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　国は、2001 年（平成 13年）12月に文化芸術の振興のための基本的な法律
として、「文化芸術振興基本法」を制定し、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り組みを進めてきました。その後、2017年（平成 29年）
６月に初めての改正が行われました。新しい「文化芸術基本法」では、文化芸術
に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、「文化芸術推進基本計画」
を定めるとともに、地方公共団体においてもその地方の実情に即した「地方文化
芸術推進基本計画」を定めるよう努めるものとされました。
　文化芸術活動は、人々の生活に欠くことのできないものであり、日常生活に潤
いと安らぎを与えてくれるものです。また、文化財とは、郷土の成り立ちと歩み
を現在の人々に伝え、郷土への愛着と郷土に対する誇りを育むものであります。
そのいずれも、本市の未来を担う子どもたちの豊かな人間性を育成するうえで欠
かすことはできず、文化芸術に親しめる環境を整備し、歴史や伝統を大切に保存・
継承・活用するとともに、新しい文化を創造していく必要があります。
　本市においては、第五次新居浜市長期総合計画の基本計画に「芸術文化の香り
を未来に伝えるまちづくり」、「住民主体の地域づくり」を掲げ、その実現に向け、
様々な施策の展開を図っています。2015年（平成 27年）には、総合文化施設「あ
かがねミュージアム」を開館し、美術を中心とした優れた文化に触れる機会の拡
充や、地域に息づく多様な文化の普及啓発を図っているところです。
　しかし、文化芸術の担い手の高齢化や、本市文化芸術活動のシンボルである市
民文化センターの老朽化などの課題も山積みしており、改めて本市の文化芸術の
継承、発展及び創造のための施策を再構築することが求められています。
　このことから、市民の目線に立った効果的な施策を推進し、文化芸術の香りあ
ふれる新居浜市を目指すため、その指針となる「新居浜市文化芸術振興計画」を
策定するものです。

1. 計画策定の目的

第1章 文化芸術振興計画の趣旨
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新居浜市文化芸術振興計画

　本計画における文化芸術の範囲は、「文化芸術基本法」に例示されているもの
を対象とします。
　具体的には、文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊その他の芸術、メディア芸
術、芸能、茶道、華道、書道、文化財等です。
　ただし、別子銅山近代化産業遺産については、「別子銅山近代化産業遺産を活
かしたまちづくり総合整備計画」において計画が示されていますので、本計画で
は対象外とします。

2. 計画の対象となる文化芸術の範囲

文化芸術基本法第8条から第14条に基づく分類
芸　　術：文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊その他の芸術
メディア芸術： 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
伝統芸能：雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、組踊その他の我が国古来の伝統的な芸能
芸　　能：講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱その他の芸能
生活文化：茶道、華道、書道、食文化その他の生活に係る文化
国民娯楽：囲碁，将棋その他の国民的娯楽、出版物及びレコード等
文化財等：有形及び無形の文化財並びにその保存技術
地域における：地域固有の伝統芸能及び民俗芸能
文化芸術

金管楽器講習
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　本計画は、「文化芸術基本法　第 7条の 2」に基づいて策定します。
　また、本市の上位計画である「第五次新居浜市長期総合計画」との整合性を図
り、関連する指針・計画や関係部署との連携を図りながら推進していきます。

3. 計画の位置づけ

文化芸術基本法 第 7条の 2
都道府県及び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ものとする。

第五次新居浜市長期総合計画

新居浜市文化芸術振興計画

別子銅山近代化産業遺産を活かした
まちづくり総合整備計画

関
連
す
る
指
針・計
画

文
化
芸
術
基
本
法

整合根拠規定

実
現

文化芸術の推進のための計画・指針

■イメージ図
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新居浜市文化芸術振興計画

　本計画の期間は、2019 年度から 2028 年度までの 10年間とし、計画期間の
中間年度である 2023年度には、見直しを行うものとします。
　なお、本計画の遂行期間内においても、上位計画である「第六次新居浜市長期
総合計画（予定）」、社会情勢や市民のニーズなどの変化等を考慮し、必要に応じ
て見直しを行います。

