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１．文化振興基本計画進行管理について 

 

 

平成 19年 4月に施行した文化振興条例の規定（第 4条 市の役割と責務）に

基づき、文化振興施策の体系を明らかにし、施策の総合的かつ効果的推進と行

政組織間の連携を図るため、平成 20 年 3 月に文化振興基本計画（以下、「旧計

画」という。）を策定いたしました。 

この旧計画は、当初、計画期間を平成 20 年度（2008 年度）から平成 24 年度

（2012 年度）までの 5 年間としておりましたが、横須賀市基本計画との整合を

図るため、計画期間を平成 25年度（2013年度）まで 1年間延長しました。 

 

この旧計画が、平成 26年３月末日をもって、計画期間の満了を迎えることに

伴い、平成 26年３月に、文化振興基本計画の改訂（以下、「新計画」という。）

を行いました。 

新計画では、長期的視点に立つ必要性と市基本計画との整合を考慮し、平成

26年度～平成 33年度までの８年間の計画期間としています。 

また、具体的な文化の振興施策が市実施計画との整合性を考慮する必要があ

るため、平成 26 年度～平成 29 年度の市実施計画が終了した時点で見直しを行

うこととしています。 

 

 

１．文化振興基本計画での進行管理の位置付け 

  ・文化振興施策を推進するための庁内組織を設置し、計画の進行管理を行

います。 

  ・各施策の取り組み状況について確認するとともに、さまざまな取り組み

を連携させることや、今後、どのような取り組みを行っていくべきかな

どを検討します。 

 

２．文化振興基本計画推進専門分科会の設置 

  ・文化行政の総合的な企画、調整及び推進を目的に設置されている「文化

行政推進会議」の専門分科会のひとつとして、文化振興基本計画推進専

門分科会を設置します。 

  ・専門分科会構成員は、文化の振興を先導的に推進していく関係部課の係

長・主査または主任で構成します。 
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３．進行管理表による進捗状況の確認 

（１）進行管理の方法 

・「文化振興基本計画進行管理表」に基づき「取り組み項目」欄の「予定」、

「実績」、「評価」、「特記事項」を報告します。 

※特記事項欄は、事業などを実施するに当たって工夫した取り組み、予定ど

おり実施できなかった理由、課題、今後の対応などを記載します。 

（２）対象事業 

・「文化振興基本計画進行管理対象一覧」（後掲）の事業 

※「文化振興基本計画」の「第３章―２施策の考え方と取り組み例」で取り

上げられている代表的な取り組み例から抽出しました。 

（３）対象事業の評価について 

・進捗状況を確認した事業について進捗度合いを以下のとおり分類して評

価しました。（進行管理表の各取り組み内容に評価結果を表示しました。） 

 ○平成 28年度対象事業の評価結果 

  

 

 

 

 

 

  

４．指標による進捗状況の確認 

・新計画では、文化の振興の施策体系に関連した指標を示し、その動向か

ら今後の方向性を掲げています。今後の方向性は、文化は数値で判断す

ることが難しいという観点から、絶対的な数値目標とせず、相対的な方

向性（ ：向上、 ：維持）を示し、これにより進捗状況の確認を行

います。 

 

 

評価 事業数 

Ｓ：当初予定を上回って実施した   ４ 

Ａ：概ね当初予定通り実施した  ９４ 

Ｂ：当初予定を下回った   ６ 

Ｃ：実施しなかった（休止・中止）   ０ 
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２―(1) 文化振興基本計画 進行管理対象一覧（施策体系別） 

★は文化振興基本計画「第３章－2 施策の方向の考え方と具体的な展開（取り組み例）」で例

示した取り組みです。 

施策体系 取組内容 事業名 担当部局等 

Ⅰ はぐくむ 【文化の担い手の育成】 

 

1 市民の文化活動の充実 

  
(1)市民の文化活動を支援します 

   

★ 市民文化祭の開催 市民文化活動推進事業 政策推進部 文化振興課 

   

★ 市民合唱のつどいの開催 市民文化活動推進事業 政策推進部 文化振興課 

   

★ 市民音楽のつどいの開催 市民文化活動推進事業 政策推進部 文化振興課 

   

★ 組曲「横須賀」演奏会の開催 市民文化活動推進事業 政策推進部 文化振興課 

   

★ カジュアル・コンサートの開催 市民文化活動推進事業 政策推進部 文化振興課 

   

★ 文化活動のコーディネートの実施 文化行政推進事業 政策推進部 文化振興課 

   

★ インターネットギャラリーの開設 文化行政推進事業 政策推進部 文化振興課 

   

★ 

 

市民が行う文化事業に対する後援などの

支援 
文化団体支援事業 政策推進部 文化振興課 

  
(2)優れた芸術文化に親しむ機会を提供します 

   

★ 芸術劇場における自主公演事業の実施 
芸術劇場管理事業 

（指定管理業務） 
政策推進部 文化振興課 

   
★ 美術館展覧会の開催 美術館展覧会事業 教育委員会 

美術館 

（美術館運営課） 

  
(3)身近なところで様々な文化活動ができる場を提供します 

   

 

トンネルギャラリー 

（山崎ふれあいトンネル）の運営 
文化行政推進事業 政策推進部 文化振興課 

 
シティホールギャラリーの運営 文化行政推進事業 政策推進部 文化振興課 

    
市民ホールコンサートの開催 文化行政推進事業 政策推進部 文化振興課 

   

★ 

 

学校施設の開放 

＊和室・学校図書館など、養護学校施設 
学校開放事業 

教育委員会事務局 

教育総務部 
生涯学習課 

  
(4)障害者の文化活動を支援します 

   
★ 障害者を対象とした音楽教室の開催 地域活動推進事業 福祉部 障害福祉課 

   
★ 障害者を対象とした創作教室の開催 障害者生きがい事業 福祉部 障害福祉課 

   
★ 手話通訳者の派遣 意思疎通支援事業 福祉部 障害福祉課 

   
★ 要約筆記者の派遣 意思疎通支援事業 福祉部 障害福祉課 

   

★ 

 

障害者を対象とした美術館ワークショップ

などの開催 
美術館教育普及事業 教育委員会 

美術館 

（美術館運営課） 
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(5)文化活動に貢献した市民を表彰します 

   

★ 後援行事などにおける市長賞の授与 文化団体支援事業 政策推進部 文化振興課 

   
★ 市民表彰での顕彰 職員以外の表彰経費 総務部 秘書課 

  
(6)文化に関する市民の声を反映します 

   

★ 横須賀市文化振興審議会の運営 文化行政推進事業 政策推進部 文化振興課 

 
2 生涯学習の機会の提供 

  
(1)生涯学習を進める講座等を行います 

   

★ 

 

コミュニティセンターでの学級・講座等

の開催 

コミュニティセンター

運営管理業務 
市民部 

地域コミュニティ支援課 

各行政センター 

★ 

 

高齢者の生きがい講座ほか多様な講座の

開催 

指定管理者による老人

福祉センター・公郷老人

憩いの家運営管理業務 

福祉部 高齢福祉課 

   
★ 

生涯学習センター指定管理者による市民

大学講座などの各種講座の開催 

生涯学習センター運営管

理事業（指定管理業務） 

教育委員会事務局 

教育総務部 
生涯学習課 

   
★ 学習成果の地域活用事業の実施 

生涯学習センター運営管

理事業（指定管理業務） 

教育委員会事務局 

教育総務部 
生涯学習課 

  
(2)生涯学習に関する情報を提供します 

   

★ まなびかんニュースの発行 
生涯学習センター運営管

理事業（指定管理業務） 

教育委員会事務局 

教育総務部 
生涯学習課 

   
★ 生涯学習センターホームページの管理運営 

生涯学習センター運営管

理事業（指定管理業務） 

教育委員会事務局 

教育総務部 
生涯学習課 

   
★ 学習相談の実施 

生涯学習センター運営管

理事業（指定管理業務） 

教育委員会事務局 

教育総務部 
生涯学習課 

    

Yokosukaまなび情報及び講座・イベント

等の情報の提供 

生涯学習センター運営管

理事業（指定管理業務） 

教育委員会事務局 

教育総務部 
生涯学習課 

 
3 学校教育における文化活動の充実 

  
(1)芸術鑑賞や文化的創作活動・表現活動の機会を提供します 

   

★ オーケストラ鑑賞会 芸術鑑賞会 
教育委員会事務局 

学校教育部 
教育指導課 

   
★ 小学校美術鑑賞会 芸術鑑賞会 

教育委員会事務局 

学校教育部 
教育指導課 

   
★ 児童生徒書写作品展の開催 児童生徒指導行事 

教育委員会事務局 

学校教育部 
教育指導課 

   
★ 児童生徒造形作品展の開催 児童生徒指導行事 

教育委員会事務局 

学校教育部 
教育指導課 

   
★ 中学校演劇発表会の開催 児童生徒指導行事 

教育委員会事務局 

学校教育部 
教育指導課 

   
★ 中学校吹奏楽発表会の開催 児童生徒指導行事 

教育委員会事務局 

学校教育部 
教育指導課 

   
★ 美術館・博物館と学校教育の連携 

博物館教育普及事業 

美術館教育普及事業 
教育委員会 

博物館 

（博物館運営課） 

美術館 

（美術館運営課） 

  
(2)多文化共生社会に適応できる国際教育を行います 

   

★ 外国人英語教員の活用 
国際コミュニケーション

能力育成事業 

教育委員会事務局 

学校教育部 
教育指導課 
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★ 国際コミュニケーション能力の育成 

国際コミュニケーション

能力育成事業 

教育委員会事務局 

学校教育部 
教育指導課 

   

★ 

 

横須賀総合高等学校生徒と海外高校生との

交流の推進 

高等学校国際交流支援

事業 

教育委員会事務局 

学校教育部 
教育指導課 

  
(3)地域の教育力を活かします 

   

★ 学校教育支援ボランティアの協力 学校いきいき事業 
教育委員会事務局 

学校教育部 
教育指導課 

   

★ 

 

伝統行事や産業（キャリア教育）の授業、 

教育活動充実のための地域人材活用など 
学校いきいき事業 

教育委員会事務局 

学校教育部 
教育指導課 

 
4 明日の文化の担い手の育成 

  
(1)子どもたちが文化に親しむ機会を提供します 

   

★ 子どものための親子コンサートの開催 
明日の文化活動 

担い手育成事業 
政策推進部 文化振興課 

   
★ 伝統芸能ワークショップの開催 

明日の文化活動 

担い手育成事業 
政策推進部 文化振興課 

   
★ 子ども向け文化情報提供の充実 

明日の文化活動 

担い手育成事業 
政策推進部 文化振興課 

   

★ 

 

小冊子「子ども向け横須賀ゆかりの歴史

上の人物」の発行 

明日の文化活動 

担い手育成事業 
政策推進部 文化振興課 

   

★ 

 

 

 

 

 

 

子ども読書活動の推進 

＊ブックスタートパックの配付と読み

聞かせの実施 

＊ブックリストの配付 

＊読書に親しむきっかけ、楽しさを知

るイベントの実施 

＊児童サービス関連の講座等の開催 

子ども読書活動 

推進事業 
教育委員会 中央図書館 

    

子どもを対象とした美術館ワークショップ

などの開催 
美術館教育普及事業 教育委員会 

美術館 

（美術館運営課） 

  
(2)芸術家、芸術団体や地域の文化活動のリーダーなどを育成します 

   

★ 芸術劇場合唱団などの育成 
芸術劇場管理事業 

(指定管理業務) 
政策推進部 文化振興課 

   

★ 

 

｢フレッシュ・アーティスツ from ヨコ

スカ」リサイタルシリーズの実施 

芸術劇場管理事業 

（指定管理業務） 
政策推進部 文化振興課 

   
★ 学習成果の地域活用事業の実施 

生涯学習センター運営管

理事業（指定管理業務） 

教育委員会事務局 

教育総務部 
生涯学習課 

Ⅱ つたえる 【文化の次世代への継承】 

 
1 郷土の歴史や文化的遺産の継承 

  
(1)郷土の歴史や文化的遺産の掘り起こし、普及や保全・伝承を行います 

   

★ 三浦一族に関する普及 地域文化振興事業 政策推進部 文化振興課 

   
★ 開国期の歴史に関する普及 地域文化振興事業 政策推進部 文化振興課 

   
★ （仮称）軍港資料館の検討 近代歴史遺産活用事業 政策推進部 文化振興課 

   

★ 

 

 

近代歴史遺産の活用 

＊周遊ツアーの開催 

＊パネル展の開催 

近代歴史遺産活用事業 政策推進部 文化振興課 

   
★ 市民文化資産の指定 

市民文化資産保存振興

事業 
政策推進部 文化振興課 
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★ 

 

ＡＮＪＩＮプロジェクト 

（ゆかりの地との共同イベントなど） 
都市間交流関係業務 政策推進部 国際交流課 

   
★ 重要文化財等の指定 

文化財施設等維持管理

事業 

教育委員会事務局 

教育総務部 
生涯学習課 

   
★ 文化財見学会の実施 文化財保護周知啓発事業 

教育委員会事務局 

教育総務部 
生涯学習課 

   

★ 

 

自然・人文科学の資料および文化的遺産

の収集・管理・保管 
資料収集調査研究事業 教育委員会 

博物館 

（博物館運営課） 

   
★ 美術品の収集・管理・保管 美術品収集管理保管事業 教育委員会 

美術館 

（美術館運営課） 

  
(2)郷土の歴史や文化的遺産を広く紹介します 

   

★ 

 

横須賀にゆかりのある歴史上の人物紹介

冊子の発行 
地域文化振興事業 政策推進部 文化振興課 

    

小冊子「子ども向け横須賀ゆかりの歴史

上の人物」の発行 

明日の文化活動 

担い手育成事業 
政策推進部 文化振興課 

    

近代歴史遺産の活用 

＊周遊ツアーの開催＊パネル展の開催 
近代歴史遺産活用事業 政策推進部 文化振興課 

    
市民文化資産の紹介 

市民文化資産保存振興

事業 
政策推進部 文化振興課 

   
★ 国際式典の開催 国際式典事業 政策推進部 国際交流課 

 
2 地域の身近な歴史や文化の継承 

  
(1)地域の身近な歴史や文化を再発見し、未来に伝えます 

   

★ 市民文化資産の指定 
市民文化資産保存振興

事業 
政策推進部 文化振興課 

  
 

★ 

 

近代歴史遺産の活用 

＊周遊ツアーの開催＊パネル展の開催 
近代歴史遺産活用事業 政策推進部 文化振興課 

(2)地域の身近な歴史や文化に親しむ機会を提供します 

    
市民文化資産の紹介 

市民文化資産保存振興

事業 
政策推進部 文化振興課 

    

近代歴史遺産の活用 

＊周遊ツアーの開催＊パネル展の開催 
近代歴史遺産活用事業 政策推進部 文化振興課 

   
★ くりはま歴史絵本の発行 

くりはま歴史絵本作成

事業 
市民部 

久里浜 

行政センター 

   
★ レンガドック活用イベントの開催 

浦賀港周辺地区再整備

事業 
都市部 

市街地整備 

景観課 

   
★ 猿島公園専門ガイドの養成 猿島公園管理事業 環境政策部 公園管理課 

   
★ 民俗芸能大会の開催 文化財保護周知啓発事業 

教育委員会事務局

教育総務部 
生涯学習課 

 
3 景観の保全および形成 

  
(1)豊かな自然や歴史的環境と調和した潤いのある景観を保全します 

   
★ 近郊緑地保全区域に対する取り組み 都市緑地保全事業 環境政策部 自然環境共生課 

   
★ 風致地区の保全に対する取り組み 

風致地区内行為許可等

業務 
環境政策部 自然環境共生課 

   
★ 里山的環境の保全・再生 

里山的環境保全・活用

事業 
環境政策部 自然環境共生課 

   
★ 横須賀エコツアーの実施 

横須賀エコツアー推進

事業 
環境政策部 自然環境共生課 
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★ 景観重要建造物および景観重要樹木の指定 街並み景観形成推進事業 都市部 

市街地整備 

景観課 

   
★ 海辺環境の保全・再生 

横須賀港浅海域保全・

再生事業 
港湾部 港湾企画課 

   

★ 

 

