
長野県県民文化部
文化政策課

資料２

令和４年６月９日
次期「長野県文化芸術振興計画」策定に係る

有識者懇談会（第１回）

「長野県文化芸術振興計画」と
県の文化振興施策について



長野県文化芸術振興計画（平成30年３月策定）

「長野県文化芸術振興計画」について

●位置付け
・長野県総合５か年計画「しあわせ信州創造プラン2.0」
における文化芸術分野の個別計画

・文化芸術基本法（平成13年法律第148号）第７条の２
第１項に基づく「地方文化芸術推進基本計画」

●計画期間
平成30年４月～令和５年３月

第１ 策定の考え方
第２ 現状と課題
第３ 長野県の文化の特性
第４ 文化芸術の力・価値

第５ 基本目標と施策の方向性
第６ 施策の展開
第７ 文化芸術行政の推進拠点・推進体制
第８ 計画の進捗状況の評価・検証

●構成

●策定の目的
人口減少の急速な進行など、文化芸術を取り巻く環境の変化を踏まえ、

本県の文化芸術振興の基本目標、施策の方向性等を定める
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２ 長野県の文化芸術の現状と課題

(1)県民の文化芸術活動
特に子どもの文化芸術活動の充実が求められる

(2)地域における文化芸術活動
民俗芸能・伝統行事の継承、地域と芸術家を結ぶアートマネジメント人材の育成

(3)文化施設における文化芸術活動
利用者増加を図るとともに、文化会館については周辺施設の状況も踏まえ、それ
ぞれの役割を明らかにすること

(4)長野県における文化芸術の推進体制
財政的な支援、専門人材の養成、一元的な情報発信

「長野県文化芸術振興計画」について

１ 文化芸術を取り巻く環境の変化

(1)人口減少の急速な進行と超高齢社会、人生100年時代の到来
生涯にわたって文化芸術に親しみ、楽しむことができる社会づくりが求められる

(2)社会意識の変化と高度情報通信社会の進展
技術革新が進む中で一人ひとりがクリエイティブな発想を持つことが求められる

(3)国際交流やグローバル化の進展
東京オリパラ等を契機に文化芸術と観光等の一層の連携が求められる

(4)「文化振興元年」をはじめとする文化行政の動向
県はH27を「文化振興元年」とし、「長野県文化振興基金」を設置

●現行計画策定時の「現状と課題」（本文P2-5）
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「長野県文化芸術振興計画」について

●基本目標（本文P9）

文化力で、心豊かな人生100年時代を拓く～創造性あふれる信州を目指して～

●目指す姿（本文P10）

１ 文化芸術を楽しみ、創るひとづくり

【施策の方向性】
(1) 多様な文化芸術の振興
(2) 生涯にわたり文化芸術を楽しみ、学ぶ環境づくり
(3) 文化芸術を創る人材の育成

２ 文化芸術に広く親しむ社会づくり

【施策の方向性】
(1) 誰もが文化芸術に参加することができる機会の拡大
(2) 文化芸術による地域間交流・国際交流の拡大

３ 文化芸術の力を活かした地域づくり

【施策の方向性】
(1) 地域文化の保護・継承
(2) 文化芸術を活用した地域社会の活性化
(3) 文化芸術を活用した地域経済等の活性化
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「長野県文化芸術振興計画」について

●重点的施策（本文P13）

① 幼児期、就学期をはじめとする若い世代の文化芸術活動の充実
② 障がいの有無や居住場所により文化芸術に親しむことができない障壁
（バリア）の解消

③ オリンピック文化プログラムをはじめとする文化芸術情報の発信力の
強化

④ アーティスト・イン・レジデンスの推進
⑤ 文化財の確実な保護、継承と積極的な活用
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【重点的に取り組む推進拠点・推進体制の強化】（本文P14）

