
札幌市文化芸術基本計画（第３期）　第４章　今後の札幌の文化芸術振興施策の進捗状況

№ 項目 内容 № 項目 内容 № 項目 内容
1  PMF（パシフィック・

ミュージック・フェス
ティバル札幌）

札幌の中心部など、市民にとって身近な場所で、世界三大教育音楽祭の一つと言われるPMF
が、世界水準の優れた音楽を気軽に聞くことができるコンサートを開催し、市民の感性や
創造性を育むとともに、にぎわいの創出につなげます。また、会場に足を運ぶことが難し
い方々へ鑑賞の機会を提供する取組を行います。

・大小様々な演奏会を開催し、世界水準の音楽を広く市民に提供したほか、
多くの市民や学生たちが合唱に参加する取組（PMF30回を記念した「PMFプレ
ミアムコンサート」）を行った。
・PMF教授陣やアカデミー生が特別支援学校や病院に出向いてコンサートを開
催し、普段コンサートホールに足を運ぶことが難しい方にも音楽に親しむこ
とができる機会を適用した。
・公演数：54、総入場者数：36,600人

・令和２年度開催のPMF2020は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い
中止となったことから、当初予定の会期に合わせて、これまでのコンサート
映像・録音のほか、自粛期間中に世界中から集まったPMF修了生からの演奏動
画を無料配信する「PMF Connects ~2020 Summer Festival~」を開催した。
・PMF修了生による公共施設等での無料コンサート「PMF Connects LIVE!」を
開催した。

2 さっぽろアートステージ 11月を文化芸術月間と位置付け、文化芸術団体や民間企業、学校などと連携し、美術、演
劇、音楽などのイベントを集中的に開催することにより、まちのいたるところに文化芸術
によるにぎわいを創出します。どのような方にも表現活動を楽しんでもらえるような事業
について検討していきます。

・11月を文化芸術月間と位置付け、文化芸術団体や民間企業、学校などと連
携し、美術、演劇、音楽などのイベントを集中的に開催することにより、街
のいたるところに文化芸術によるにぎわいを創出した。
・来場者数合計：500,651人

・11月を文化芸術月間と位置付け、文化芸術団体や民間企業、学校などと連
携し、美術、演劇、音楽などのイベントを集中的に開催することにより、街
のいたるところで文化芸術に触れる機会を創出した。
・令和２年度は新型コロナウイルスの影響により、一部のコンテンツは実地
開催が叶わなかったものの、オンライン開催に切り替えることにより、機会
損失を防いだ。
・来場者、オンライン参加者数合計：330,843人

3 サッポロ・シティ・ジャ
ズ

札幌独自の都市型ジャズフェスティバルとして、大通公園や芸術の森などでの野外ライ
ブ、市内各所で行う市民参加型のライブなどに加え、道内他都市における小中学生向けの
ジャズワークショップなどの人材育成事業を行うとともに、今後も、地域の活性化及び札
幌の魅力発信に繋がる事業を展開していきます。

・令和元年度は、７月７日から８月25日までの50日間にわたる“夏”と、12
月18日から22日までの５日間にわたる“冬”に、フェスティバル会期を分け
て開催した。
・夏会期は、芸術の森野外ステージや市内各所における屋外ライブを中心に
実施し、まちの賑わいの創出に寄与した。
・冬会期は、国内外のトップミュージシャンによるライブのほか、音楽に関
する親子参加型ライブや図書・情報館での展示等の多彩なプログラムを展開
するなど、ジャズ音楽の普及啓発事業に取り組んだ。
・年間来場者数：158,081人

・令和２年度は、８月１日から８月15日までの“夏”と、10月２日から７日
までの“秋”、12月10日から12月11日までの“冬”にフェスティバル会期を
分けて開催した。
・夏会期は、新型コロナウイルスの影響により市内各所での屋外ライブを中
止し、ウェブ上での演奏動画の配信による企画に変更した。
・秋会期は、国内のトップミュージシャンによるライブのほか、図書・情報
館での展示等の多彩なプログラムを展開するなど、ジャズ音楽の普及啓発事
業に取り組んだ。
・冬会期は、地元のミュージシャンで編成されたビックバンドによる定期演
奏会を実施した。
・年間来場者数：19,791人（オンライン視聴者数を除く）

4 札幌演劇シーズン 広く市民へ札幌で生まれた優れた演劇作品の鑑賞機会を提供することにより、演劇ファン
のすそ野の拡大を図るため、夏と冬それぞれ約1か月に渡り、市内の複数会場で一定の評価
を得た作品の再演を行います。

・夏：令和元年７月27日～８月24日　５作品48公演　入場者数5,594人
・冬：令和２年１月25日～２月22日　７作品51公演　入場者数6,210人（特別
プログラム含む。）

・夏：令和２年８月１日～８月22日　４作品26公演　入場者数1,763人
・冬：令和３年２月４日～２月18日　４作品32公演　入場者数2,467人
　（特別プログラムは含む、サテライトプログラムは含まない）

5 札幌国際芸術祭 既存の枠組に捉われず、時代の変化や技術革新、社会課題を踏まえながら新しい表現に挑
戦をしている現代アートやメディアアートの分野において、世界で活躍するアーティスト
の作品に触れる機会を創出します。また、こうした作品に関心や親しみを持つことができ
るよう、象徴的でインパクトのある作品の展示や現代アートを学ぶプログラムなどの展開
を図っていきます。

・札幌の特徴や魅力をより生かしていくため開催時期を冬季としたSIAF2020
の開催準備を進めた他、ビジネスパーソンを対象としたトークイベントや子
供向けの鑑賞ツアーを実施する等幅広い層を対象としたプログラムを実施し
た。
※世界的に新型コロナウイルス感染症が収束しない状況を受け、令和２年７
月22日にSIAF2020の開催中止を公表した。

・SIAF2020を令和2年度に開催予定であったが、新型コロナウイルス感染症拡
大の影響により中止した。中止後の取組みとして、作品やプロジェクトの構
想等についてオンラインコンテンツや冊子を通じて公開したほか、感染対策
を講じた上でワークショップや展示イベントを実施した。
・芸術祭の普及啓発のためのイベント実施数：21回

6 札幌交響楽団による鑑賞
機会の提供

音楽専用ホールである札幌コンサートホール（Kitara）での演奏会のほか、学校や福祉施
設での演奏会や教育・地域活動にも注力している、道内唯一のプロオーケストラに対して
引き続き支援を行い、優れた音楽の鑑賞機会を市民に提供します。

・札幌交響楽団が行う音楽芸術普及振興事業を支援するため、その運営費に
対して補助金を交付した。
・補助金交付額：160,000千円　市内公演回数：73回　市内公演観客者数：
114,792人

・札幌交響楽団が行う音楽芸術普及振興事業を支援するため、その運営費に
対して補助金を交付した。
・補助金交付額：160,000千円　市内公演回数：44回　市内公演観客者数：
34,073人

文化芸術施設における取
組の充実

鑑賞・発表・表現の場、市民とアーティストなどの交流の場、地域活動の場など、施設の
特徴を生かした運営を行うとともに、それぞれの施設の専門性を連携させるなど、文化芸
術施設全体の機能を有効に活用する取組を行います。

札幌芸術の森 豊かな自然環境の中で、音楽・舞台芸術、工芸などの創作・発表、野外美術館や屋内美術
館での美術鑑賞など、多彩な文化芸術に触れる機会を市民に提供していくとともに、地域
住民の活動拠点として、隣接する市立大学や地域団体との連携を深めていきます。

・美術、工芸、舞台芸術等の発表の場、創造の拠点として、「札幌芸術の
森」の管理運営を行い、施設を活用した子ども向けのイベントや多彩な美術
館展覧会等事業の実施により、芸術文化の振興と普及に努め、入場者数は開
園以来の最高記録となった。
・入場者数：607,759人

・美術、工芸、舞台芸術等の発表の場、創造の拠点として、「札幌芸術の
森」の管理運営を行い、施設を活用した子ども向けのイベントや多彩な美術
館展覧会等事業の実施により、芸術文化の振興と普及に努めた。
・入場者数：434,520人

札幌コンサートホール
（Kitara）

音楽専用ホールとして、国内外のトップクラスの演奏家による質の高い音楽や、気軽に楽
しめるワンコインコンサート など、子どもからお年寄りまで、また、障がいのある方でも
安心して施設を利用し、誰もが音楽を楽しめる機会を提供できるよう、設備のバリアフ
リー化などについて引き続き工夫を重ねていきます。

・音楽専用ホールならではの優れた音響特性を活かし、海外・日本のトップ
クラスのオーケストラ等による魅力的な鑑賞事業や気軽に楽しめるオルガン
ワンコインコンサートなどを実施し、市民に幅広い音楽鑑賞機会を提供し
た。
・総入場者数：301,666人

・音楽専用ホールならではの優れた音響特性を活かし、海外・日本のトップ
クラスのオーケストラ等による魅力的な鑑賞事業や気軽に楽しめるオルガン
ワンコインコンサートなどを実施し、市民に幅広い音楽鑑賞機会を提供し
た。感染拡大により中止となった公演の代替事業としてオンライン配信にも
取り組んだ。
・総入場者数：28,861人

札幌市教育文化会館 教育文化会館が有する舞台機構を生かした作品を上演し、市民に伝統芸能を含む質の高い
舞台芸術作品に触れる機会を提供するほか、子どもや初心者も参加できるセミナーやワー
クショップ を引き続き行い、市民の学習や創造性を育む取組を進めていきます。

・大迫り、小迫り、オペラカーテンなど高度な舞台機能を有する大ホールの
ほか、小ホールといった舞台機構を活かし、音楽、舞踊、演劇などの事業を
実施し、幅広い年代の市民に伝統芸能に触れる機会を提供した。
・外国人に向けた広報活動にも積極的に取り組み、多様性のある事業展開を
行った。
・総入場者数：539,904人

・大迫り、小迫り、オペラカーテンなど高度な舞台機能を有する大ホールの
ほか、小ホールといった舞台機構を活かし、音楽、舞踊、演劇、伝統芸能な
どの事業を実施し、幅広い年代の市民に多様な文化芸術に触れる機会を提供
した。
・感染拡大により中止となった公演やワークショップの代替事業として、オ
ンライン配信にも取り組んだ。

札幌市民ギャラリー より多くの市民に発表機会を提供することを念頭に置いた施設運営を行っていくほか、創
成東地区の拠点施設として、地域住民との連携事業を継続していきます。

・市民の作品発表の場として、手づくりの絵画や工芸、手芸品等の展示及び
販売を行う「市民ギャラリー手づくり作品市場」を実施したほか、創成東地
区の拠点施設として、地元町内会と連携し、クリスマスコンサートを実施す
るなど、市民が気軽に文化芸術に触れる機会を提供した。
・総入場者数：115,454人

・市民の幅広い芸術文化活動の育成を目的に、市民ギャラリーで展覧会を開
催する団体と協力し、初心者や子どもでも参加できるワークショップを開催
するなど、市民が気軽に文化芸術に触れる機会を提供した。
・総入場者数：38,225人

本郷新記念札幌彫刻美術
館

本市ゆかりの彫刻家である本郷新の顕彰、彫刻を中心とした美術の振興の場として、市民
の貴重な文化資産である本郷新の作品・資料の展示・公開を行うとともに、幅広く創造性
豊かな作家や作品に触れる機会を提供していきます。

・本市ゆかりの彫刻家である本郷新の作品を収蔵・展示する「本郷新記念札
幌彫刻美術館」の管理運営を行い、収蔵作品による常設展示のほか、特別展
や各種美術講座等を開催し、彫刻を中心とした美術作品に触れる機会を提供
した。

・本市ゆかりの彫刻家である本郷新の作品を収蔵・展示する「本郷新記念札
幌彫刻美術館」の管理運営を行い、収蔵作品による常設展示のほか、特別展
や各種美術講座等を開催し、彫刻を中心とした美術作品に触れる機会を提供
した。

札幌市民交流プラザ 高度な機能を有する劇場では、本格的な舞台芸術や多様なジャンルの公演鑑賞機会を提供
するほか、札幌文化芸術交流センター（SCARTS）では、札幌における多様な文化芸術活動
の中心的な拠点として、文化芸術の普及・発信、調査研究、人材育成に取り組んでいきま
す。また、図書・情報館においても、文化芸術関係の資料を配架するなど、連携、支援を
積極的に行います。