4. 計画の期間

2019
年度

2020
年度

2021
年度

2022
年度

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

2028
年度

2029
年度

2030
年度

第六次新居浜市長期総合計画（予定）第五次
新居浜市長期総合計画

市制施行
90周年

中間
見直し

新居浜市文化芸術振興計画 第二次新居浜市
文化芸術振興計画

計画の
更新

こどもふるさと写生大会
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①活動団体の概要
　本市には、文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊、茶道、華道、書道、郷土芸
能などの分野において、市民主体である活動団体が多数存在します。
　活動団体を対象に実施した活動内容等のアンケート結果によると、春の市民文
化祭や美術展覧会、秋の芸術祭、郷土芸能発表会、校区文化祭などで活動発表を
行うほか、文化芸術に興味、関心を持ってもらえるよう、それぞれの特色を生か
した創造的な活動が行われているようです。また、地域の歴史や文化を次世代に
継承する上でも重要な役割を担っています。（26、27ページ参照）

②活動の目的
　アンケート結果によると、それぞれの活動は「自己の技術の向上」、「会員間の
交流」、「伝統文化を次世代につなげたい」など様々な目的を持って取り組まれて
います。また、市民に文化芸術を少しでも身近に感じてもらえるよう、普及、啓
発活動に力を入れている団体も多数あります。（30、31ページ参照）

③団体の構成
　会員は、60代、70代の年齢層の方が全体の 7割を占めており、比較的高齢
の方々が推進役となっています。しかし、書道、洋舞、洋楽、演劇の分野では、
29歳以下の若い方が中心メンバーの団体もみられます。（27ページ参照）

④活動の場所
　活動の場所については、使用料や利便性の観点から公民館を利用している団体
が多数を占めています。その他には、市民文化センター大ホールや中ホール、ウ
イメンズプラザなどの公共施設、また、市外の施設や民間のホール、アトリエな
どを利用している団体もみられます。（28、29ページ参照）

1. 文化芸術活動
現 状

第 2章 新居浜市の文化芸術の現状と課題
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新居浜市文化芸術振興計画

　アンケート結果によると、文化芸術活動を団体が継続して行っていく中で、「会
員の高齢化」、「会員の新規加入・団体継続」、「活動場所」、「活動資金」などといっ
た課題が多く挙げられています。会員の高齢化や新規加入者の減少といった切実
な状況は、団体活動の継続を不安とさせる要因となっています。また、練習場所
の不足や会場使用料、衣装代等に係る活動資金不足についても、課題となってき
ています。
　団体の活性化に向けた活動を支援していくために、若手の育成や活動内容を広
く情報発信していく取り組み、財政支援などが求められています。（31ページ
参照）

課 題

新居浜市美術展覧会
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　市内には、文化芸術関連施設として、市民文化センターをはじめ、公民館、総
合科学博物館、図書館などの公共施設があります。また、2015年（平成 27年）
には、「創る・学ぶ・育む」をコンセプトに文化芸術の新拠点となる総合文化施設「あ
かがねミュージアム」が開館し、美術だけでなく、演劇や音楽の鑑賞、さらには
様々なワークショップ※を行い、市民の新たな地域交流・賑わいの場として利用
されています。
　また、ウイメンズプラザ、銅夢にいはま、ふれあいプラザ、マリンパーク新居
浜などの公共施設だけではなく、民間のホールや福祉施設等も活発に利用されて
おり、市民目線の新たな文化芸術が育まれる拠点となっています。
（28、29ページ、46～ 52ページ参照）

　新居浜市の文化芸術活動を長きにわたり支えてきたともいえる、市民文化セン
ター大ホールは、建物や設備の老朽化が進んでいるため、毎年の補修工事が余儀
なくされています。また、駐車場スペースが著しく不足しているなど、公共ホー
ルとしての機能が不十分であることから、利用者の要望に応えきれていない現状
があります。市民文化センター大ホールの耐用年数は65年を想定していますが、
2018 年 11 月で築 56年を経過することから、残り 10年を切っており、施設
の今後のあり方について早急な方針決定が求められています。

