第３部 令和３年度における文化芸術振興関連施策（計画）

令和３年度における文化芸術振興関連施策（計画）
山口県文化芸術振興条例に基づき、文化芸術の振興に関する基本的な方針となる「や
まぐち文化芸術振興プラン」に掲げる文化芸術の振興のための取組を推進し、多様な
主体と連携しながら、山口の文化力を活かし・創り・育むことによって未来へつなぐ。
１

やまぐちの文化力を活かした交流の拡大

① 【重点】多様な文化資源を活かした地域のにぎわい創出
地域の様々な文化資源を活用し、多くの人々を惹き付け、交流を促進し、地域のに
ぎわいを創出するほか、文化資源を活かした MICE(マイス)誘致を促進するとともに、
国内外の方に本県文化の魅力を発信し、文化芸術を通じた相互理解につなげる。
■新たな美術館魅力創出事業
区

分

【予算額：43,000 千円】
事

業

内

容

【県立２美術館の収蔵品のデジタルアーカイブ化】

美
術
館
の
機
能
強
化

収蔵品の
デジタル化

○収蔵品を高精細デジタルデータ化
《実施計画》
令和３年度：2,600点程度
※「最先端技術による新たな芸術文化魅力創出事業」で実
施するオンラインアートスクールにおいて高精細デジ
タルデータを活用
○高精細デジタルデータを活用した美術作品のデジタル展示
・県立２美術館のエントランスにおいて、収蔵品の検索・閲
覧、関係観光スポットを紹介
【オンラインでのバーチャルアートミュージアムの導入】
○デジタルデータを活用し、オンライン上で本県の魅力ある美
術収蔵品を展覧会形式で公開
○閲覧データ（時間・回数等）に基づく来館者ニーズに沿った
展示企画の検討

周
遊
対
策

地
域
連
携

地域連携
イベント
の開催

【地域連携イベント】
「ＨＥＡＲＴ（県立美術館）」「萩美祭（萩美術館）」
○アーティストとのワークショップ、デジタル作品や萩焼等を
活用したイベントの開催
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■やまぐち文化プログラム推進事業
【予算額：7,436 千円】
国の文化プログラムの全国展開に合わせ、県内文化の魅力発信を図る。
区

分

美術館魅
力発信プ
ロジェク
ト

内

容

◆県立美術館（ミュージアム・タウン・ヤマグチ実行委員会）
周辺施設（博物館、文書館等）や民間等との地域連携プロジェクトの展開
＜HEART＞
美術館とまちなかをつなぐアートイベントを実施

◆県立萩美術館・浦上記念館（萩美まちなか交流事業実行委員会）
美術館周辺で開催する地域イベントとの連携
＜アート・フェスティバル（3 月）＞
アートを活用した交流促進を目的とした地域密着型のイベントを開催

総合芸術
文化祭

◆分野別フェスティバル（やまぐち文化プログラム実行委員会）
音楽、文芸、生活文化等、多彩な分野にわたる文化団体による文化芸術活動
の発表機会（コンクール、フェスティバル、展示会等）を設けるとともに、県
民の文化芸術活動への参加を促進
開催時期：8月～3月（県内各地、13事業開催予定）

■その他の主要事業
（単位：千円）
区

分

予算額

アーティスト・イン・レジ
デンス事業

事

業

の

概

要

秋吉台国際芸術村において、国内外の若手アーティ
(事業の一部)

（文化振興課）

ストを受け入れ、創作活動の支援及び地域交流活動
を実施

東部地域文化振興事業

県東部地域において、日米交流の促進と地域文化の

（文化振興課）

振興を図るため、日米交流の深化に資する文化芸術
7,700

活動に対し助成を実施
・補助率

１/２

・上限額

300千円
（加算要件を充足する場合は500千円）

コロナに打ち勝つ！観光プ

「３密」を回避し、安心して参加できるイベント等

ロモーション推進事業

の実施

(観光プロモーション推進室）

◆コロナに打ち勝つプロモーションの展開
78,598

・ＷＥＢやメディアを活用した情報発信
・民間企業との連携によるプロモーションの展開
・温泉や絶景、歴史などを活かしたプロモーション
の展開
・オンライン観光ＰＲイベントの開催
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フィルム・コミッションに

◆全国ロケ地フェアを活用したロケ誘致活動

よる情報発信（観光プロモ

◆ロケ地マップを活用した誘客ＰＲ

ーション力強化事業の一
部）

684

(観光プロモーション推進室）

◆ＷＥＢサイトの情報更新
◆全国、県内市町のフィルム・コミッションとの連
携及び情報交換

外国文化講座等の開催
県国際交流員、外国人住民、海外在住経験者等を講
【山口県国際交流協会育
師として、外国の文化や習慣等について幅広く学ぶ
(事業の一部)
成事業の一部】
講座を開催
（国際課）
ロシア・クラスノダール地