港湾環境保全の取り組み 

＊エコポートイベントの開催による啓発 
港湾振興事業 港湾部 港湾企画課 

   
★ 自然教育園における取り組み 自然教育園事業 教育委員会 

博物館 

（博物館運営課） 

  
(2)個性的で美しい街並みづくりなど魅力ある景観をつくります 

   

★ 花のボランティア協力による花壇の管理 花いっぱい推進事業 環境政策部 公園管理課 

   

★ 

 

 

良好な街並み景観形成の推進 

＊｢横須賀市景観計画｣に基づく良好な

街並み景観形成の推進 

街並み景観形成推進事業 都市部 
市街地整備 

景観課 

   
★ 景観重要公共施設の指定 街並み景観形成推進事業 都市部 

市街地整備 

景観課 

Ⅲ ひろげる 【文化による交流の推進】 

 
1 文化情報の収集および提供 

  
(1)文化活動に関する情報を収集し、提供します 

   
★ 文化に関するホームページの公開 文化行政推進事業 政策推進部 文化振興課 

    
英語版文化情報紙の発行 国際化推進事業 政策推進部 国際交流課 

 
2 文化による国際交流の推進 

  
(1)市民の国際文化交流を支援します 

   

★ 

 

 

 

文化交流の取り組み 

＊ジャパンフェスティバル 

＊日本文化紹介 

＊国際ユースフォーラム 

国際化推進事業 政策推進部 国際交流課 

   
★ 国際交流員（ＣＩＲ）の採用 国際化推進事業 政策推進部 国際交流課 

   
★ 

多言語による生活情報冊子 

（Living in Yokosuka）の配布 
国際化推進事業 政策推進部 国際交流課 

   

★ 

 

子どもを対象とした国際交流に関する 

情報提供の充実 
国際化推進事業 政策推進部 国際交流課 

  
(2)姉妹都市などとの国際文化交流を行います 

   

★ 

 

 

 

姉妹都市との交流の推進 

＊各姉妹都市企画の事業への参加・協力 

＊ブレスト市との人材交流（職員相互交流） 

＊交換学生派遣・受入事業 

都市間交流関係業務 政策推進部 国際交流課 

 
3 文化による地域間交流の推進 

  
(1)友好都市などとの文化交流を行います 

   

★ 

 

近隣市町との文化交流の推進 

＊三浦半島サミットなどでの連携 
都市間交流関係業務 政策推進部 政策推進課 

   

★ 

 

 

友好都市などとの市民交流の推進 

＊文化団体交流の推進 

＊会津若松応援団や物産展などへの支援 

地域文化振興事業 

都市間交流関係業務 
政策推進部 

文化振興課 

国際交流課 
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★ 

 

ＡＮＪＩＮプロジェクト 

（ゆかりの地との共同イベントなど） 
都市間交流関係業務 政策推進部 国際交流課 

    

友好都市などとの交流の推進 

＊国際式典への招待 
都市間交流関係業務 政策推進部 国際交流課 

 
4 文化による人々の交流の推進 

  
(1)文化資源を再認識し、活かします 

   

★ 

 

 

近代歴史遺産の活用 

＊周遊ツアーの開催 

＊パネル展の開催 

近代歴史遺産活用事業 政策推進部 文化振興課 

   
★ ここヨコホームページの活用 集客プロモーション事業 経済部 観光企画課 

   
★ 民泊体験（教育旅行の誘致） 

セールスプロモーション

事業 
経済部 観光企画課 

  
(2)文化を活かした観光や産業を振興します 

   

★ 

 

 

 

 

10,000m プロムナード（うみかぜの路）

の紹介 

＊リーフレットの発行 

＊案内板の設置 

＊拠点整備の連絡調整 

10,000ｍプロムナード

整備事業 
政策推進部 政策推進課 

   

★ 

 

 

 

よこすか開国祭の開催 

＊開国花火大会 

＊開国 Dancin' 

＊開国わいわい広場 

観光団体助成事業 経済部 観光企画課 

   

★ 

 

日米親善よこすかスプリングフェスタの

開催 
観光団体助成事業 経済部 観光企画課 

   
★ よこすかみこしパレードの開催 観光団体助成事業 経済部 観光企画課 

    
日米親善ベース歴史ツアーの実施 観光団体助成事業 経済部 観光企画課 

    
よこすかカレーフェスティバルの開催 観光団体助成事業 経済部 観光企画課 

   
★ メディアデスクによる情報提供 

セールスプロモーション

事業 
経済部 観光企画課 

   
★ 地産地消の推進 地産地消推進事業 経済部 農林水産課 
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２―(2) 文化振興基本計画 進行管理対象一覧（所属別） 

★は文化振興基本計画「第３章－2 施策の方向の考え方と具体的な展開（取り組み例）」で例示し

た取り組みです。 

施策体系 取組内容 事業名 担当部局等 

Ⅲ ３ (1) ★ 
近隣市町との文化交流の推進 

＊三浦半島サミットなどでの連携 
都市間交流関係業務 

政策推進部 政策推進課 

Ⅲ ４ (2) ★ 

10,000m プロムナード（うみかぜの路）

の紹介 

＊リーフレットの発行 

＊案内板の設置 

＊拠点整備の連絡調整 

10,000ｍプロムナード

整備事業 

Ⅰ １ (1) ★ 市民文化祭の開催 市民文化活動推進事業 

政策推進部 文化振興課 

Ⅰ １ (1) ★ 市民合唱のつどいの開催 市民文化活動推進事業 

Ⅰ １ (1) ★ 市民音楽のつどいの開催 市民文化活動推進事業 

Ⅰ １ (1) ★ 組曲「横須賀」演奏会の開催 市民文化活動推進事業 

Ⅰ １ (1) ★ カジュアル・コンサートの開催 市民文化活動推進事業 

Ⅰ １ (1) ★ 文化活動のコーディネートの実施 文化行政推進事業 

Ⅰ １ (1) ★ インターネットギャラリーの開設 文化行政推進事業 

Ⅰ １ (1) 
★ 

 

市民が行う文化事業に対する後援などの

支援 
文化団体支援事業 

Ⅰ １ (2) ★ 芸術劇場における自主公演事業の実施 
芸術劇場管理事業 

（指定管理業務） 

Ⅰ １ (3) 
 

トンネルギャラリー 

（山崎ふれあいトンネル）の運営 
文化行政推進事業 

Ⅰ １ (3) 
 

シティホールギャラリーの運営 文化行政推進事業 

Ⅰ １ (3) 
 

市民ホールコンサートの開催 文化行政推進事業 

Ⅰ １ (5) ★ 後援行事などにおける市長賞の授与 文化団体支援事業 

Ⅰ １ (6) ★ 横須賀市文化振興審議会の運営 文化行政推進事業 

Ⅰ ４ (1) ★ 子どものための親子コンサートの開催 
明日の文化活動 

担い手育成事業 

Ⅰ ４ (1) ★ 伝統芸能ワークショップの開催 
明日の文化活動 

担い手育成事業 

Ⅰ ４ (1) ★ 子ども向け文化情報提供の充実 
明日の文化活動 

担い手育成事業 

Ⅰ ４ (1) ★ 
小冊子「子ども向け横須賀ゆかりの歴史

上の人物」の発行 

明日の文化活動 

担い手育成事業 

Ⅰ ４ (2) ★ 芸術劇場合唱団などの育成 
芸術劇場管理事業 

(指定管理業務) 

Ⅰ ４ (2) ★ 
｢フレッシュ・アーティスツ from ヨコ

スカ」リサイタルシリーズの実施 

芸術劇場管理事業 

（指定管理業務） 

Ⅱ １ (1) ★ 三浦一族に関する普及 地域文化振興事業 
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Ⅱ １ (1) ★ 開国期の歴史に関する普及 地域文化振興事業 
  

Ⅱ １ (1) ★ （仮称）軍港資料館の検討 近代歴史遺産活用事業 

政策推進部 文化振興課 

Ⅱ １ (1) ★ 

近代歴史遺産の活用 

＊周遊ツアーの開催 

＊パネル展の開催 

近代歴史遺産活用事業 

Ⅱ １ (1) ★ 市民文化資産の指定 
市民文化資産保存振興

事業 

Ⅱ １ (2) ★ 
横須賀にゆかりのある歴史上の人物紹介

冊子の発行 
地域文化振興事業 

Ⅱ １ (2) 
 

小冊子「子ども向け横須賀ゆかりの歴史

上の人物」の発行 

明日の文化活動 

担い手育成事業 

Ⅱ １ (2) 
 

近代歴史遺産の活用 

＊周遊ツアーの開催＊パネル展の開催 
近代歴史遺産活用事業 

Ⅱ １ (2) 
 

市民文化資産の紹介 
市民文化資産保存振興

事業 

Ⅱ ２ (1) ★ 市民文化資産の指定 
市民文化資産保存振興

事業 

Ⅱ ２ (1) ★ 
近代歴史遺産の活用 

＊周遊ツアーの開催＊パネル展の開催 
近代歴史遺産活用事業 

Ⅱ ２ (2) 
 

市民文化資産の紹介 
市民文化資産保存振興

事業 

Ⅱ ２ (2) 
 

近代歴史遺産の活用 

＊周遊ツアーの開催＊パネル展の開催 
近代歴史遺産活用事業 

Ⅲ １ (1) ★ 文化に関するホームページの公開 文化行政推進事業 

Ⅲ ４ (1) ★ 
近代歴史遺産の活用 

＊周遊ツアーの開催＊パネル展の開催 
近代歴史遺産活用事業 

Ⅲ ３ (1) ★ 

友好都市などとの市民交流の推進 

＊文化団体交流の推進 

＊会津若松応援団や物産展などへの支援 

地域文化振興事業 

都市間交流関係業務 
政策推進部 

文化振興課 

国際交流課 

Ⅱ １ (1) ★ 
ＡＮＪＩＮプロジェクト 

（ゆかりの地との共同イベントなど） 
都市間交流関係業務 

政策推進部 国際交流課 

Ⅱ １ (2) ★ 国際式典の開催 国際式典事業 

Ⅲ １ (1) 
 

英語版文化情報紙の発行 国際化推進事業 

Ⅲ ２ (1) ★ 

文化交流の取り組み 

＊ジャパンフェスティバル 

＊日本文化紹介 

＊国際ユースフォーラム 

国際化推進事業 

Ⅲ ２ (1) ★ 国際交流員（ＣＩＲ）の採用 国際化推進事業 

Ⅲ ２ (1) ★ 
多言語による生活情報冊子 

（Living in Yokosuka）の配布 
国際化推進事業 

Ⅲ ２ (1) ★ 
子どもを対象とした国際交流に関する 

情報提供の充実 
国際化推進事業 

Ⅲ ２ (2) ★ 

姉妹都市との交流の推進 

＊各姉妹都市企画の事業への参加・協力 

＊ブレスト市との人材交流（職員相互交流） 

＊交換学生派遣・受入事業 

都市間交流関係業務 

Ⅲ ３ (1) ★ 
ＡＮＪＩＮプロジェクト 

（ゆかりの地との共同イベントなど） 
都市間交流関係業務 

Ⅲ ３ (1) 
 

友好都市などとの交流の推進 

＊国際式典への招待 
都市間交流関係業務 
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Ⅰ １ (5) ★ 市民表彰での顕彰 職員以外の表彰経費 総務部 秘書課 

Ⅰ ２ (1) ★ 
コミュニティセンターでの学級・講座等

の開催 

コミュニティセンター

運営管理業務 
市民部 

地域コミュニティ支援課 

各行政センター 

Ⅱ ２ (2) ★ くりはま歴史絵本の発行 
くりはま歴史絵本作成

事業 
市民部 

久里浜 

行政センター 

Ⅰ １ (4) ★ 障害者を対象とした音楽教室の開催 地域活動推進事業 

福祉部 障害福祉課 

Ⅰ １ (4) ★ 障害者を対象とした創作教室の開催 障害者生きがい事業 

Ⅰ １ (4) ★ 手話通訳者の派遣 意思疎通支援事業 

Ⅰ １ (4) ★ 要約筆記者の派遣 意思疎通支援事業 

Ⅰ ２ (1) ★ 
高齢者の生きがい講座ほか多様な講座の

開催 

指定管理者による老人

福祉センター・公郷老人

憩いの家運営管理業務 

福祉部 高齢福祉課 

Ⅱ ２ (2) ★ 猿島公園専門ガイドの養成 猿島公園管理事業 

環境政策部 公園管理課 

Ⅱ ３ (2) ★ 花のボランティア協力による花壇の管理 花いっぱい推進事業 

Ⅱ ３ (1) ★ 近郊緑地保全区域に対する取り組み 都市緑地保全事業 

環境政策部 自然環境共生課 

Ⅱ ３ (1) ★ 風致地区の保全に対する取り組み 
風致地区内行為許可等

業務 

Ⅱ ３ (1) ★ 里山的環境の保全・再生 
里山的環境保全・活用

事業 

Ⅱ ３ (1) ★ 横須賀エコツアーの実施 
横須賀エコツアー推進

事業 

Ⅲ ４ (1) ★ ここヨコホームページの活用 集客プロモーション事業 

経済部 観光企画課 

Ⅲ ４ (1) ★ 民泊体験（教育旅行の誘致） 
セールスプロモーション

事業 

Ⅲ ４ (2) ★ 

よこすか開国祭の開催 

＊開国花火大会＊開国 Dancin' 

＊開国わいわい広場 

観光団体助成事業 

Ⅲ ４ (2) ★ 
日米親善よこすかスプリングフェスタの

開催 
観光団体助成事業 

Ⅲ ４ (2) ★ よこすかみこしパレードの開催 観光団体助成事業 

Ⅲ ４ (2) 
 

日米親善ベース歴史ツアーの実施 観光団体助成事業 

Ⅲ ４ (2) 
 

よこすかカレーフェスティバルの開催 観光団体助成事業 

Ⅲ ４ (2) ★ メディアデスクによる情報提供 
セールスプロモーション

事業 

Ⅲ ４ (2) ★ 地産地消の推進 地産地消推進事業 経済部 農林水産課 

Ⅱ ２ (2) ★ レンガドック活用イベントの開催 
浦賀港周辺地区再整備

事業 

都市部 
市街地整備 

景観課 

Ⅱ ３ (1) ★ 景観重要建造物および景観重要樹木の指定 街並み景観形成推進事業 

Ⅱ ３ (2) ★ 

良好な街並み景観形成の推進 

＊｢横須賀市景観計画｣に基づく良好な

街並み景観形成の推進 

街並み景観形成推進事業 

Ⅱ ３ (2) ★ 景観重要公共施設の指定 街並み景観形成推進事業 
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Ⅱ ３ (1) ★ 海辺環境の保全・再生 
横須賀港浅海域保全・

再生事業 
港湾部 港湾企画課 

Ⅱ ３ (1) ★ 
港湾環境保全の取り組み 

＊エコポートイベントの開催による啓発 
港湾振興事業 

Ⅰ １ (3) ★ 
学校施設の開放 

＊和室・学校図書館など、養護学校施設 
学校開放事業 

教育委員会事務局 

教育総務部 
生涯学習課 

Ⅰ ２ (1) ★ 
生涯学習センター指定管理者による市民

大学講座などの各種講座の開催 

生涯学習センター運営管

理事業（指定管理業務） 

Ⅰ ２ (1) ★ 学習成果の地域活用事業の実施 
生涯学習センター運営管

理事業（指定管理業務） 

Ⅰ ２ (2) ★ まなびかんニュースの発行 
生涯学習センター運営管

理事業（指定管理業務） 

Ⅰ ２ (2) ★ 生涯学習センターホームページの管理運営 
生涯学習センター運営管

理事業（指定管理業務） 

Ⅰ ２ (2) ★ 学習相談の実施 
生涯学習センター運営管

理事業（指定管理業務） 

Ⅰ ２ (2) 
 