　また、市の博物館機能を担ってきた郷土
美術館の閉館に伴い、市民文化センター本
館に郷土資料室「ふるさとラボ」を開設し
ましたが、施設の規模に限りがあり、長年
にわたって市で収集してきた民具玩具、岩
石鉱石、考古資料などの郷土資料を活用す
るには、まだまだ不十分です。

ワークショップ
講師の話を参加者が一方的に聞く様な集まりではなく、参加者自身が意見を出したり、
体を使って体験したりするなど、体験型のグループ学習のこと。

2. 文化芸術関連施設
現 状

課 題

市
民
文
化
セ
ン
タ
ー
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新居浜市文化芸術振興計画

　市内には、縄文時代から近現代に至るまで、様々な歴史遺産や文化財が遺され
ています。
　縄文時代では横

よこやま
山遺

いせ き
跡、大

だいしいずみ
師泉遺

いせ き
跡など、弥生時代では桧

ひのきのはな
端遺

いせ き
跡、尻

しりなし
無遺

いせ き
跡、

東
とうだ
田遺

いせ き
跡など、また、古墳時代中期の首長墓である金

かねこやま
子山古

こふ ん
墳、古墳時代後期の

首長に準ずる墓である正
しようこうじやま
光寺山古

こふんぐん
墳群、横

よこやま
山古

こふんぐん
墳群やその出土品などは、脈々と

続く本市の歴史を物語る貴重な文化財として、今日まで伝えられています。また、
中世の城館跡である金

かねこじようあと
子城跡、岡

おかざきじようあと
崎城跡などは市史跡に指定され、金子城の地元

では戦国武将を弔う踊り奉納供養が現在も行われています。
　その後、1691 年（元禄４年）に別子銅山が開坑、1703 年（元禄 16年）に
は多喜浜塩田の開発も始まり、いずれも昭和期まで操業され、新居浜発展の礎と
なりました。今も往時をしのばせる産業遺産がいたるところに点在する本市は「生
きた博物館都市」とも呼ばれ、多くの市民や観光客に歴史文化の香りを届けてい
ます。（53～ 57ページ参照）

　本市の歴史遺産や文化財について、その価値や面白さを多くの市民に知っても
らうとともに、市民共有の貴重な財産として効果的に活用されることが求められ
ています。このため、市民との協働で、市内に点在する文化財などをわかりやす
く紹介する情報の整備と発信が必要です。
　また、郷土資料室「ふるさとラボ」やあかがねミュージアム、正光寺山古墳公
園といった新しく整備された文
化施設においても、本市の歴史
文化の学習に活かしていくため
の様々な取り組みを検討してい
くことが求められています。

現 状
3. 歴史遺産・文化財

課 題

正光寺山古墳公園
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　第五次新居浜市長期総合計画の基本方針である「芸術文化の振興」、「地域づく
りの推進」を実現するため、本計画の基本理念を「文化芸術の香りを未来に伝え
るまちづくり」と定め、その具体像として次の４つの基本目標を設定し、各目標
間の相互関係を踏まえつつ、施策の展開を図っていきます。

第 3章 目指すまちづくりと基本的な取り組み
1. 基本理念と基本目標

文化を身近に鑑賞、
活動できる場所があるまち

身近に文化芸術を感じられ、
気軽に鑑賞、活動ができる場
の提供や幅広い層に向けての
情報発信を行い、活気に満ち
たまちを目指します。

子どもが文化に触れ、
心豊かに成長できるまち
体験や交流する場を増やすこ
とにより、子どもたちが文化
芸術に触れる機会を創出し、
心豊かに成長できるまちを目
指します。