山口県の友好交流地域であるロシア・クラスノダー

方との文化交流事業

ル地方との相互理解を深めるため、山口県の学生

（ロシア・クラスノダール

と、クラスノダール地方の美術学校生徒が制作した

地方交流推進事業の一部）

絵画の合同展覧会を開催し、芸術分野における交流

（国際課）

を進める。
2,127 ◆展覧会（概要）
開催地：クラスノダール市 コワレンコ美術館
期

間：5月13日（木）～30日（日）

内

容：山口県の学生の絵画：46作品
クラスノダール地方の美術学校生徒の
絵画：70作品

児童生徒慶尚南道友好相互

山口県と韓国慶尚南道の高校生が相互に訪問し、文

交流事業

化や伝統等に触れ、高校生同士の交流等を通じて
（高校教育課）

850

相互理解や両国間の交流を促進
◆慶尚南道からの訪問団受入
期

日：10月以降を予定

受入人数：慶尚南道の高校生12人
文化財の調査指導費【文化
財調査指導費の一部】

文化財の指定に係る調査、保存及び活用に係る指導
2,392

（社会教育・文化財課）
世界遺産の保全活用、情報

世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」の保全活

発信等【文化財調査指導費

用、情報発信及び「錦帯橋」の世界遺産登録に向け

及び地域とともに歩む文化

た取組

財資源総合保存活用推進事
業の一部】
（社会教育・文化財課）

5,824 ◆世界文化遺産の構成資産の修復・公開活用計画に
基づく財政支援及び技術支援
◆「錦帯橋世界文化遺産登録推進協議会」による保
存・活用の市民団体との連携、国内外向け情報発信
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古文書講座・アーカイブズ
ウィーク開催・歴史情報発
信【地域とともに歩む文化
財資源総合保存活用推進事
業の一部】

◆文書館による古文書講座
◆アーカイブズウィークの開催
◆文書館webサイト、ＳＮＳを活用した歴史情報発
210
信
◆文書館研究紀要、文書館ニュースの刊行（年１回）

（社会教育・文化財課）
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② 【重点】日本を代表する画聖「雪舟」を活用した交流促進
文化的・歴史的にも貴重な財産である山口ゆかりの画聖「雪舟」のブランド力を活
かした取組等を通じ、国内外へ本県の文化芸術の情報発信を強化し、交流人口を拡大
する。
■最先端技術による新たな芸術文化魅力創出事業
【予算額:16,700 千円】
５Ｇ等の最先端技術を活用し、子供や美術に興味関心が薄い層に訴求する山口
概
の文化資源の新たな魅力を創出する。また、県立美術館を拠点として、広く県内
要
に展開・波及することにより、美術館への誘客促進、県内周遊の拡大につなげる。
(1)５Ｇサテライト展示（５ＧＶＲ出張展示）の開催
○令和２年度に制作・公開した「５ＧＶＲで探る山水長巻」を、ドコモの５Ｇ
クラウドを活用し県内の文化施設等で展示・公開（数回程度実施予定）
・雪舟の代表作 国宝「四季山水図（山水長巻）」の世界に入り込んだ体験
ができるＶＲ（仮想現実）
○「５ＧＶＲで探る山水長巻」を山口県立美術館で公開
・特別展「野口哲哉展」の開催に合わせて公開（４月１５日～６月１３日）
・雪舟をテーマとしたコレクション展の開催に合わせて公開（英語・中国語
等の多言語配信を実施予定、９月１８日～１２月１９日）
内 (2)５Ｇアートスクールの展開
容
○令和２年度に実証した５Ｇアートスクールを発展的に実施
・美術館から所蔵品の高精細で大容量の画像を配信しリアルタイム授業
・1 人 1 台端末を使って学芸員と児童による双方向授業とし、児童の自由な
意見を汲み取るとともに、作家が画のテーマを強調するために工夫した構
成や色使いなどを解説
(3)美術館を基点とした周遊ルートの創出
・美術館で高めた雪舟美術への興味・関心を県内へ波及させるため、県内雪
舟関連施設等で鑑賞できるＡＲ映像の公開により、「美術館からの帰路の
寄り道」として周遊を提案

- 49 -

第３部 令和３年度における文化芸術振興関連施策（計画）

③ 文化芸術の情報発信
本県の文化芸術を国内外へ積極的に発信する取組を強化し、県内の文化芸術の魅力
向上と、文化芸術を通じた交流人口の拡大を促進する。
■やまぐち文化プログラムによる情報発信

【予算額：3,350 千円】

（やまぐち文化プログラム推進事業の一部）

文化プログラムのコンセプトに沿った文化施設等での公演や文化イベントを
概
「協賛事業」として認証し、ロゴマークを付与するとともに、これを付与した
要
イベントの情報を Web や情報誌を通じて一元的に発信
○紙媒体：文化イベント情報誌「Cul-ちゃ やまぐち」の発行
年２回発行（9 月、3 月）、各 2 万部
内
容 ○Web 版：情報サイト「Cul-ちゃ やまぐち」の運営
〇やまぐち文化動画配信事業（Cul-Tube YAMAGUCHI）の運営
■その他の情報発信
①Facebook「山口県文化振興課」による情報発信
情報の拡散性が高いFacebookを活用し、幅広い世代に向けて、本県の旬な文
化情報を発信
②beyond2020プログラムによる情報発信
国が進めるbeyond2020プログラムのコンセプトに沿った文化施設等での公演
や文化イベントを認証し、ロゴマークを付与するとともに、これを付与したイ
ベントの情報をWeb（文化庁：文化情報ポータルサイト“Culture NIPPON”等）
を通じて国内外に発信
③県文化振興課ホームページ「やまぐちの若き芸術家たち」
国内外で活躍する山口県ゆかりの若手芸術家の情報を収集し、活動を紹介
■国民文化祭への派遣
【予算額：160 千円】
県民を国民文化祭に派遣することにより、文化芸術活動に対する県民の意欲
概
要 の向上及び新たな文化の創造を図り、もって本県文化芸術の振興を図る。
内
容