◎ 県民参加による信濃美術館の整備・運営
◎ 専門人材による県立文化会館の企画・運営力の強化
◎ 専門人材による文化芸術活動への中間支援の検討

●信州クリエイティブ・プロジェクト（本文P15）

①「演劇による学び」プロジェクト
②「アート拠点創造」プロジェクト



基本目標 測定指標項目 現状値（年度） 目標値（年度）

文化力で、心豊かな人
生100年時代を拓く
～創造性あふれる信州
を目指して～

・文化芸術活動に参加した人の割合
70.1％

（2016年度）
72.5% 

(2022年度)

「長野県文化芸術振興計画」について

●成果指標

【全体指標】

めざす姿等 測定指標項目 現状値（年度） 目標値（年度）

１文化芸術を楽しみ、
創るひとづくり

・セイジ・オザワ 松本フェスティバルにおけ
る「子どものための音楽会」の参加児童数

10,252人
（2017年度）

10,500人
（2022年度）

２文化芸術に広く
親しむ社会づくり

・県文化施設のアウトリーチ活動の鑑賞者数
11,168人

（2016年度）
12,947人

（2022年度）

・アーティスト・イン・レジデンスによる
交流人口

25,748人
（2016年度）

55,000人
（2019年度）

・オリンピック文化プログラム
（beyond2020プログラムを含む。）の実施
件数

３件
（2017年度）

12件
（2022年度）

３文化芸術の力を
活かした地域づくり

・国、県指定等文化財の件数
1,295件

（2016年度）
1,450件

（2022年度）

４文化行政の推進
拠点・推進体制 ・県立文化会館のホール利用率

67.3％
（2016年度）

70.0％
（2022年度）

【施策ごとの指標】
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「長野県文化芸術振興計画」について

【参考指標】

めざす姿等 測定指標項目 現状値（年度）

１文化芸術を楽しみ、
創るひとづくり

・長野県芸術文化協会の加盟団体数
・県民芸術祭への参加者数
・国民文化祭への参加団体数

29団体（2017年度）
221,264人（2016年度）

5団体（2017年度）

・公民館における主催文化事業の実施件数 2,267件（2014年度）

・県内の文化施設（劇場・音楽堂等）に配置される
専門人材

・next（長野県若手芸術家支援事業）を活用した若
手芸術家の活動件数

149人（2017年度）
21件（2016年度）

２文化芸術に広く
親しむ社会づくり

・県文化施設の多言語化対応率 22.7％（2017年度）

・セイジ・オザワ 松本フェスティバルの鑑賞者数 85,524人（2017年度）

３文化芸術の力を
活かした地域づくり

・県宝建造物の消防設備設置率 98.4％（2016年度）

・県内の芸術祭に参加する国内外の芸術家数
・「特別出前コンサート」等による医療機関、福祉
施設等での公演活動数

68組（2017年度）
2回（2017年度）

４文化行政の推進
拠点・推進体制

・県立文化会館・創造館の入館者数
・県立歴史館の入館者数

936,060人（2016年度）
112,390人（2016年度）
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「長野県文化芸術振興計画」に基づく取組（H30～）

長野県文化振興基金

１ 文化芸術を楽しみ、創るひとづくり（主な事業）

県民芸術祭

平成27年度を「文化振興元年」と位置づけ、「文化
振興基金」を造成。

毎年度、決算剰余金の３％を積み立て、本計画に位
置付けられた事業に充当。

【文化振興基金予算額】
R4：195百万円 R3：258百万円 R2：318百円

県民の芸術文化活動の奨励と鑑
賞機会の提供を行うため、毎年
「県民芸術祭」を開催し、県的
団体が実施する美術、音楽、芸
能、演劇、舞踊、文芸の活動を
負担金の交付等により支援。
(参加団体数 R3:27 R2:16 R1:43)

「演劇による学び」プロジェクト
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創造性やコミュニケーション力
を育むため、学校において演劇
的な手法や芸術表現の手法によ
る「学び」を取り入れる。

next（長野県若手芸術家支援事業）

県ゆかりの若手芸術家のデータベースの構築・
情報発信を図り、研修機会の提供や発表の場の
創出を通じて、活動の拡大
を支援。

ザワメキアート展

全国障害者芸術・文化祭

障がい者による芸術文化活動の全国における
裾野の拡大や芸術文化活動を通じた障がい者
と地域住民との交流機会の拡充を図ることを
目的として、全国障害者芸術・文化祭のサテ
ライト開催事業を実施。