Yokosukaまなび情報及び講座・イベント

等の情報の提供 

生涯学習センター運営管

理事業（指定管理業務） 

Ⅰ ４ (2) ★ 学習成果の地域活用事業の実施 
生涯学習センター運営管

理事業（指定管理業務） 

Ⅱ １ (1) ★ 重要文化財等の指定 
文化財施設等維持管理

事業 

Ⅱ １ (1) ★ 文化財見学会の実施 文化財保護周知啓発事業 

Ⅱ ２ (2) ★ 民俗芸能大会の開催 文化財保護周知啓発事業 

Ⅰ ４ (1) ★ 

子ども読書活動の推進 

＊ブックスタートパックの配付と読み

聞かせの実施 

＊ブックリストの配付 

＊読書に親しむきっかけ、楽しさを知

るイベントの実施 

＊児童サービス関連の講座等の開催 

子ども読書活動 

推進事業 
教育委員会 中央図書館 

Ⅱ １ (1) ★ 
自然・人文科学の資料および文化的遺産

の収集・管理・保管 
資料収集調査研究事業 

教育委員会 
博物館 

（博物館運営課） 
Ⅱ ３ (1) ★ 自然教育園における取り組み 自然教育園事業 

Ⅰ ３ (1) ★ 美術館・博物館と学校教育の連携 
博物館教育普及事業 

美術館教育普及事業 
教育委員会 

博物館 

（博物館運営課） 

美術館 

（美術館運営課） 

Ⅰ １ (2) ★ 美術館展覧会の開催 美術館展覧会事業 

教育委員会 
美術館 

（美術館運営課） 

Ⅰ １ (4) ★ 
障害者を対象とした美術館ワークショッ

プなどの開催 
美術館教育普及事業 

Ⅰ ４ (1) 
 

子どもを対象とした美術館ワークショップ

などの開催 
美術館教育普及事業 

Ⅱ １ (1) ★ 美術品の収集・管理・保管 美術品収集管理保管事業 

Ⅰ ３ (1) ★ オーケストラ鑑賞会 芸術鑑賞会 

教育委員会事務局 

学校教育部 
教育指導課 

Ⅰ ３ (1) ★ 美術作品鑑賞会 芸術鑑賞会 

Ⅰ ３ (1) ★ 児童生徒書写作品展の開催 児童生徒指導行事 
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Ⅰ ３ (1) ★ 児童生徒造形作品展の開催 児童生徒指導行事 

Ⅰ ３ (1) ★ 中学校演劇発表会の開催 児童生徒指導行事 
教育委員会事務局 

学校教育部 

教育指導課 

Ⅰ ３ (1) ★ 中学校吹奏楽発表会の開催 児童生徒指導行事 

Ⅰ ３ (2) ★ 外国人英語教員の活用 
国際コミュニケーショ

ン能力育成事業 

Ⅰ ３ (2) ★ 国際コミュニケーション能力の育成 
国際コミュニケーショ

ン能力育成事業 

Ⅰ ３ (2) ★ 
横須賀総合高等学校生徒と海外高校生と

の交流の推進 

高等学校国際交流支援

事業 

Ⅰ ３ (3) ★ 学校教育支援ボランティアの協力 学校いきいき事業 

Ⅰ ３ (3) ★ 
伝統行事や産業（キャリア教育）の授業、 

教育活動充実のための地域人材活用など 
学校いきいき事業 
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３．文化振興基本計画進行管理表

取り組み項目

平成26年度

予定 市民文化祭（春２行事、秋21行事）の実施。

実績
市民文化祭（春２行事、秋21行事）を実施した。
　参加者数　4,478人　入場者数　13,838人

評価 A

特記事項

予定 市民合唱のつどいの開催

実績
11月１日・11月２日（各午前、午後　計４回）はまゆう会館
ホールで開催した。 　参加団体56　入場者数 1,621人

評価 A

特記事項

予定 市民音楽のつどいの開催

実績
６月15日  文化会館　大ホールで開催した。
 参加団体15　 入場者数 1,424人

評価 A

特記事項

予定 組曲「横須賀」の開催

実績
５月18日  横須賀芸術劇場　大劇場で開催した。
 入場者数 1,221人

評価 A

特記事項

予定 カジュアル・コンサートの開催

実績
１月25日　横須賀芸術劇場　大劇場で開催した。
 入場者数 1,279人

評価 A

特記事項

予定 市ＨＰでの情報提供。

実績
市ＨＰで情報提供を行った。
登録団体1増　　登録団体の総数：８団体

評価 A

特記事項

予定 市ＨＰでの作品等の展示。

実績
市ＨＰで作品等の展示を行った。
出品数：22作品

評価 A

特記事項

予定 市民が行う事業を共催・後援する。

実績 市民が行う事業のうち、共催12件、後援35件を承諾した。

評価 A

特記事項

市民合唱のつどいの開催 市民文化活動推進事業 文化振興課

文化振興基本計画　進行管理対象事業　実績・評価一覧 

施策体系 取組内容 事業名 担当課

Ⅰ　はぐくむ　【文化の担い手の育成】

1市民の文化活動の充実

(1)市民の文化活動を支援します

市民文化祭の開催 市民文化活動推進事業 文化振興課

市民音楽のつどいの開催 市民文化活動推進事業 文化振興課

組曲「横須賀」演奏会の開催 市民文化活動推進事業 文化振興課

カジュアル・コンサートの開催 市民文化活動推進事業 文化振興課

文化活動のコーディネートの実
施

文化行政推進事業 文化振興課

インターネットギャラリーの開
設

文化行政推進事業 文化振興課

市民が行う文化事業に対する後
援などの支援

文化団体支援事業 文化振興課
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平成27年度 平成28年度 平成29年度

市民文化祭（春２行事、秋21行事）の実施。 市民文化祭（春２行事、秋21行事）の実施。 市民文化祭（春２行事、秋21行事）の実施。

市民文化祭（春２行事、秋21行事）を実施した。
　参加者数　4,519人　入場者数　12,766人

市民文化祭（春２行事、秋20行事）を実施した。
　参加者数　4,847人　入場者数　14,770人

A A

市民合唱のつどいの開催 市民合唱のつどいの開催 市民合唱のつどいの開催

10月31日、11月１日（各午前、午後　計４回）はまゆう会館
ホールで開催した。　参加団体57　入場者数1,690人

10月29日・30日（各午前、午後　計４回）はまゆう会館
ホールで開催した。　参加団体55　入場者数1,745人

A A

市民音楽のつどいの開催 市民音楽のつどいの開催 市民音楽のつどいの開催

６月14日　文化会館　大ホールで開催した。
　参加団体15　入場者数1,109人

６月12日　よこすか芸術劇場で開催した。
　参加団体15　入場者数1,681人

A A

組曲「横須賀」の開催 組曲「横須賀」の開催 組曲「横須賀」の開催

４月19日　横須賀芸術劇場　大劇場で開催した。
　入場者数1,176人

４月17日　横須賀芸術劇場　大劇場で開催した。
　入場者数1,210人

A A

カジュアル・コンサートの開催 カジュアル・コンサートの開催 カジュアル・コンサートの開催

１月31日　横須賀芸術劇場　大劇場で開催した。
　入場者数1,420人

１月29日　横須賀芸術劇場　大劇場で開催した。
　入場者数1,318人

A A

市ＨＰでの情報提供。 市ＨＰでの情報提供。 市ＨＰでの情報提供。

市ＨＰで情報提供を行った。
登録団体の総数：８団体

市ＨＰで情報提供を行った。
登録団体の総数：７団体

A A

市ＨＰでの作品等の展示。 市ＨＰでの作品等の展示。 市ＨＰでの作品等の展示。

市ＨＰで作品等の展示を行った。
出品数：40作品

市ＨＰで作品等の展示を行った。
出品数：22作品

A A

市民が行う事業を共催・後援する。 市民が行う事業を共催・後援する。 市民が行う事業を共催・後援する。

市民が行う事業のうち、共催６件、後援35件を承諾した。 市民が行う事業のうち、共催５件、後援49件を承諾した。

A A

文化振興基本計画　進行管理対象事業　実績・評価一覧 
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取り組み項目

平成26年度

文化振興基本計画　進行管理対象事業　実績・評価一覧 

施策体系 取組内容 事業名 担当課

Ⅰ　はぐくむ　【文化の担い手の育成】

1市民の文化活動の充実

予定 指定管理者による自主事業・共催事業を実施する。

実績
自主・共催事業として60事業75公演を実施した。
来場者72,408名

評価 S

特記事項
開館20周年記念事業（13事業18公演）を含めて例年より
多くの公演を実施し、うち39公演で市民招待（招待者2,847
名、応募者14,559名）を実施した。

予定
・企画展の開催（年6回）
・所蔵品展、谷内六郎週刊新潮表紙絵展の開催（年4回展
示替）

実績
・企画展の開催（年6回）
・所蔵品展、谷内六郎週刊新潮表紙絵展の開催（年4回展
示替）

評価 A

特記事項

予定 展示団体の調整を行い、毎月展示を行う。

実績 毎月展示を行った。（12団体）

評価 A

特記事項

予定 新たに作品を公募し、展示替えを行う。

実績
シティホールギャラリーを活用し、市民公募作品を展示し
た。26年11月～　展示作品数19

評価 A

特記事項

予定
市民ホールにて、音楽活動を行う市民団体によるコンサー
トを行う。

実績
市民ホールコンサートの開催
 ２回 観覧者数 250人

評価 A

特記事項

予定
学校施設の開放の実施。

実績
学校施設の開放を実施した。
利用者数16,935人（学校図書館、養護学校含む）

評価 A

特記事項

(2)優れた芸術文化に親しむ機会を提供します

芸術劇場における自主公演事業
の実施

芸術劇場管理事業
（指定管理業務）

文化振興課

美術館展覧会の開催 美術館展覧会事業
美術館
（美術館運営課）

(3)身近なところで様々な文化活動ができる場を提供します

トンネルギャラリー
（山崎ふれあいトンネル）の運
営

文化行政推進事業 文化振興課

シティホールギャラリーの運営 文化行政推進事業 文化振興課

市民ホールコンサートの開催 文化行政推進事業 文化振興課

学校施設の開放
＊和室・学校図書館など、
　養護学校施設

学校開放事業 生涯学習課
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平成27年度 平成28年度 平成29年度

文化振興基本計画　進行管理対象事業　実績・評価一覧 

指定管理者による自主事業・共催事業を実施する。 指定管理者による自主事業・共催事業を実施する。 指定管理者による自主事業・共催事業を実施する。

自主・共催事業として54事業62公演を実施した。
来場者57,354名

自主・共催事業として45事業60公演を実施した。
来場者53,735名

A A

・企画展の開催（年6回）
・所蔵品展、谷内六郎週刊新潮表紙絵展の開催（年4回展
示替）

・企画展の開催（年6回）
・所蔵品展、谷内六郎週刊新潮表紙絵展の開催（年4回展
示替）

・企画展の開催（年6回）
・所蔵品展、谷内六郎週刊新潮表紙絵展の開催（年4回展
示替）

・企画展の開催（年6回）
・所蔵品展、谷内六郎週刊新潮表紙絵展の開催（年4回展
示替）

・企画展の開催（年6回）
・所蔵品展、谷内六郎週刊新潮表紙絵展の開催（年4回展
示替）

A A

展示団体の調整を行い、毎月展示を行う。 展示団体の調整を行い、毎月展示を行う。 展示団体の調整を行い、毎月展示を行う。

毎月展示を行った。（12団体） 毎月展示を行った。（12団体）

A A

平成26年度に公募した作品の展示。 新たに作品を公募し、展示替えを行う。 平成28年度に公募した作品の展示。

昨年度に引き続き、市民公募作品を展示した。
シティホールギャラリーを活用し、市民公募作品を展示し
た。28年11月～30年10月　展示作品数18

A A

市内の公共施設にて、類似のコンサートが開催されてお
り、市民ホールコンサートを廃止。

市民ホールコンサートの開催を廃止した。

C

学校施設の開放の実施。 学校施設の開放の実施。 学校施設の開放の実施。

学校施設の開放を実施した。
利用者数18,564人（学校図書室、養護学校含む）

学校施設の開放を実施した。
利用者数15,532人（学校図書室、養護学校含む）

A A

(3)身近なところで様々な文化活動ができる場を提供します
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取り組み項目

平成26年度

文化振興基本計画　進行管理対象事業　実績・評価一覧 

施策体系 取組内容 事業名 担当課

Ⅰ　はぐくむ　【文化の担い手の育成】

1市民の文化活動の充実

予定 年間11回開催

実績 11回　（延べ210人）

評価 A

特記事項

予定
・肢体障害者等創作教室の開催(88回）
・心身障害者創作教室の開催（14回）
・視覚障害者創作教室の開催（22回）

実績
・肢体障害者等創作教室の開催(88回、延べ483人）
・心身障害者創作教室の開催（14回、延べ322人）
・視覚障害者創作教室の開催（22回、延べ552人）

評価 A

特記事項
障害者生きがい対策運営委員会へ委託し団体を通しての申
し込み及び広報よこすかに掲載して募集を行っている。

予定
聴覚障害者のコミュニケーション支援のために手話通訳者
を派遣

実績 延べ　1,067件

評価 A

特記事項

予定
聴覚障害者のコミュニケーション支援のために要約筆記者
を派遣

実績 延べ　304件

評価 A

特記事項

予定

ワークショップなどの開催
・障害児者対象（12回）
・福祉講演会（1回）
・福祉ワークショップ（１回）
・福祉パフォーマンス（1回）

実績

ワークショップなどの開催
・障害児者対象（12回）
・福祉講演会（1回）
・福祉ワークショップ（２回）
・福祉パフォーマンス（1回）

評価 A

特記事項

予定
市民が行う事業のうち、市が共催、後援した事業に市長賞
を交付する。

実績
市民が行う事業のうち、市が共催、後援した事業8件に市
長賞を交付した。

評価 A

特記事項

予定 市民表彰の実施

実績
平成27年2月15日に市民表彰式を予定通り実施した。
文化振興に貢献された受賞者は、19名だった。

評価 A

特記事項

障害者生きがい事業 障害福祉課

障害者を対象とした美術館ワー
クショップなどの開催

美術館教育普及事業
美術館
（美術館運営課）

(5)文化活動に貢献した市民を表彰します

後援行事などにおける市長賞の
授与

文化団体支援事業 文化振興課

市民表彰での顕彰 職員以外の表彰経費 秘書課

手話通訳者の派遣 意思疎通支援事業 障害福祉課

要約筆記者の派遣 意思疎通支援事業 障害福祉課

(4)障害者の文化活動を支援します

障害者を対象とした音楽教室の
開催

地域活動推進事業 障害福祉課

障害者を対象とした創作教室の
開催
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平成27年度 平成28年度 平成29年度

文化振興基本計画　進行管理対象事業　実績・評価一覧 

年間11回開催 年間11回開催 年間11回開催

11回　（延べ262人） 11回　（延べ208人）

A A

・肢体障害者等創作教室の開催(88回）
・心身障害者創作教室の開催（14回）
・視覚障害者創作教室の開催（22回）

・肢体障害者等創作教室の開催(88回）
・心身障害者創作教室の開催（14回）
・視覚障害者創作教室の開催（22回）

・肢体障害者等創作教室の開催(88回）
・心身障害者創作教室の開催（14回）
・視覚障害者創作教室の開催（22回）

・肢体障害者等創作教室の開催(88回、延べ426人）
・心身障害者創作教室の開催（14回、延べ334人）
・視覚障害者創作教室の開催（22回、延べ538人）

・肢体障害者等創作教室の開催(74回、延べ455人）
・心身障害者創作教室の開催（14回、延べ391人）
・視覚障害者創作教室の開催（22回、延べ603人）

A A

障害者生きがい対策運営委員会へ委託し団体を通しての申
し込み及び広報よこすかに掲載して募集を行っている。

障害者生きがい対策運営委員会へ委託し団体を通しての
申し込み及び広報よこすかに掲載して募集を行っている。

聴覚障害者のコミュニケーション支援のために手話通訳者
を派遣

聴覚障害者のコミュニケーション支援のために手話通訳者
を派遣

聴覚障害者のコミュニケーション支援のために手話通訳者
を派遣

延べ　1,026件 延べ　995件

A A

聴覚障害者のコミュニケーション支援のために要約筆記者
を派遣

聴覚障害者のコミュニケーション支援のために要約筆記者
を派遣

聴覚障害者のコミュニケーション支援のために要約筆記者
を派遣

延べ　305件 延べ　273件

A A

ワークショップなどの開催
・障害児者対象（12回）
・福祉講演会（1回）
・福祉ワークショップ（１回）
・福祉パフォーマンス（１回）

ワークショップなどの開催
・障害児者対象（12回）
・福祉講演会（１回）
・福祉ワークショップ（２回）

ワークショップなどの開催
・障害児者対象（12回）
・福祉講演会（１回）
・福祉イベント（２回）

ワークショップなどの開催
・障害児者対象（12回）
・福祉講演会（１回）
・福祉ワークショップ（３回）

ワークショップなどの開催
・障害児者対象（12回）
・福祉講演会（１回）
・福祉ワークショップ（１回）
・福祉パフォーマンス（１回）

A A

市民が行う事業のうち、市が共催、後援した事業に市長賞
を交付する。

市民が行う事業のうち、市が共催、後援した事業に市長賞
を交付する。

市民が行う事業のうち、市が共催、後援した事業に市長賞
を交付する。

市民が行う事業のうち、市が共催、後援した事業10件に市
長賞を交付した。

市民が行う事業のうち、市が共催、後援した事業９件に市
長賞を交付した。

A B

市民表彰の実施 市民表彰の実施
市民表彰の実施
（平成30年２月18日開催予定）

平成28年2月14日に市民表彰式を予定通り実施した。
文化振興に貢献された受賞者は、16名だった。

平成29年２月12日に市民表彰式を予定通り実施した。
文化振興に貢献された受賞者は11名だった。

A A

(5)文化活動に貢献した市民を表彰します

(4)障害者の文化活動を支援します
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取り組み項目

平成26年度

文化振興基本計画　進行管理対象事業　実績・評価一覧 

施策体系 取組内容 事業名 担当課

Ⅰ　はぐくむ　【文化の担い手の育成】

1市民の文化活動の充実

予定 文化振興審議会の開催（２回）

実績
文化振興審議会を開催した。
（２回開催）

評価 A

特記事項

(6)文化に関する市民の声を反映します

横須賀市文化振興審議会の運営 文化行政推進事業 文化振興課
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平成27年度 平成28年度 平成29年度