○出演団体等に対する出演経費の補助
・旅費及び楽器等の運搬費について１／２以内を予算の範囲内で補助
【開催地】①和歌山県（10 月 30 日～11 月 21 日）
②宮崎県（7 月 3 日～10 月 17 日）※令和２年度延期分

■中四国文化の集いへの派遣
【予算額：120 千円】
「中四国文化の集い」に本県の文化芸術団体を派遣し、他の県の文化芸術団
概
体との交流を進めることにより、文化芸術活動に対する県民の意欲の向上及び
要
新たな文化の創造を図り、もって本県の文化芸術の振興を図る。
○出演団体に対する出演経費の補助
内
・旅費及び楽器等の運搬費について１／２以内を予算の範囲内で補助
容
【開催地】高知県（11月14日）
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■やまぐち文学回廊構想の推進

【予算額：410 千円】

山口県の優れた文学資源を広く県内外にＰＲするため、「やまぐちの文学」や
概
要 山口県ゆかりの文学者に関する情報を発信する。
(1) 調査・研究事業
・県内図書館、顕彰団体、文学館に文芸雑誌の所在等の照会
・調査対象を『防長文学（山口県文学）』（県立山口図書館等所蔵）に決定し、
調査を実施
・調査結果については、ウェブや広報誌などの媒体を通じて公表を予定
(2) 情報発信
①情報誌、ウェブ等の活用
・
『Ｃｕｌ－ちゃ やまぐち第９号』（発行２万部）にて、「やまぐち文学巡
り」と題し、「やまぐちの文学者たち」の一人を紹介し、顕彰団体や文学
館のＰＲ機会を創出
・ホームページやＳＮＳを活用し、会員が実施するイベント情報を広報

内
容

②「ふるさと山口文学ギャラリー」企画展との連携
・主 催：県立山口図書館
・内 容：県立山口図書館との連携により、パネル展示等を実施
・常設展：「やまぐちの文学者たち」40 人の作品等のパネル展示
・企画展
企画展テーマ
１ 林芙美子の世界 ～没後 70 年記念～
やまぐちの現代詩人たち ～磯永秀雄生誕
100 年を記念して～
宮本常一と奈良本辰也 ～周防大島町出身
３
の学者たち（仮）～
２

開催期間
R3. 5. 1 ～ R3. 8.26
R3. 8.28 ～ R3.12.26
R4. 1. 5 ～ R4. 4

③県政資料館におけるパネル展示
・詩碑・歌碑・句碑・文学碑の写真・由来などを紹介
④資料の提供・貸出
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■その他の主要事業
（単位：千円）
事 業 の 概 要
情報誌の発行等
◆県立美術館:「天花」年２回発行
◆県立萩美術館・浦上記念館：「萩」年４回発行
◆県立山口博物館 ：
・
「山口県立山口博物館だより」年１０回発行
(事業の一部)
・「バーチャル博物館」の充実
◆シンフォニア岩国：「ひびき」年５回発行
◆秋吉台国際芸術村：「秋吉台国際芸術村通信
-AIAV News-」年３回発行
◆ルネッサながと：「文化情報誌」年３回発行
◆ホームページ、ＳＮＳを活用した情報発信
情報発信事業
◆ホームページ運営
（（公財）山口きらめき財団）
－
◆広報誌「きらめきＮＥＷＳ」、メールマガジン
「きらめきメール」、財団リーフレットの発行
県史編さん事業
県史編さん事業の実施
21,305
（県史編さん室）
◆刊行予定：県史３巻
区
分
県立文化施設における取
組【各県立文化施設の管理
運営事業の一部】
（文化振興課）
（社会教育・文化財課）

予算額

世界遺産「明治日本の産業
23の構成資産で一貫した、より効果的なインター
革命遺産」インタープリテ
プリテーション（理解増進・情報発信）の取組
ーションの推進【文化財調
◆地方版インタープリテーション計画の翻訳
査指導費及び地域ととも
◆ツーリズムＥＸＰＯジャパンへのブース出展
に歩む文化財資源総合保
（11月25日～28日）
存活用推進事業の一部】
（事業の一部） ◆ＪＲ品川駅構内におけるデジタルサイネージ
[再掲]
広告
（社会教育・文化財課）
◆ガイド研修会
◆国内外に向けた広報活動雑誌記事掲載
◆パネル展（6月21日～6月30日：県庁１階エント
ランスホール） 等
世界遺産の保全活用、情報
世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」の保全
発信等【文化財調査指導費
活用、情報発信及び「錦帯橋」の世界遺産登録に
及び地域とともに歩む文
向けた取組
化財資源総合保存活用推
5,824 ◆世界文化遺産の構成資産の修復・公開活用計画
進事業の一部】[再掲]
に基づく財政支援及び技術支援
（社会教育・文化財課）
◆「錦帯橋世界文化遺産登録推進協議会」による
保存・活用の市民団体との連携、国内外向け情
報発信
伝統的工芸品情報発信等支
全国伝統的工芸品展や伝統的工芸品月間全国大
援事業
2,300 会への出展等により、本県伝統的工芸品を情報発
(観光プロモーション推進室）
信
山口県戦略的情報発信推進
業務【戦略的情報発信推進
事業の一部】
（広報広聴課）