身近に自然・歴史が感じられ、
ふるさとへの誇りをもてるまち

先人たちにより守り継がれて
きた魅力を広め、歴史・文化
資源の価値を再確認し、住ん
でよかった、住みたいと思う
まちを目指します。

伝統ある文化が継承され、
市民が大切にしているまち

郷土芸能を中心に、踊りや由
来を知る機会を提供し、伝統
的な文化が継承され、ふるさ
とを大切にするまちを目指し
ます。

文化芸術の香りを
未来に伝えるまちづくり

基本目標1 基本目標2

基本理念

基本目標3 基本目標4

■イメージ図
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新居浜市文化芸術振興計画

NHK公開放送

郷土資料室「ふるさとラボ」
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　文化芸術は、人々の生活を豊かにし、次世代の担い手である子どもたちの成長
過程において、感性や創造性、人間性を育む重要な要素であるといえます。
　感動した文化芸術の体験は、文化芸術に対する関心、理解を深めていくための
基礎となり、大人になっても心に残り、その後の人生に刺激を与えるものとなり
ます。
　子どもたちが多様な文化芸術を身近に感じ、触れることができるよう、既存事
業の継続、また、自主的に参加したいと思えるような新規事業の実施など、学校
や身近なところで文化芸術を体験できる機会の充実を図り、次世代を担う子ども
たちの意欲と才能を伸ばしていけるよう取り組んでいきます。

2. 基本目標別の取り組み

子どもが文化に触れ、心豊かに成長できるまち
基本目標1

箏出前授業

体験や交流する場を増やすことにより、子ども
たちが文化芸術に触れる機会を創出し、心豊か
に成長できるまちを目指します。
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新居浜市文化芸術振興計画

● 本市で推進している「持続可能な開発の
ための教育（ESD※）」により自分で考え、
実践していくことを学んだ子どもたちが、
その価値観や感性の発揮、表現、さらには
国内外の異なる文化に触れる機会を創出す
るため、「持続可能な開発目標（ SDGs※）」
をテーマとした、子ども対象の国際公募型
美術展を開催します。
● ふるさと写生大会、絵画教室、こども美術
展などを継続的に実施するとともに、あか
がねミュージアム等で実施される企画展へ
小中高生を招待し、子どもたちが豊かな文
化芸術に触れる機会が持てるよう計画、支
援します。

● 新居浜文化協会や各文化芸術団体、市民文
化センターやあかがねミュージアムの指定
管理者等と連携し、子どもや親子を対象と
した文化芸術の鑑賞や体験教室等の充実を
図ります。
● 学校に演奏家等を派遣して質の高い文化芸
術の実演や指導を行うアウトリーチ※活動
の充実を図ります。

● 文化芸術を勉強している学生等に発表の機
会を提供するなど、未来の芸術家の育成に
つながる取り組みを進めます。

① 子どもたちに優れた文化芸術を鑑
賞する機会を継続的に提供すると
ともに、文化芸術を創作し、発表
する機会の充実を図ります。

② 学校や活動団体と連携し、多様な
文化芸術の鑑賞や体験学習を実施
することで、好奇心や感性、創造
性を育み、自らが文化芸術活動に
取り組むきっかけをつくっていき
ます。

③ 次世代を担う子どもや若い世代の
意欲や才能を伸ばすための文化芸
術活動を支援します。

取り組みの方向性 主な取り組み

ESD
「持続可能な開発のための教育」（Education for Sustainable Development）の略。
持続可能な開発を実現するために発想し行動できる人材を育成する教育。

SDGs
「持続可能な開発目標」(Sustainable Development Goals）の略。国連で決まった「2030
年までに世界をもっとよくするため」の目標。17項目。