文化振興基本計画　進行管理対象事業　実績・評価一覧 

文化振興審議会の開催（２回） 文化振興審議会の開催（２回） 文化振興審議会の開催（２回）

文化振興審議会を開催した。
（２回開催）

文化振興審議会を開催した。
（２回開催）

A A

(6)文化に関する市民の声を反映します
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取り組み項目

平成26年度

予定 市内各コミュニティセンターでの講座の開催

実績
市内各コミュニティセンターで計170講座を開催した。
参加者数　延16,078人

評価 A

特記事項

予定
船越　66回実施、池上　46回実施、秋谷　60回実施、
公郷　60回実施、本町　97回実施、鴨居　96回実施
北下浦　69回実施

実績
船越　66回実施、池上　46回実施、秋谷　60回実施、
公郷　57回実施、本町　97回実施、鴨居　95回実施、
北下浦　68回実施

評価 A

特記事項

予定
市民大学は、地域的・現代的課題を踏まえた年間50講座
以上の学習機会を提供する。

実績
市民大学講座は、地域的、現代的課題を踏まえ年間61講座を実
施。指定管理業務仕様書で規定する年間「50講座」を大きく上回
る学習機会の提供を行った。

評価 S

特記事項

予定
「Yokosukaまなび情報」登録講師の講師デビューをサポー
トするＡＢＣプランや地域活動サポーター養成講座を実施
し、人づくり地域づくりにつながる事業を行う。

実績
「Yokosukaまなび情報」登録講師の講師デビューをサポー
トするＡＢＣプランや地域活動サポーター養成講座を実施
した。

評価 A

特記事項

予定
生涯学習の月間情報紙「まなびかんニュース」を発行し、
学習情報の提供を行う。

実績
年間約14万部発行し、市内における生涯学習情報の提供
を行った。

評価 A

特記事項

予定
様々な情報端末からアクセスしやすく、分かり易い情報発
信に努める。

実績
マルチデバイス化を行うなど利便性の向上を図る刷新を
行った。
アクセス件数＝25年度：30,973件、26年度：33,520件

評価 S

特記事項

予定
生涯学習センターをはじめ、各コミュニティセンターや各種
イベント等で学習相談を実施する。

実績
学習相談員が生涯学習センターで相談を受け付けたほ
か、コミュニティセンターや各種イベント等への出張学習相
談を実施した。

評価 A

特記事項

予定
地域で行われる学習やイベント情報、人材情報、施設情報
の提供に取り組む。

実績
地域で行われる学習やイベント情報、人材情報、施設情報
の提供に取り組んだ。

評価 A

特記事項

2生涯学習の機会の提供

(1)生涯学習を進める講座等を行います

文化振興基本計画　進行管理対象事業　実績・評価一覧 

施策体系 取組内容 事業名 担当課

Ⅰ　はぐくむ　【文化の担い手の育成】

コミュニティセンターでの学
級・講座等の開催

コミュニティセンター運
営管理業務

地域コミュニティ支
援課
各行政センター

高齢者の生きがい講座ほか多様
な講座の開催

指定管理者による老人福
祉センター・公郷老人憩
いの家運営管理業務

高齢福祉課

生涯学習センター指定管理者に
よる市民大学講座などの各種講
座の開催

生涯学習センター運営管
理事業（指定管理業務）

生涯学習課

学習成果の地域活用事業の実施
生涯学習センター運営管
理事業（指定管理業務）

生涯学習課

(2)生涯学習に関する情報を提供します

まなびかんニュースの発行
生涯学習センター運営管
理事業（指定管理業務）

生涯学習課

生涯学習センターホームページ
の管理運営

生涯学習センター運営管
理事業（指定管理業務）

生涯学習課

学習相談の実施
生涯学習センター運営管
理事業（指定管理業務）

生涯学習課

Yokosukaまなび情報及び講
座・イベント等の情報の提供

生涯学習センター運営管
理事業（指定管理業務）

生涯学習課
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平成27年度 平成28年度 平成29年度

市内各コミュニティセンターでの講座の開催 市内各コミュニティセンターでの講座の開催 市内各コミュニティセンターでの講座の開催

市内各コミュニティセンターで計178講座を開催した。
参加者数　延14,275人

市内各コミュニティセンターで計167講座を開催した。
参加者数　延13,417人

A A

船越　66回実施、池上　46回実施、秋谷　60回実施、
公郷　55回実施、本町　97回実施、鴨居　94回実施
北下浦　69回実施

船越　65回実施、池上　40回実施、秋谷　48回実施、
公郷　56回実施、本町 102回実施、鴨居　95回実施
北下浦　70回実施

船越　72回実施、池上　57回実施、秋谷　66回実施
公郷　61回実施、本町　100回実施、鴨居　100回実施
北下浦　58回実施

船越　66回実施、池上　46回実施、秋谷　60回実施、
公郷　55回実施、本町　90回実施、鴨居　94回実施、
北下浦　69回実施

船越　65回実施、池上　47回実施、秋谷　48回実施、
公郷　50回実施、本町 100回実施、鴨居　95回実施
北下浦　67回実施

A A

市民大学は、地域的・現代的課題を踏まえた年間50講座
以上の学習機会を提供する。

市民大学は、地域的・現代的課題を踏まえた年間50講座
以上の学習機会を提供する。

市民大学は、地域的・現代的課題を踏まえた年間50講座
以上の学習機会を提供する。

市民大学講座は、地域的、現代的課題を踏まえ年間59講座を実
施。指定管理業務仕様書で規定する年間「50講座」を大きく上回
る学習機会の提供を行った。

市民大学講座は、地域的、現代的課題を踏まえ年間56講
座を実施。指定管理業務仕様書で規定する年間「50講座」
を大きく上回る学習機会の提供を行った。

S S

「Yokosukaまなび情報」登録講師の講師デビューをサポー
トするＡＢＣプランや地域活動サポーター養成講座を実施
し、人づくり地域づくりにつながる事業を行う。

「Yokosukaまなび情報」登録講師の講師デビューをサポー
トするＡＢＣプランや地域活動サポーター養成講座を実施
し、人づくり地域づくりにつながる事業を行う。

「Yokosukaまなび情報」登録講師の講師デビューをサポー
トするＡＢＣプランや地域活動サポーター養成講座を実施
し、人づくり地域づくりにつながる事業を行う。

「Yokosukaまなび情報」登録講師の講師デビューをサポー
トするＡＢＣプランや地域活動サポーター養成講座を実施
した。

「Yokosukaまなび情報」登録講師の講師デビューをサポー
トするＡＢＣプランや地域活動サポーター養成講座を実施
した。

A A

生涯学習の月間情報紙「まなびかんニュース」を発行し、
学習情報の提供を行う。

生涯学習の月間情報紙「まなびかんニュース」を発行し、
学習情報の提供を行う。

生涯学習の月間情報紙「まなびかんニュース」を発行し、
学習情報の提供を行う。

年間約14万部発行し、市内における生涯学習情報の提供
を行った。

年間約14万部発行し、市内における生涯学習情報の提供
を行った。

A A

様々な情報端末からアクセスしやすく、分かり易い情報発
信に努める。

様々な情報端末からアクセスしやすく、分かり易い情報発
信に努める。

様々な情報端末からアクセスしやすく、分かり易い情報発
信に努める。

アクセス件数＝26年度：33,520件、27年度：32、645件
アクセス件数＝27年度：32，645件、28年度：41,247件

A A

生涯学習センターをはじめ、各コミュニティセンターや各種
イベント等で学習相談を実施する。

生涯学習センターをはじめ、各コミュニティセンターや各種
イベント等で学習相談を実施する。

生涯学習センターをはじめ、各コミュニティセンターや各種
イベント等で学習相談を実施する。

学習相談員が生涯学習センターで相談を受け付けたほ
か、コミュニティセンターや各種イベント等への出張学習相
談を実施した。

学習相談員が生涯学習センターで相談を受け付けたほ
か、コミュニティセンターや各種イベント等への出張学習相
談を実施した。

A A

地域で行われる学習やイベント情報、人材情報、施設情報
の提供に取り組む。

地域で行われる学習やイベント情報、人材情報、施設情報
の提供に取り組む。

地域で行われる学習やイベント情報、人材情報、施設情報
の提供に取り組む。

地域で行われる学習やイベント情報、人材情報、施設情報
の提供に取り組んだ。

地域で行われる学習やイベント情報、人材情報、施設情報
の提供に取り組んだ。

A A

文化振興基本計画　進行管理対象事業　実績・評価一覧 

(2)生涯学習に関する情報を提供します
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取り組み項目

平成26年度

予定 オーケストラ鑑賞会の実施

実績
・6月30日（午後）・7月1日（午前・午後）計3回実施
・小学5年生対象　・よこすか芸術劇場

評価 A

特記事項

予定
美術作品鑑賞会の実施
→小学校美術鑑賞会の実施

実績
・6月～2月に各校1回ずつ実施
・小学校6年生対象　・横須賀美術館

評価 A

特記事項

予定 児童生徒書写作品展の開催

実績
・1月23日～27日に1回実施
・総合高校・小中学校・ろう学校・養護学校児童生徒作品
・文化会館展示室

評価 A

特記事項

予定 児童生徒造形作品展の開催

実績
・1月10日～1月26日に1回実施
・総合高校・幼小中・ろう学校・養護学校童生徒の作品
・横須賀美術館

評価 A

特記事項

予定 中学校演劇発表会の開催

実績
・7月26日～7月27日に1回実施
・中学校6校が参加　・はまゆう会館ホール

評価 A

特記事項

予定 中学校吹奏楽発表会の開催

実績
・10月12日に1回開催
・中学校17校が参加　・文化会館大ホール

評価 A

特記事項

予定

【博物館】
収蔵資料を活用した小中学校の理科・社会の授業に対する協力
【美術館】
美術館鑑賞会（市立小学校6年生）
中学生向け講演会（アーティストと出会う会）（2回）
中学生のための美術鑑賞教室（15回）
市内保育園10園との連携（20回）

実績

【博物館】
・収蔵資料を活用した小学校3年の歴史授業に対する協力(来館30校、
資料貸出1校)
・収蔵資料を活用した小学校6年の歴史授業に対する協力(来館6校)
・収蔵資料を活用した中学校の歴史授業に対する協力(資料貸出1校)
・理科の出前授業(1校)
【美術館】
美術館鑑賞会（市立小学校6年生）（47回）
中学生向け講演会（アーティストと出会う会）（1回）
中学生のための美術鑑賞教室（12回）
市内保育園10園との連携（20回）
その他上記事業を除く中学校、特別支援学校・養護学校、市外小学校、
市外中学校、幼稚園・保育園、高校生、大学生の団体観賞（21回）

評価 A

特記事項

【博物館】
・理科の基礎技術に関する教員研修の講師(3回)
・総合的な学習の指導(2校)
・博物館見学への解説(3校)
・中学生職場体験受入(2校)

3学校教育における文化活動の充実

(1)芸術鑑賞や文化的創作活動・表現活動の機会を提供します

文化振興基本計画　進行管理対象事業　実績・評価一覧 

施策体系 取組内容 事業名 担当課

Ⅰ　はぐくむ　【文化の担い手の育成】

オーケストラ鑑賞会 芸術鑑賞会 教育指導課

美術作品鑑賞会
→小学校美術鑑賞会

芸術鑑賞会 教育指導課

児童生徒書写作品展の開催 児童生徒指導行事 教育指導課

児童生徒造形作品展の開催 児童生徒指導行事 教育指導課

博物館
（博物館運営課）
美術館
（美術館運営課）

中学校演劇発表会の開催 児童生徒指導行事 教育指導課

中学校吹奏楽発表会の開催 児童生徒指導行事 教育指導課

美術館・博物館と学校教育の連
携

博物館教育普及事業
美術館教育普及事業
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平成27年度 平成28年度 平成29年度

オーケストラ鑑賞会の実施 オーケストラ鑑賞会の実施 オーケストラ鑑賞会の実施

・6月15日（午後）・16日（午前・午後）計3回実施
・小学5年生対象　・よこすか芸術劇場

・７月４日（午後）・５日（午前・午後）計３回実施
・小学校５年生対象　・よこすか芸術劇場

A A

美術作品鑑賞会の実施
→小学校美術鑑賞会の実施

美術作品鑑賞会の実施
→小学校美術鑑賞会の実施

美術作品鑑賞会の実施
→小学校美術鑑賞会の実施

・6月～2月に各校1回ずつ実施
・小学校6年生対象　・横須賀美術館

・6月～2月に各校1回ずつ実施
・小学校6年生対象　・横須賀美術館

A A

児童生徒書写作品展の開催 児童生徒書写作品展の開催 児童生徒書写作品展の開催

・1月22日～26日に1回実施
・総合高校・小中学校・ろう学校・養護学校児童生徒作品
・文化会館展示室

・1月19日～24日に1回実施
・横須賀総合高校・小中学校・ろう学校・養護学校児童生徒作品
・文化会館展示室

A A

児童生徒造形作品展の開催 児童生徒造形作品展の開催 児童生徒造形作品展の開催

・1月9日～1月25日に1回実施
・総合高校・幼小中・ろう学校・養護学校童生徒の作品
・横須賀美術館

・1月9日～1月25日に1回実施
・横須賀総合高校・幼小中・ろう学校・養護学校童生徒の作品
・横須賀美術館

A A

中学校演劇発表会の開催 中学校演劇発表会の開催 中学校演劇発表会の開催

・7月25日・26日に1回実施
・中学校6校が参加　・はまゆう会館ホール

・7月30日・31日に1回実施
・中学校6校が参加　・はまゆう会館ホール

A A

中学校吹奏楽発表会の開催 中学校吹奏楽発表会の開催 中学校吹奏楽発表会の開催

・10月11日に1回開催
・中学校17校が参加　・文化会館大ホール

・10月９日に1回開催
・中学校17校が参加　・文化会館大ホール

A A

【博物館】
収蔵資料を活用した小中学校の理科・社会の授業に対する協力
【美術館】
美術館鑑賞会（市立小学校6年生）（47回）
中学生のための美術鑑賞教室（15回）
市内保育園10園との連携（20回）

【博物館】
収蔵資料を活用した小中学校の理科・社会の授業に対する協力
【美術館】
美術館鑑賞会（市立小学校6年生）（46回）
中学生のための美術鑑賞教室（14回）
市内保育園10園との連携（20回）

【博物館】
収蔵資料を活用した小中学校の理科・社会の授業に対する協力
【美術館】
美術館鑑賞会（市立小学校6年生）（46回）
中学生のための美術鑑賞教室（14回）
市内保育園10園との連携（20回）