県の情報発信にマーケティングの視点を取り入
30,027

れ、県の魅力を戦略的に情報発信
◆外部専門人材による広報コンサルティング
◆広報コンサルティングに基づく情報発信
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２

やまぐちの文化力を創る人づくり

④ 【重点】未来の地域文化の担い手育成
次代の地域文化を担う子どもたちが、日ごろから文化芸術にふれあい、体験し、発
表する機会を提供し、学校教育や文化施設等における文化芸術活動の充実を図る。
■学校芸術文化ふれあい事業
○小学校、中学校における芸術文化ふれあい体験
区 分

事 業 名
文化芸術による子どもの育
成事業(巡回公演事業)
文化芸術による子どもの育
文化庁主催
成事業(芸術家の派遣事業)
事業
文化芸術による子供育成総
合事業（コミュニケーショ
ン能力向上事業）
青少年劇場・本公演
財団・基金
青少年劇場・小公演
補助事業
巡回ふれあい公演
県主催事業 県巡回芸術劇場

【予算額：6,474 千円】

実 施 内 容
主に学校を会場として実施するオーケ
ストラ、児童劇等
芸術家や伝統芸能の保持者による公演、
指導
芸術家による表現手法を用いたワーク
ショップ
中規模・大規模校を対象とした演劇の中
規模公演
小規模・中規模校を対象とした少人数の
アンサンブルを中心とした公演
山間へき地等の小規模校を対象とした
音楽と演劇の小規模公演
県内の文化芸術団体による大規模公演

計 画
21公演
61公演
4公演
6公演
10公演
8公演
18公演

○高等学校・特別支援学校における芸術文化ふれあい体験
区 分
事 業 名
県高等学校 青少年劇場小公演
文化連盟主
巡回芸術劇場
催事業

実 施 内 容
少人数による音楽等の公演

計 画
2公演

県内の文化芸術団体による大規模公演

5公演

■全国中学校総合文化祭への派遣

【予算額：484 千円】

○名 称
○目 的
○期
○場
○内

第21回全国中学校総合文化祭（岩手大会）
全国の中学生とレベルの高い文化芸術研究活動を互いに発表し、鑑賞するこ
とにより、山口県中学生の文化芸術活動の振興・発展を図る。
日
8月19日(木)～23日(月)
所
岩手県民会館 岩手県公会堂
容
舞台発表部門（吹奏楽、合唱、郷土芸能等）展示発表部門（書道、文芸、美術等）

■全国高等学校総合文化祭への派遣
○名
○目

【予算額：2,502 千円】

称
的

第45回全国高等学校総合文化祭（2021わかやま総文）
高校生に文化芸術活動の場を提供することにより、創造的な人間育成を図る
とともに、全国的、国際的規模での生徒相互の交流・親睦を図る。
○期 日
7月31日(土)～8月6日(金)
○場 所
和歌山ビッグホエール（和歌山市）他
○山口県からの参加者 12部門及び総合開会式 163人
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■山口県中学校総合文化祭の開催

【予算額：504 千円】

○名 称
○目 的
○期
○場
○内

山口県中学校文化連盟第17回総合文化祭
県内の中学生が文化芸術活動の成果を発表する総合文化祭を開催し、中学生
の文化芸術活動の振興・発展を図る。
日
11月13日(土)～14日(日)
所
山口県民文化ホールいわくに
容
舞台発表部門（吹奏楽、合唱、郷土芸能等）展示発表部門（書道、美術、科学等）

■山口県高等学校総合文化祭の開催
○目

的

【予算額：1,213 千円】

高校生の創造活動の向上を図るとともに、交流を深め、文化芸術活動の振
興を図る。

○内 容
◇総 合 開 会 式： 6月 4日
◇音 楽 ４ 部 門：中止
◇演
劇：10月22日～23日
◇日 本 音 楽 部 門：中止
◇美術・工芸部門：11月12日～14日
◇書
道：11月 6日～ 7日
◇写
真：11月12日～14日
◇囲
碁：10月17日
◇将
棋： 5月22日～23日
◇放
送：11月 6日
◇文
芸：10月 8日
◇小倉百人一首かるた： 5月30日