芸術に接する機会がない人々に興味と関心を持たせるために、芸術家を地域の学校など
に派遣して、体験活動などの機会を提供すること。

アウトリーチ
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　市民が身近な場所で、文化芸術を鑑賞したり、活動をすることは、豊かな感性
を育み、様々な世代間とのつながりや人との地域社会との結びつきが生まれ、地
域の活力の向上、魅力あるまちづくりへとつながっていきます。
　様々な文化芸術活動が行え、大人も子どもも一緒に楽しめる場所を整備、提供
することは市の役割であるといえます。しかしながら、活動の場の一つである市
民文化センターは、1962 年（昭和 37年）に建設され、建物や設備の老朽化が
進む中、より良い環境であるとは言い難い状況にあります。施設の今後のあり方
について、早急な方針決定が必要です。
　また、多くの市民に文化芸術に興味を持ってもらうため、市や活動団体には、
市民のニーズに合った展覧会や発表会、ワークショップなどの開催が求められて
います。イベント開催情報や活動団体の紹介など、ターゲットにあった効果的な
情報発信も必要であり、多様な情報発信ツールの活用が必要と考えます。

● 市民が身近に文化芸術に触れることのでき
る、校区文化祭や市民文化祭、美術展覧会
などを継続して取り組んでいきます。
● 民間等が行っている派遣事業や活動助成制
度の積極的な活用を推進し、質の高い文化
芸術事業の開催に取り組んでいきます。
● あかがねミュージアム等での文化芸術事業
の充実を図ります。

 ① 気軽に出向くことのできる文化芸
術事業を実施するほか、体験活動
等文化芸術に親しむきっかけづく
りとなるような事業を実施しま
す。

取り組みの方向性 主な取り組み

文化を身近に鑑賞、活動できる場所があるまち
基本目標2

身近に文化芸術を感じられ、気軽に鑑賞、活動
ができる場の提供や幅広い層に向けての情報発
信を行い、活気に満ちたまちを目指します。
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新居浜市文化芸術振興計画

● 新居浜文化協会や各文化芸術団体、市民文
化センターやあかがねミュージアムの指定
管理者等と連携し、文化芸術の鑑賞や体験
教室等の充実を図ります。

● 従来から行っている市政だよりやHP等の
広報のさらなる充実を図るとともに、掲載
内容の見直しや団体の活動状況の紹介な
ど、わかりやすい情報発信に努めます。ま
た、SNS※を活用した若い世代への浸透や
口コミによる広がりを重視した効果的な情
報発信を進めます。

● 老朽化の進む市民文化センターの整備方針
決定について、関連する計画との整合性を
図りながら、2020年度までに行います。

● 活動団体と連携し、市民が気軽に見学や体
験できる機会を提供し、団体への新規加入
の促進を図ります。
● 活動団体が日常的な活動、練習が行えるよ
う、各施設の持つ機能や特性を検証し、施
設整備に取り組んでいきます。
● 文化芸術事業の企画立案を行うことのでき
る市民の育成に取り組んでいきます。
● 国や民間等の各種助成制度などの情報提供
を行うとともに、文化芸術活動に対する市
独自の財政支援制度の創設を目指します。

② 広報のさらなる充実を図るととも
に、効果的な情報発信を進めます。

③ 市民が多様な文化芸術に触れるこ
とができ、楽しむことのできる場
所の整備を進めます。

④ 活動団体の活性化に向けた取り組
み、支援を行っていきます。

「Social Networking Service」の略。個人間のコミュニケーションを促進し、社会的
なネットワークの構築を支援する、インターネットを利用したサービスのこと。

SNS
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　本市は北に穏やかな瀬戸内海、南に四国山地を臨む豊かな自然と温暖な気候に
恵まれています。その歴史は古く、縄文時代の遺跡が現在の中萩地区を中心に発
見されているほか、弥生時代の遺跡、古墳時代の金