【博物館】
・収蔵資料を活用した小学校3年の歴史授業に対する協力(来館34校、
資料貸出1校)
・収蔵資料を活用した小学校6年の歴史授業に対する協力(来館7校)
・理科の出前授業(2校)
【美術館】
美術館鑑賞会（市立小学校6年生）（46回）
中学生のための美術鑑賞教室（15回）
市内保育園10園との連携（20回）
その他上記事業を除く中学校、特別支援学校・養護学校、市外小学校、
市外中学校、幼稚園・保育園、高校生、大学生の団体観賞（18回）

【博物館】
・収蔵資料を活用した小学校3年の歴史授業に対する協力(来館35校、
資料貸出1校)
・収蔵資料を活用した小学校6年の歴史授業に対する協力(来館5校)
・理科の出前授業(1校)
・総合的な学習の出前授業(4校)
【美術館】
美術館鑑賞会（市立小学校6年生）（46回）
中学生のための美術鑑賞教室（14回）
市内保育園10園との連携（20回）
その他上記事業を除く中学校、特別支援学校・養護学校、市外小学校、
市外中学校、幼稚園・保育園、高校生、大学生の団体観賞（22回）

A A
【博物館】
・教員研修の講師(6回)
・博物館見学への解説(1校)
・中学生職場体験受入(2校)
【美術館】
・教員研修の受入（４人）
・中学生職場体験受入（14校）
・学芸員実習の受入（５人）

【博物館】
・教員研修の講師(6回)　　　　・教員研修の受入(2人)
・博物館見学への解説(3校)
・中学生職場体験受入(1校)
【美術館】
・教員研修の受入（４人）
・中学生職場体験受入（13校）
・学芸員実習の受入（６人）

文化振興基本計画　進行管理対象事業　実績・評価一覧 
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取り組み項目

平成26年度

3学校教育における文化活動の充実

文化振興基本計画　進行管理対象事業　実績・評価一覧 

施策体系 取組内容 事業名 担当課

Ⅰ　はぐくむ　【文化の担い手の育成】

予定 外国人教員を中学校に配置

実績 外国人教員を5校に配置（5人）

評価 A

特記事項

予定 ＡＬＴを小中学校、特別支援学校、総合高校に配置

実績
・小学校46校及び特別支援学校2校にALTを配置（30人）
・中学校18校にALTを配置（19人）
・横須賀総合高校にALTを配置（3人）

評価 A

特記事項

予定 エラノラ高校と総合高校の生徒派遣を相互に行う。

実績

・9月28日～10月3日まで、エラノラ高校生徒15名を受け入
れた。
・7月21日～8月3日まで、生徒19名をエラノラ高校（オース
トラリア）へ派遣した。

評価 A

特記事項

予定 市立学校全校で学校教育支援ボランティアを活用

実績
市立学校全校で学校教育支援
ボランティアを活用した。（延べ7,885回）

評価 A

特記事項

予定 中学校全校でキャリア教育の授業を実施

実績 キャリア教育の授業を中学校全23校で実施した。

評価 A

特記事項

(2)多文化共生社会に適応できる国際教育を行います

外国人英語教員の活用
国際コミュニケーション
能力育成事業

教育指導課

教育指導課

国際コミュニケーション能力の
育成

国際コミュニケーション
能力育成事業

教育指導課

横須賀総合高等学校生徒と海外
高校生との交流の推進

高等学校
国際交流支援事業

教育指導課

(3)地域の教育力を活かします

学校教育支援ボランティアの協
力

学校いきいき事業 教育指導課

伝統行事や産業（キャリア教
育）の授業、教育活動充実のた
めの地域人材活用など

学校いきいき事業
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平成27年度 平成28年度 平成29年度

文化振興基本計画　進行管理対象事業　実績・評価一覧 

外国人教員を中学校に配置 外国人教員を中学校及び横須賀総合高校に配置 外国人教員を中学校及び横須賀総合高校に配置

外国人教員を5校に配置（5人）
外国人教員を中学校４校・横須賀総合高校に配置（計５
人）

A A

ＡＬＴを小中学校、特別支援学校、総合高校に配置 ＡＬＴを小中学校、特別支援学校、横須賀総合高校に配置 ＡＬＴを小中学校、特別支援学校、横須賀総合高校に配置

・小学校46校及び特別支援学校2校にALTを配置（31人）
・中学校18校にALTを配置（20人）
・横須賀総合高校にALTを配置（2人）

・小学校46校及び特別支援学校2校にALTを配置（32人）
・中学校19校にALTを配置（20人）
・横須賀総合高校にALTを配置（2人）

A A

総合高校生徒のエラノラ高校への派遣を行う。 横須賀総合高校生徒のエラノラ高校への派遣を行う。 横須賀総合高校生徒のエラノラ高校への派遣を行う。

・9月28日～10月3日まで、エラノラ高校生徒15名を受け入
れた。
・7月21日～8月3日まで、生徒19名をエラノラ高校（オース
トラリア）へ派遣した。

・7月21日～8月3日まで、生徒16名をエラノラ高校（オース
トラリア）へ派遣した。

A A

市立学校全校で学校教育支援ボランティアを活用 市立学校全校で学校教育支援ボランティアを活用 市立学校全校で学校教育支援ボランティアを活用

市立学校全校で学校教育支援
ボランティアを活用した。（延べ12,243回）

市立学校全校で学校教育支援
ボランティアを活用した。（延べ14,846回）

A A

中学校全校でキャリア教育の授業を実施 中学校全校でキャリア教育の授業を実施 中学校全校でキャリア教育の授業を実施

キャリア教育の授業を中学校全23校で実施した。 キャリア教育の授業を中学校全23校で実施した。

A A

(2)多文化共生社会に適応できる国際教育を行います
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取り組み項目

平成26年度

予定 子どものための親子コンサートを開催

実績
子どものための親子コンサートを開催した
参加者1,015名（応募者1,119名）

評価 A

特記事項

予定 伝統芸能ワークショップを開催

実績
伝統芸能ワークショップの開催
参加者24名（応募者39名）

評価 A

特記事項

予定
子どもが参加出来る事業や郷土の歴史を子どもたちに発
信する。

実績
親子コンサート、伝統芸能ワークショップの告知チラシ、
「子ども向け横須賀ゆかりの歴史上の人物」小冊子を、市
内学校を通じ子ども達に配付した。

評価 A

特記事項

予定
子ども向けの横須賀にゆかりのある歴史上の人物を紹介
する冊子を発行し、市内の小学校等に配付する。

実績
小6～中学生を対象とした小冊子について、中島三郎助を
加筆して6,000部増刷し、市内小学校ほかへ配布した。

評価 A

特記事項

予定

・ブックスタート（ＢＣＧ接種時に絵本、ブックリストを
　プレゼント）の実施
・保育園・幼稚園児、小学1･3･5年生と中学生にブック
　リストの配付
・「作家と遊ぼう」の実施
・児童サービス関連の講座等の開催

実績

・ブックスタートパック配付数（2,545件）
・保育園・幼稚園・小学生・中学生向けブックリスト配付数
(18,961冊）
・作家とあそぼう（40人）
・児童サービス講座２回（79人）

評価 A

特記事項

予定

ワークショップ
・子ども対象（8回）
・未就学児対象（2回）
・映画会（2回）
親子ギャラリーツアー（5回）

実績

ワークショップ
・子ども対象（12回）
・未就学児対象（2回）
・映画会（2回）
親子ギャラリーツアー（5回）

評価 A

特記事項

4明日の文化の担い手の育成

(1)子どもたちが文化に親しむ機会を提供します

文化振興基本計画　進行管理対象事業　実績・評価一覧 

施策体系 取組内容 事業名 担当課

Ⅰ　はぐくむ　【文化の担い手の育成】

文化振興課

子どものための親子コンサート
の開催

明日の文化活動
担い手育成事業

文化振興課

伝統芸能ワークショップの開催
明日の文化活動
担い手育成事業

文化振興課

子ども向け文化情報提供の充実
明日の文化活動
担い手育成事業

文化振興課

小冊子「子ども向け横須賀ゆか
りの歴史上の人物」の発行

明日の文化活動
担い手育成事業

美術館
（美術館運営課）

子ども読書活動の推進
＊ブックスタートパックの配付
　と読み聞かせの実施
＊ブックリストの配付
＊読書に親しむきっかけ、
　楽しさを知るイベントの実施
＊児童サービス関連の講座等
　の開催

子ども読書活動
推進事業

中央図書館

子どもを対象とした美術館ワー
クショップなどの開催

美術館教育普及事業
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平成27年度 平成28年度 平成29年度

子どものための親子コンサートを開催 子どものための親子コンサートを開催 子どものための親子コンサートを開催

子どものための親子コンサートを開催した
参加者1,019名（応募者1,305名）

子どものための親子コンサートを開催した
参加者1,322名（応募者1,492名）

A A

伝統芸能ワークショップを開催 伝統芸能ワークショップを開催 伝統芸能ワークショップを開催

伝統芸能ワークショップの開催
参加者25名（応募者41名）

伝統芸能ワークショップの開催
参加者29名（応募者62名）

A A

子どもが参加出来る事業や郷土の歴史を子どもたちに発
信する。

子どもが参加出来る事業や郷土の歴史を子どもたちに発
信する。

子どもが参加出来る事業や郷土の歴史を子どもたちに発
信する。

伝統芸能ワークショップの告知チラシ、「子ども向け横須賀
ゆかりの歴史上の人物」小冊子を、市内学校を通じ子ども
達に配付した。

伝統芸能ワークショップの告知チラシ、「子ども向け横須賀
ゆかりの歴史上の人物」小冊子を、市内学校を通じ子ども
達に配付した。

A A

横須賀にゆかりのある歴史上の人物を紹介する冊子を発
行し、市内の小学校等に配付する。

横須賀にゆかりのある歴史上の人物を紹介する冊子を発
行し、市内の小学校等に配付する。

横須賀にゆかりのある歴史上の人物を紹介する冊子を発
行し、市内の小学校等に配付する。

小6～中学生を対象とした小冊子について、6,000部増刷
し、市内小学校ほかへ配布した。

小6～中学生を対象とした小冊子について、6,000部増刷
し、市内小学校ほかへ配布した。

A A

・ブックスタート（ＢＣＧ接種時に絵本、ブックリストを
　プレゼント）の実施
・保育園・幼稚園児、小学1･3･5年生と中学生にブック
　リストの配付
・「作家と遊ぼう」の実施
・児童サービス関連の講座等の開催

・ブックスタート（ＢＣＧ接種時に絵本、ブックリストを
　プレゼント）の実施
・保育園・幼稚園児、小学1･3･5年生と中学1年生にブック
　リストの配付
・「作家と遊ぼう」の実施
・児童サービス関連の講座等の開催

・ブックスタート（ＢＣＧ接種時に絵本、ブックリストを
　プレゼント）の実施
・保育園・幼稚園児、小学1･3･5年生と中学1年生にブック
　リストの配付
・「作家と遊ぼう」の実施
・児童サービス関連の講座等の開催

・ブックスタートパック配付数（2,588件）
・保育園・幼稚園・小学生・中学生向けブックリスト配付数
(20,462冊）
・作家とあそぼう（58人）
・児童サービス講座３回（138人）

・ブックスタートパック配付数（2,538件）
・保育園・幼稚園・小学生・中学生向けブックリスト配付数
(19,602冊）
・作家とあそぼう（50人）
・児童サービス講座３回（123人）

A A

ワークショップ
・子ども対象（8回）
・未就学児対象（2回）
・映画会（2回）
親子ギャラリーツアー（5回）

ワークショップ
・子ども対象（8回）
・未就学児対象（2回）
・映画会（2回）
親子ギャラリーツアー（5回）

ワークショップ
・子ども対象（7回）
・未就学児対象（2回）
・映画会（2回）
親子ギャラリーツアー（５回）

ワークショップ
・子ども対象（12回）
・未就学児対象（2回）
・映画会（4回）
親子ギャラリーツアー（5回）

ワークショップ
・子ども対象（11回）
・未就学児対象（2回）
・映画会（2回）
親子ギャラリーツアー（６回）

S A

文化振興基本計画　進行管理対象事業　実績・評価一覧 
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取り組み項目

平成26年度

4明日の文化の担い手の育成

文化振興基本計画　進行管理対象事業　実績・評価一覧 

施策体系 取組内容 事業名 担当課

Ⅰ　はぐくむ　【文化の担い手の育成】

予定
横須賀芸術劇場合唱団、横須賀芸術劇場少年少女合唱
団の運営を行い、演奏会などを開催する。

実績

横須賀芸術劇場合唱団（団員数222名）
・演奏会２回
横須賀芸術劇場少年少女合唱団（団員数138名）
・演奏会2回
・その他出演2回
・アウトリーチ活動1回

評価 A

特記事項

予定
｢フレッシュ・アーティスツ from ヨコスカ」リサイタルシリーズ
を実施し、新人アーティストを育成する。

実績

選定委員の選出による1名のリサイタル開催を支援した。
リサイタルを観客として支えるフレッシュ・アーティスツ・サ
ポートメンバーズを募集し、支援体制を整えた。（会員数
104名）

評価 A

特記事項

予定
個人の知識や技能を市民の学習活動に生かしていくこと
を支援するため、具体的な取り組みを行う。

実績
「Yokosukaまなび情報」登録講師の講師デビューをサポー
トするＡＢＣプランや地域活動サポーター養成講座を実施
した。

評価 A

特記事項

(2)芸術家、芸術団体や地域の文化活動のリーダーなどを育成します

芸術劇場合唱団などの育成
芸術劇場管理事業
（指定管理業務）

文化振興課

生涯学習課

｢フレッシュ・アーティスツ
from ヨコスカ」リサイタルシ
リーズの実施

芸術劇場管理事業
（指定管理業務）

文化振興課

学習成果の地域活用事業の実施
生涯学習センター
運営管理事業
（指定管理業務）
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平成27年度 平成28年度 平成29年度

文化振興基本計画　進行管理対象事業　実績・評価一覧 

横須賀芸術劇場合唱団、横須賀芸術劇場少年少女合唱
団の運営を行い、演奏会などを開催する。

横須賀芸術劇場合唱団、横須賀芸術劇場少年少女合唱
団の運営を行い、演奏会などを開催する。

横須賀芸術劇場合唱団、横須賀芸術劇場少年少女合唱
団の運営を行い、演奏会などを開催する。

横須賀芸術劇場合唱団（団員数214名）
・演奏会１回
横須賀芸術劇場少年少女合唱団（団員数159名）
・演奏会２回
・その他出演2回
・アウトリーチ活動1回

横須賀芸術劇場合唱団（団員数201名）
・演奏会２回
横須賀芸術劇場少年少女合唱団（団員数150名）
・演奏会２回
・その他出演１回
・アウトリーチ活動３回、合宿

A S

横須賀市歌制定50周年を記念して、横須賀市議会本会議場にて横須賀
芸術劇場少年少女合唱団がミニ・コンサートを行った。

｢フレッシュ・アーティスツ from ヨコスカ」リサイタルシリーズ
を実施し、新人アーティストを育成する。

｢フレッシュ・アーティスツ from ヨコスカ」リサイタルシリーズ
を実施し、新人アーティストを育成する。

｢フレッシュ・アーティスツ from ヨコスカ」リサイタルシリーズ
を実施し、新人アーティストを育成する。

選定委員の選出による３名のリサイタル開催を支援した。
リサイタルを観客として支えるフレッシュ・アーティスツ・サ
ポートメンバーズを募集し、支援体制を整えた。（会員数
110名）

選定委員の選出による２名のリサイタル開催を支援した。
リサイタルを観客として支えるフレッシュ・アーティスツ・サ
ポートメンバーズを募集し、支援体制を整えた。（会員数
116名）

A A

個人の知識や技能を市民の学習活動に生かしていくこと
を支援するため、具体的な取り組みを行う。

個人の知識や技能を市民の学習活動に生かしていくこと
を支援するため、具体的な取り組みを行う。

個人の知識や技能を市民の学習活動に生かしていくこと
を支援するため、具体的な取り組みを行う。

「Yokosukaまなび情報」登録講師の講師デビューをサポー
トするＡＢＣプランを実施したほか、講座で養成した地域活
動サポーターとともに市民大学講座を企画運営した。