下関南高校

※無観客・ライブ配信

下関市民会館
周南市美術博物館
おのだサンパーク
周南市美術博物館
宇部高校
防府市文化福祉会館
山口県健康づくりセンター
宇部高校
小野田高校

■山口県学校美術展覧会の開催
○名
○期
○場

称
日
所

【予算額：234 千円】

第74回山口県学校美術展覧会
１月20日（木）～23日(日)
山口県立美術館

■県立文化施設における子どもを対象としたプログラムの実施
（各県立文化施設の管理運営事業の一部として実施）

①山口県立美術館
出前授業、学校団体観賞の受入、各種ワークショップの実施（企画展、イベント等
開催期間中）、小中高生の入場無料化

②山口県立萩美術館・浦上記念館
学校団体観賞の受入、各種ワークショップの実施（企画展、イベント等開催期間中）、
小中高生の入場無料化

③山口県民文化ホールいわくに（シンフォニア岩国）
映画上映会「ヒックとドラゴン」、ズーラシアンブラス音楽の絵本～たてがみの騎
士～、光のラビリンス、シンフォニア岩国社会見学ツアー

④秋吉台国際芸術村
こども芸術体験、あーとルーム、おでかけアート

⑤山口県民芸術文化ホールながと（ルネッサながと）
子どもたちによるフレッシュコンサート、バックステージツアー、狂言教室、文楽
講座、和太鼓ワークショップ
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■その他の主要事業
（単位：千円）
事 業 の 概 要
山口県文化連盟の会員を、各種文化教室や学校
－
の部活動等の講師・指導者として派遣
県立山口博物館と学校・地域が連携して、児童
生徒、地域団体等の学習支援を実施
・教育普及講座の開催（理工、自然、歴史等）
・出前授業や館内授業、職場体験学習、社会見
学の受け入れ
2,294
・教材の開発や貸出資料の充実
・児童生徒、教員対象用ホームページの運営、
博物館だよりの送付
・教員対象の一日体験研修
・サポーター活動の支援
文化財出前講座
地域の文化財に関する講座をとおして、ふるさ
「学べる文化財講座」
とに誇りと愛着をもって主体的に社会に参画で
【地域とともに歩む文化財資
きる子どもたちの心や態度の育成を図ることを
源総合保存活用推進事業の一 （事業の一部） 目的に出前講座を実施
部】
◆主なテーマ：世界文化遺産について学ぶ、天
然記念物について学ぶ、地域の史跡や文化財に
（社会教育・文化財課）
ついて知る 等
区
分
地域の文化芸術活動支援事業
（山口県文化連盟）
博物館学校地域連携教育 支
援事業
（社会教育・文化財課）

予算額

⑤ 若手芸術家・伝統文化伝承者等の活躍支援
これからの地域文化を支える指導者としての役割が期待される山口ゆかりの若手
芸術家・伝統文化伝承者等に対し、教育の充実、研修への支援、能力を発揮する機会
の充実等を図る。
（単位：千円）
区
分
予算額
事 業 の 概 要
◆シンフォニア岩国
県立文化施設における取組
・プロの指揮者、演奏家によるレッスン
【各県立文化施設の管理運営事
・教育機関等へのアウトリーチ公演 ほか
業の一部】
◆秋吉台国際芸術村
（文化振興課） (事業の一部) ・アーティスト・イン・レジデンス事業
・音楽セミナー ほか
◆ルネッサながと
・和太鼓ワークショップ
・歌舞伎講座 ほか

明日の文化人育成プロジェクト
【やまぐち文化プログラム推進
事業の一部】
（文化振興課）

【若手芸術家の支援及びコロナの時代において
も持続可能な活動に対する助成】
◆若手芸術家等に対するスキルアップ支援
・県内の若手芸術家や県内を拠点とする団体等
に対し、研修・レッスン会等への参加費用・
旅費、講師謝金を助成
4,086 ◆新 オンライン配信分
・オンライン配信を活用した取組を行う団体等
に対し、映像撮影委託費を助成
◆他分野等とのコラボレーション企画
◆文化人材バンク「パフォーマーズやまぐち」
・発表機会の創出、コーディネート

- 55 -

第３部 令和３年度における文化芸術振興関連施策（計画）

県指定無形民俗文化等の保存と
後継者の育成【地域とともに歩む
文化財資源総合保存活用推進事
業の一部】
（社会教育・文化財課）

県指定無形民俗文化財等の保存団体等が行う公
開活用に対して支援を実施
490

⑥ 文化芸術で活躍し、振興に寄与した人々の顕彰
文化芸術活動で活躍したり、文化芸術の発展に尽くしたりした個人や団体を顕彰す
ることにより、県民の文化芸術に対する関心や意欲の向上を図る。
■山口県芸術文化振興奨励賞の授与
芸術文化の分野において高い水準の創作活動を続け、かつ、将来性のある個人や
団体を対象に、表彰する。（昭和 25 年創設）
○表彰時期

7月

■山口県文化功労賞の授与
文化に関する創作や地域の文化団体の活動等を通じて、文化の振興に顕著な功績
があった個人や団体を対象に、表彰する。（平成８年創設）
○表彰時期

11 月頃

■山口県選奨（芸術文化功労）の授与
広く県民の中からそれぞれの分野において功労顕著な者を選奨する。
このうち、芸術文化の分野においては、芸術、学術、文化の振興発展に尽力し、
功労の顕著な個人や団体を対象に、選奨する。（昭和 39 年創設）
○表彰時期

11 月頃

■メダル栄光文化賞の授与
学校教育又は社会教育部門で、世界的コンクール等において優秀な成績を収めた
者又は全国コンクール等において最優秀又はそれに準ずる成績を収めた者を表彰
する。（昭和 49 年創設）
○表彰時期