県内の障がいのある方の芸術
作品を公募し、入選作品を展
示。R3は過去４回のザワメキ
アート展の入選者（計80名）
の芸術作品を結集し、長野県
立美術館と茅野市美術館にお
いて展示。

（モデル授業：４校、教員向けWS、
ファシリテーター連絡会議を開催）



県内の多様な文化情報を一元的
に集約・発信するウェブサイト
「CULTURE.NAGANO」を開設。
（開設日：R2.2.19）

【主なコンテンツ】
施設情報、催事情報、
特集記事、動画発信、
活動支援催事情報

県内の文化芸術団体等と連携し、東京オリパラ
組織委員会の共催による文化プログラム「信
州・アート・リングス」
を開催。県内でアーティ
スト・イン・レジデンス、
現代美術展、伝統芸能公
演等を実施。

「長野県文化芸術振興計画」に基づく取組（H30～）

２ 文化芸術に広く親しむ社会づくり（主な事業）

文化芸術発信サイト「CULTURE.NAGANO」

北アルプス国際芸術祭セイジ・オザワ 松本フェスティバル

2020東京大会文化プログラム

「セイジ・オザワ松本フェスティバル」の継続的
な開催による信州ブランドのさらなる発信のため、
共催、負担金の支出、スタッフ協力等により支援。
スクリーンコンサートや特別出前コンサート、子
どものための音楽会等
の運営を通じて、松本
市以外でも事業の充実
を図り、より多くの県
民に良質な音楽に触れ
る機会を提供。

国内外から現代アーティスト
を招へいして滞在制作を行う
「北アルプス国際芸術祭2020-
2021」の開催を支援
（参加アーティスト：11か国
36組 来場者数33,892人）
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東京藝術大学連携事業

東京藝術大学と「文化芸術振
興」等に係る連携協定を締結
（H31.2.1）ワークショップの
開催やAIR事業に向けて連携。



「長野県文化芸術振興計画」に基づく取組（H30～）

３ 文化芸術の力を活かした地域づくり
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県立文化施設アウトリーチ活動

「音楽ボランティア活動支援事業」
県内の音楽家・演奏団体のボランティア登録を
行い、福祉施設や公民館、学校等で演奏会を実施。

より多くの県民が芸術文化活動に触れる機会を創出
するため、県立文化会館（ホクト文化ホール、キッ
セイ文化ホール、伊那文化会館）の自主事業として
アウトリーチ活動を実施

「おでかけ講座」
文化会館職員が他の施設に出張し、専門知識を活
かして講座を開催。

芸術文化総合フェスティバル

県が事務局を務める長野県
芸術文化協会の主催により、
28団体ある会員団体の活動
成果を発表する場として
「芸術文化総合フェスティ
バル」を開催。

長野県の歴史文化について県民の理解を深
め、文化振興に寄与するため、学校や地域
と連携し、歴史館から遠い中南信地域の学
校に、歴史館職員が貴重な史資料とともに
赴く「お出かけ歴史館」や、県内各地で歴
史に関する「出前講座」を実施。

県立歴史館アウトリーチ事業

文化財の保存・活用等

県民共有の身近な財産である文化財を、所有
者や地域全体で適切に維持・管理するため、
文化財の保存や修理、公開や活用等に対して
補助金の交付等により支援
【文化財の修理・防災関係補助金予算額】
R4：85百万円
R3：75百万円

