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● 姫路市文化振興ビジョン 施策実施状況 

 

 施策体系  

 

基本方針 施策の柱 具体的施策 

1 文化を担う人

づくり 

1 文化芸術に触

れる機会の提供 

1 子どもたちが文化芸術に出会う機会の拡充 

2 市民が文化芸術に出会う機会の拡充 

3 鑑賞、発表の機会の充実（質の向上を含む） 

2 次世代を育て

る施策の実施 

1 文化芸術を担う人材育成 

2 人材活用の仕組みづくり 

2 文化を支える

環境づくり 

3 文化芸術を支

える基盤の整備 

1 市民が利用しやすい施設運営などの環境づくり 

2 文化芸術振興の拠点施設の整備 

3 文化芸術の振興と経済（観光等）との連携の促進 

4 文化芸術活動

への支援 

1 創作、発表機会の提供 

2 情報収集・発信 

3 顕彰及び活動助成事業の充実 

3 歴史文化遺産

を未来に活かす 

5 個性ある文化

芸術の振興 

1 市民の文化芸術に対する意識の高揚 

2 文化芸術を生かした地域の活性化 

3 文化芸術による交流の促進及び新たな文化の創造 

6 地域に伝わる

歴史文化遺産の保

存と活用 

1 世界文化遺産姫路城の保存と活用 

2 多彩な文化財の保存と活用 

3 伝統文化・歴史的文書の継承と活用 

 

 評価指標  

 

Ａ：十分達成できた  Ｂ：概ね達成できた  Ｃ：あまり達成できなかった   

Ｄ：まったく達成できなかった 

資料３－１ 
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 基本目標 文化を担う人づくり  

 

１ 文化芸術に触れる機会の提供 

 施策 主な事業の実施状況 評価 

1-1 

子どもたちが文

化芸術に触れる

機会の拡充 

プロオーケストラメンバー等が市内小学校に出向い

て音楽や楽器の素晴らしさを伝えるワークショップや、

幼児から入場でき、親子で楽しめる参加型のコンサート

等の子どもが文化芸術の楽しみに触れることのできる

催しを開催しました。 

また、「魅力ある姫路の教育創造プログラム」に基づ

き、市内小中学校を対象とした音楽活動発表会、美術作

品展などを実施しました。 

B 

1-2 

市民が文化芸術

に出会う機会の

充実 

自宅や工房などを無料で開放し、各自の企画で展示や

コンサートなどを行う「こころの祭 姫路」を実施しま

した。 

地域の公民館等を活用し、文学や歴史、地域の生活文

化などを題材とした文化講座、高齢者教養講座、生涯現

役フェスティバルを開催しました。 

B 

1-3 

鑑賞、発表の機

会の充実（質の

向上を含む） 

（公財）姫路市文化国際交流財団が主体となり、幅広

い世代を対象とした音楽、演劇など多様な事業を実施し

ました。 

樫本大進氏を音楽監督とし、同氏と親交のある世界で

活躍中のアーティストによる「ル・ポン国際音楽祭」を

開催しました。 

交響楽、吹奏楽、合唱、バレエ、邦楽、舞踊、民謡な

ど各分野で活躍する団体が参加し、日頃の練習成果を披

露して市民に鑑賞していただく文化の祭典「姫路市民文

化祭」を開催しました。 

A 

 

【事業評価】 

文化国際交流財団が主催する全国レベルの催しや、「ル・ポン国際音楽祭」の開

催は、質の高い鑑賞機会の提供に大きな効果を上げています。 

【課題】 

子どもや若い世代が文化芸術への関心を高める事業については市民からの要望

も強く、より一層の充実が求められます。また、今後は、法律等の改正を踏まえ、

社会包摂の観点から、高齢者、障害者等を対象とした鑑賞や発表の機会を充実さ

せる取り組みも積極的に実施する必要があります。 
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２ 次世代を育てる施策の実施 

 施策 主な事業の実施状況 評価 

2-1 
文化芸術を担う

人材育成 

将来性豊かなアーティストの発掘と、本市における音

楽活動支援を目的とした「姫路パルナソス音楽コンクー

ル」を実施しました。コンクール入賞者による演奏会も

実施しました。 

地元高校生自身が出演はもとより演劇制作にかかわ

る多くの業務に携わり作り上げた「高校生による演劇公

演」を実施しました。 

 また、「パルナソス楽器普及事業」として、オルガン

講座、チェンバロ講座、フルート教室を実施しました。 

B 

2-2 
人材活用の仕組

みづくり 

 文化国際交流財団において、「文化ボランティア登録

制度」を実施し、各種文化イベントを支える活動に従事

していただきました。 

また、文化国際交流財団に音楽の舞台演出や企画制作

などに関する専門家として「音楽プロデューサー」を配

置しました。 

B 

 