・hitaruでは北海道初となる多面舞台や最新の設備を活用し、オペラやバレ
エ等の本格的な舞台芸術の公演を行ったほか、市内の中学２年生を対象にバ
レエの鑑賞事業を行うなど、舞台芸術の普及・発信に努めた。
・SCARTSでは各種展示イベントの実施だけではなく、市内文化イベントの情
報発信やアートコミュニケーターの育成を行った。
・図書・情報館においては、hitaruで行う大規模な主催事業に関連する書籍
を特集する等、プラザ内各施設の連携に取り組んだ。

・hitaruでは北海道初となる多面舞台や最新の設備を活用し、オペラやバレ
エ等の本格的な舞台芸術の公演を行ったほか、市内の中学２年生を対象にバ
レエの鑑賞事業を行うなど、舞台芸術の普及・発信に努めた。
・SCARTSでは各種展示イベントの実施だけではなく、市内文化イベントの情
報発信やアートコミュニケーターの育成を行った。
・図書・情報館においては、hitaruで行う大規模な主催事業に関連する書籍
を特集する等、プラザ内各施設の連携に取り組んだ。
・総入場者数：630,647人（札幌市図書・情報館含む）

札幌市資料館 札幌市資料館の耐震、保全及びバリアフリー化整備の着手と並行して、これまでの美術作
品等の展示等や学習活動の場としての役割に加え、創造活動の場としての活用について検
討します。

・耐震・保全等改修水準検討支援業務（基本設計）を実施し、基本的な図面
作成や事業スケジュールの検討、概算事業費算出等を行った。

・令和２年12月の重要文化財指定により、文化財保護の観点から事業を進め
る必要があるため、関係機関等との協議を行った。

さっぽろ天神山アートス
タジオ

アーティスト・イン・レジデンスの拠点として、滞在する国内外のアーティストが作品制
作やワークショップなどを行う過程やこれらの活動により生まれた組織・団体によるネッ
トワークを活用していくとともに、市民と交流する場である天神山アートスタジオの運営
を継続します。

・国内外のアーティストの活動を支援するとともに、地元まちづくり団体と
の協同で行う天神山文化祭（参加者数2,259人）、小中学生向けワークショッ
プ（参加者数19人）、国際公募によるアーティスト招聘事業（2組招聘、関連
イベントへの参加者数215人）を実施し、地元アーティストや市民との交流機
会を創出した。

・国内外のアーティストの活動を支援するとともに、アーティスト・イン・
レジデンス拠点としての事業を、感染症拡大防止のためオンライン等を活用
し実施した。
・地域交流事業として天神山文化祭（9～12月に複数回の小規模企画及び動画
配信）や小中学生向けプログラム（9/1～1/17開催、30人からの作品応募）の
ほか、国際招へいプログラム（11/18～3/5を制作活動期間とし海外アーティ
スト2組をオンライン招へい）を実施し、市内３か所で作品発表すること等に
より、市民が文化芸術に触れる機会と本市の魅力を国内外に発信する機会を
創出した。

あけぼのアート&コミュニ
ティセンター

旧曙小学校跡施設を再整備し、文化芸術活動を行う団体や個人への長期利用スペースとし
ているほか、図書室や交流室を一般開放し、子どもや高齢者といった地域住民が利用でき
る施設として定着しています。今後も、活動場所の提供だけでなく、地域住民と連携した
事業を実施し、地域の一員としての施設運営を継続していきます。

・ＮＰＯが管理運営を行う「あけぼのアート＆コミュニティセンター」とし
て、貸室、長期貸室、体育館などの有料施設や図書館といった無料で利用で
きる施設を地域住民やアーティストに提供した。
・学校祭を模したイベントを実施して地域住民の交流の場を設けるなどの活
動にも取り組んだ。

・ＮＰＯが管理運営を行う「あけぼのアート＆コミュニティセンター」とし
て、貸室、長期貸室、体育館などの有料施設や図書館といった無料で利用で
きる施設を地域住民やアーティストに提供した。
・学校祭を模したイベントを実施して地域住民の交流の場を設けるなどの活
動にも取り組んだ。

ターミナルプラザことに
パトス

地下鉄琴似駅構内に開設され、コンサートやイベントなどの各種催し物・展示会など、幅
広い用途に利用できる施設として、多くの市民に利用されています。今後も、文化芸術活
動を応援する事業や周辺施設と連携した事業を行うなど、地域に根差した活動を継続して
いきます。

・小規模なホールとして、中小規模の団体へ活動の場を提供した。 ・小規模なホールとして、中小規模の団体へ活動の場を提供した。

2 文化活動練習会場学校開
放事業の実施

音楽、演劇などの文化芸術活動を行う市内のアマチュアグループや市民などに対して、小
学校の音楽室などを開放し、練習会場や創作の場として提供する取組を継続します。

・16校の音楽室等19教室を開放し、2,247件、延べ19,267人が利用した。 ・16校の音楽室等19教室を開放し、648件、延べ3,241人が利用した。

ステージ 施策

全ての人々に充実した文
化芸術活動への参加の機
会・場を提供するととも
に、文化芸術が有する社
会包摂機能が発揮される
ような環境整備につなが
る施策を定めます。

機会の充実1 ① 多様な文化芸
術に親しむ機
会の提供

音楽、美術、演劇、メディアアートなど
の文化芸術イベントを継続して開催する
とともに、まちのいたるところで、年
齢、障がいの有無、経済的な状況に関わ
らず、あらゆる人が文化芸術に容易に触
れることができる場や参加する機会をつ
くり、多様な価値観を尊重し、他者との
相互理解が進む包摂的環境を推進する取
組を進め、まちのにぎわいを創出してい
きます。企業への働きかけ、民間の主体
的な取組とも連携を図りながら、札幌の
文化芸術活動に刺激を与え、多くの市民
に親しまれる取組を進めます。

② 文化芸術のた
めの施設の活
用等

文化芸術施設は、市民に感動と希望をも
たらし、創造性を育み心豊かな生活を実
現するための場であるとともに、社会参
加の機会を開き、地域コミュニティの創
造や再生、地域発展を支える場でもある
という点を念頭に置いて、施設を運営し
ていきます。
また、文化芸術は、家庭、学校、地域社
会など様々な場所で教育や学習活動の一
環として展開されていることから、文化
芸術施設を市民の創造性喚起や学習の場
として活用しやすくしていきます。

令和元年度の取組内容 令和２年度の取組内容

1

主な取組



札幌市文化芸術基本計画（第３期）　第４章　今後の札幌の文化芸術振興施策の進捗状況

№ 項目 内容 № 項目 内容 № 項目 内容
ステージ 施策

令和元年度の取組内容 令和２年度の取組内容
主な取組

公共空間の創造の場とし
ての活用（※）

札幌駅前通地下歩行空間や札幌市北３条広場における文化芸術イベントの開催や、地下歩
行空間北２条広場メディア空間での市民やクリエイターによる映像作品の発表、地下鉄東
西線コンコース（大通駅・バスセンター前駅間）における500ｍ美術館の運営など、公共空
間を活用した取組を行います。

【札幌駅前通地下広場】
・広場空間を提供し、にぎわいを創出するため、下記イベントを実施した。
　①チカチカ☆パフォーマンススポット（大道芸、ダンスなどパフォーマン
ス披露　通年）
　②チカホLIVE（PMFチカホコンサート、Sapporo Sound Squareなど）
　③Public Art Research Center（アート展、講演会など）
　④SAPPORO PERFORMANCE PARTY 2019（パフォーマンス披露）
【地下歩行空間北２条広場】
・「魅力都市さっぽろシティプロモート戦略」に定める「創造都市さっぽ
ろ」の発信及び「札幌市ICT活用戦略」に定める「ICT活用のショーケース」
の２つの観点から、コンテンツの拡充を図り、広場のにぎわいづくりを行っ
てきた。
・配信番組数：52本、イベント開催数：29回
【北３条広場】
・市民参加型の花絵制作イベント「SAPP‿RO Flower Carpet 2019」、雪と光
をモチーフとしてメディアアーツ都市・札幌を発信する「さっぽろユキテラ
ス2020」など、23件の多種多様なイベント等が開催された。
【500ｍ美術館】
・４回の企画展を開催し、市民が身近にアートに接することのできる機会を
提供した。
【メトロギャラリー】
・掲出枠数56件に対し、応募数68件、掲出数49件。
【駅の個性化プロジェクト】
・14駅17事業を実施。

【札幌駅前通地下広場】
・広場空間を提供し、にぎわいを創出するため、下記イベントを実施した。
①チカチカ☆パフォーマンススポット（大道芸、ダンスなどパフォーマンス
披露）
②チカホLIVE（Sapporo Sound Square）
【地下歩行空間北２条広場】
・「魅力都市さっぽろシティプロモート戦略」に定める「創造都市さっぽ
ろ」の発信及び「札幌市ICT活用戦略」に定める「ICT活用のショーケース」
の２つの観点から、コンテンツの拡充を図り、広場のにぎわいづくりを行っ
てきた。
・新型コロナウイルス感染拡大の影響により開催数は大きく減ったものの、
高校生によるVRを用いた災害体験のイベント等を開催することができた。
・配信番組数：50本、イベント開催数：４回
【北３条広場】
・新型コロナウィルス感染症の拡大に伴い、広場利用のキャンセルや休止期
間が発生した影響で、イベントは２件のみの開催となった。
【500ｍ美術館】
・企画展を開催し、市民が身近にアートに接することのできる機会を提供し
た。
【メトロギャラリー】
・掲出枠数60件に対し、応募数83件、掲出数60件。
【駅の個性化プロジェクト】
・11駅13事業を実施。

4 文化芸術に関する生涯学
習の推進

札幌市生涯学習センターや市民ホールは、多くの市民により、文化芸術に関わる学習成果
の発表の場として活用されています。また、生涯学習センターを拠点として、市民の多様
な学習ニーズに応じた学習機会を提供する「さっぽろ市民カレッジ」を実施しています。
市民自らの意思で新たな文化芸術を学び、創造することができるよう、生涯学習に関する
取組を継続します。

・生涯学習センターと市民ホールにおいて、生涯学習推進の一環として、貸
室事業を中心に、市民に文化芸術に関わる学習成果の発表や鑑賞の場を提供
した。
【市民ホール】
・利用件数5,321件、利用人数427,754人
【生涯学習センター】
・利用件数14,351件、利用人数498,631人
・また、生涯学習センターにおける「さっぽろ市民カレッジ」の中において
「アート」コースの講座を計35講座（受講者766人）実施し、市民が文化芸術
に親しむ機会を提供した。

・生涯学習センターと市民ホールにおいて、生涯学習推進の一環として、貸
室事業を中心に、市民に文化芸術に関わる学習成果の発表や鑑賞の場を提供
した。
【市民ホール】
・利用件数3,158件、利用人数84,759人
【生涯学習センター】
・利用件数7,466件、利用人数144,829人
・また、生涯学習センターにおける「さっぽろ市民カレッジ」の中において
「アート」コースの講座を計15講座（受講者151人）実施し、市民が文化芸術
に親しむ機会を提供した。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、貸室事業、さっぽろ市民カレッ
ジともに利用者数等が減少。

5 今後の大規模ホールの在
り方検討

今後の大規模ホールの在り方については、現在の3館（札幌文化芸術劇場、教育文化会館、
市民ホール）を維持しながら、各施設のホール利用状況の動向等を踏まえ、教育文化会館
及び市民ホールの更新時期を見据えた将来的な3館体制維持の必要性などについて検討を進
めていきます。

・将来的な大規模ホールのあり方についての検討材料とするため、市内ホー
ル・劇場の利用状況や他都市におけるホールの動向等を把握するための市内
大規模ホール需給調査を実施した。

・市内大規模ホール需給調査の結果を踏まえ、教育文化会館及び市民ホール
の更新時期も見据えながら、今後の３館の在り方及び芸文館跡地の活用につ
いて検討を行った。

1 0さいからのげいじゅつの
もり

札幌芸術の森では、小さい頃から遊びながら芸術を体験する「0さいからのげいじゅつのも
り」を、積雪時にシリーズ化して開催してきており、今後も乳幼児のいる家庭を対象とし
てプログラムの提供を図っていきます。

・札幌芸術の森工芸館にて「0さいからのげいじゅつのもり」を開催し、「ド
ライブインシアター」をテーマに、ショートムービーを上映したほか、工芸
館所蔵の木馬や木製の車など、子どもの目線に合わせた展示を行い、遊びや
鑑賞を通じて芸術作品に触れる機会を提供した。
・総入場者数：25,545人