国や市町村と連携して、国
宝や重要文化財、県宝等への
指定や登録を推進



県全域からアマチュアオーケス
トラ演奏家、合唱愛好家（障が
い者、高齢者、子ども含む）が
参加する一
体感のある
コンサート
を開催

ORGANIC（有機的）をキーワー
ドに、アーティストとホストが
協働して、地域の魅力や可能性
を掘り起こす
アーティス
ト・イン・
レジデンス
事業を実施

地域の担い手が実行委員会を結
成し、各地域に劇場をつくって
演劇の企画・運営を行う「トラ
ンクシアター
・プロジェク
ト」を実施

「長野県文化芸術振興計画」に基づく取組（H30～）
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芸術監督団事業

・平成28年度に複数の芸術分野の専門家により構成される「芸術監督団」を(一財)長野県文化振興事業団
理事長のもとに配置。 （H28～R3）

・芸術監督の企画による事業を通じて、県内の文化事業全体の底上げと文化芸術を担う人材の育成を実施。

・６年間の業績を「信州アーツカウンシル」（R4.6始動）により引き継ぎ、「NAGANO ORGANIC AIR」、
「シンビズム」等の事業を発展的に継続していく。

芸術監督 （敬称略） 分野

串田 和美 演劇

小林 研一郎 音楽

本江 邦夫
※令和元年６月逝去

美術

津村 卓 プロデュース

●長野・スペシャルコンサート ●シンビズム

●オリジナル舞台作品の創作 ●NAGANO ORGANIC AIR

県内の学芸員のネットワーク
を形成し、信州ゆかりの作家
や美術シーンを紹介する「シ
ンビズム」
展を４度に
わたって企
画・実施

（出典）NAGANO ORGANIC AIR Instagram



「長野県文化芸術振興計画」に基づく取組（H30～）
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・長野県民が主体となる文化芸術活動に対し、専門人材が相談・助言や助成などの寄り添い型支援を行う
中間支援組織「信州アーツカウンシル」を始動。（R4.6.11キックオフイベント開催）
・文化振興事業団に「アーツカウンシル推進室」（事務局機能と専門人材の活動拠点、R4.4.1）を設置

信州アーツカウンシル

●ミッション

（１）県全域において文化芸術活動の創造力・発信力を高める
（２）文化芸術活動のポテンシャルを社会の様々な領域に拡げる
（３）県内の文化芸術活動が持続的に発展する環境を醸成する

●体制：ミッションに賛同する団体の緩やかな集合体

文化芸術活動の創造性を生かす環境づくり支援（相談・助言、助成）

大学や民間の文化財団等と専門スタッフとの連携・協働による学び
合いと人づくり

障がい者芸術文化活動支援センター等の取組を専門スタッフが支援

①地域における支援人材の育成を支援（NAGANO ORGANIC AIR）
②学芸員間の協働発展、展示の企画人材を育成（シンビズム2022）

県内文化芸術関係団体、市町村等への訪問・説明による認知度向上

（１）多様な主体が参画し、独立的機能・自立性・判断力を持つ
（２）専門分野に精通し、行動力を持つスタッフが寄り添い型支援
（３）連携・協働団体（大学、民間の文化財団、文化芸術団体など）との連携
（４）外部有識者によるアドバイザリー・ボード（４名）の設置

●令和４年度事業

１活動基盤強化プログラム

２連携・協働プログラム

３社会包摂（ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞ）プログラム

４地域創造・交流プログラム

５認知度向上の取組



「長野県文化芸術振興計画」に基づく取組（H30～）
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長野県立美術館

・平成28年11月に「信濃美術館整備基本構想」（H28.11）を策定し、信濃美術館の全面改築を決定。
美術館関係者や教育関係者、経済団体、観光関係者等からなる「信濃美術館整備委員会」を設置。

・子育て世代や障がいのある方、美術関係者など多様な県民との意見交換やワークショップ等を通じて、
ハード（施設）とソフト（運営）の両面から、県民参加による美術館づくりを展開。

・ランドスケープ・ミュージアム（景観に溶け込む美術館）をコンセプトに、令和３年4月10日に「長野県立美術
館」に名称を改め開館。（同年８月28日グランドオープン）

