存と積極的な活用 

・イベント・体験学習などのソフト事業の実施 

・｢オコンシベの会｣註１と連携し、北黄金貝塚のガイドと体験学習を実施（来園者数：11,681名） 

・史跡北黄金貝塚公園で｢縄文ロビー講座｣（のべ96名）、｢だて噴火湾縄文まつり｣（420名）を開

催 

・迎賓館で｢くわの会｣註２による解説、「21 世紀市民プロジェクト“ミュゼ”」註３による七夕イベ

ント（100 名）、淡交会による呈茶会を開催 

≪平成28年度の評価≫ 

史跡北黄金貝塚公園では来訪者が１万人を超えているほか、多様なイベントの実施は国や他の

自治体から史跡活用の先進事例として評価されている。 

平成25年度に改修した迎賓館では、来館者への解説と市民主催のイベントを実施することによ

り、市民に文化財の価値と魅力を伝えることができた。 

成果指標 
計画策定時 実績値 H30 

目標値 （H21） H28 

北黄金貝塚公園 

利用者数 
14,304人 11,681人 15,000人 

 

≪今後の課題と対応方向≫ 

・解説ボランティア団体の高齢化が進んでおり、新規会員を増やすことが課題である。 

・復元住居と情報センターの壁面、舗装道路が経年劣化しており、維持補修が課題である。 

 

 

註１ オコンシベの会：史跡北黄金貝塚におけるガイド団体 

註２ くわの会：市指定有形文化財迎賓館におけるガイド団体 

註３ 21世紀市民プロジェクト“ミュゼ”：伊達市開拓記念館と新たな博物館づくりについて考え 

る市民団体 
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取り組むべき主な施策 指定文化財の保護対策と指定化の推進 達成度の評価 Ｃ 

推 進 方 策 指定文化財の保護対策と指定化の推進 

≪事業目的・取組事項≫ 

 国・道・市指定の文化財の保存と維持管理については計画的に進める必要がある。また、未指

定の文化財で重要なものについては積極的な指定により共有の財産の保護を行う必要がある。 

そのため、国・道の補助制度を有効に利用して重要文化財の保護に努める。また、市指定文化

財の計画的な巡回監視、調査により保護・保存に必要な措置を講ずる。 

≪平成28年度の事業（取組）の概要と実施状況≫ 

・市内の指定文化財の保護対策と維持管理の実施 

・有珠モシリ遺跡、若生貝塚、旧伊達邸跡（伊達市開拓記念館庭園）の指定化の推進 

・指定文化財指定地の草刈りによる保全を実施 

・各種掘削を伴う工事から埋蔵文化財を保護するため、事前協議・試掘調査を実施 

・旧伊達邸跡の国史跡化へ向けて関係機関との協議を実施 

・若生貝塚の発掘調査により国史跡化へ向けた基礎データの収集を実施 

・市指定記念物ニレの木（舟岡町）の剪定 

≪平成28年度の評価≫ 

有珠モシリ遺跡については進展がない。 

若生貝塚は３年間の発掘調査を終えて遺跡の概要を捉えることができ、将来の国指定史跡化に

向けた材料を得ることができた。 

旧伊達邸跡は古文書の調査成果を文化庁に示すことができ、やや進展している。 

成果指標 
計画策定時 実績値 H30 

目標値 （H21） H28 

国指定史跡の指定件数 ２件 ０件 ３件 
 

≪今後の課題と対応方向≫ 

・旧伊達邸跡の国指定化へ向けて、引き続き文化庁への働きかけを行う必要がある。 

・史跡化の過程で現開拓記念館庭園内での火気使用の制限が課題である。 

・史跡指定に向けた測量調査・発掘調査（国庫補助事業）の計画策定が必要。 
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取り組むべき主な施策 広域的な文化資源の活用の推進 達成度の評価 Ａ 

推 進 方 策 縄文文化の調査研究の推進 

≪事業目的・取組事項≫ 

噴火湾沿岸地域は日本有数の貝塚研究のフィールドであり、近年の発掘調査でも新たな出土品

や人骨が発見されている。また、青森県・秋田県・岩手県・北海道と連携し、「北海道・北東北

の縄文遺跡群」を世界文化遺産へ登録する活動を行っている。そのため、関連自治体や研究機関

と連携した文化資源の活用への取り組みが必要である。 

≪平成28年度の事業（取組）の概要と実施状況≫ 

・北海道・北東北の縄文遺跡群の世界遺産登録推進 

・縄文文化の調査研究と成果の還元の推進 

・北海道内の27自治体を対象とした「北海道縄文のまち連絡会」の事務局として事業を実施 

・文化財の活用と人材育成を目的とした動物考古学セミナーを実施（22名） 

・北海道博物館と連携した遺跡の発掘調査と市民向けのシンポジウムを開催（60名） 

・各種の市民啓発イベントを実施した（計20回） 

≪平成28年度の評価≫ 

 縄文遺跡群の世界文化遺産登録のための推薦書案を改定し、ユネスコ推薦への準備を整えた。 

 また、道内の自治体や旅行業者と連携して遺跡を巡るスタンプラリーやバスツアー、札幌市で

のイベント（約9,000人）を実施し、調査成果の還元と文化資源のＰＲをすることができた。 

さらに、動物考古学セミナーは全国から考古学専攻の学生や、骨に関心のある芸術関係者が参

加しており、人材育成に貢献できた。なお、参加者への満足度調査では90％が満足と回答してい

る。 

成果指標 
計画策定時 実績値 H30 

目標値 （H21） H28 

市民啓発イベント数 19件 20件 20件 
 

≪今後の課題と対応方向≫ 

・世界遺産の登録に向けた機運の醸成のためのさらなるＰＲが必要。 

 

 

 

  