・札幌芸術の森野外美術館にて「0さいからのげいじゅつのもり　いっしょに
あるこう野外美術館」を開催し、作品解説ボランティアの案内のもと、親子
で鑑賞を通じて芸術作品に触れる機会を提供した。
・参加人数：31人

2 Kitara Kidsミュージック
＆アーツクラブ

子どもたちの感性を伸ばし、能力を引き出すことを目的とした、音楽とアートによる体験
型のワークショップを継続して実施しており、今後ともプロのアーティストや音楽大学な
どの教育機関とも協力・連携しながら、より多くの子どもたちが文化芸術に親しむことが
できるよう取り組んでいきます。

・Kitara Kidsミュージック＆アーツクラブに代わり、子どものためのオルガ
ンワークショップ「ひろがる！つたわる！オルガンのひびき」を実施した。
・参加者：27名、見学者：25名

・札幌コンサートホール改修工事のため実施なし。

3 人形劇、児童劇等の制
作・発表（☆）

子どもの情操面のかん養を図ることを目的に、人形劇・児童劇の鑑賞機会を提供するとと
もに、人形劇・児童劇の制作団体及び人材の育成に関する取組を通して、子ども自ら発表
できる場を提供します。

・こども人形劇場こぐま座、こどもの劇場やまびこ座
　観劇者数（２館合計）：23,674人
　上演回数（２館合計）：367回

・こども人形劇場こぐま座、こどもの劇場やまびこ座
　観劇者数（２館合計）：10,024人
　上演回数（２館合計）：254回

4 子どもの美術体験 小学校にアーティストを派遣して一緒に創作活動を行う「おとどけアート」、市内の全小
学5年生を美術館に招待して作品への興味や関心を高める「ハロー！ミュージアム」などの
プログラムにより、様々な機会を通して楽しみながら美術を体験してもらう取組を行いま
す。

・「おとどけアート」事業では、小学校にアーティストを派遣して、ともに
作品を制作するなどのアート体験を提供した。
・参加学校数：３校、参加児童数：800人
・「ハロー！ミュージアム」事業では、札幌芸術の森及び本郷新記念札幌彫
刻美術館での美術鑑賞活動や造形活動プログラムを行った。
・参加学校数：186校、参加児童数：13,470人

・「おとどけアート」事業では、小学校にアーティストを派遣して、ともに
作品を制作するなどのアート体験を提供した。
・参加学校数：３校、参加児童数：1,734人
・「ハロー！ミュージアム」事業では、札幌芸術の森及び本郷新記念札幌彫
刻美術館での美術鑑賞活動や造形活動プログラムを行った。
・参加学校数：107校、参加児童数：7,409人

5 Kitaraファースト・コン
サート

豊かな感性や創造性を育むことを目的に、市内の全小学6年生を札幌コンサートホール
（Kitara）に招待し、本格的なオーケストラ演奏を鑑賞する事業を教育委員会と連携して
実施しています。これまでに延べ20万人を超える子どもたちが鑑賞しており、今後も継続
して魅力あるプログラム編成などに取り組んでいきます。

・札幌コンサートホールの指定管理者である公財）札幌市芸術文化財団に補
助金を交付し、同財団でKitaraファースト・コンサートを実施した。
・補助金交付額：18,915千円　参加学校数：208校　参加児童数：14,858人

・新型コロナウイルスの影響により公演は中止し、札幌コンサートホールの
指定管理者である公財）札幌市芸術文化財団への補助金交付により、代替措
置として音楽の教材として使用可能なDVDを作成し各学校へ配布した。
補助金交付額：4,000千円

6 子どものミュージカル鑑
賞

本格的なミュージカルの素晴らしさを感性豊かな子どもたちに体験してもらうため、市内
の全小学6年生を対象に鑑賞する機会を提供します。

・札幌文化芸術劇場hitaruで、劇団四季によるミュージカル「カモメに飛ぶ
ことを教えた猫」の公演を行いました。
・参加校数：203校　参加児童数：15,247人

・新型コロナウイルス感染症の影響により公演中止となった。

7 札幌市中学校文化連盟
（中文連）の展示・発表
支援

全国レベルで活躍する本市中学生の文化芸術活動の発展を支援していくため、中文連の演
劇発表会には教育文化会館を、美術・書道展には市民ギャラリーを、音楽会には市民ホー
ルを提供するなど、札幌の次世代の文化芸術活動を担う人材の育成支援に引き続き取り組
みます。

・第34回中文連演劇発表会（令和元年８月６日～８日）：市内12校が出演。
・第63回中文連美術・書道展（令和元年11月13日～17日）：約12,000点を展
示。
・第71回中文連音楽会（令和元年10月27日、11月３日）：市内のべ44校が出
演。

・第35回中文連演劇発表会（令和２年10月25日、11月１日を予定）：市内10
校が出演、日程変更等の関係から北海道青少年開館COMPASにて開催、８月初
旬の演劇ワークショップは教育文化会館にて開催。
・第64回中文連美術・書道展：休校による授業時数の関係により展示作品完
成の見通しが立たず中止（令和２年11月11～15日を予定）。
・第72回中文連音楽会（令和２年９月20、22、26日、10月25日、11月３
日）：市内64校（73団体）が出演、新型コロナウイルス感染症の対策によ
り、日数を増やして開催したため、例年のカナモトホールの他、教育文化会
館、hitaruも使用。

8 市民交流プラザを活用し
た取組

子どもたちに本格的な舞台芸術公演を鑑賞する機会を提供するほか、札幌文化芸術交流セ
ンター（SCARTS）では、アーティストとともに文化芸術に気軽に触れることができる機会
を提供していきます。

・青少年バレエ鑑賞事業として、市内の中学二年生を招待し、札幌文化芸術
劇場hitaruで、東京バレエ団によるバレエ公演を行った。
・演目：「白鳥の湖　第二幕」「ボレロ」
・参加校数：18校　参加児童数：1,983人
・札幌文化芸術交流センターSCARTSで、高校生を対象とし、映画監督と共に
映像作品制作を行うワークショップ「映画のワンシーンを監督してみよう!」
を実施した。

・青少年バレエ鑑賞事業として、市内の中学２年生を招待する予定だった
が、新型コロナウイルスの感染症の影響により、オンライン配信で実施し
た。
・演目：「白鳥の湖」プロローグ付き第２幕　「ボレロ」
・参加校数：７校　参加児童数：453人
・札幌文化芸術交流センターで、高校生を対象としたワークショップ「バイ
オの大きさ／未来の物語」を実施した。

9 PMFリンクアップ・コン
サート、吹奏楽セミナー
（☆）

小学生が事前に授業で学んだことを生かして、歌唱やリコーダー演奏でPMFオーケストラと
共演する「リンクアップ・コンサート」や、PMFの教授を務める一流オーケストラの演奏家
が中学校・高等学校の吹奏楽部などを対象にセミナーを実施するなど、PMFの質の高い音楽
を札幌の子どもたちに提供します。

・リンクアップコンサート：令和元年7月24日開催（札幌コンサートホール
Kitara)
・参加児童数：707人、一般入場者数：469人、合計：1176人
・吹奏楽セミナー：令和元年7月26日開催（岩見沢市民会館・文化センター）
・参加生徒数：45人

・令和２年度開催のPMF2020は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い
中止となったことから、リンクアップ・コンサート及び吹奏楽セミナーの実
施も見送った。

文化芸術を継承し、発展させていくた
め、感受性豊かな子どもの頃から、文化
芸術に親しみ、その楽しさを実感する
様々な機会に触れることを通じて、芸術
的感性や豊かな心を育んでいく必要があ
ります。今後も、学校や民間の文化芸術
団体の活動とも連携しながら、子どもた
ちが継続的にこのような体験をできる機
会を設け、札幌の文化芸術の未来を担う
人材の育成を図っていきます。

子どもたちの
文化芸術活動
の充実

①2 未来への布
石、育成、
支援

未来を担う子どもたち
や、これからの札幌の文
化芸術を担うアーティス
トやコーディネーター等
の人材の継続的な育成・
支援につながる施策を定
めます。

3
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№ 項目 内容 № 項目 内容 № 項目 内容
ステージ 施策

令和元年度の取組内容 令和２年度の取組内容
主な取組

1 アーティスト等に対する
活動支援及び環境整備

アーティストや団体からの様々な相談に対する情報提供やアドバイスを行うほか、文化活
動に関心を持つ企業や団体等とアーティストをマッチング し、活動機会の増加につなげて
いきます。また、天神山アートスタジオにおけるアーティスト・イン・レジデンスのみな
らず、民間活動団体等において蓄積されている滞在支援活動についても、その促進を図る
ために活動周知等の側面的支援を検討します。

・札幌文化芸術交流センターにおいて、アーティストの相談や情報提供の依
頼にスタッフが対面で応じる、対面相談サービスを提供しており、55件の利
用があった。

・札幌文化芸術交流センターにおいて、アーティストの相談や情報提供の依
頼にスタッフが対面で応じる、対面相談サービスを提供しており、31件の利
用があった。
・札幌文化芸術交流センターにチラシラックを設置し、市内文化団体が実施
する催しのフライヤーを無償で配架するサービスを実施。ホームページで
は、アート業界関係者の対談企画や、市内文化施設や展示施設等の情報をま
とめたデータベースを提供を行っており、民間活動団体等の活動周知に努め
ている。

発表の場の提供（☆）・
表彰制度の実施（※）

音楽、演劇、舞踊、美術、文芸など幅広い分野で市民の創造・発表活動を積極的に推進す
る市民芸術祭を開催するほか、若手を含むアーティストの育成、チャレンジやステップ
アップに資する顕彰制度を実施します。

【本郷新記念札幌芸術賞】
・昨年度に引き続き、大通交流拠点地下広場にて第２回本郷新記念札幌彫刻
賞の受賞作品を展示を行った。
・第３回本郷新記念札幌彫刻賞の募集を行い、一次選考通過作品を決定し
た。
【500ｍ美術館】
・応募者の中からグランプリを決める美術館賞入選展、市民ボランティアに
よる企画展などを含む、様々な作家や作品の企画展を４回開催した。
【市民芸術祭】
・札幌市民の芸術文化における幅広い創造、発表活動を積極的に推進し、札
幌市の芸術文化の一層の振興を図ることを目的として、芸術文化関係者によ
る実行委員、監事及び10部会の委員で実行委員会を構成し、事務局を運営す
るとともに、音楽、演劇、舞踊、美術、文系など幅広い事業を実施した。
・特に優れた公園や作品を発表した個人、団体に対して、札幌市民芸術祭大
賞・札幌市民芸術祭奨励賞を贈呈しており、個人・団体合わせて43組を表彰
した。
・事業数：10事業（札幌市民劇場／マンドリン音楽祭／ギター音楽祭／邦楽
演奏会／新人音楽会／市民合唱祭／市民文芸／市民美術・書道展／札幌市民
吹奏楽祭／市民写真展）
・総入場者数：18,004人
・出演者及び参加者数：6,890人

【本郷新記念札幌芸術賞】
・第３回本郷新記念札幌彫刻賞の受賞作品を決定し、令和３年２月頃から受
賞作品の展示を行った。
【500ｍ美術館】
・札幌国際芸術祭2020の会場使用を予定していたため、例年開催していた美
術館賞入選展、市民ボランティアによる活動実施を見送った。
【市民芸術祭】
・札幌市民の芸術文化における幅広い創造、発表活動を積極的に推進し、札
幌市の芸術文化の一層の振興を図ることを目的として、芸術文化関係者によ
る実行委員、監事及び10部会の委員で実行委員会を構成し、事務局を運営す
るとともに、音楽、演劇、舞踊、美術、文系など幅広い事業を実施した。
・特に優れた公園や作品を発表した個人、団体に対して、札幌市民芸術祭大
賞・札幌市民芸術祭奨励賞を贈呈しており、個人・団体合わせて43組を表彰
した。
・事業数：10事業（札幌市民劇場／マンドリン音楽祭／ギター音楽祭／邦楽
演奏会／新人音楽会／市民合唱祭／市民文芸／市民美術・書道展／札幌市民
吹奏楽祭／市民写真展）うち6事業（マンドリン音楽祭／ギター音楽祭／邦楽
演奏会／市民合唱祭／市民美術・書道展／札幌市民吹奏楽祭）が新型コロナ
ウイルスのため中止
・総入場者数：3,194人
・出演者数：627人