＜ R3年間来館者 78万人（目標60万人）＞

●長野県立美術館の４つの柱

１「鑑賞」
本館及び東山魁夷館のコレクション展、企画展や移動展を通じ

て質の高いアートに出会える機会を提供

２「学び」
世代を超えて参加できるプログラムやアート・コミュニケー

タの活動を通じて、アートを楽しく学ぶ環境づくりに寄与

３「交流」
県内の美術館・文化施設、美術家、観光施設等とアートを介

して連携し、地域の拠点施設としての役割を担う

４「研究」
5,500点余のコレクションを文化資源として調査研究を深め、

研究成果や美術書を中心とした蔵書等のデータベースを公開



測定指標項目
計画策定時
（2016年度）

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
目標値

(2022年度)

セイジ・オザワ 松本フェス
ティバルにおける「子どもの
ための音楽会」の参加児童数

10,252人
（2017年度）

10,247人 8,429人 0人 0人 10,500人

県文化施設のアウトリーチ活
動の鑑賞者数

11,168人 8,886人 6,181人 1,696人 2,133人 12,947人

アーティスト・イン・レジデ
ンスによる交流人口

25,748人 26,099人 16,396人 348人 （調査中）
55,000人

(2019年度)

オリンピック文化プログラム
（beyond2020プログラムを
含む。）の実施件数

２件
（2017年度）

16件 44件 48件 54件 12件

国、県指定等文化財の件数 1,295件 1,333件 1,357件 1,372件 1,399件 1,450件

県立文化会館のホール利用率 67.3％ 69.1％ 69.5％ 33.5％ 48.8％ 70.0％

測定指標項目
計画策定時
（2016年度）

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
目標値

(2022年度)

文化芸術活動に参加した人
の割合

70.1％ 59.1％ 64.9％ 44.8％ （調査中） 72.5%

「長野県文化芸術振興計画」成果指標等進捗状況

【成果指標進捗状況】
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八木主事

宮澤主事

八木主事

文化財・
生涯学習課

市町村照会
＋北ア芸術祭

※公演中止 ※公演中止



測定指標項目 計画策定時 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

長野県芸術文化協会の加盟団
体数

29団体（2017年度） ― 31団体 29団体 28団体

県民芸術祭への参加者数 221,264(2016年度) 134,555人 159,444人 23,810人 246,974人

国民文化祭への参加団体数 5団体（2017年度） 10団体 11団体 0団体
※国民文化祭 中止

４団体

公民館における主催文化事業
の実施件数

2,267件(2016年度) 2,495件 ― ― （調査中）

県内の文化施設（劇場・音楽
堂等）に配置される専門人材

149人（2017年度） ― 145人 145人 126人

next（長野県若手芸術家支援
事業）を活用した若手芸術家
の活動件数

21件（2016年度） 23件 20件 23件 33件

県文化施設の多言語化対応率 22.7％（2017年度） ― 27.3％ 31.8％ 33.3％

セイジ・オザワ 松本フェス
ティバルの鑑賞者数

85,524人(2017年度) ― 74,434人
0人

※公演中止

33,000人

県宝建造物の消防設備設置率 98.4％（2016年度） 100％ 100％ 100％ 100％

県内の芸術祭に参加する国内
外の芸術家数

68組（2017年度） 71名 128名 56名 （調査中）

「特別出前コンサート」等に
よる医療機関、福祉施設等で
の公演活動数

2回（2017年度） ２回 ２回 ０回 ０回

県立文化会館・創造館の入館
者数

936,060人(2016年度) 973,346人 777,333人 233,353人 1,134,213人

県立歴史館の入館者数 112,390人(2016年度) 101,324人 121,780人 43,778人 81,036人

※一部、動画配信による
視聴者数

【参考指標進捗状況】
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宮澤主事

宮澤主事

八木主事
33

八木主事

社会教育調査

宮澤主事

市町村照会＋北ア芸術祭

宮澤主事

一覧施設に
電話聞き取り

※社会教育調査（３年に１回）の結果から確認

※公演中止 ※公演中止

※県立美術館入館者数を含む
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（参考）新型コロナによる文化芸術活動への影響への対応