かねこやま
子山古

こふ ん
墳や正

しようこうじやま
光寺山古

こふんぐん
墳群、

奈良時代の河
か わ ち じ
内寺の塔

とうそせき
礎石、カメ谷

たに
窯
かまあと
跡の須

す え き
恵器、正

しようぼうじ
法寺から平安時代の泥

でいとう
塔な

ども発見されています。その後、戦国時代の天正の陣を経て、1691年（元禄 4年）
の別子銅山開坑により、本格的な発展の時代を迎えました。現在も市内いたると
ころに存在する数多くの文化財から、新居浜市が歩んできた長い歴史をしのぶこ
とができます。
　文化財を代表とする地域資源を公開・活用することにより、地域の魅力や活力
を向上させていくこととなり、地域への愛着を育むことへとつながっていきます。
先人たちにより、守り継がれてきた魅力を広め、歴史・文化資源の価値を再確認
し、住んでよかった、住みたいと思うまちづくりを進めていく取り組みが求めら
れています。

● 市が所蔵している郷土資料の有効活用につ
いて検討し、一人でも多くの人が見て、触
れて、学べる機会を創出します。
● あかがねミュージアムや郷土資料室「ふる
さとラボ」での郷土文化資料の常設的な展
示を行い、いつでも学習できる環境整備に
取り組みます。

① 自然・歴史を学習できる場所を整
備し、提供します。

取り組みの方向性 主な取り組み

身近に自然・歴史が感じられ、ふるさとへの誇りをもてるまち
基本目標3

先人たちにより守り継がれてきた魅力を広め、
歴史・文化資源の価値を再確認し、住んでよかっ
た、住みたいと思うまちを目指します。
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新居浜市文化芸術振興計画

● 郷土資料室「ふるさとラボ」がある市民文
化センターの老朽化に対応するため、郷土
文化資料等の展示・収蔵を行う新たな場所
の整備を検討します。

● 地域との連携、情報の共有を行い、コミュ
ニティ・スクール※の協力を得て、地域文
化の伝承の機会の充実を図ります。

● 地域に残る古文書の解読、資料収集、市史
編さん作業を推進し、ふるさと学習資料と
して情報提供できるよう整理します。

● 埋蔵文化財分布状況の確認を行い、情報を
整理し、ホームページ等で広く発信します。

● 文化財保護意識の醸成のため、冊子「新居
浜の文化財」の更新を行い、 ホームページ
等でも情報提供を行います。また、「文化
財めぐり」事業を継続して実施します。

● 市内でも特に価値の高い文化財を今後も適
切に保護していくため、「銅山峰のツガザ
クラ群落」等の文化財の保存・管理計画を
策定します。

● 市指定史跡「つづら淵」のほか、市内の湧
水池を環境学習として活用ができるよう、
整備事業を実施します。

● 指定文化財の適切な保存を行うとともに、
案内看板の設置・補修や周辺の環境整備を
行います。

② 学校や地域との連携・協働を進め、
子どもたちが文化財を活用した学
習、体験する機会を拡充し、文化
財や歴史的景観等に対する関心を
高めていきます。

③ 文化財や歴史的文献の整理、公開、
情報発信を行い、市民の文化財に
対する理解の促進を図ります。

④ 文化財の適切な保存、継承、整備
に努めます。

学校と保護者や地域の皆さんがともに知恵を出し合い、学校運営に意見を反映させるこ
とで、一緒に協働しながら子どもたちの豊かな成長を支える取り組み。

コミュニティ・スクール
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　ふるさとの個性とは、「新居浜太鼓祭り」をはじめとする伝統文化や郷土芸能
などの地域固有の文化によってかたちづくられるものです。地域住民自身がその
価値を認識することや、大切に保全し、創造し、活用していくことは、伝統的な
文化が継承されているまちづくりに欠かすことができません。地域文化の伝承が
途絶えると、住民相互の連帯性は弱まり、郷土意識も失われていくことになりま
す。
　近年は少子高齢化の進行による地域社会の構成員の減少や、日常のライフスタ
イルの変化などにより、伝統文化の担い手が減少傾向にあり、市指定無形民俗文
化財である大島の「とうどおくり」など、地元住民だけで維持していくことが困
難な行事も多くなってきています。地域の伝統文化を次世代に引き継いでいくた
めには、時代の変化に応じた形で発展、継承させていくことが重要となってきて
います。