3 パブリックアートを支え
る仕組みの整備（★）

野外彫刻などのパブリックアート について、作品を良好な状態に保ち、鑑賞できるよう、
彫刻の補修を進めていく枠組みを整備します。

・札幌市所管の野外彫刻作品415点について、目視、触診、打音等による安全
点検を実施し、その結果を記録した管理台帳を整備した。

・高所作業車などを用いた壁面彫刻の安全点検などの追加調査９件を実施し
たほか、３体の彫刻について補修に向けた取外しを行った。

4 助成制度の在り方の検討
（★）

文化芸術振興助成金の制度の運用方法等の見直しを進め、対象となる事業への評価・助言
といった機能を備えた新たな補助制度の構築について検討します。 ―

・文化関係の団体からヒアリングを行い、そこから得た意見を参考に、新制
度の構築を進めた。

5 幅広い支援の環境醸成 様々な支援に支えられた取組の情報を発信するなど文化芸術への支援が身近なものとして
感じられる環境の醸成を図る取組を検討します。

・札幌文化芸術交流センターにおいて、支援制度を探すアーティストの相談
にスタッフが対面で応じる、対面相談サービスを提供した。
・相談件数：55件

・札幌文化芸術交流センターにおいて、支援制度を探すアーティストの相談
にスタッフが対面で応じる、対面相談サービスを提供した。
・相談件数：31件

1 アートマネジメント機能
の強化

アートマネジメント人材の能力向上とネットワーク形成を目的とした講座やワークショッ
プを開催し、文化芸術活動の質の向上と活性化を図ります。

・札幌文化芸術交流センターにおいて、ＳＣＡＲＴＳレクチャーシリーズと
して、アートマネジメント人材の育成に繋がる講座を提供した。
・開講数：５回

・札幌文化芸術交流センターにおいて、ＳＣＡＲＴＳレクチャーシリーズと
して、アートマネジメント人材の育成に繋がる講座を提供した。
・開講数：５回

2 アートマネジメントの人
材育成・活動支援

文化芸術に親しむことができるイベントを企画、実現していくスキルを習得するための研
修等を実施し、ボランタリーな活動を通して文化芸術と人々をつなぎ、地域コミュニティ
を活性化させる市民の育成に取り組みます。

・札幌文化芸術交流センターにおいて、アートコミュニケーターを募集・育
成し、市民とアートとをつなぐ担い手づくりに取り組んだ。
・講座実施数：９回

・札幌文化芸術交流センターにおいて、アートコミュニケーターを募集・育
成し、市民とアートとをつなぐ担い手づくりに取り組んだ。
・講座実施数：11回

アートボランティアへの
支援（※）

文化芸術に関するイベント、団体、施設等の趣旨に賛同して、魅力向上や運営の支援に関
するボランティア活動を行う団体の情報提供を行うなど、自発的な活動を行う人の活動の
輪を広げる取組を行います。

【PMF（パシフィック・ミュージック・フェスティバル札幌）】
・市民ボランティア「ハーモニー」の協力により、参加するアカデミー生が
茶道、華道、書道、着物着付けなどの日本の生活文化を体験する機会を設け
た。
【サッポロ・シティ・ジャズ】
・サッポロ・シティ・ジャズを支える市民ボランティア「ジャズセーバー
ズ」を組織し、活動説明会や案内研修や撮影研修を実施した上で、各公演や
イベント時の運営に携わった。
・登録人数：144人
【札幌コンサートホール（Kitara）】
・札幌コンサートホール支援組織である「Kitaraボランティア」との連携に
より、ホール見学案内、ダイレクトメール発送活動などを行った。
・人数79人（令和２年３月現在）
【札幌交響楽団】
・札響ボランティアピリッキーとの協力により、青少年向けミニレクチャー
付き演奏会招待などを実施した。
【札幌国際芸術祭】
・アートマネジメントの専門的知識を持つ人材がSIAF事務局のマネージャー
を担い、広報を含む企画全般の調整を行った。
・SIAF2020において札幌独自の特色のあるボランティアを展開していくた
め、令和２年度の「アートメディエーター」の募集に向け、具体的な計画づ
くりを行った。
・平成30年度から引き続き「SIAF部」を運営し、レクチャーやイベントづく
りを通じたアートマネージメント人材の育成プログラムを実施した。
・大学生を中心とする「SIAFラボ研究員」にSIAFラボの様々なプロジェクト
に積極的に参加してもらい、作品制作における技術的なサポートに携わるこ
と等を通じ、知識やスキルの習得を目指すプログラムを実施した。
・「SIAFラボ研究員」と「SIAF部」が主体的に展示準備を行う展覧会「光 み
つめる 姿 みつめる展」を開催した。

【PMF（パシフィック・ミュージック・フェスティバル札幌）】
・令和２年度開催のPMF2020は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い
中止となったことから、ボランティア活動の機会はなかった。
【サッポロ・シティ・ジャズ】
・サッポロ・シティ・ジャズを支える市民ボランティア「ジャズセーバー
ズ」を組織し、活動説明会や案内研修や撮影研修を実施した上で、各公演や
イベント時の運営に携わった。
・登録人数：107人
【札幌コンサートホール（Kitara）】
・札幌コンサートホール支援組織である「Kitaraボランティア」との連携に
より、ホール見学案内、ダイレクトメール発送活動などを行った。
・人数84人（令和３年３月現在）
【札幌交響楽団】
・札響ボランティアピリッキーとの協力により、青少年向け演奏会招待など
を実施した（感染拡大防止のため、レクチャーなど接触を伴うものは中
止）。
【札幌国際芸術祭】
・アートマネジメントの専門的知識を持つ人材がSIAF事務局のマネージャー
を担い、広報を含む企画全般の調整を行った。
・令和元年度から引き続き「SIAF部」を運営し、レクチャーやイベントづく
りを通じたアートマネージメント人材の育成プログラムを実施した。
・大学生を中心とする若手メンバー「SIAFラボ研究員」にSIAFラボの様々な
プロジェクトに積極的に参加してもらい、作品制作における技術的なサポー
トに携わること等を通じ、知識やスキルの習得を目指すプログラムを実施し
た。

1 （仮称）札幌博物館整備
の推進

「北・その自然と人」を基本テーマに、札幌独自の自然・歴史・文化的資産を体系的に収
集・保存し、その調査・研究を行い、市民の共有財産として未来に継承する博物館づくり
を目指しています。平成27年（2015年）に策定した「（仮称）札幌博物館基本計画」を基
に、整備に向けた諸計画を策定していきます。

･これまでに策定した「基本計画」「展示・事業基本計画」に基づき、「展
示・事業基本計画」の補足調査として、展示室や諸室の構成について考察を
行い、整備に向けた調査を進めた。

・（仮称）札幌博物館整備に係る官民連携に向けた基礎調査を実施し、
PPP/PFI等を活用した他都市の事例を調査した。
・札幌市から支笏湖までの範囲の地形模型と、これに投影する札幌の自然の
成り立ちに関する映像コンテンツを製作した。

2 博物館活動センター事業
の推進（☆）

博物館計画推進のための活動拠点として開設した「札幌市博物館活動センター」では、札
幌の自然や街の成り立ちに関する調査・研究を進め、札幌の独自性を明らかにしていきま
す。また、その成果や収集された資料を活用した、教育・普及・交流事業を進め、学校や
地域、関係機関との連携を拡大するとともに、札幌の魅力の向上に努めていきます。

・博物館整備に向け、市民参加・ソフト重視の事業を継続して実施。
・南区小金湯産クジラ化石研究や希少種調査など調査・研究事業の強化・拡
充に取り組んだほか、寄贈標本の整理をはじめとした資料の収集・保存、館
内講演会や野外観察会、他機関との連携・共催事業など、子どもから大人ま
でが楽しめる多様な普及・交流事業の展開に取り組んだ。
・新型コロナウイルスの影響で令和２年３月は臨時休館したものの、9,057人
と昨年に引き続き多くの来館があり、館外活動等の参加者を含めるとのべ
13,164人となった。

・調査・研究（市民参加型調査「2020札幌市セミ調査」、札幌希少植物調査
など）
・資料の収集・保存（鳥類骨格標本の製作、昆虫資料の整理・分類など）
・普及交流事業（体験学習会などの主催（２回）、関係機関との共催（３
回）、学校連携など）
・博物館活動センター情報誌の発行（２回）
・自宅でも自然史への興味・関心を高める新しいコンテンツ「おうちミュー
ジアム」を市ＨＰに掲載。

② アーティスト
等のステップ
アップ促進

文化芸術活動をさらに充実・発展させた
いという意志を持っている地元の個人・
団体に対して、発表の場、活動拠点やプ
ロモーション の機会を提供するなど、
アーティスト等がステップアップするた
めの支援や環境整備を行います。また、
企業や個人などからの支援の活用に向け
た取組を周知するなど、幅広く文化芸術
が支援される環境を醸成する取組を進め
ます。

3

③ 文化芸術をつ
なぐ新たな役
割の育成・支
援

文化の保
存・活用

市民が札幌の貴重な文化遺産や自然遺産
の価値を十分に認識し、これを大切に保
存、継承、発展させることが重要です。
また、未指定も含めた文化財や伝統的な
文化等の多様な魅力をまちづくりに積極
的に活用し、地域の活性化やコミュニ
ティとのきずなを深める環境を整備して
いくことで、次の世代への橋渡しを行っ
ていきます。

2

文化芸術の持続的な発展には、創造する
側、鑑賞する側、場の提供者、支援者な
ど様々な関係者の間に入り、事業全体の
仕組みを調整し、創り上げていくアート
マネジメントはなくてはならない機能で
あり、文化ボランティアも重要な人材で
す。このような担い手の社会的意義等に
ついての理解も促しながら、人材の育成
や支援についての取組を行い、自発的な

活動の広がりにつなげていきます。
3

文化芸術や文化財が持つ
創造性や価値を適切に保
存継承しながら、教育、
地域社会、福祉、経済な
ど様々な分野と連携し、
まちの活性化や地域コ
ミュニティ形成、効果的
な投資やイノベーショ
ン、札幌のブランド発信
につなげるなど、文化芸
術が有する社会的・経済
的価値の発揮につながる
施策を定めます。

① 文化遺産・自
然遺産の保存
と活用
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№ 項目 内容 № 項目 内容 № 項目 内容
ステージ 施策

令和元年度の取組内容 令和２年度の取組内容
主な取組

3 文化財の保存と活用 文化財施設の適切な保存・活用のため、保全計画に基づく計画的な修繕を進めると同時
に、施設の耐震化についても検討します。
文化財の総合的な保存・活用のための指針となる「札幌市歴史文化基本構想」を策定しま
す。地域興しや観光、教育等の各分野で文化財を有効活用し、市内外の人々に対して札幌
の新たな魅力を発信します。

・文化財施設の保全計画を策定した。
・「札幌市文化財保存活用地域計画」の策定及び「札幌市歴史文化のまちづ
くり推進協議会」の設立を行った。

・市有文化財施設及び郷土資料館の保全計画に基づく改修工事及び文化財施
設の耐震診断を実施した。
・「札幌市歴史文化のまちづくり推進協議会」を主体として以下の事業を実
施し、市内外の人々に対して文化財の魅力発信に取り組んだ。
〇市民ワークショップ：８～９月にかけて３回実施し、３テーマ（大友堀、
開拓使、札幌軟石）に関係する市内の文化財や歴史文化の価値や魅力の掘り
起こしと意見交換を行い、その結果を関連文化財群とストーリー設定につな
げた。参加人数21名。
〇ボランティアガイド講習会：令和２年12月に観光案内時に文化財などの照
会を行う観光ボランティア等を対象として札幌市の文化財や歴史文化に関す
る講習会を実施した（新型コロナウイルス感染症を考慮し、インターネット
配信）。参加人数50名。
〇文化財モニターツアー：令和２年12月に、協議会が設定した関連文化財群
及びストーリーである大友堀・開拓使に関連する文化財を巡るツアーを予定
していたが、新型コロナウイルス感染症を考慮し、ツアーコースを紹介する
動画をインターネット（YouTube）配信。事後の参加者アンケートや観光関係
事業者等ヒアリングにより、将来的な民間事業者等による商品化に向けての
検証を実施。参加人数10名。
〇シンポジウム「さっぽろれきぶんフェス」：令和３年２月に札幌市の文化
財や歴史文化の価値及び魅力を周知・啓発するステージ企画、市民参加型企
画を札幌駅前地下広場にて実施。パネル展示観覧者240名、体験プログラム参
加者50名、講演会視聴者30名。
〇パンフレット製作：令和２年度に設定した関連文化財群及びストーリーを
生かした市内文化財の周遊促進につながるパンフレットを作製。各テーマ
（大友堀、開拓使、札幌軟石）2,000部ずつ作成し、各区役所や文化財施設等
関係施設に広く配架している。