定期：年２回（11 月、2 月）
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３

やまぐちの文化力を育む環境づくり

⑦ 【重点】文化芸術を次世代に継承するための仕組みづくり
文化芸術団体・文化施設・企業等の民間事業者・非営利団体(NPO 等)・学校等、多
様な主体との連携による文化振興や、民間メセナをはじめ、クラウドファンディング
の活用等により、新たな財源の確保につながる取組を推進する。
（単位：千円）

区

分

予算額

事

業

の

概

要

芸術文化振興基金や各種民

◆助成金セミナー・助成事業合同説明会
県民活動団体の自立や活動の継続を目的としたセ
(事業の一部)
演などの開催支援
ミナー及び合同説明会（年1回）
◆各種助成制度の周知、申請の進達等
（文化振興課）
間助成等を活用した芸術公

県民活動支援センター管理

◆県民活動に関する情報の収集・提供、相談・助言、

運営事業

各種研修会の実施、やまぐち社会貢献活動支援ネッ
ト（あいかさねっと）の運営

県民活動推進事業

◆県民、団体等多様なパートナーが協働する環境づく
38,557

りやボランティア参加のきっかけづくり、県民活動
団体の財政基盤強化と協働の推進

県民ゆめはなアクション推
進事業
（県民生活課）

◆山口ゆめ花博を契機に活性化している県民活動の
継続とボランティアの「輪」の拡大に向けた全県的
な取組の推進

【主な助成制度一覧】
助成主体

助成事業名

事業内容

助成対象

（公財）山口 文化芸術振興事業
きらめき財団

県民の文化芸術活動への参加を促進する取組 山 口 県 内 で 主 に 活 動

文化庁

文化芸術創造拠点形

地域の文化芸術資源を磨き上げ活用する取組 地方公共団体

成事業

や、芸・産学官連携により持続的な地域経済の

を推進

する団体

発展や社会的包摂の取組を牽引する拠点 を形
成し、専門的人材の育成や国内外への発信など
の取組を関係省庁と連携して支援
①文化芸術創造拠点形成事業
②文化芸術創造拠点形成事業（地域における文
化施策推進体制の構築促進）
③先進的文化芸術創造活用拠点形成事業

劇場･音楽堂等機能強 劇場・音楽堂等の活性化と実演芸術の水準向上 地方公共団体、法人格
化推進事業

を図るとともに地域コミュニティの創造と再 を有する者等
生を推進する取り組みに対して支援
①劇場・音楽堂等機能強化総合支援事業
②地域の中核劇場・音楽堂等活性化事業
③共同制作支援事業
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④劇場・音楽堂等間ネットワーク強化事業

優秀映画鑑賞推進事

国立映画アーカイブが所蔵する映画フィルム 市町、公立文化施設

業

の公開上映を実施

新進芸術家海外研修

美術、音楽、舞踊、演劇等の各分野における新 18歳以上の部

制度

進芸術家の海外留学を支援

15歳以上18歳 未満(音
楽,舞踊)

舞台芸術創造活性化 ①公演単位支援型
事業（文化芸術振興費 ②年間活動支援型
補助金）

ほか

ＮＰＯ法人等

伝統文化親子教室事

子どもたちを対象に、指導者等と一体となって 地方公共団体

業（地域展開型）

地域ぐるみで伝統文化や文化財に 親しむ体験
機会を提供する地方公共団体へ助成

伝統文化親子教室事

親子等を対象に、民俗芸能、工芸技術、伝統文 伝 統 文 化 等 の 振 興 等

業（教室実施型）

化を継続的に体験・修得できる機会を提供する を目的とする団体
団体へ助成

伝統文化親子教室事

各分野の複数団体を統括する団体等を対象に、 伝 統 文 化 等 の 振 興 等

業（統括実施型）

組織的・広域的に体験できる機会を提供する団 を目的とする団体
体へ助成

地域文化財総合活用

我が国の「たから」である地域の多様で豊かな 地域の文化遺産保護団

推進事業

文化遺産を活用した、伝統芸能・伝統行事の公 体（保存会）等によっ
開・後継者養成など、各地域の実情に応じた特 て構成される実行委員
色ある総合的な取組に対して補助

独立行政法
人日本芸術
文化振興会
独立行政法
人日本芸術
文化振興会

映画製作への支援
（文化芸術振興費補
助金）
芸術文化振興基金助
成金（地域文化振興活
動及び文化振興普及
団体活動）

国内映画祭等の活動

一般財団法
人地域創造

会等

日本映画（劇映画、記録映画、アニメーション 映画の製作活動を行
映画）の企画から完成までの製作活動で、国内 うことを主たる目的
において一般に広く公開されるもの
①地域文化施設公演・展示活動（文化会館公演
美術館等展示）
②アマチュア等の文化団体活動
③歴史的集落・町並み、文化的景観や民俗文化
財の保存活用事業等
④伝統工芸技術・文化財保存技術の保存伝承等
活動
①国内映画祭
②日本映画上映活動