基本目標4

郷土芸能を中心に、踊りや由来を知る機会を提
供し、伝統的な文化が継承され、ふるさとを大
切にするまちを目指します。

若水くみ

伝統ある文化が継承され、市民が大切にしているまち
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新居浜市文化芸術振興計画

● 地域と学校が連携し、郷土芸能学習活動や
運動会での発表を行うなど、継続的な活動
を進めます。
● 地域で行われている三世代交流事業の充実
を図り、ふるさとの伝統文化の継承に努め
ます。

● 全市的な郷土芸能発表会を定期的に開催す
るとともに、校区芸能祭や夏祭りなど地域
における発表の場を確保し、伝統文化の普
及に努めます。

● 地域で行われている伝統行事等に関する情
報をホームページ等で発信し、地域の魅力
を伝えていきます。

● 郷土芸能等地域の伝統文化の保存伝承活動
に対して行政が協力するとともに、参加者
のすそ野を広げるなど、必要な支援の拡充
に努めます。

① 伝統文化の保存や継承に向けた世
代間の交流活動を行い、地域の活
性化を図ります。

② 市民が地域固有の伝統文化に接す
る機会を拡充する取り組みを行い
ます。

③ 地域の伝統文化など、地域の魅力
を広く市民へ発信し、郷土を愛す
る心の醸成につなげます。

 ④ 地域をつなぐ絆である伝統文化
を、市全体で後世まで守っていき
ます。

取り組みの方向性 主な取り組み

市指定無形民俗文化財　大島の「とうどおくり」
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　文化芸術振興を行うためには、市民はもちろん、各文化芸術団体と行政の三者
が役割を認識し、互いに連携・協働を図っていくことが重要です。そこで、それ
ぞれの役割を次のように考えました。

　自主的・主体的に文化活動を行っている各文化芸術団体は、本市の文化芸術
の推進においてとても重要な存在です。人が集まり、協力しながら文化芸術活
動を行うことは、お互いを刺激し、活動の幅の広がりや質を高めることとなり、
このような団体活動は、市民の文化芸術活動の基盤となっています。
　活動団体が行う文化祭や発表会は、これまで文化芸術に関わりのなかった市
民が文化芸術を知るきっかけともなっており、多大な役割を担っています。

　文化芸術活動の推進の一番の担い手は市民です。市民ひとりひとりが文化芸
術に触れ、興味・関心を持ち、積極的に文化芸術を推進していく役割を担って
います。個々の持っている独創性を発揮し、地域文化を向上させることが望ま
れます。
　また、地域文化資源を保存、次世代へ継承するという当事者としての重要な
役割も担っています。

1. 計画推進の役割

第4章 文化芸術振興計画の推進

▶市民の役割

▶活動団体等の役割

　市民が主役であるという考えに立ち、活動拠点となる文化施設等を適切に運
営し、文化芸術活動の場の充実や積極的な情報提供を行い、市民が活動しやす
い環境づくりを進めることが行政の役割であると考えます。
　市民や活動団体との相互関係の構築を図りながら、本市の特性を生かした文
化芸術振興を進めていきます。

▶行政の役割
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新居浜市文化芸術振興計画

　本計画における施策の進捗管理のため、「PDCAマネジメントサイクル」に基
づき、持続的な施策・事業を実施し、計画の中間年度である 2023 年度での見
直しを行いながら、効果的な計画の推進を図ります。

2. 計画の進捗管理

文化芸術の香りを
未来に伝える
まちづくり

文化芸術振興
計画の策定

計画に基づいた施策の推進、
取り組みの実施

取り組みの実績を
点検・評価

取り組みや計画の
見直し

文化芸術振興
計画の策定

計画に基づいた施策の推進、
取り組みの実施

取り組みの実績を
点検・評価

取り組みや計画の
見直し

Plan
（計画）

Do
（実行）

Check
（評価）

Action
（改善）

Plan
（計画）

Do
（実行）

Check
（評価）

Action
（改善）
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