【事業評価】 

「高校生による演劇公演」は、出演のみならず舞台準備、チラシ作成など演劇

制作の大部分を高校生自らが行うもので、幅広い人材育成につながる好事例と捉

えており、令和 2年度以降は「中高生による演劇公演」と改め、事業対象を拡大

して実施を継続します。 

また、パルナソスホールでは、多様な楽器普及事業が実施されており、次代を

担う子どもたちに楽器に触れる楽しさを伝え、音楽に対する裾野を広げることに

大きな効果を発揮しています。 

文化国際交流財団における「音楽プロデューサー」の配置は、同財団実施事業

の質の向上だけでなく、施設運営スタッフ育成の一助にもなっています。 

 【課題】 

今後も、子どもからお年寄りまで、誰もが楽しみながら文化芸術の担い手とし

て活動できるようサポートするとともに、専門的なスキルを備えた施設運営スタ

ッフや文化ボランティアなど、文化芸術を支える人材の育成を進めていく必要が

あります。 
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 基本目標 文化を支える環境づくり  

 

３ 文化芸術を支える基盤の整備 

 施策 主な事業の実施状況 評価 

3-1 

市民が利用しや

すい施設運営な

どの環境づくり 

文化施設を安全・安心して利用していただけるよう、

施設の不具合箇所を修繕するなど適切な施設管理を実

施しました。 

また、施設利用者に対するアンケートや、文化国際交

流財団が主催するコンサート等の鑑賞者に対しアンケ

ートを実施し、市民のニーズ把握に努めました。 

A 

3-2 
文化芸術振興の

拠点施設の整備 

令和 3 年 9 月のオープンを目指し、ホール機能と展

示機能を併せ持つ「姫路市文化コンベンションセンタ

ー」の整備を進めています。 

新施設開館後は、新施設を大規模集客事業を中心とし

て活用できるよう、既存施設の効果的な運用について検

討していきます。 

A 

3-3 

文化芸術の振興

と経済（観光等）

との連携の促進 

 姫路市観光案内所や観光イベント会場において、デジ

タルサイネージ等を活用し文化事業のPRを実施しまし

た。 

 姫路城・コンウィ城姉妹城提携記念レセプションなど

の観光振興イベントの中で、音楽演奏や伝統芸能の披露

を行いました。 

 また、イオン株式会社との包括連携協定に基づき、シ

ョッピングセンター内でコンサートを実施しました。 

B 

 

【事業評価】 

老朽化が進んでいる文化センターやキャスパホールなどの文化施設が適切に維

持管理されており、市民の文化芸術活動を支える一助となっています。 

「姫路市文化コンベンションセンター」の整備工事は計画通りに進捗しており、

令和 3年 9月ごろ開館の見込みです。開館後は地域の文化芸術の創造・発信拠点

となるよう、利用者の視点に立った活用方策を検討するとともに、本センターを

中心に他の文化施設等と連携した、市域全体で文化芸術を振興していく方策を検

討する必要があります。 

【課題】 

   国際交流や観光振興の場で、文化芸術及び伝統文化を活用した取り組みが効果

をあげていることから、今後も観光、福祉、国際交流など様々な分野と文化芸術

を連携させることで、新たなまちの魅力づくりに取り組んでいく必要があります。 
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４ 文化芸術活動への支援 

 施策 主な事業の実施状況 評価 

4-1 
創作、発表機会

の提供 
1-3 参照 A 

4-2 情報収集・発信 

播磨圏域のコンサートや美術展等の催物情報を掲載

した「文化情報姫路」を発行・配布するとともに、市内

の音楽イベント等をまとめた「音楽のまち・ひめじ」パ

ンフレットを市内全小学生へ配布しました。 

また、市ホームページだけでなく、SNS（Twitter、

Facebook）を活用し幅広く情報発信を行いました。 

B 

4-3 
顕彰及び活動助

成事業の充実 

 「姫路市芸術文化賞」「和辻哲郎文化賞」「姫路市美術

展」などの顕彰事業を実施しました。 

 文化芸術活動に係る経費の一部を補助する「文化活動

助成制度」「文化芸術事業会場費補助金制度」を運用し

ました。 

 また、市民活動団体のノウハウ等を活用した活動を、

市と協働して実施する「提案型協働事業」を、文化芸術

をテーマとして実施しました。 

B 

 