4 埋蔵文化財の保存と活用 丘珠縄文遺跡を適切に保存し、地域の歴史資源、文化資源、教育資源として、市民ととも
に、その価値を将来へと伝えていきます。また、縄文体験活動や市民発掘を通して、札幌
の縄文文化の魅力を発信していきます。

・体験学習館で縄文体験メニュー（火おこし体験、土器パズル）を提供する
とともに、夏期を中心に縄文体験学習「土器づくり」と「玉づくり」を開催
し、展示室の見学と合わせて、多くの利用者に縄文文化を体感する機会を提
供した（年間来場者数：60,253人）。
・また、団体見学等を積極的に受け入れるとともに、ボランティアの養成講
座を開催した。さらに、ボランティアの協力のもと発掘調査を行い、現地で
調査区を公開するイベント「遺跡公開デー」を開催した。

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、体験学習館・展示室は
４月29日から５月31日まで臨時休館。
・６月1日以降、感染拡大防止対策を徹底しながら、制限付きで縄文体験メ
ニュー（火おこし体験）を提供するとともに、夏期を中心に縄文体験学習
「玉づくり」を開催し、展示室の見学と合わせて、利用者に縄文文化を体感
する機会を提供した（年間来場者数：25,060人）。
・また、発掘調査を実施し、発掘調査区での遺跡見学講座の開催など、ボラ
ンティアの養成・支援を行うとともに、現地で調査区を公開するイベント
「遺跡公開デー」を開催した。
・なお、世界遺産登録を目指す縄文遺跡群の構成資産は市内には所在しない
が、道内の縄文遺跡群の世界遺産登録を支援するために、パネル展やリーフ
レット配布等の周知PRにも取り組んだ。

5 無形文化財保存伝承 アイヌ民族の伝統行事であるアシリチェプノミ、市指定無形文化財である丘珠獅子舞の保
存伝承事業に対する支援を行います。

・アシリチェプノミ及び丘珠獅子舞の保存伝承事業に対し、補助金の交付を
行った。

・アシリチェプノミ及び丘珠獅子舞の保存伝承事業に対し、補助金の交付を
行った。（丘珠獅子舞は新型コロナウイルスの影響により事業を中止したた
め、0円交付となった。）

6 アイヌ文化の保存・継
承・振興

アイヌ文化の保存・継承・振興と市民理解の促進がさらに進むように、アイヌ文化交流セ
ンターを中心として、生活民具等の展示や文化体験講座、イベント等に合わせた情報発信
などを行います。

・アイヌ文化交流センターを中心として、アイヌ民族の生活民具や家屋等を
展示しているほか、音楽や踊りなどの伝統文化を体験できる小中学校向けの
プログラムや、市民向け講座などを実施。
　来館者数：58,241人（展示室観覧者数：28,494人）
　アイヌ文化体験講座（開催回数：15回、参加者数：180人）
　センターイベント（開催回数：６回、参加者数：1,464人）
　アイヌ民族古式舞踊（輪踊り）（６月16日開催、参加者数：103人）
　小中高生団体体験プログラム（参加校数：55校、参加者数：3,715人）
　小中高生出前体験プログラム（参加校数：35校、参加者数：2,520人）
・アイヌの伝統的生活空間の再生事業の体験交流事業（24年度～）の実施
　アイヌ文化の保存・継承・発展を図るため、アイヌ伝統文化を学ぶ講座を
実施。
　アイヌの民具作り（ニレ科やシナノキ科の樹木の樹皮から取った繊維で
  織った織物アツト゜シを用いたバックを制作。18歳以上の市民を対象、
　各回定員15人、１講座５日間を２回開催、参加者数：30人）
　アイヌ料理の調理と試食（18歳以上の市民を対象、各回定員20人、１講座
  １日を４回開催、参加者数：68人）
　アイヌの子ども遊び（弓矢及びかんじき作り。小中学生を対象、各回定員
  20人、それぞれ１講座１日を各１回開催。参加者数：33人）
・市民参加型アイヌアートモニュメント制作・設置（28年度～）
　市民がアイヌ文化に身近に触れる機会を創出するため、アイヌアートモ
  ニュメントをアイヌと共同で制作し、市民利用の多い場所に設置。
　タペストリー制作（縦１ｍ横50㎝の４作品を１作品あたりアイヌ刺繍作家
  １名と公募参加市民６名で制作）平成23年より札幌駅前通地下歩行空間
  （チ・カ・ホ）に展示している12作品と入替を予定していたが、新型コロ
  ナウイルス感染症の影響により中断し未完成。

･ アイヌ文化交流センターを中心として、アイヌ民族の生活民具や家屋等を
展示しているほか、音楽や踊りなどの伝統文化を体験できる小中学校向けの
プログラムや、市民向け講座などを実施
  来館者数:26,930人（展示室観覧者数:10,952人）
  アイヌ文化体験講座（開催回数:19回、参加者数:242人）
  センターイベント（新型コロナウイルス感染症の影響で中止）
  アイヌ民族古式舞踊（輪踊り）（新型コロナウイルス感染症の影響で中
　止）
  小中高生団体体験プログラム（参加校数:53校、参加者数:3,989人）
  小中高生出前体験プログラム（参加校数:59校、参加者数:4,376人）
･ アイヌの伝統的生活空間の再生事業の体験交流事業（24年度～）の実施
アイヌ文化の保存・継承・発展を図るため、アイヌ伝統文化を学ぶ講座を実
施。
  アイヌの民具作り（１講座５日間を２回開催。参加者数:26人）
  アイヌ料理の調理と試食（１講座１日を２回開催、２回中止。参加者数:20
  人）
  アイヌの子ども遊び（１講座１日を１回開催、１回中止。参加者数:20人）
･ 市民参加型アイヌアートモニュメント制作・設置（28年度～）
  市民がアイヌ文化に身近に触れる機会を創出するため、アイヌアートモ
  ニュメントをアイヌ民族の作家と共同で制作し、市民利用の多い場所に設
  置。
  新型コロナウイルス感染症の影響により中止。

7 景観資源の保全・活用 景観を特色付けている自然や建築物、工作物、生活習慣など、良好な景観を形成するため
の大切な景観資源を保全・活用するため、景観重要建造物等や札幌景観資産の指定のほ
か、景観上の価値の捉え方を拡大し、市民等に広く周知し、その活用を促進するために景
観資源を登録する「活用促進景観資源」の制度の推進にも取り組みます。

･景観重要建造物等および札幌景観資産については、所有者へのヒアリングや
助成制度による維持・保全に向けた支援を行った。
･活用促進景観資源については、令和元年度末時点で４件の景観資源を登録し
情報を公開する等、景観資源を広く周知するための取組等を行った。

・景観重要建造物として新たに「柳田家住宅旧りんご蔵」を指定したほか、
活用促進景観資源として新たに「北菓楼札幌本館（旧北海道庁立図書
館）」、「SAPP‿ROフラワーカーペット」、「旧札幌麦酒会社工場（開拓使麦
酒醸造所）」、「成田山札幌別院新栄寺のイチョウ」の４件を登録し、それ
ぞれ情報を公開するなど、景観資源を広く周知するための取組等を行った。
・また、景観重要建造物及び札幌景観資産に対しては、所有者へのヒアリン
グや助成制度による維持・保全に向けた支援を行った。

8 伝統的な食文化の継承
（☆）

学校、保育所等や各種の催しなどを通じて、行事食、郷土料理、食事の作法等に関する情
報提供、普及啓発を行い、伝統的な食文化の継承を図ります。

・食生活改善推進員とともに、各種催しや地域の料理教室等を通して、行事
食や郷土料理、だしの文化等、伝統的な食文化の普及啓発を行った（啓発回
数：416回）。
・また、学校、保育所等では、伝統的な食文化について、行事食や郷土料理
の提供などを通じて食指導をすすめ、保護者へは給食だよりや給食試食会等
を通じて情報提供を行っている（取組施設数：保育所等全施設、全小中学
校）。

・食生活改善推進員とともに、各種資料の配布やホームページ、報道機関等
を通して、行事食や郷土料理、だしの文化等、伝統的な食文化の普及啓発を
行った。
・また、学校、保育所等では、伝統的な食文化について、行事食や郷土料理
の提供などを通じて食指導をすすめ、保護者へは給食だよりや給食試食会等
を通じて情報提供を行っている（取組施設数：保育所等全施設、全小中学
校）。
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№ 項目 内容 № 項目 内容 № 項目 内容
ステージ 施策

令和元年度の取組内容 令和２年度の取組内容
主な取組

観光資源、科学技術と文
化芸術の融合した取組の
推進（※）

豊富な観光資源、教育研究機関やICT関連の企業・人材の集積といった本市が有する強み
に、文化芸術をはじめとする創造的な要素を加えた産学官の連携によるイベントの開催
や、創造性の誘発にもつながる映像の力の活用を通じて、既存資源の更なる魅力向上やま
ちのにぎわい創出、札幌の将来を担う人材の育成を図ります。

・「NoMaps2019」を令和元年10月16日(水)から20日(日)までの5日間で開催
し、期間中、参画した事業数は124事業、参加者数は23,611人であった。期間
外を含めると、総事業数は194事業、総参加者数は59,423人であった。
・NoMaps2019における連携事業として、圏域の高校・専門学校・大学・企業
と連携した札幌駅前通地下歩行空間での作品展示、ICC（インタークロス・ク
リエイティブ・センター）でのビジュアルプログラミング・ワークショッ
プ、札幌文化芸術交流センターSCARTSでの講演会等の開催等により、関連人
材の能力開発及びネットワーク構築を行った（来場者延べ3,675人）。
・雪まつり時期には、駅前通地区沿道企業と連携し、「さっぽろユキテラス
2020」と題して札幌市北３条広場に雪の美術館を設置して作品展示を行い、
文化芸術による賑わいを創出した（来場者約18,000人）。
・映像関連産業の振興とともに、観光インバウンドや地場商品の海外販路拡
大につなげていくため、国内外へのロケ誘致活動の推進や、誘致作品を活用
した各種プロモーション、市内映像関連事業者の国際共同制作支援、映像コ
ンテストの開催など、映像を活用した施策を幅広く展開した。

・「NoMaps2020」を令和2年10月14日(水)から18日(日)までの５日間をメイン
会期とし、新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮し、オンラインを中心
に開催。期間中、参画事業数は104事業、各事業のオン/オフライン参加者及
び再生回数は【Conference】で最大視聴者数合計 6,344人、延べ再生回数
10,000回以上、【Exhibition】で来場者数1,914人、【Event】で短編映画祭
のオンデマンド配信再生回数31,833回、オンラインライブ配信再生回数
25,710回、リアル上映会参加者数174人、SYNCHRONICITY 2020の参加者数
4,160人、【Meet-up】で参加者数90人となった。期間外を含めた総事業数は
176事業。
・NoMaps2020における連携事業として、圏域の高校・専門学校・大学・企業
と連携した札幌駅前通地下歩行空間での作品展示、クリエイター等によるオ
ンライントークセッションの実施により、関連人材のネットワーク構築を
行った他、コロナ禍でも実施できる、ソーシャルディスタンスを確保した新
しい形の体験イベントを開催した（オンライン参加を含む参加者延べ11,500
人）。
・雪まつり時期に予定していた、駅前通地区沿道企業と連携して実施する
「さっぽろユキテラス2021」は、新型コロナウイルス感染拡大により中止し
た。
・市内における円滑な撮影への支援や国内外からの作品誘致など、札幌の魅
力発信に資する取り組みを行った。また、映像産業振興を目的とし、学生を
対象とした映像制作講座や市内企業による映像を活用したプロモーション映
像に係る費用の一部助成などを実施した。

2 文化芸術が持つ創造性を
生かした産業活性化に向
けた取組の推進

企業とアーティストやデザイナーをつなげる展示会、地元企業や産業との連携によるビジ
ネスパーソンを主な対象とした体験型のワークショップなど、アートを媒体とした多様な
企業の交流・連携につながる事業の実施を検討します。

・札幌文化芸術交流センターにおいて、コンサートと小樽の地酒専門店とコ
ラボした「第８回まちなか夜のおんがくかい～鮭×酒～」を実施した。

・札幌文化芸術交流センターにおいて、商品におけるデザイン活用や創造し
たデザインの知的財産保護の重要性を周知するとともに、デザインを創作し
たデザイナーと企業を繋げることを目的とした「パッケージデザインコンテ
スト北海道2020」を実施した。