地域の文化・芸術活動 ①創造プログラム
助成事業
②連携プログラム

とする我が国の団体
①文化施設の管理者
又は設置者等
②アマチュア団体
③地方公共団体、財団
法人、ＮＰＯ法人等
④財団法人、ＮＰＯ法
人等
映画上映活動や製作
活動を主たる目的と
する国内の団体等
地方公共団体、指定管
理者等

③研修プログラム
④公立文化施設活性化計画プログラム

地域伝統芸能等保存
事業

①地方フェスティバル事業

地方公共団体、指定管

②映像記録保存事業

理者等

③保存・継承活動支援事業

公共ホール等活性化 ○公立ホール等活性化支援事業
支援事業・公立美術館 ＜音楽＞
巡回展支援事業
①公共ホール音楽活性化事業
②公共ホール音楽活性化支援事業
③公共ホール音楽活性化アウトリーチ・フォー
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地方公共団体等

第３部 令和３年度における文化芸術振興関連施策（計画）

ラム事業
＜ダンス＞
①公共ホール現代ダンス活性化事業
②公共ホール現代ダンス活性化支援事業
＜演劇＞
①公共ホール演劇ネットワーク事業
②リージョナルシアター事業
○公立技術館巡回展支援事業
＜美術＞
①市町村立美術館活性化事業
②公立美術館巡回展支援事業
③公立美術館地域展開型研修事業

一般財団法
人自治総合
センター

公益財団法
人三井住友
海上文化
財団
公益財団法
人エネルギ
ア文化・スポ
ーツ財団
公益財団法
人西京教育
文化振興財
団
公益財団法
人三菱ＵＦ
Ｊ信託地域
文化財団
公益財団法
人明治安田
クオリティ
オブライフ
財団
一般財団法
人沖永文化
振興財団

宝くじ文化公演

交響楽団等による演奏会、演劇及び文化講演そ 市町村等（政令指定都
の他の文化事業

宝くじまちの音楽会
宝くじふるさとワク
ワク劇場
宝くじおしゃべり音
楽館
コミュニティ助成事
業（地域の芸術環境づ
くり助成事業）
地域住民のためのコ
ンサート
文化の国際交流活動
に対する助成
エネルギア文化・スポ
ーツ財団助成事業

市は除く）
上質な音楽を提供するとともに、地元合唱団等 市町村等（政令指定都
市は除く）
と一流プロとの共演の場を設ける事業
地域の人々に明るく健康的な笑いを提供する
事業

市町村等（政令指定都
市は除く）

上質な音楽を提供し、心豊かな地域社会の推進 市町村等（政令指定都
市は除く）
に資する事業
自ら企画・制作する音楽、演劇、ダンス、古典 市町村等（政令指定都
芸能のうち、「地域交流プログラム」を伴うも 市は除く）
の
質の高いコンサート（クラシック音楽、邦楽

市町村

［和楽器］）の開催
音楽・郷土芸能などの分野で有意義な国際交流 アマチュア団体
活動を行うアマチュア団体への助成
美術の展示活動、音楽の公演活動及び伝統文化 中国地域に所在する
の保存・伝承・復活・復元・発表活動で、中国 文化団体、公益法人、
地域在住者が過半数を占め、中国地域内で行わ 地方公共団体
れる活動

西京教育文化振興財
団助成事業

山口県において、教育、スポーツの振興又は芸 団体、学校
術文化の向上に著しい成果を見せた、他の模範
とするに足る団体等への資金の補助

助成団体募集

①音楽部門、②美術展部門、③演劇部門、④伝 ①③④アマチュア団
統芸能部門

体、②美術館等

地域の伝統文化保存
維持費用助成

地域の民族芸能・伝統的生活技術の継承活動へ 団体、個人

地域文化活動事業

地域の伝統民俗芸能等への助成

の助成
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文化団体等

第３部 令和３年度における文化芸術振興関連施策（計画）

⑧ 県民の鑑賞、参加及び創造の機会の充実
文化祭の開催、文化芸術の公演、展示等の実施に取り組むほか、県民や文化団
体等が主体的に行う文化行事に対する後援、支援等を行う。
■県立美術館における取組

【予算額：55,000 千円】

◆野口哲哉展
【会期】4月15日(木)～6月13日(日)
◆小村雪岱スタイル 江戸の粋から東京モダンへ
【会期】7月8日(木)～8月29日(日)
◆ライデン国立古代博物館所蔵 古代エジプト展
【会期】9月18日(土)～11月7日(日)
◆第74回山口県美術展覧会
【会期】12月3日(金)～12月19日(日)
◎県立美術館メンバーズクラブ及びキャンパスメンバーズによるサービス

■県立萩美術館・浦上記念館における取組

【 予算額：35,000 千円】

◆ブダペスト国立工芸美術館名品展 ジャポニスムからアール・ヌーヴォーへ
【会期】4月24日(土)～6月20日(日)
◆光ミュージアム所蔵 美を競う肉筆浮世絵の世界
【会期】7月3日(土)～9月5日(日)
◆海を渡った古伊万里～ウィーン、ロースドルフ城の悲劇～
【会期】9月18日(土)～11月23日(火)
◎県立美術館メンバーズクラブ及びキャンパスメンバーズによるサービス