「Yokosukaまなび情報」登録講師の講師デビューをサポー
トするＡＢＣプランや地域活動サポーター養成講座を実施
した。

A A

－ 32 －



取り組み項目

平成26年度

予定
三浦一族の普及を目的として、講座や史跡めぐりを開催す
るとともに、機関紙を発行する。

実績
・基礎講座5回、学習講座2回、講演会2回、吾妻鏡を読む
会24回、入門講座4回、史跡めぐり3回、機関誌「三浦一族
研究」1,100部発行

評価 A

特記事項

予定
開国史の歴史の普及を目的として、講座や史跡めぐりを開
催するとともに、機関紙を発行する。

実績
基礎講座６回、研究講座14回、古文書を読む会16回、講
演会２回、史跡めぐり３回、研究誌「開国史研究」1,100部
発行

評価 A

特記事項

予定
軍港資料館等検討部会の設置・運営を行い、ティボディエ
邸再建、ならびに軍港資料館のあり方を検討する。

実績
・軍港関係資料の現有調査を実施した。（調査件数95箇
所、2177点）
・軍港資料館等検討部会を開催した。（３回）

評価 A

特記事項

予定
近代歴史遺産をめぐる周遊ツアー、ならびに近代歴史遺
産を紹介するパネル展を開催し、市内に残る近代歴史遺
産を広く市民に紹介する。

実績

市内の近代歴史遺産を巡る周遊ツアー
４回 参加者数 179人
パネル展の開催２月25日～３月３日
さいか屋横須賀店　美術画廊 入場者数 1,571人

評価 A

特記事項

予定
市民文化資産の新規指定候補の情報収集、ならびに、既
存の市民文化資産の所有者に管理奨励金を交付する。

実績 管理奨励金を交付した

評価 A

特記事項

予定
伊東市において、ANJINプロジェクト連絡協議会および第
２回ANJINサミットを実施

実績
伊東市において、ANJINプロジェクト連絡協議会および第
２回ANJINサミットを実施

評価 A

特記事項

予定 3件程度の指定を予定

実績 梵鐘(妙真寺)を指定

評価 A

特記事項

予定
生涯学習財団との共催により、文化財講座を１回開催予
定

実績
よこすか生まれの古代瓦と題して10月26日に講座を11月
５日に見学会を実施した。

評価 A

特記事項

文化振興基本計画　進行管理対象事業　実績・評価一覧 

施策体系 取組内容 事業名 担当課

三浦一族に関する普及 地域文化振興事業 文化振興課

Ⅱ　つたえる　【文化の次世代への継承】

1郷土の歴史や文化的遺産の継承

(1)郷土の歴史や文化的遺産の掘り起こし、普及や保全・伝承を行います

文化振興課

開国期の歴史に関する普及 地域文化振興事業 文化振興課

（仮称）軍港資料館の検討 近代歴史遺産活用事業 文化振興課

近代歴史遺産の活用
＊周遊ツアーの開催
＊パネル展の開催

近代歴史遺産活用事業

市民文化資産の指定
市民文化資産
保存振興事業

文化振興課

ＡＮＪＩＮプロジェクト
（ゆかりの地との共同イベント
など）

都市間交流関係業務 国際交流課

生涯学習課

重要文化財等の指定
文化財施設等
維持管理事業

生涯学習課

文化財見学会の実施 文化財保護周知啓発事業
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平成27年度 平成28年度 平成29年度

三浦一族の普及を目的として、講座や史跡めぐりを開催す
るとともに、機関紙を発行する。

三浦一族の普及を目的として、講座や史跡めぐりを開催す
るとともに、機関紙を発行する。

三浦一族の普及を目的として、講座や史跡めぐりを開催す
るとともに、機関紙を発行する。

・基礎講座5回、学習講座2回、講演会2回、吾妻鏡を読む
会24回、史跡めぐり3回、機関誌「三浦一族研究」1,100部
発行

・基礎講座5回、学習講座2回、講演会2回、吾妻鏡を読む
会23回、史跡めぐり3回、機関誌「三浦一族研究」1,100部
発行

A A

開国史の歴史の普及を目的として、講座や史跡めぐりを開
催するとともに、機関紙を発行する。

開国史の歴史の普及を目的として、講座や史跡めぐりを開
催するとともに、機関紙を発行する。

開国史の歴史の普及を目的として、講座や史跡めぐりを開
催するとともに、機関紙を発行する。

基礎講座６回、研究講座14回、古文書を読む会16回、講
演会２回、史跡めぐり1回、研究誌「開国史研究」1,100部発
行

基礎講座３回、研究講座13回、古文書を読む会16回、講
演会２回、史跡めぐり３回、研究誌「開国史研究」1,100部
発行

A A

軍港資料館等検討部会の設置・運営を行い、ティボディエ
邸再建、ならびに軍港資料館のあり方を検討する。

軍港資料館等検討部会の設置・運営を行い、軍港資料館
のあり方を検討する。

軍港資料館等検討部会の設置・運営を行い、軍港資料館
のあり方を検討する。

・軍港資料館等検討部会を開催した。（６回）
・ティボディエ邸再建に係る集客調査を実施した。

・軍港資料館等検討部会を開催した。（６回）
・軍港資料館の施設のあり方についての検討報告書作成

A A

横須賀製鉄所（造船所）創設150周年を機に、横須賀製鉄
所(造船所)を広く市民に周知するとともに、近代歴史遺産
に関する周遊ツアー、ならびにパネル展を開催する。

近代歴史遺産をめぐる周遊ツアー、ならびに近代歴史遺
産を紹介するパネル展を開催し、市内に残る近代歴史遺
産を広く市民に紹介する。

近代歴史遺産をめぐる周遊ツアー、ならびに近代歴史遺
産を紹介するパネル展を開催し、市内に残る近代歴史遺
産を広く市民に紹介する。

市内の近代歴史遺産を巡る周遊ツアー
（150周年記念事業周遊ツアー含む）４回 参加者数 171人
パネル展の開催月11月13日～22日
横須賀市文化会館市民ギャラリー 入場者数 2,184人

市内の近代歴史遺産を巡る周遊ツアー
４回 参加者数 177人
パネル展の開催11月9日～15日
さいか屋横須賀店　美術画廊 入場者数 2,034人

A A

市民文化資産の新規指定候補の情報収集、ならびに、既
存の市民文化資産の所有者に管理奨励金を交付する。

市民文化資産の新規指定候補の情報収集、ならびに、既
存の市民文化資産の所有者に管理奨励金を交付する。

市民文化資産の新規指定候補の情報収集、ならびに、既
存の市民文化資産の所有者に管理奨励金を交付する。

管理奨励金を交付した 管理奨励金を交付した

A A

本市において、ANJINプロジェクト連絡協議会および第３
回ANJINサミットを実施

臼杵市において、ANJINプロジェクト連絡協議会および第
４回ANJINサミットを実施

臼杵市において、ANJINプロジェクト連絡協議会および第
５回ANJINサミットを実施

本市において、ANJINプロジェクト連絡協議会および第３
回ANJINサミットを実施

熊本地震により、臼杵市での第４回ANJINサミットは中止、
東京において、ＡＮＪＩＮプロジェクト連絡協議会を実施

A B

3件程度の指定を予定 3件程度の指定を予定 2件程度の指定を予定

横須賀の職人道具、大津古墳群、馬堀自然教育園(いず
れも横須賀市)を指定

木像地蔵菩薩坐像（清雲寺）、かろうと山古墳出土資料(横
須賀市)

S A

生涯学習財団との共催により、文化財講座を１回開催予
定

生涯学習財団との共催により、文化財講座を１回開催予
定

生涯学習財団との共催により、文化財講座を1回開催予定

来て見て縄文と題して10月３日に講座と見学会を実施し
た。

港のヨコヨコSTORYと題して12月2日に見学会を実施した。

A A

文化振興基本計画　進行管理対象事業　実績・評価一覧 
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取り組み項目

平成26年度

文化振興基本計画　進行管理対象事業　実績・評価一覧 

施策体系 取組内容 事業名 担当課

Ⅱ　つたえる　【文化の次世代への継承】

1郷土の歴史や文化的遺産の継承

(1)郷土の歴史や文化的遺産の掘り起こし、普及や保全・伝承を行います

予定
・自然および人文資料の収集調査
・収集資料の分類・整理
・分類・整理後の資料の保管

実績
・自然および人文資料の収集調査(通年）
・収集資料の分類・整理(通年）
・分類・整理後の資料の保管(通年）

評価 A

特記事項 分類・整理後の資料保管のため、資料燻蒸を実施(2回)

予定

・美術品収集のための美術品
　評価委員会の開催（1回）
・作品の修復、額装
・美術品の収集調査

実績

・美術品収集のための美術品
　評価委員会の開催（1回）
・作品の修復、額装
・美術品の収集調査

評価 A

特記事項

予定
横須賀にゆかりのある歴史上の人物であるペリー、ヴェル
ニー、小栗上野介、三浦按針の紹介冊子を発行し、配付
する。

実績
・横須賀ゆかりの人物紹介冊子を配布した。
・小冊子「小栗上野介と横須賀」を5,000部増刷した。

評価 A

特記事項

予定
子ども向けの横須賀にゆかりのある歴史上の人物を紹介
する冊子を発行し、市内の小学校等に配付する。

実績
小6～中学生を対象とした小冊子について、中島三郎助を
加筆して6,000部増刷し、市内小学校ほかへ配布した。

評価 A

特記事項

予定
近代歴史遺産をめぐる周遊ツアー、ならびに近代歴史遺
産を紹介するパネル展を開催し、市内に残る近代歴史遺
産を広く市民に紹介する。

実績

市内の近代歴史遺産を巡る周遊ツアー
４回 参加者数 179人
パネル展の開催２月25日～３月３日
さいか屋横須賀店　美術画廊 入場者数 1,571人

評価 A

特記事項

予定 市民文化資産を周知するため、広報活動を行う。

実績
・リーフレットを配布した。
・ＨＰで紹介した。

評価 A

特記事項

予定
三浦按針祭観桜会、咸臨丸フェスティバル式典、水師提督
ペリー上陸記念式典、ヴェルニー・小栗祭式典を開催

実績
三浦按針祭観桜会、咸臨丸フェスティバル式典、水師提督
ペリー上陸記念式典、ヴェルニー・小栗祭式典を開催

評価 A

特記事項

美術館
（美術館運営課）

自然・人文科学の資料および文
化的遺産の収集・管理・保管

資料収集調査研究事業
博物館
（博物館運営課）

美術品の収集・管理・保管 美術品収集管理保管事業

小冊子「子ども向け横須賀ゆか
りの歴史上の人物」の発行

明日の文化活動
担い手育成事業

文化振興課

(2)郷土の歴史や文化的遺産を広く紹介します

横須賀にゆかりのある歴史上の
人物紹介冊子の発行

地域文化振興事業 文化振興課

文化振興課

近代歴史遺産の活用
＊周遊ツアーの開催
＊パネル展の開催

近代歴史遺産活用事業

市民文化資産の紹介
市民文化資産
保存振興事業

文化振興課

国際式典の開催 国際式典事業 国際交流課
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平成27年度 平成28年度 平成29年度

文化振興基本計画　進行管理対象事業　実績・評価一覧 

・自然および人文資料の収集調査
・収集資料の分類・整理
・分類・整理後の資料の保管

・自然および人文資料の収集調査
・収集資料の分類・整理
・分類・整理後の資料の保管

・自然および人文資料の収集調査
・収集資料の分類・整理
・分類・整理後の資料の保管

・自然および人文資料の収集調査(通年）
・収集資料の分類・整理(通年）
・分類・整理後の資料の保管(通年）

・自然および人文資料の収集調査(通年）
・収集資料の分類・整理(通年）
・分類・整理後の資料の保管(通年）

A A

分類・整理後の資料保管のため、資料燻蒸を実施(2回) 分類・整理後の資料保管のため、資料燻蒸を実施(2回)

・美術品収集のための美術品
　評価委員会の開催（1回）
・作品の修復、額装
・美術品の収集調査

・美術品収集のための美術品
　評価委員会の開催（1回）
・作品の修復、額装
・美術品の収集調査

・美術品収集のための美術品
　評価委員会の開催（1回）
・作品の修復、額装
・美術品の収集調査

・美術品収集のための美術品
　評価委員会の開催（1回）
・作品の修復、額装
・美術品の収集調査

・美術品収集のための美術品
　評価委員会の開催（1回）
・作品の修復、額装
・美術品の収集調査

A A

横須賀にゆかりのある歴史上の人物であるペリー、ヴェル
ニー、小栗上野介、三浦按針の紹介冊子を発行し、配付
する。

横須賀にゆかりのある歴史上の人物であるペリー、ヴェル
ニー、小栗上野介、三浦按針の紹介冊子を発行し、配付
する。

横須賀にゆかりのある歴史上の人物であるペリー、ヴェル
ニー、小栗上野介、三浦按針の紹介冊子を発行し、配付
する。

・横須賀ゆかりの人物紹介冊子を配布した。
・小冊子「三浦按針と横須賀」「ペリーと横須賀」を5,000部
増刷した。

・横須賀ゆかりの人物紹介冊子を配布した。

A A

子ども向けの横須賀にゆかりのある歴史上の人物を紹介
する冊子を発行し、市内の小学校等に配付する。

子ども向けの横須賀にゆかりのある歴史上の人物を紹介
する冊子を発行し、市内の小学校等に配付する。

子ども向けの横須賀にゆかりのある歴史上の人物を紹介
する冊子を発行し、市内の小学校等に配付する。

小6～中学生を対象とした小冊子について、6,000部増刷
し、市内小学校ほかへ配布した。

小6～中学生を対象とした小冊子について、6,000部増刷
し、市内小学校ほかへ配布した。

A A

横須賀製鉄所（造船所）創設150周年を機に、横須賀製鉄
所(造船所)を広く市民に周知するとともに、近代歴史遺産
に関する周遊ツアー、ならびにパネル展を開催する。

近代歴史遺産をめぐる周遊ツアー、ならびに近代歴史遺
産を紹介するパネル展を開催し、市内に残る近代歴史遺
産を広く市民に紹介する。

近代歴史遺産をめぐる周遊ツアー、ならびに近代歴史遺
産を紹介するパネル展を開催し、市内に残る近代歴史遺
産を広く市民に紹介する。

市内の近代歴史遺産を巡る周遊ツアー
（150周年記念事業周遊ツアー含む）４回 参加者数 171人
パネル展の開催月11月13日～22日
横須賀市文化会館市民ギャラリー 入場者数 2,184人

市内の近代歴史遺産を巡る周遊ツアー
４回 参加者数 177人
パネル展の開催11月9日～15日
さいか屋横須賀店　美術画廊 入場者数 2,034人

A A

市民文化資産を周知するため、広報活動を行う。 市民文化資産を周知するため、広報活動を行う。 市民文化資産を周知するため、広報活動を行う。

・リーフレットを配布した。
・ＨＰで紹介した。

・リーフレットを配布した。
・ＨＰで紹介した。

A A

三浦按針祭観桜会、咸臨丸フェスティバル式典、水師提督
ペリー上陸記念式典、ヴェルニー・小栗祭式典を開催

三浦按針祭観桜会、咸臨丸フェスティバル式典、水師提督
ペリー上陸記念式典、ヴェルニー・小栗祭式典を開催

三浦按針祭観桜会、咸臨丸フェスティバル式典、水師提督
ペリー上陸記念式典、ヴェルニー・小栗祭式典を開催

三浦按針祭観桜会、咸臨丸フェスティバル式典、水師提督
ペリー上陸記念式典、ヴェルニー・小栗祭式典を開催。
ヴェルニー・小栗祭式典は、横須賀製鉄所（造船所）創設
150周年記念事業として開催し、高円宮妃殿下をはじめ、
例年以上に、国内外から多数の来賓にご臨席いただい
た。

三浦按針祭観桜会、咸臨丸フェスティバル式典、水師提督
ペリー上陸記念式典、ヴェルニー・小栗祭式典を開催

S A

(2)郷土の歴史や文化的遺産を広く紹介します
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取り組み項目