【事業評価】 

SNS を活用した情報発信や、市内全小学生へのパンフレット配布は、活動や鑑

賞などの文化情報を、子どもだけでなく大人も含めた幅広い市民に周知すること

に大きな効果を発揮しています。 

文化芸術の振興に取り組まれている方のモチベーションを高めるために、「姫路

市芸術文化賞」などの顕彰事業は、今後も継続的に取り組んでいく必要がありま

す。 

 【課題】 

コロナ禍における新たな文化活動様式への対応等の面でも、今後インターネッ

トを通じた情報の収集・発信については、一層の強化が求められます。 

また、市民の主体的な文化芸術活動を促進させるため、金銭面だけでなく、人

的なサポートも含めた多様な支援制度を検討する必要があります。 
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 基本目標 歴史文化遺産を未来に活かす  

 

５ 個性ある文化芸術の振興 

 施策 主な事業の実施状況  

5-1 

市民の文化芸術

に対する意識の

高揚 

美術館、文学館、書写の里・美術工芸館において、幅

広い年齢層をターゲットにした多彩な展覧会や、展示内

容に合わせたコンサート、子どもを対象としたセミナ

ー、市民講座の開催など、文化芸術を楽しむ多様なスタ

イルのイベントを実施しました。 

A 

5-2 

文化芸術を活か

した地域の活性

化 

 各連合自治会が行う地域内の文化的な活動や地域資

源を利用したイベント活動等に対し、その経費の一部を

助成する「コミュニティ活動助成事業」を実施しました。 

A 

5-3 

文化芸術による

交流の促進及び

新たな文化の創

造 

 姉妹都市などの海外からの来賓の訪問の際に、市内高

校生や文化団体による楽器演奏等を披露し、交流を図り

ました。 

美術館のアートライブラリーの市民への無料開放、ボ

ランティアによる活動、文学館でのトライやるウィー

ク、大学生を対象とした博物館実習を実施しました。 

また、市民活動・ボランティアサポートセンターにお

いて文化活動団体を含む市民団体の相談機能の充実を

図りました。 

B 

 

【事業評価】 

美術館、文学館などで開催されているコンサートは、美術と音楽、文学と音楽

をつなぐ取り組みであり、文化芸術の融合による新たな文化の創造につながる好

事例と捉えています。 

また、自治会で行われているイベント活動に対する助成は、本市の特徴でもあ

る熱心な自治会活動をさらに活性化させることが期待され、継続的に取り組んで

いく必要があります。 

 【課題】 

美術館の一部を市民へ開放する取り組みや、ボランティア活動を推進すること

は、文化施設を新たな交流拠点として活用する非常に有意義な取り組みです。こ

のような文化施設が、市民だれもが安心して集える場所となるような方策を検討

する必要があります。 
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６ 地域に伝わる歴史文化遺産の保存と活用 

 施策 主な事業の実施状況 評価 

6-1 

世界文化遺産姫

路城の保存と活

用 

姫路城平成中期保存修理計画に基づき、帯郭櫓、太鼓

櫓、ぬの門などの漆喰塗り替え、瓦差し替えなどの保存

修理を実施しました。 

リビングヒストリー事業として、千姫・忠刻体験事業・

姫路城侍体験事業等を企画しました（新型コロナウイル

ス感染症の流行に伴い中止）。 

B 

6-2 
多彩な文化財の

保存と活用 

 林田大庄屋旧三木家住宅などの文化財を会場とした

展示会の開催や、文化財が多数ある地区でのまち歩きイ

ベントを実施しました。 

 また、市内の文化財を気軽に散策することができるル

ートマップを作成するとともに、案内看板を設置しまし

た。 

B 

6-3 

伝統文化・歴史

的文書の継承と

活用 

 本市の歴史を体系的にまとめ、後世に引き継ぐために

市史の編纂に取り組みました。 

 姫路城に関連する古文書類の調査研究を実施すると

ともに、デジタル化された資料のインターネット公開を

進めました。 

また、伝統行事等の保存活動事業に助成を行う「郷土

文化財保存活動事業」を実施しました。 

B 

 

【事業評価】 

姫路市の顔というべき姫路城を適切に保存、管理することは、文化面だけでな

く観光面、経済面など様々な分野に大きな波及効果をもたらしています。 

本市には有形、無形の多彩な文化財があり、適切に保存していくことを大前提

として、市民や外国人観光客など誰にとってもわかりやすい情報発信や、新たな

用途への活用など、文化財の持つ力を最大限に活かす方策を検討する必要があり

ます。 

 【課題】 

古文書類のデジタル化は、資料の保存の面でも活用の面でも有意ですが、今後

はより公開件数を増やす工夫が必要です。 

伝統行事や伝統芸能を未来の世代に確実に継承していくため、助成事業は継続

して取り組んでいく必要があります。 

 