文化芸術が持つ創造性を点から面へと広
げていくため、教育、地域社会、福祉、
経済など様々な分野と連携し、まちの活
性化に向けた取組を推進します。特に文
化芸術を活用した集客交流の拡大など産
業活性化に向けた取組に関しては、人口
減少による大きな転換期を迎える本市に
おいて、非常に重要な取組となります。
なお、取組に当たっては、企業、ボラン
ティア、ＮＰＯ団体などの様々な主体
や、北海道内の他市町村などの幅広い地
域などと連携をしながら、進めて行きま
す。

② 文化芸術を生
かした様々な
事業との連携
強化

1
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№ 項目 内容 № 項目 内容 № 項目 内容
ステージ 施策

令和元年度の取組内容 令和２年度の取組内容
主な取組

文化芸術を生かした地域
活動の活性化（※）

音楽や地域の伝統芸能など、地域における文化芸術を活用したイベントの開催、地域に滞
在するアーティストとの交流など、文化芸術を生かして地域のにぎわいの創出・交流を促
進し、まちの活性化を図る取組を行います。

【天神山アートスタジオ】
・市民参加型イベント、ワークショップ及びアーティストとの交流会などを
実施し、幅広い世代から多くの市民が参加した。
【歌舞伎の伝承事業】
・農村歌舞伎の保存伝承に取り組む地域団体（２団体）の自主公演活動等に
対する助成を行った。
・公演の様子について、北区HPで広報を行った。
【歴史と文化の八十八選保存継承事業】
・「北区歴史と文化の八十八選」のコースガイドを、夏休みの自由研究など
に活用してもらうため、北区内の小学校4年生へ配布した（対象:31校、配布
数:2,546部）。
・篠路地区で、八十八選を含めた篠路地区の歴史について、講義や解説を交
えて街歩きをする「北区歴史と文化の八十八選を巡る会」を実施した
（10/19、参加者15名）。
【ひがしくハッピー・タッピーコンサート】
・主に東区民センターの大ホールにおいて平日14時から様々なジャンルのコ
ンサートを開催したほか、令和元年７月には、学）札幌大谷学園内の大谷記
念ホールにて夜間開催、令和元年９月には、男女共同参画推進事業と共催す
ることで、様々な客層へ音楽に触れる機会を提供した。
・公演数：５、総入場者数：931人
【白石区ふれあいバラコンサート】
・第39回「白石区ふれあいバラコンサート」を実施した。「札幌NKミュー
ジック～笠井尚貴と仲間たち～」が出演し、パーカッション＆ストリートオ
ルガンコンサートを開催した。日時：令和元年９月７日、場所：白石区民セ
ンター区民ホール、来場者数：約270名。
【新さっぽろ音楽の日】
・令和元年6月22日の終日、新札幌の８事業者・行政が主体となり、他区3区
との連携や、区内高校や地域企業等の協力のもと、15会場で終日音楽イベン
トを実施。来場者：約3,700人。

【天神山アートスタジオ】
・オンラインを活用したアーティストとの交流会や子ども向けワークショッ
プなどを実施した。
【歌舞伎の伝承事業】
・農村歌舞伎の保存伝承に取り組む新琴似歌舞伎伝承会の自主公演活動に対
する助成（１件）を行った。
・公演の様子について、北区HPで広報を行った。
【歴史と文化の八十八選保存継承事業】
・「北区歴史と文化の八十八選」のコースガイドを、総合的な学習などに活
用してもらうため、北区内の小学校４年生へ配布した（対象31校、配布数
2,631部）。
・新琴似地区及び麻生地区で、八十八選を含めた当該地区の歴史について、
講義や解説を交えて街歩きをする「北区歴史と文化の八十八選を巡る会」を
実施した（9/26、参加者９名）。
【とよひらフラワーコンサート】
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い中止となったことから、代替
企画として、豊平区のFMコミュニティ放送「FMアップル」の番組において、
出演希望のあった17団体の演奏を流し、各団体の活動を紹介することとし
た。
【芸術・文化の振興（未来へつなぐ笑顔のまちづくり活動推進事業）「きよ
フェス」】
・新型コロナウイルスの影響により、同時開催していた「きよたマルシェ」
が中止となったため、会場を清田区区民センターに移し、「きよフェス」単
独で開催。
・参加人数を限定したため、札幌市公式YouTubeチャンネルでLive配信も行っ
た。
【若者の芸術・文化活動を通じた南区まちづくり事業】
・若い世代が「芸術・アート」を切り口にまちづくり活動をする場として、
下記の事業を展開した。

【とよひらフラワーコンサート】
・7/28（日）に開催し、29団体約1,000人が出演、観客延べ3,000人を動員し
た。夏の恒例行事として定着し、豊平区民の音楽を広く市民に届ける場と
なっている。また、出演する学生がスタッフとして当日の運営にも携わって
おり、出演者同士の交流が図られている。
【芸術・文化の振興（未来へつなぐ笑顔のまちづくり活動推進事業）「きよ
フェス」】
・清田区ゆかりのアーティストや学生等が出演する音楽フェスを開催。
・令和元年９月14日（土）10；00～清田区市民交流広場で実施。来場者数約
7,000人。
【芸術・文化の振興（未来へつなぐ笑顔のまちづくり活動推進事業）「区民
コンサート」】
・清田区在住者、区内の学校等清田区にゆかりのある団体または個人による
無料コンサートを区内各所で実施。計５回、総来場者約1,700人。
【芸術・文化の振興（未来へつなぐ笑顔のまちづくり活動推進事業）ＰＭＦ
清田区公演「ＰＭＦアンサンブル演奏会」】
・PMFアカデミー生（または修了生）によるアンサンブルコンサートを開催。
・令和元年７月25日（水）19：00～清田区民ホールで実施。来場者数251人。
【若者の芸術・文化活動を通じた南区まちづくり事業】
・若い世代が「芸術(アート)」を切り口にまちづくり活動をする場として、
下記の事業を展開した。
　札幌軟石を使ったアート事業の開催　開催回数：１回、参加者：57名
　真駒内駅耐震化工事の仮壁を活用したチョークアート事業　開催回数：２
　回、参加者：35名
　大学生との連携事業（広報媒体のデザイン制作、南区ロゴマーク制作、
  南区魅力ＰＲグッズ制作、雪あかりチラシ制作）
【みんなの杜コンサート】
・市立札幌みなみの杜高等支援学校体育館において、札幌市消防音楽隊によ
るコンサートを開催し、音楽を通して生徒と地域住民の相互理解の醸成や交
流促進を図った。

  郵送及びインターネットを活用した札幌軟石を使ったアート事業　開催回
  数２回、参加者339名
  アートに関する動画投稿企画「WEB版南区U-40アートフェスティバル2020」
　開催、参加者47名
  大学生との連携事業（広報媒体のデザイン制作、南区ロゴマーク制作、南
  区魅力PRグッズ制作、雪あかりチラシ制作）
【みんなの杜コンサート】
・新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、体育館でのコンサートを
継続することが難しいため、屋外で実施できるイベントとして、地域や校内
で栽培した野菜の販売や生徒が制作した食器類の展示等を行うマルシェを開
催した。
【コトニジャズ】
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、従来の地下鉄琴似
駅での開催は中止したが、「おうちでコトニジャズ」と題し過去の開催の様
子を西区ホームページ上で公開し、コロナ禍でも区民がジャズやプロの演奏
に触れる機会を提供した。
・「コトニジャズ at Midnight」として、営業終了後の地下鉄琴似駅無観客
公演の動画を撮影し、西区ホームページにて公開した。
【コトニクラシック】
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、従来の地下鉄琴似
駅での開催は中止したが、「おうちでコトニクラシック♪」と題し過去の開
催の様子を西区ホームページ上で公開し、コロナ禍でも区民がクラシックや
プロの演奏に触れる機会を提供した。
・「コトニクラシックin西区役所」として西区役所内で演奏を行い、その様
子もあわせて西区ホームページにて公開した。

  開催日時：令和元年10月30日（水）、13：30～15：00、参加者数：256名
（生徒及び教員、地域住民）
【西区文化フェスタ】
・令和２年１月31日にちえりあでオープニングイベントを開催した後、２月4
日～２月23日にかけて、ターミナルプラザことにパトス（地下鉄琴似駅地下2
階）で13団体による14公演を開催。区民が気軽に芸術文化を鑑賞できる機会
を提供するとともに、地域のにぎわいづくりに貢献した。
・開催日数：19日間（うち1日は準備日）、総来場者数：1659人（オープニン
グイベントを除く）
【こども・あーと・にしく】
・夏休み期間中の７月31日に、メディアデザイン・メディアアートにおいて
高度な専門性を有する北海道科学大学の協力により、iPadを使用して短編映
像を制作する子ども向けワークショップ「コマ撮りで短編映像をつくろ
う！」を開催。区内在住の小学生に対し、気軽に芸術に親しむ機会を提供し
た。参加者数：18人。
【コトニジャズ】
・地下鉄琴似駅コンコースを会場とし、６月から９月に４回の無料ジャズラ
イブを開催。区民が気軽にジャズに触れることができる機会を提供。総来場
者数：約460人。
【コトニクラシック】
・地下鉄琴似駅コンコースを会場とし、６月から９月にかけて3回の無料クラ
シックコンサートを開催。区民が気軽にクラシックに触れることができる機
会を提供した。
・総来場者数：約650人
【ていね音楽祭】
・手稲区内で音楽活動に励む方々に広く発表の場を提供し、地域の文化・芸
術活動の振興を目的に開催した。
・令和元年度は個人での参加も含めて、昨年度の16組を超える20組が歌や演
奏を披露し、最後には恒例の全体合唱が行われ、観客を含めた全員が音楽を
楽しむことができた。出演者：170名（20組）、観客数：約320名。
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札幌市文化芸術基本計画（第３期）　第４章　今後の札幌の文化芸術振興施策の進捗状況

№ 項目 内容 № 項目 内容 № 項目 内容
ステージ 施策

令和元年度の取組内容 令和２年度の取組内容
主な取組

文化芸術などを通じた都
市間の連携による取組の
推進（※）

創造都市ネットワーク加盟都市、交流協定締結都市 、北海道や道内他市町村等との文化芸
術や観光などを通じた継続的な交流により、相互の都市の魅力向上を図ります。

・ユネスコ創造都市ネットワークの加盟都市であるグアダラハラ市（メキシ
コ）からアーティスト1名を招へいし、札幌での調査を経て滞在制作を支援。
帰国後、グアダラハラ市での作品発表につながった。
・また、同じくユネスコ創造都市ネットワークの加盟都市であるコシツェ市
（スロバキア）、アデレード市（オーストラリア）での国際会議に、札幌国
際芸術祭ディレクターが招へいされ、参加した。
・NoMaps2019では、浜松市の企業の技術者を招き札幌の企業と合成音声技術
に関するトークイベントを開催し、交流を深めた。
【浜松市】
・浜松市の小中高生を団員とするジュニアオーケストラ浜松と本市の小中高
生を団員とするHBCジュニアオーケストラの交流演奏会を開催したほか、両団
体がスクール音楽祭に出演し、演奏を披露した。
【松本市】
・平成31年４月１日に、松本市から本市観光・MICE推進課へ職員を派遣。
・オータムフェスト11丁目PRブースに信州松本観光PRブース出店(期間9/14～
9/15)
・超広域観光ビジット３連絡会議
　観光・文化都市交流協定を結ぶ3自治体（札幌市・松本市・鹿児島市）でイ
ンバウンド誘客事業としてウェブを活用した広告の掲載等のプロモーション
を実施。
・第30回楽市楽座への札幌市ブース出展（10/19～20）。
【道内他市町村との連携】
・Kitaraファースト・コンサート事業においては、広域圏組合で実施してい
たジュニアコンサートをKitaraファースト・コンサートに統合するための準
備を進めた。
・さっぽろ連携中枢都市圏（札幌市を除く）から30校2,025人が参加した。
・札幌ジュニアジャズスクールでは、ジャズの種プロジェクトとして、砂
川、幕別、羊蹄、広尾の４地域と一年を通じて合同の合宿や演奏会などの交
流活動を行った。