平成26年度

予定
市民文化資産の新規指定候補の情報収集、ならびに、既
存の市民文化資産の所有者に管理奨励金を交付する。

実績 管理奨励金を交付した

評価 A

特記事項

予定
近代歴史遺産をめぐる周遊ツアー、ならびに近代歴史遺産を紹
介するパネル展を開催し、市内に残る近代歴史遺産を広く市民
に紹介する。

実績

市内の近代歴史遺産を巡る周遊ツアー
４回 参加者数 179人
パネル展の開催２月25日～３月３日
さいか屋横須賀店　美術画廊 入場者数 1,571人

評価 A

特記事項

予定 市民文化資産を周知するため、広報活動を行う。

実績
・リーフレットを配布した。
・ＨＰで紹介した。

評価 A

特記事項

予定
近代歴史遺産をめぐる周遊ツアー、ならびに近代歴史遺産を紹
介するパネル展を開催し、市内に残る近代歴史遺産を広く市民
に紹介する。

実績

市内の近代歴史遺産を巡る周遊ツアー
４回 参加者数 179人
パネル展の開催２月25日～３月３日
さいか屋横須賀店　美術画廊 入場者数 1,571人

評価 A

特記事項

予定 ・くりはま歴史絵本第9集の発行と配布

実績
・くりはま歴史絵本第9集発行　（初版1200部）
・久里浜管内の小学校４年生全員へ無料配布
・公共機関や病院等へ寄贈

評価 A

特記事項

予定
レンガドックなどの産業遺産を保全活用する（仮称）ミュー
ジアム･パークの整備に向け、これらを実験的に活用する
イベントを４回開催

実績
・レンガドック活用イベントを４回実施した。
　参加者数　1,775人

評価 A

特記事項

予定
猿島公園専門ガイド養成事業は26年度からガイド協会の
自主事業として実施、公園管理課はサポートとして参加

実績

猿島公園専門ガイド養成事業は26年度からガイド協会の自主事
業として実施、公園管理課はサポートとして参加
実施回数：９回、ガイド養成：4人
26年度のガイド実績数：8,567人

評価 A

特記事項

予定
民俗芸能大会は非開催年であるため、よこすか民俗芸能
ミニイベントを開催する。

実績
民俗芸能大会は非開催年であるが、よこすか民俗芸能ミ
ニイベントを開催した(250人来場)。

評価 A

特記事項

Ⅱ　つたえる　【文化の次世代への継承】

文化振興基本計画　進行管理対象事業　実績・評価一覧 

施策体系 取組内容 事業名 担当課

2地域の身近な歴史や文化の継承

(1)地域の身近な歴史や文化を再発見し、未来に伝えます

市民文化資産の指定
市民文化資産
保存振興事業

文化振興課

文化振興課

(2)地域の身近な歴史や文化に親しむ機会を提供します

市民文化資産の紹介
市民文化資産
保存振興事業

文化振興課

近代歴史遺産の活用
＊周遊ツアーの開催
＊パネル展の開催

近代歴史遺産活用事業

文化振興課

くりはま歴史絵本の発行
くりはま歴史絵本
作成事業

久里浜
行政センター

近代歴史遺産の活用
＊周遊ツアーの開催
＊パネル展の開催

近代歴史遺産活用事業

民俗芸能大会の開催 文化財保護周知啓発事業 生涯学習課

レンガドック活用イベント
の開催

浦賀港周辺地区
再整備事業

猿島公園専門ガイドの養成 猿島公園管理事業 公園管理課

市街地整備
景観課
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平成27年度 平成28年度 平成29年度

市民文化資産の新規指定候補の情報収集、ならびに、既
存の市民文化資産の所有者に管理奨励金を交付する。

市民文化資産の新規指定候補の情報収集、ならびに、既
存の市民文化資産の所有者に管理奨励金を交付する。

市民文化資産の新規指定候補の情報収集、ならびに、既
存の市民文化資産の所有者に管理奨励金を交付する。

管理奨励金を交付した 管理奨励金を交付した

A A

横須賀製鉄所（造船所）創設150周年を機に、横須賀製鉄所(造
船所)を広く市民に周知するとともに、近代歴史遺産に関する周
遊ツアー、ならびにパネル展を開催する。

近代歴史遺産をめぐる周遊ツアー、ならびに近代歴史遺
産を紹介するパネル展を開催し、市内に残る近代歴史遺
産を広く市民に紹介する。

近代歴史遺産をめぐる周遊ツアー、ならびに近代歴史遺
産を紹介するパネル展を開催し、市内に残る近代歴史遺
産を広く市民に紹介する。

市内の近代歴史遺産を巡る周遊ツアー
（150周年記念事業周遊ツアー含む）４回 参加者数 171人
パネル展の開催月11月13日～22日
横須賀市文化会館市民ギャラリー 入場者数 2,184人

市内の近代歴史遺産を巡る周遊ツアー
４回 参加者数 177人
パネル展の開催11月9日～15日
さいか屋横須賀店　美術画廊 入場者数 2,034人

A A

市民文化資産を周知するため、広報活動を行う。 市民文化資産を周知するため、広報活動を行う。 市民文化資産を周知するため、広報活動を行う。

・リーフレットを配布した。
・ＨＰで紹介した。

・リーフレットを配布した。
・ＨＰで紹介した。

A A

横須賀製鉄所（造船所）創設150周年を機に、横須賀製鉄所(造
船所)を広く市民に周知するとともに、近代歴史遺産に関する周
遊ツアー、ならびにパネル展を開催する。

近代歴史遺産をめぐる周遊ツアー、ならびに近代歴史遺
産を紹介するパネル展を開催し、市内に残る近代歴史遺
産を広く市民に紹介する。

近代歴史遺産をめぐる周遊ツアー、ならびに近代歴史遺
産を紹介するパネル展を開催し、市内に残る近代歴史遺
産を広く市民に紹介する。

市内の近代歴史遺産を巡る周遊ツアー
（150周年記念事業周遊ツアー含む）４回 参加者数 171人
パネル展の開催月11月13日～22日
横須賀市文化会館市民ギャラリー 入場者数 2,184人

市内の近代歴史遺産を巡る周遊ツアー
４回 参加者数 177人
パネル展の開催11月9日～15日
さいか屋横須賀店　美術画廊 入場者数 2,034人

A A

くりはま歴史絵本「総集編」の発行
くりはまカレンダーの発行

・くりはま歴史絵本「総集編」発行（初版500部）
・久里浜管内の小学校教員の副教材として無料配布
・くりはまカレンダーは1,000部完売

A

平成27年度終了

レンガドックなどの産業遺産を保全活用する（仮称）ミュー
ジアム･パークの整備に向け、これらを実験的に活用する
イベントを４回開催

レンガドックなどの産業遺産を保全活用する（仮称）ミュー
ジアム･パークの整備に向け、これらを実験的に活用する
イベントを４回開催

レンガドックなどの産業遺産を保全活用する（仮称）ミュー
ジアム･パークの整備に向け、これらを実験的に活用する
イベントを４回開催

・レンガドック活用イベントを４回実施した。
　参加者数　1,671人

レンガドック活用イベントを４回実施した。
参加者数　2,322人

A A

猿島公園専門ガイド養成事業はガイド協会の自主事業と
して実施、公園管理課はサポートとして参加

未実施

C

民俗芸能大会の開催
民俗芸能大会は非開催年であるため、よこすか民俗芸能
ミニイベントを開催する。

民俗芸能大会の開催

11月22日(日)に横須賀市文化会館大ホールにおいて、第
32回横須賀民俗芸能大会を開催した(670人来場)。

民俗芸能大会は非開催年であるが、よこすか民俗芸能ミ
ニイベントを開催した(100人来場)。

A A

Ⅱ　つたえる　【文化の次世代への継承】

文化振興基本計画　進行管理対象事業　実績・評価一覧 

2地域の身近な歴史や文化の継承

(1)地域の身近な歴史や文化を再発見し、未来に伝えます

(2)地域の身近な歴史や文化に親しむ機会を提供します
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取り組み項目

平成26年度

予定
首都圏近郊緑地保全法及び都市緑地法に基づく行為許
可等による緑地保全

実績
首都圏近郊緑地保全法に基づく建築等行為の届出（18
件）都市緑地法に基づく建築等行為の不許可処分（25件）

評価 B

特記事項

予定 横須賀市風致地区条例に基づく行為許可による緑地保全

実績 横須賀市風致地区条例に基づく行為許可（56件）

評価 A

特記事項

予定

野比・長坂のモデル地区において里山再生活動を継続するととも
に、市民が参加できる体験会などのイベントや、里山活動を担う
人材育成講座（里山林手入れ講習会・田んぼづくり講習会）を開
催する。

実績

野比モデル地区における田んぼ学校プログラムの実施（３校２６
９人）長坂モデル地区における田んぼ学校プログラムの実施（１
校５８人）里山保全にかかる人材育成（２講座２６人）里山体験会
の開催（３回９９人）収穫祭の開催（約１００人）

評価 A

特記事項

予定
3カ所（猿島、観音崎、大楠・西海岸）のフィールドでエコツアーを
実施するとともに、エコツアー実施団体を支援する団体を設立し、
支援を開始する。

実績
横須賀エコツアーの開催(247回　延6,341人)
横須賀エコツアーサポート協会設立

評価 A

特記事項

予定 景観重要樹木の指定

実績 ・坂本公園のヤエザクラ（12本）の指定を行った。

評価 A

特記事項

予定
事業実施に向けた候補地や財源確保の検討及び関係機関との
調整等

実績
追浜地区での浅海域の整備に向けて関係者・関係機関と
協定を締結。

評価 A

特記事項

予定
馬堀海岸高潮対策護岸の「うみかぜ画廊」の描き換えを予定。
「横須賀うみかぜカーニバル2014」の実施を予定。

実績

馬堀海岸高潮対策護岸の「うみかぜ画廊」の描き換えを実施し
た。15作品を展示。
「横須賀うみかぜカーニバル2014」を７月19日（土）、20日（日）に
開催した。

評価 A

特記事項

予定
附属の自然教育園を活用した、横須賀の自然に関する教
育普及活動の実施

実績
・自然教育園を活用した行事を開催した(13回)
・「天神島ガイドツアー」を開催した(12回)
・「自然教育園だより」を発行した(3回)

評価 A

特記事項

Ⅱ　つたえる　【文化の次世代への継承】

3景観の保全および形成

(1)豊かな自然や歴史的環境と調和した潤いのある景観を保全します

文化振興基本計画　進行管理対象事業　実績・評価一覧 

施策体系 取組内容 事業名 担当課

近郊緑地保全区域に対する
取り組み

都市緑地保全事業 自然環境共生課

風致地区の保全に対する
取り組み

風致地区内行為
許可等業務

自然環境共生課

市街地整備
景観課

里山的環境の保全・再生
里山的環境保全
・活用事業

自然環境共生課

横須賀エコツアーの実施
横須賀エコツアー
推進事業

自然環境共生課

景観重要建造物および
景観重要樹木の指定

街並み景観形成推進事業

博物館
（博物館運営課）

海辺環境の保全・再生
横須賀港浅海域保全
・再生事業

港湾企画課

港湾環境保全の取り組み
＊エコポートイベントの
　開催による啓発

港湾振興事業 港湾企画課

自然教育園における取り組み 自然教育園事業
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平成27年度 平成28年度 平成29年度

首都圏近郊緑地保全法及び都市緑地法に基づく行為許
可等による緑地保全

首都圏近郊緑地保全法及び都市緑地法に基づく行為許
可等による緑地保全

首都圏近郊緑地保全法及び都市緑地法に基づく行為許
可等による緑地保全

首都圏近郊緑地保全法に基づく建築等行為の届出（15
件）都市緑地法に基づく建築等行為の不許可処分（8件）

首都圏近郊緑地保全法に基づく建築等行為の届出（34
件）都市緑地法に基づく建築等行為の不許可処分（1件）

A A

横須賀市風致地区条例に基づく行為許可による緑地保全
横須賀市風致地区条例に基づく行為許可による緑地保全
及び同条例の見直しについて検討

横須賀市風致地区条例に基づく行為許可による緑地保全
及び同条例の改正

横須賀市風致地区条例に基づく行為許可（30件） 横須賀市風致地区条例に基づく行為許可（32件）

A A

野比・長坂のモデル地区において里山再生活動を継続するととも
に、市民が参加できる体験会などのイベントや、里山活動を担う
人材育成講座（里山林手入れ講習会・田んぼづくり講習会）を開
催する。また、野比かがみ田谷戸の市有地の里山的環境再生に
着手する。

野比・長坂のモデル地区において里山再生活動を継続するととも
に、市民が参加できる体験会などのイベントや、里山活動を担う
人材育成講座（里山林手入れ講習会・田んぼづくり講習会）を開
催する。また、野比かがみ田谷戸の市有地の里山的環境再生を
継続実施する。

野比・長坂のモデル地区において里山再生活動を継続す
るとともに、市民が参加できる体験会などのイベントや、里
山活動を担う人材育成講座（里山林手入れ講習会・田ん
ぼづくり講習会）を開催する。また、野比かがみ田谷戸の
市有地の里山的環境再生を継続実施する。

野比モデル地区における田んぼ学校プログラムの実施（３校２72
人）長坂モデル地区における田んぼ学校プログラムの実施（１校
44人）里山保全にかかる人材育成（２講座30人）里山体験会・観
察会の開催（計３回145人）収穫祭の開催（約１11人）かがみ田谷
戸の再生（復田、湿地環境の整備、駐車場の整備ほか）

野比モデル地区における田んぼ学校プログラムの実施（３校294
人）長坂モデル地区における田んぼ学校プログラムの実施（１校
46人）里山保全にかかる人材育成（２講座25人）里山体験会・観
察会の開催（計３回153人）収穫祭の開催（約１30人）かがみ田谷
戸の再生（復田、湿地環境の整備、河床整備ほか）

A A

3カ所（猿島、観音崎、大楠・西海岸）のフィールドでエコツアーを
実施するとともに、横須賀エコツアーサポート協会を運営し、必要
な支援を実施する。また、新たな実施場所選定に向けた検討を
行う。

3カ所（猿島、観音崎、大楠・西海岸）のフィールドでエコツアーを
実施するとともに、横須賀エコツアーサポート協会を運営し、必要
な支援を実施する。また、新たな実施場所の選定及び実施に向
けた検討・調整を行う。

3カ所（猿島、観音崎、大楠・西海岸）のフィールドでエコツアーを
実施するとともに、横須賀エコツアーサポート協会を運営し、必要
な支援を引き続き実施する。また、長井・荒崎地区でのエコツ
アー開始に向けた支援を実施する。

横須賀エコツアーの開催（518回　延10,451人)
横須賀エコツアーサポート協会を運営し、周知や研修会の実施
ほか各種支援を実施
新たな実施場所選定に向けた検討を実施し、場所及び実施者の
候補を抽出

横須賀エコツアーの実施（678回　延べ15,287人）
横須賀エコツアーサポート協会を運営し、周知や研修会の
実施ほか各種支援を実施
新たな実施場所を選定（長井・荒崎地区）し、実施予定団
体と調整を実施

A A

・景観重要樹木の指定
・今後の景観重要樹木の指定方針の検討

・景観重要樹木に対する市民意識を高めるべく、現在指定
している樹木の周知方法を検討する。

・景観重要樹木の指定

　
・検討の結果、今後民間の景観重要樹木の指定を行うために、ま
ず市民意識の醸成を図ることとした。

・景観重要樹木の周知方法及び、利活用に向けたアン
ケート調査の実施。

A A

整備や整備後の利活用・管理について、整備箇所周辺の企業、地元町
内会、漁業組合等との意見交換会及び地元説明会の実施
・意見交換会：５月、６月、９月
・地元説明会：７月

・整備内容について関係者と調整し、工事に着手
・整備後の利活用・管理方法について検討

・浅海域の整備に着手
・整備後の利活用や管理等についての検討ならびに関係
者および関係機関との協議・調整

整備や整備後の利活用・管理について、整備箇所周辺の企業、地元町
内会、漁業組合等との意見交換会及び地元説明会を実施した。
・意見交換会の開催（３回：５月、６月、９月）
・地元説明会の開催（１回：７月）