■県立山口博物館による取組

【 予算額：20,076 千円】

◆特別展 「江戸時代の旅と街道」
【会期】8月6日(金)～9月23日(木)
◆サイエンスやまぐち2021
【会期】10月29日(金)～11月14日(日)
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第３部 令和３年度における文化芸術振興関連施策（計画）

■山口県民文化ホールいわくに（シンフォニア岩国）における取組
（県民文化ホールいわくに管理運営事業の一部）

◆鑑賞事業
・ＮＨＫ交響楽団
・東京バレエ団公演「ボレロ」
・ズーラシアンブラス 音楽の絵本～たてがみの騎士～

ほか

◆体験型展示会
・光のラビリンス
◆育成事業
・ＤＡＺＺＬＥダンスカンパニー
・避難訓練コンサート
◆地元演奏家支援事業
・アフタヌーンコンサート
◆施設開放事業
・シンフォニア・フェスタ（全館無料開放イベント）
◎友の会によるサービス

■秋吉台国際芸術村における取組
（秋吉台国際芸術村管理運営事業の一部）

◆やまぐちの文化力を育む環境づくり
ａ 鑑賞事業
・大萩康司と波多野睦美（映画音楽）、辻本玲チェロリサイタル、民族音楽、版画
版
ｂ 芸術村映画祭
ｃ お泊りコンサート ほか
◆やまぐちの文化力を創る人づくり
a 室内楽セミナー「秋吉台の響き」 ※コロナ禍のため中止
b 秋吉台ミュージックアカデミー
c こども芸術体験 ほか
◎フレンズネットによるサービス

■山口県民芸術文化ホールながと（ルネッサながと）における取組
（県民芸術文化ホールながと管理運営事業の一部）
◆鑑賞事業
・開館２０周年記念公演、万作・萬斎狂言公演

ほか

◆協働・支援及び育成事業
・長門市民文化祭（伝統芸能の部）、ながと和太鼓フェスティバル
◆展示・情報発信事業
・和紙人形展 ほか
◎友の会によるサービス
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第３部 令和３年度における文化芸術振興関連施策（計画）

⑨ 誰もが参加でき、きずなを深める文化芸術活動の推進
子どもや学生、高齢者、障害者、子育て中の家族等、県民がその年齢、障害の有無、
経済的・社会的な状況に関わらず等しく文化芸術活動に参加できる環境づくりを進める。
■山口県民文化ホールいわくに（シンフォニア岩国）における取組
指定公演での託児サービス、子育て家庭応援割の実施、親子ペアチケットの設定

■秋吉台国際芸術村における取組
指定公演での託児サービス、子育て家庭応援割の実施

■山口県民芸術文化ホールながと（ルネッサながと）における取組
自主事業での託児サービスの提供、子育て家庭応援割の実施

■障害者芸術文化祭の開催【やまぐち障害者文化芸術活動チャレンジ事業】
【予算額：1,111 千円】
概
障害者が中心となった総合的な芸術文化祭を開催することにより、芸術文化
要 活動を通じた社会参加の促進を図る。
○開 催 日 11 月 24 日(水)～12 月 2 日(木)、12 月 4 日(土)（予定）
内 ○開催場所 山口県政資料館、山口南総合センター（予定）
容 ○開催内容 ステージ発表(歌、踊り、演劇等)、創作作品展示(絵画、書道等)
など
■その他の主要事業
（単位：千円）
区

分

予算額

事

業

の

概

要

シニア活躍！ねんりんパワ

ねんりんピック山口２０２１（山口県健康福祉祭）

ー応援事業

◆美術展
（長寿社会課）

983

日本画、洋画、彫刻、工芸、書、写真の６部門
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、展覧
会は開催せず、審査会のみを行う。

ユニバーサルデザインの推進

「山口県ユニバーサルデザイン行動指針」に基づく

（厚政課）

取組の推進
(予算措置を
伴わない取組)

◆誰もがイベント等に参加できるようソフト面･ハ
ード面におけるユニバーサルデザインへの配慮
◆やまぐち障害者等専用駐車場利用証制度の推進

障害者文化芸術活動相談体

◆相談支援

制の整備等事業
【やまぐち障害者文化芸術
活動チャレンジ事業】
（障害者支援課）

障害者本人やその家族等から文化芸術活動に関
889

する相談を受け付け、アドバイスを実施
◆ワークショップの開催を通じた相談支援を実施
◆障害者アートセミナーの開催
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◆障害者の文化芸術作品等の調査・発掘
造形活動を行う県内障害者施設等を訪問調査し、
その活動実態を把握するとともに、優れた作家・
作品等を発掘し、全国に負けないアール・ブリュ
ット作品や、施設等の取組等を広く県民に紹介
「県庁あいサポートアート (予算措置
ギャラリー」の設置

を伴わない

（障害者支援課） 取組)

◆障害者が制作された優れた芸術作品を、県庁エン
トランスホールのほか県内外にサテライト展示
（絵画、写真、工芸作品など７点程度）

文化芸術振興に向けた推進体制
○山口県文化芸術審議会
開催日：１１月頃（予定）
議 題：本県の文化芸術の振興に向けた取組状況について
・令和３年版 山口県文化芸術白書
令和２年度における文化芸術振興関連施策（実績）
令和３年度における文化芸術振興関連施策（計画）
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