・ユネスコ創造都市ネットワークのメディアアーツ分野加盟の９都市によ
る、オンラインを活用したアーティストの作品共同制作事業を行った。
・札幌市はスロバキアのコシツェ市とペアを組み作品制作を行った他、制作
終了後に両都市の参加アーティスト及び担当者が参加するオンライントーク
イベントを実施し、制作の振り返りや、両市の取組や国際交流の課題につい
て共有した。
【浜松市】
・新型コロナウイルスの影響から往来を伴う交流事業を取りやめた。例年、
音楽交流の場として出演していた「さっぽろスクール音楽祭」がオンライン
開催となり、浜松市中学校合唱団の演奏動画をさっぽろアートステージ公式
Youtubeチャンネルに掲載した。
【松本市】
・平成31年４月１日～令和３年３月31日の間、松本市から本市観光・MICE推
進課へ職員を派遣。
・超広域観光ビジット３連絡会議
　令和元年度まで観光・文化都市交流協定を結ぶ３自治体（札幌市・松本
市・鹿児島市）でインバウンド誘客事業としてWEBを活用した広告の掲載等の
プロモーションを実施しててきたが、令和２年度は新型コロナの影響により
活動休止し、令和２年度末をもって解散した。
【道内他市町村との連携】
・札幌ジュニアジャズスクールでは、ジャズの種プロジェクトとして、砂
川、幕別、羊蹄、広尾の４地域と一年を通じて合同の合宿や演奏会などの交
流事業を行った。
・Kitaraファースト・コンサートでは、連携中枢都市圏の小学校を対象とし
て実施予定であったが、新型コロナウイルスの影響により中止し、音楽教材
として使用可能なDVDを作成の上各学校へ配布した。

5 助成制度の在り方の検討
【再掲】（★）

文化芸術振興助成金の制度の運用方法等の見直しを進めるとともに、社会包摂、多世代交
流、地域のにぎわいの創出など、まちづくりに寄与する文化芸術を活用した取組への支援
制度の検討を進めます。

―
・文化関係の団体からヒアリングを行い、そこから得た意見を参考に、新制
度の構築を進めた。

文化芸術と環境の融合
（※）

芸術関連施設の集積した芸術の森地区や高い芸術性が評価されるモエレ沼公園など、自然
と芸術が調和した環境を生かした取組を推進していきます。

【芸術の森地区】
・毎年恒例の地域音楽祭「芸術の森地区音楽祭」に、札幌ジュニアジャズス
クールの小学生クラスが出演し、演奏を披露した。
【モエレ沼公園】
・展覧会「遠藤冬華　移住の子」7/20～8/25（入場者数6918人）、「遠藤冬
華トークイベント」7/21（入場者数25人）8/3（入場者数60人）「モエレホワ
イトクリスマス2019」12/21、22（入場者数491人）、「イサムノグチあかり
展」1/18～2/29（入場者数2158人）

【芸術の森地区】
・芸術の森工芸館を会場として、毎年恒例の地域文化祭「芸術の森地区文化
祭」を開催した。まちづくりセンターや老人福祉センター、市立大学の生徒
等が参加し、水彩画や陶芸など多種多様な作品の展示を通して、地域住民の
交流を図った。
【モエレ沼公園】
・「モエレ沼公園グランドオープン15周年記念　山内悠惑星展」7/18～8/30
（入場者数7257人）、「モエレホワイトクリスマス2020」12/19・20（入場者
数70人）、「イサム・ノグチあかり展」1/9～3/7（入場者数1975人）、「札
幌国際芸術祭2020モエレ・デ・アソボ」1/24（入場者数14人）

7 教育機関等との連携 美術鑑賞、制作体験、音楽鑑賞等を通して子どもの感性を磨き、豊かな情操を育む取組を
行うとともに、その効果を一層高めるため、事前・事後に行う学習との関連を十分に図り
ます。

・オーケストラ、ミュージカル等本格的な文化芸術に触れる機会を提供する
「こどもの文化芸術体験事業」を実施したほか、そのメニューの１つである
「ハロー！ミュージアム」事業参加前には、各学校において事前学習の時間
を設けて、美術館でのマナーや美術鑑賞の仕方等についての学習を行った。
・小学生が文化芸術を体験する事業として、「Kitaraファースト・コンサー
ト」、「ハロー！ミュージアム」、「PMFリンクアップ・コンサート」などを
実施した。
・また、子どもが質の高い芸術文化に直接触れることによる教育効果を一層
高めるため、学校向け説明会の開催や授業で活用できる資料の提供などによ
り、事前・事後に行う学習との関連を十分に図った。

・オーケストラ、ミュージカル等本格的な文化芸術に触れる機会の提供する
「こどもの文化芸術体験事業」を実施したほか、そのメニューの１つである
「ハロー！ミュージアム」事業参加前には、各学校において事前学習の時間
を設けて、美術館でのマナーや美術鑑賞の仕方等についての学習を行った。

福祉分野での文化芸術の
活用（☆）（※）

障がいのある方たちが自主的に行う創作的活動などへの助成や、作品展示の機会などを通
じた情報発信により、社会参加の推進や障がいに関する理解の促進を図ります。

【カラフルブレインアートフェス】
・JR札幌駅西コンコースにて、発達障がいのある方の作品の展示、情報コー
ナーの設置、過去の作品展の様子や発達障がいへの理解・普及啓発を含めた
映像の投影を行った（２日間）。
【札幌市身体障害者福祉センター指定管理事業（教養講習会・文化活動育成
事業）】
・教養講習会（実施回数337（回）/利用者数3,408（人））
　利用者のニーズを反映した多彩な講座を展開し、身体障がい者の生涯学習
  の意欲の高揚を図った。
　創造的活動（生花教室20回/95人、短歌教室11回/67人、陶芸教室44回/120
　人、手芸教室（肢体障がい者）20回/178人、手芸教室（中途失聴難聴者）9
  回/58人、絵画教室22回/182人）
  社会適応活動（手話教室（中途失聴難聴者）36回/963人、ペン
  字教室19回/209人、料理教室（肢体障がい者）9回/106人、料理教室（中途
  失聴難聴者）9回/90人、英会話教室32回/253人、トータルコミュニケー
  ション（中途失聴難聴者）3回/103人）
　レクリエーション活動（民謡教室34回/428人、カラオケ教室11回/72人、囲
　碁教室32回/374人、茶道教室（肢体障がい者）22回/81人、健康づくり教室
  4回/29人）
・文化活動育成事業
　障がい者の社会活動への参加促進と生きがいの高揚を目的に、自主的に活
  動している文化クラブ２団体に対して活動費の助成を行った。
　助成を行った団体（壱石会（囲碁）、陶芸クラブ（陶芸））
【札幌市視聴覚障がい者文化・スポーツクラブ等助成金】
・申請のあった視覚障がい者関係６クラブ、聴覚障がい者関係３クラブへ計
360,000円を交付。

【札幌市身体障害者福祉センター指定管理事業（教養講習会・文化活動育成
事業）】
・教養講習会（実施回数119（回）/利用者数803（人））
　利用者のニーズを反映した多彩な講座を展開し、身体障がい者の生涯学習
  の意欲の高揚を図った。
　創造的活動（生花教室10回/34人、短歌教室9回/53人、陶芸教室22回/42
  人、手芸教室（肢体障がい者）10回/67人、手芸教室（中途失聴難聴者）3
  回/19人、絵画教室8回/49人）
  社会適応活動（手話教室（中途失聴難聴者）11回/249人、ペン
  字教室10回/87人、料理教室（肢体障がい者）0回/0人、料理教室（中
  途失聴難聴者）0回/0人、英会話教室13回/71人、トータルコミュニケー
  ション（中途失聴難聴者）0回/0人）
　レクリエーション活動（民謡教室0回/0人、カラオケ教室0回/0人、
　囲碁教室9回/88人、茶道教室（肢体障がい者）12回/39人、健康づくり教室
　2回/5人）
・文化活動育成事業
　障がい者の社会活動への参加促進と生きがいの高揚を目的に、自主的に活
　動している文化クラブ２団体に対して活動費の助成を行った。
　助成を行った団体（壱石会（囲碁）、陶芸クラブ（陶芸））
【札幌市視聴覚障がい者文化・スポーツクラブ等助成金】
・申請のあった視覚障がい者関係５クラブ、聴覚障がい者関係３クラブへ計
322,500円を交付。

1 創造都市ネットワークを
活用した国内外の都市と
の交流・情報発信

市民が多様な文化芸術に触れる機会を創出するとともに、本市の文化芸術を戦略的かつ積
極的に情報発信し、具体的な連携を促進するため、「ユネスコ創造都市ネットワーク」や
「創造都市ネットワーク日本」を活用して国内外の創造都市との交流を進めます。

・会議等への参加
ユネスコ創造都市ネットワーク加盟都市で開催されたイベント・会議等にお
いて、連携事業の調整やシティプロモーション等を実施。
　ネットワーク年次総会（2019年6月、ファブリアーノ／イタリア）
　ネットワーク分野別会議（2019年10月、ブラガ／ポルトガル）
　第１回アジア太平洋創造都市会議（2019年10月、アデレード／オーストラ
　リア）
　コシツェ・アート&テック・デイズ2019（2019年11月、コシツェ／スロバキ
　ア）
・アーティスト・イン・レジデンスの実施
ユネスコ創造都市ネットワーク加盟都市で札幌市と同じメディアアーツ分野
に加盟する都市から推薦を受けて選考したアーティスト（グアダラハラ／メ
メシコから一組）を受入れ、札幌での滞在制作を支援。（2019年11月-2020
年１月）
・企業間交流
NoMaps2019では、浜松市の企業の技術者を招き札幌の企業と合成音声技術に
関するトークイベントを開催した。（2019年10月）

・会議等への参加
　ユネスコ創造都市ネットワーク国内加盟都市会議（2020年10月、金沢）
　ユネスコ創造都市ネットワーク分野別会議（2020年11月、アンギャン＝レ
　＝バン/フランス（オンライン））
・創造都市間交流
オンラインでの作品共同制作事業への参加。
各都市から公募で選ばれたアーティストがペアを組み、オンラインで作品の
共同制作を行うプログラムに参加（2020年10月-11月、交流都市：スロバキ
ア・コシツェ）。制作の振り返り兼都市の取組の共有を日英逐次通訳付のオ
ンライントークイベントとして実施（2021年2月）。
オンラインセミナーの実施。
都市の取組や課題を共有し、人を巻き込む活動のヒントを探るセミナーを実
施。併せて、都市が選出した創造的活動の入口になりうる書籍を展示（2020
年12月、交流都市：神戸）。

札幌の世界水準の文化芸術を国内外へ発
信したり、国内外の創造都市と交流した
りすることを通じて、また、東京2020オ
リンピック・パラリンピック競技大会な
どの大型のスポーツイベントなどの機会
と連動した取組を行うなど、国内外の観
光客等が文化芸術に触れる機会を増や
し、札幌の国際都市としての魅力を一層
高めていきます。

③ 札幌の文化芸
術を通じた国
内外への魅力
発信
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札幌市文化芸術基本計画（第３期）　第４章　今後の札幌の文化芸術振興施策の進捗状況

№ 項目 内容 № 項目 内容 № 項目 内容
ステージ 施策

令和元年度の取組内容 令和２年度の取組内容
主な取組

2 さっぽろ雪まつり（☆） 世界的に有名な札幌を象徴する祭りであるさっぽろ雪まつりは、芸術的な大小の雪氷像で
雪と氷の祭典を展開し、札幌の魅力を発信します。また、プロジェクションマッピング で
アートに触れる機会を提供するとともに、AR等のICTを活用した雪とアートの融合により、
さっぽろ雪まつりの魅力向上につなげていきます。

・芸術的な大小の雪氷像と氷の祭典を展開し、美しい札幌の冬の魅力を発信
した。
・また、雪像、プロジェクションマッピング、ARが融合した最先端の芸術に
触れる機会を提供した他、ウポポイ（民族共生象徴空間）のOPENに先立ちア
イヌ文化が体感できるコンテンツを展開、国際都市としての魅力向上につな
げた。

・新型コロナウイルスの影響により、会場を設けての開催ではなく、オンラ
イン形式での開催となった。
・写真投稿コンテストや札幌の冬の魅力を発信する動画の配信、過去の雪ま
つりの映像の配信等、市民にこの冬ならではの楽しみを提供するとともに、
歴史ある雪まつりの文化や札幌の冬の魅力を発信することで将来の誘客につ
なげるような取り組みを行った。
・なお、令和２年度の開催形式は例年と大きく異なるため「第72回」のカウ
ントは行っていない。

3 さっぽろホワイトイルミ
ネーション（☆）

 日本で最初のイルミネーションとして1981年から続く札幌の初冬を彩るさっぽろホワイト
イルミネーションにメディアアーツの要素を取り入れた新たなイルミネーションを展開し
ます。