●県立文化会館・美術館等への支援

【新型コロナウイルス感染症に関連する県の支援策】
●頑張るアーティスト応援事業（R2）

●イベント延期・中止事業者緊急支援事業（R3）

文化イベントの自粛に伴い発表機会を喪失した、長野県ゆかりのアーティスト又は団体が
感染リスクのないオンライン上で鑑賞可能な創作活動を行い、発表する取組を支援

区分 内容 補助額 採択件数 交付額

テーマ型
新型コロナウイルス感染症に立ち
向かう医療関係者への感謝や応
援などのテーマによるもの

10万円／人
(上限50万円／件) 51件 21,600

千円

自由型 アーティスト・団体が自由に発表す
るもの

５万円／人
(上限20万円／件) 19件 2,300

千円

新型コロナ第５波に伴い、全県に「医療非常事態宣言」（R3.8.20～9.14）が発出される中、県内で開催を予定
していた有料イベントを延期・中止した主催者に対し、開催準備のために要した経費を補助

新型コロナ対応による休館等に伴うキャンセル料等を支援（R2：123百万円、R3：62百万円）

●長野県文化芸術活動推進支援事業補助金（R3）

社会における課題を設定し、様々な人や組織と連携・協働を行いながら、文化芸術の創作や表現を通じて課題
の解決に取り組む活動を支援

補助率 補助上限額 補助件数 交付額

1/2 50万円 12団体 4,306千円

【補助事業例】
・まちづくり（商店街活性化）とアートの融合
・障がいなどの有無を問わない表現の場づくり
・学生が担い手となる温泉の歴史・風土のアート化
・芸術を取り入れた医療・福祉ケアの質の向上 等

補助率 補助金額 補助件数 交付額

10/10 1,000人～5,000人：500万円、5,001人以上：1,000万円 ３団体７件 14,956千円

画像出典：長野県HP
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（参考）新型コロナウイルス感染症による文化芸術活動への影響

【アンケート調査】新型コロナウイルス感染症の影響と今後

出典：劇場・音楽堂等の運営に関するコロナ感染症影響調査 報告書
（令和３年度 文化庁委託事業 劇場・音楽堂等基盤整備事業）

・調査対象：国・地方公共団体が設置する劇場・音楽堂等
・調査期間：令和３年10月18日～11月17日

新型コロナウイルス感染症の対応で困ったこと（複数回答）

１ 来場者に対する適切な感染症対策の方法 76.4％

２ 感染症対策のための負担が大きい 56.1％

３
施設職員や関係者に対する適切な感染症対
策の方法

54.0％

４
公演中止による告知、連絡やチケット代払戻
の対応方法

50.4％

５ 今後の運営や事業の予定が立たない 48.6％

今後の運営で懸念される事項（複数回答）

１ 貸館利用者の減少 76.7％

２ 鑑賞者、施設利用者の減少 71.3％

３ 今後の感染症対策に対する手間 50.4％

４ 事業の実施など先の見通しが立たない 38.4％

５ 運営費の確保が難しい 25.3％

新型コロナ感染症の拡大による地域への影響（複数回答）

１ 地域の人の鑑賞などの楽しみの機会が減った 90.2％

２
地域の人やアーティスト、文化団体の活用の場
が奪われた

85.1％

３ 地域コミュニティの場を提供できなかった 51.8％

４
文化産業に関わる地域の企業・団体などに経
済的な影響があった

46.9％

５
地域を対象としたアウトリーチ等の活動ができな
かった

38.2％

感染症など不測の事態に対して、今後必要と考えられること
（複数回答）

１ 設置自治体及び関係機関との情報の共有 86.6％

２ 来場者、観客の安全対策の強化 80.2％

３ 施設の緊急事態対応のマニュアル強化 55.5％

４ 資材、設備、機器の拡充 43.4％

５
自主事業中止の際の金銭的な対処方法の明
文化

42.7％
※いずれの設問も上位５位の回答を抜粋