・街全体への広がりを持たせるために大通会場を中心に駅前通りや北3条広場
等も点灯し、札幌の街を幻想的に彩った。光と音の動きのある演出で花と季
節の移ろいを表現し、GOBO照明を利用して地面にダイヤモンド等を投影する
など、新たな演出を行った。

・新型コロナウイルスの影響により、開会式等のステージイベントや飲食
ブースの設置を取りやめ、点灯時間を短縮する等感染拡大防止対策を行った
上で実施した。
・また、さっぽろ雪まつりがオンライン開催となり大通会場を設営しないこ
とに伴い、大通会場および札幌駅前通会場について通常よりも会期を延長し
た。

大規模イベントとの連動
（★）（※）

スポーツなどの大規模イベントと既存の文化芸術イベントを連動させることで、相乗的に
興味・関心を高めるとともに、多くの市民や観光客へ札幌の魅力を発信します。
また、2020年には、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に合わせて様々な取
組を実施します。

・「beyond2020プログラム」（東京2020オリンピック・パラリンピック競技
大会の開催に際して、地方公共団体や公益法人、公式スポンサー以外の企業
を含む企業等が実施する、成熟社会にふさわしい次世代に誇れるレガシーを
創り出す文化プログラム）の認証組織として、申請に対する認証等を行っ
た。
【さっぽろウォーキングストリート(ラグビーワールドカップ2019)】
・大会期間中に実施したウォーキングイベントでは、時計台や北海道神宮、
円山公園など、市内の観光名所を巡るウォーキングコースを設定し、多くの
方に参加していただいた。（参加人数：161人）
・また、おもてなしの一環として、着付けや茶道などを体験できるイベント
も実施。ファンゾーン周辺で案内チラシを配布し、海外から訪れた多くの観
戦客に日本の伝統文化を体験していただいた。（参加人数：110名）
・

・「beyond2020プログラム」（東京2020オリンピック・パラリンピック競技
大会の開催に際して、地方公共団体や公益法人、公式スポンサー以外の企業
を含む企業等が実施する、成熟社会にふさわしい次世代に誇れるレガシーを
創り出す文化プログラム）の認証組織として、申請に対する認証等を行っ
た。

5 PMF（パシフィック・
ミュージック・フェス
ティバル札幌）【再掲】

世界中から選抜された若手音楽家に対する一流の音楽教育の場として、世界有数の音響を
誇る札幌コンサートホール（Kitara）や札幌芸術の森など札幌が誇る文化資源を活用する
とともに、大通公園やもいわ山での演奏会など観光資源も積極的に活用することで、世界
各国から参加するアカデミー生 や教授陣、各地から来る観客を通じて、札幌の魅力と音楽
文化に対する貢献を世界に発信します。

・大通公園やもいわ山、札幌市北三条広場等の観光施設、国指定重要文化財
「豊平館」等の文化施設、JR札幌駅や商業施設等での無料のアウトリーチコ
ンサートなど26公演を開催。

令和２年度開催のPMF2020は、新型コロナウイルスの影響により中止となった
が、PMF修了生による無料コンサート「PMF Connects LIVE!」では、大通公園
や時計台といった観光資源も会場とするなど、札幌の魅力発信に努めた。

6 サッポロ・シティ・ジャ
ズ【再掲】

ジュニアジャズスクール による国際交流や、海外ジャズフェスティバル へのコンテスト
優勝者の派遣などといった、海外プロモーション活動を通じて、参加者の中から国内外で
広く活躍するアーティストが輩出されてきています。今後も、様々な取組により札幌の音
楽文化の発展・発信に努めていきます。

・サッポロ・シティ・ジャズ2018パークジャズライブコンテスト優勝バンド
のRyo Miyachi Quintetをイタリアに派遣し、ペルージャで開催されたウンブ
リア・ジャズへの出演を通してサッポロ・シティ・ジャズのプロモーション
活動を行った。

・新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、海外プロモーションとして
予定していた前年度のパークジャズライブコンテスト優勝アーティストの海
外ジャズフェスティバルへの派遣は中止した。

7 札幌国際芸術祭【再掲】 札幌の大きな特徴である寒冷な気候や雪、さらには北方圏の文化などを題材とした作品や
プロジェクトを紹介するなど札幌の魅力を生かした独自性のあるプログラムを展開しま
す。また、海外のディレクター やアーティストの招聘などにより、文化交流や情報発信な
どを含めた国際的な連携を高めていきます。

・札幌の特徴や魅力をより生かしていくため開催時期を冬季としたSIAF2020
の開催準備を進めた他、メディアアート担当ディレクターが所属するヴロツ
ワフ（ポーランド）のWROメディアアートセンター財団と連携についての協定
を結び、当財団が主催するWROメディアアートビエンナーレに出展する等、積
極的に海外への発信を行った。
・SIAF2020に参加する海外アーティストを招へいし、市役所ロビーで市民参
加型の作品制作ワークショップ及び作品展示を行い、さらにはアーティスト
によるトークイベントを行った。
※世界的に新型コロナウイルス感染症が収束しない状況を受け、令和２年７
月22日にSIAF2020の開催中止を公表した。

・札幌の特徴や魅力をより生かしていくため開催時期を冬季としたSIAF2020
は、新型コロナウイルス感染症が収束しない状況を踏まえ中止となったが、
２年余りの期間をかけて作り上げてきた本芸術祭の企画内容、作品のアイデ
ア等をオンラインコンテンツ、冊子を通じて公表し、市民はもとより国内外
への発信を行った。

8 札幌交響楽団による鑑賞
機会の提供【再掲】

道内唯一のプロオーケストラの演奏を、国内外で評価の高い音楽専用ホールの札幌コン
サートホール（Kitara）を拠点として楽しめることは、札幌のまちの魅力につながってい
ます。本市では引き続き同楽団の支援を継続するとともに、文化・スポーツイベントなど
様々な機会に、同楽団の優れた演奏が多くの市民、観光客の方々に提供されるよう、取り
組んでいきます。

・札幌交響楽団が行う音楽芸術普及振興事業を支援するため、その運営費に
対して補助金を交付した。
・補助金交付額：160,000千円、市内公演回数：73回、市内公演観客者数：
114,792人。

・札幌交響楽団が行う音楽芸術普及振興事業を支援するため、その運営費に
対して補助金を交付した。
・補助金交付額：160,000千円、市内公演回数：44回、市内公演観客者数：
34,073人。
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札幌市文化芸術基本計画（第３期）　第４章　今後の札幌の文化芸術振興施策の進捗状況

№ 項目 内容 № 項目 内容 № 項目 内容
ステージ 施策

令和元年度の取組内容 令和２年度の取組内容
主な取組

1 情報発信・共有システム
の検討

公式アプリ「札幌いんふぉ」におけるアプリの特性を生かすとともに、公式観光情報サイ
ト「ようこそさっぽろ」を活用して、観光情報と併せた文化芸術情報を発信するなど、市
民や観光客にとって魅力的な情報発信を行うほか、観光客の周遊促進に向けたコンテンツ
作成についても検討します。

・ようこそさっぽろについては、HPやFacebook等の各種SNSサービスを積極的
に活用し、観光客のニーズに沿った幅広い観光情報を提供することによっ
て、国内外の観光客満足度向上と集客促進を図っている。
・札幌いんふぉについては、イベント情報の更新や、プッシュ配信・オフラ
イン機能を用いて情報発信を行っている。

・ようこそさっぽろについては、HPやInstagram等の各種SNSサービスを積極
的に活用し、観光客のニーズに沿った幅広い観光情報を提供することによっ
て、国内外の観光客満足度向上と集客促進を図っている。
・札幌いんふぉについては、イベント情報の更新やオフライン機能を用いて
情報発信を行っている。

2 集客力の向上を図る積極
的な情報発信（※）

イベント等の情報発信を市民交流プラザや大通情報ステーションなど都心部の集客力の高
い空間や、ホテルなどの関連産業と連携して行うほか、SNS等の活用によりイベントに参加
した市民が新たに情報の発信者となるような、広く情報が波及する仕組みを検討します。

【市民・観光客にとって魅力的な情報発信】
・ＳＣＡＲＴＳにチラシラックを設置し、市内文化団体が実施する催しのフ
ライヤーを無償で配架するサービスを行っており、多くの市民や観光客の方
に情報を提供した。
・ホームページでは、アート業界関係者の対談企画や、市内文化施設や展示
施設等の情報をまとめたデータベースを提供し、文化芸術情報の発信に努め
た。
・フライヤー持ち込み数：2,962件。
【大通情報ステーション】
・イベント取扱い件数
　観光：224件、美術・工芸：1,668件、書道・文学・写真：554件、音楽：
1,502件、舞
　台芸術：782件、スポーツ：186件、その他：1,799件、合計6,715件

【市民・観光客にとって魅力的な情報発信】
・札幌文化芸術交流センターにチラシラックを設置し、市内文化団体が実施
する催しのフライヤーを無償で配架するサービスを行っており、多くの市民
や観光客の方に情報を提供した。
・ホームページでは、アート業界関係者の対談企画や、市内文化施設や展示
施設等の情報をまとめたデータベースを提供し、文化芸術情報の発信に努め
た。
【大通情報ステーション】
・イベント取扱い件数
　観光：52件、美術・工芸：923件、書道・文学・写真：284件、音楽：321
件、舞台芸
　術：240件、スポーツ：76件、その他：726件、合計2,622件

② 情報の蓄積に
向けた調査・
研究

文化芸術に関する情報を蓄積すること
で、将来にわたって、新たな文化や価値
の創造や、関連分野における応用・活用
に資するものとなることから、多くの人
がこれらの情報を利用するための望まし
い仕組みの在り方を検討します。

1 文化芸術に関するアーカ
イブ化の在り方の検討
（★）

文化芸術に関する情報を広く利用できる仕組みとして、データベースの活用などアーカイ
ブ の持続可能な在り方について、検討を行います。

・アーカイブ化の対象拡大について検討を行った。 ・指定及び登録文化財やふるさと文化百選などのアーカイブ化を行い、イン
ターネット上で閲覧できるシステムを公開した。

1 基本計画の推進・評価に
向けた取組の検討

文化芸術の本質的価値（創造性と感性を育む等）など、文化芸術分野の特性を踏まえ、定
量的のみではない適切な指標の検討を行うなど、定性的な側面も捉えた施策の改善に資す
る評価の在り方の検討等を行います。

・施設において、ワークショップを行い、評価方法の在り方について、検討
を行った。

・これまで実施したワークショップ等を踏まえ、評価方法の在り方につい
て、引き続き検討を行った。

2 定期的な調査等の実施に
よる市民ニーズの把握と
活用

文化芸術活動やニーズに関するアンケートを継続するとともに、市民、アーティスト、文
化芸術団体等による意見交換を行い、文化芸術に関する施策の推進・方向性の検討に活用
します。また、他都市との情報交換などにより、比較可能な指標について調査を行いま
す。

・「文化芸術意識調査」により市民アンケートを実施したほか、大都市文化
行政会議（政令指定都市＋東京都）の開催を通じて、他都市の情報を収集。

・アーティストなどの文化芸術関係者等で構成された「札幌文化芸術未来会
議」を設置し、多くの文化芸術関係者が新型コロナウイルス感染症の影響を
受けていることも踏まえ、市の文化芸術に関する短期的及び中長期的な施策
の推進に関して意見交換を行った。
・また、その施策の検討に当たり、文化芸術活動の現状、課題及びニーズ等
の実態を幅広く把握するため、札幌市在住及び札幌市を活動の拠点とする文
化芸術関係者（個人：1,267人、団体：238団体）を対象に活動実態調査を実
施した。

4 市民が入手しやすい情報
の発信方法、文化芸術に
関する情報の保存・蓄積
の在り方、文化芸術の特
性に留意した評価方法な
ど、各ステージの取組を
効果的に進めるための施
策を定めます。

視点の検討 ① 情報発信機能
の強化

市民や観光客が文化芸術活動に触れ、参
加するためのきっかけづくりとして、文
化情報や観光情報を集約し、報道機関や
ホテル等の観光関係産業とも連携し、よ
り分かりやすく効果的に提供・発信しま
す。

③ 将来の文化芸
術活動を活性
化させるため
の調査・研究

将来の札幌の文化芸術活動の活性化につ
ながるように、文化芸術に関わるデータ
の収集、国や道内、道外他都市との情報
交換、市民ニーズの分析などの調査研究
に向けた取組を行います。また、文化芸
術分野の特性を十分に踏まえ、量的・質
的双方の側面を含む適切な評価方法の検
討を進めます。