・整備内容の詳細について、関係者及び関係機関と協議・調整を実施し
た。
・整備後の利活用や管理等について検討を行い、庁内関係課と協議・調
整を実施した。

A B

防衛省が長浦地区の工事で発生する材料を活用して浅海域を整備予
定であるが、その工事が遅れていることから着手は延期

「横須賀うみかぜカーニバル2015」の実施を予定。
・「横須賀うみかぜカーニバル2016」の実施を予定。
・「横須賀港と第二海堡の船上見学会」の実施を予定。

「横須賀うみかぜカーニバル2017」の実施を予定。

「横須賀うみかぜカーニバル2015」を7月18日（土）、19日（日）に
開催した。

「横須賀うみかぜカーニバル2016」を７月16（土）、17（日）
に開催した。

A A

附属の自然教育園を活用した、横須賀の自然に関する教
育普及活動の実施

附属の自然教育園を活用した、横須賀の自然に関する教
育普及活動の実施

附属の自然教育園を活用した、横須賀の自然に関する教
育普及活動の実施

・自然教育園を活用した行事を開催した(9回)
・「天神島ガイドツアー」を開催した(12回)
・「自然教育園だより」を発行した(3回)

・自然教育園を活用した行事を開催した(9回)
・「天神島ガイドツアー」を開催した(12回)
・「自然教育園だより」を発行した(3回)

A A

文化振興基本計画　進行管理対象事業　実績・評価一覧 
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取り組み項目

平成26年度

Ⅱ　つたえる　【文化の次世代への継承】

3景観の保全および形成

文化振興基本計画　進行管理対象事業　実績・評価一覧 

施策体系 取組内容 事業名 担当課

予定

・町内花壇(99団体）の管理
・市役所前公園花壇の管理
・追浜地域花壇(2箇所）の管理
・久里浜地域の花壇の管理

実績

・町内花壇(99団体）の管理
・市役所前公園花壇の管理
・追浜地域花壇(2箇所）の管理
・久里浜地域の花壇（37区画）の管理

評価 A

特記事項
25年度まで公共施設花壇を４箇所で管理していたが26年
度は市役所前公園に集約し種まきから花植え等すべての
工程を市民ボランティアによる維持管理を行った。

予定
・景観協議の実施（随時）
・建物の色彩相談および景観審議会専門部会の実施（毎
月）

実績

・景観計画による景観誘導の実施（景観協議の受理件数
145件、景観法の届出受理件数172件）
・建物の色彩相談の実施（12回）
・景観審議会専門部会の実施（12回）

評価 A

特記事項

予定
「うみかぜの路景観重要道路」に係わる事業等に対する景
観誘導の実施（随時）

実績
・「うみかぜの路景観重要道路」に係わる事業等に対する
景観誘導の実施（うみかぜ画廊事業、ウォーキングロード
の整備（サイン設置））

評価 A

特記事項 色彩誘導等を随時実施

(2)個性的で美しい街並みづくりなど魅力ある景観をつくります

景観重要公共施設の指定
街並み景観
形成推進事業

市街地整備
景観課

花のボランティア協力による
花壇の管理

花いっぱい推進事業 公園管理課

市街地整備
景観課

良好な街並み景観形成の推進
＊｢横須賀市景観計画｣に基づく
良好な街並み景観形成の推進

街並み景観
形成推進事業
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平成27年度 平成28年度 平成29年度

文化振興基本計画　進行管理対象事業　実績・評価一覧 

・町内花壇(99団体）の管理
・市役所前公園花壇の管理
・追浜地域花壇(2箇所）の管理
・久里浜地域の花壇（37区画）の管理

・町内花壇(96団体）の管理
・市役所前公園花壇の管理
・追浜地域花壇(2箇所）の管理
・久里浜地域の花壇（30区画）の管理

・町内花壇(95団体）の管理
・市役所前公園花壇の管理
・追浜地域花壇(2箇所）の管理
・久里浜地域の花壇（23区画）の管理

・町内花壇(96団体）の管理
・市役所前公園花壇の管理
・追浜地域花壇(2箇所）の管理
・久里浜地域の花壇（30区画）の管理

・町内花壇(95団体）の管理
・市役所前公園花壇の管理
・追浜地域花壇(2箇所）の管理
・久里浜地域の花壇（23区画）の管理

A A

・景観協議の実施（随時）
・建物の色彩相談および景観審議会専門部会の実施（毎
月）

・景観協議の実施（随時）
・建物の色彩相談および景観審議会専門部会の実施（毎
月）

・景観協議の実施（随時）
・建物の色彩相談および景観審議会専門部会の実施（毎
月）

・景観計画による景観誘導の実施（景観協議の受理件数
166件、景観法の届出受理件数166件）
・建物の色彩相談の実施（12回）
・景観審議会専門部会の実施（12回）

・景観計画による景観誘導の実施（景観協議の受理件数
114件、景観法の届出受理件数114件）
・建物の色彩相談の実施（12回）
・景観審議会専門部会の実施（12回）

A A

「うみかぜの路景観重要道路」に係わる事業等に対する景
観誘導の実施（随時）

「うみかぜの路景観重要道路」に係わる事業等に対する景
観誘導の実施（随時）

「うみかぜの路景観重要道路」に係わる事業等に対する景
観誘導の実施（随時）

・「うみかぜの路景観重要道路」に係わる事業等に対する
景観誘導の実施（ウォーキングロードの整備（サイン設
置））

景観誘導業務は随時行っているが、２８年度は誘導案件
が無かった。

A A

色彩誘導等を随時実施
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取り組み項目

平成26年度

予定 市ＨＰ内にて、横須賀の文化に関する情報を発信する。

実績 よこすか文化INFORMATIONを運営した。

評価 A

特記事項

予定 英語版情報紙「What's New in Yokosuka」を発行（年６回）

実績 英語版情報紙「What's New in Yokosuka」を発行（年６回）

評価 A

特記事項

予定
ジャパンフェスティバルインよこすか、日本文化体験教室、
キッズ・フェスティバル、国際ユースフォーラムを実施

実績
ジャパンフェスティバルインよこすか、日本文化体験教室、
キッズ・フェスティバル、国際ユースフォーラムを実施

評価 A

特記事項

予定 継続採用

実績 継続採用

評価 A

特記事項

予定 英語・スペイン語・中国語・韓国語による冊子を配布

実績 英語・スペイン語・中国語・韓国語による冊子を配布

評価 A

特記事項

予定 国際平和ポスター・標語コンクールを実施

実績
国際平和ポスター・標語コンクールを実施（応募総数：ポス
ター147点、標語406点）

評価 A

特記事項

予定
ブレスト市との人材交流、姉妹都市交換学生の派遣・受け
入れを実施

実績
ブレスト市との人材交流、姉妹都市交換学生の派遣・受け
入れ、フランソワ・レオンス・ヴェルニーの母校・エコール・
ポリテクニークのインターン受け入れを実施

評価 A

特記事項

文化振興基本計画　進行管理対象事業　実績・評価一覧 

施策体系 取組内容 事業名 担当課

文化に関するホームページ
の公開

文化行政推進事業 文化振興課

Ⅲ　ひろげる　【文化による交流の推進】

1文化情報の収集および提供

(1)文化活動に関する情報を収集し、提供します

文化交流の取り組み
＊ジャパンフェスティバル
＊日本文化紹介
＊国際ユースフォーラム

国際化推進事業

英語版文化情報紙の発行 国際化推進事業 国際交流課

2文化による国際交流の推進

(1)市民の国際文化交流を支援します

多言語による生活情報冊子
（Living in Yokosuka）の配
布

国際化推進事業

国際交流課

国際交流課

国際交流員（ＣＩＲ）の採用 国際化推進事業 国際交流課

国際交流課

子どもを対象とした
国際交流に関する
情報提供の充実

国際化推進事業

(2)姉妹都市などとの国際文化交流を行います

姉妹都市との交流の推進
＊各姉妹都市企画の事業への参
加・協力
＊ブレスト市との人材交流（職
員相互交流）
＊交換学生派遣・受入事業

都市間交流関係業務 国際交流課
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平成27年度 平成28年度 平成29年度

市ＨＰ内にて、横須賀の文化に関する情報を発信する。 市ＨＰ内にて、横須賀の文化に関する情報を発信する。 市ＨＰ内にて、横須賀の文化に関する情報を発信する。

よこすか文化INFORMATIONを運営した。 よこすか文化INFORMATIONを運営した。

A A

英語版情報紙「What's New in Yokosuka」を発行（年６回）
紙面サイズ等をリニューアルし、英語版情報紙「What's
New in Yokosuka」を発行（年６回）

英語版情報紙「What's New in Yokosuka」を発行（年６回）

英語版情報紙「What's New in Yokosuka」を発行（年６回）
紙面サイズ等をリニューアルし、英語版情報紙「What's
New in Yokosuka」を発行（年６回）

A A

ジャパンフェスティバルインよこすか、日本文化体験教室、
キッズ・フェスティバル、国際ユースフォーラムを実施

ジャパンフェスティバルインよこすか、日本文化体験教室、
キッズ・フェスティバル、国際ユースフォーラムを実施

ジャパンフェスティバルインよこすか、日本文化体験教室、
キッズ・フェスティバル、国際ユースフォーラムを実施

ジャパンフェスティバルインよこすか、日本文化体験教室、
キッズ・フェスティバル、国際ユースフォーラムを実施

ジャパンフェスティバルインよこすか、日本文化体験教室、
キッズ・フェスティバル、国際ユースフォーラムを実施

A A

継続採用 継続採用 継続採用

継続採用 継続採用

A A

英語・スペイン語・中国語・韓国語による冊子を配布 英語・スペイン語・中国語・韓国語による冊子を配布 英語による冊子（改訂版）を配布・市HPに掲載

英語・スペイン語・中国語・韓国語による冊子を配布
英語・スペイン語・中国語・韓国語による冊子を配布
英語による冊子を改訂

A S

国際平和ポスター・標語コンクールを実施 国際平和ポスター・標語コンクールを実施 国際平和ポスター・標語コンクールを実施

国際平和ポスター・標語コンクールを実施（応募総数：ポス
ター144点、標語544点）

国際平和ポスター・標語コンクールを実施（応募総数：ポス
ター132点、標語456点）

A A

ブレスト市との人材交流、姉妹都市交換学生の派遣・受け
入れを実施

姉妹都市交換学生の派遣・受け入れ、ブレスト市との人材
交流を実施

姉妹都市交換学生の派遣・受け入れ、ブレスト市との人材
交流を実施

ブレスト市との人材交流、姉妹都市交換学生の派遣・受け
入れを実施

姉妹都市交換学生の派遣・受け入れ、ブレスト市との人材
交流、フランソワ・レオンス・ヴェルニーの母校・エコール・
ポリテクニークのインターン受け入れを実施

A A

文化振興基本計画　進行管理対象事業　実績・評価一覧 

2文化による国際交流の推進

(1)市民の国際文化交流を支援します

(2)姉妹都市などとの国際文化交流を行います
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取り組み項目

平成26年度

文化振興基本計画　進行管理対象事業　実績・評価一覧 

施策体系 取組内容 事業名 担当課

Ⅲ　ひろげる　【文化による交流の推進】

予定
三浦半島地域の連携・協力を積極的に進めるため、4市1
町の首長で構成する三浦半島サミットを年2回程度開催す
る。

実績
三浦半島サミットを2回開催
出席者　4市1町の首長

評価 A

特記事項

予定
文化団体が会津若松市を訪問交流する。
友好都市「会津若松応援団」を運営

実績
文化団体が会津若松市を訪問交流した。
友好都市「会津若松応援団」を運営

評価 A

特記事項

予定
伊東市において、ANJINプロジェクト連絡協議会および第
２回ANJINサミットを実施

実績
伊東市において、ANJINプロジェクト連絡協議会および第
２回ANJINサミットを実施

評価 A

特記事項

予定
国際式典への招待、下田黒船祭・小栗まつり・伊東按針
祭・会津まつりへの出席

実績
国際式典への招待、下田黒船祭・小栗まつり・伊東按針
祭・会津まつりへの出席

評価 A

特記事項

文化振興課
国際交流課

3文化による地域間交流の推進

(1)友好都市などとの文化交流を行います

近隣市町との文化交流の推進
＊三浦半島サミットなどでの連
携

都市間交流関係業務 政策推進課

友好都市などとの市民交流の推
進
＊文化団体交流の推進
＊会津若松応援団や物産展
　などへの支援

地域文化振興事業
都市間交流関係業務

国際交流課

ＡＮＪＩＮプロジェクト
（ゆかりの地との共同イベント
など）

都市間交流関係業務 国際交流課

友好都市などとの交流の推進
＊国際式典への招待

都市間交流関係業務
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平成27年度 平成28年度 平成29年度

文化振興基本計画　進行管理対象事業　実績・評価一覧 

三浦半島地域の連携・協力を積極的に進めるため、4市1
町の首長で構成する三浦半島サミットを年2回程度開催す
る。

三浦半島地域の連携・協力を積極的に進めるため、4市1
町の首長で構成する三浦半島サミットを年2回程度開催す
る。

三浦半島地域の連携・協力を積極的に進めるため、4市1
町の首長で構成する三浦半島サミットを年2回程度開催す
る。

三浦半島サミットを2回開催
出席者　4市1町の首長

三浦半島サミットを2回開催
出席者　4市1町の首長

A A

文化団体が会津若松市を訪問交流する。
友好都市「会津若松応援団」を運営
友好都市締結10周年記念行事を実施

文化団体が会津若松市を訪問交流する。
市民訪問団が会津若松市、富岡市を訪問交流する。
友好都市「会津若松応援団」を運営

市民が会津若松市、富岡市、高崎市（倉渕町）を訪問交流
する。
友好都市「会津若松応援団」を運営

文化団体が会津若松市を訪問交流した。
友好都市「会津若松応援団」を運営した。
友好都市提携10周年記念事業を実施した。
平成27年11月15日、群馬県富岡市と友好都市提携を行
い、富岡市との交流が開始した。

文化団体が会津若松市を訪問交流した。
友好都市「会津若松応援団」を運営した。
観光協会が富岡市を訪問交流した。

S B

本市において、ANJINプロジェクト連絡協議会および第３
回ANJINサミットを実施

臼杵市において、ANJINプロジェクト連絡協議会および第
４回ANJINサミットを実施

臼杵市において、ANJINプロジェクト連絡協議会および第
５回ANJINサミットを実施

本市において、ANJINプロジェクト連絡協議会および第３
回ANJINサミットを実施

熊本地震により、臼杵市での第４回ANJINサミットは中止、
東京において、ＡＮＪＩＮプロジェクト連絡協議会を実施

A B

国際式典への招待、下田黒船祭・小栗まつり・伊東按針
祭・会津まつりへの出席

国際式典への招待、下田黒船祭・小栗まつり・伊東按針
祭・会津まつりへの出席

国際式典への招待、下田黒船祭・小栗まつり・伊東按針
祭・会津まつりへの出席

国際式典への招待、下田黒船祭・小栗まつり・伊東按針
祭・会津まつりへの出席

国際式典への招待、下田黒船祭・小栗まつり・伊東按針
祭・会津まつり・富岡どんとまつりへの出席

A A

3文化による地域間交流の推進

(1)友好都市などとの文化交流を行います
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取り組み項目

平成26年度

予定
近代歴史遺産をめぐる周遊ツアー、ならびに近代歴史遺
産を紹介するパネル展を開催し、市内に残る近代歴史遺
産を広く市民に紹介する。

実績

市内の近代歴史遺産を巡る周遊ツアー
４回 参加者数 179人
パネル展の開催２月25日～３月３日
さいか屋横須賀店　美術画廊 入場者数 1,571人

評価 A

特記事項

予定
横須賀市の観光情報を提供する
ホームページ「観光情報サイト・ここはヨコスカ（ここヨコ）」
の運営

実績
・ページビュー数　6,403,469
・訪問数　2,138,629

評価 A

特記事項

予定
中・高校生修学旅行の受入れ体制を整備し、積極的に誘
致を行い、交流人口の拡大を図る

実績
神戸市立中学校６２名
福岡県立高校１０５名

評価 S

特記事項

予定
10,000mプロムナード関係機関及び各部局間の調整を図
る。
リーフレットの増刷や、既存案内板の維持管理を行う。

実績
拠点整備の連絡調整(全庁照会)及び情報共有
既存案内板の内容確認

評価 A

特記事項 リーフレット増刷に替え、市HPで情報提供をうこととした。

予定 2014年よこすか開国祭の実施

実績

・開国ダンスドリームス　７月27日　市役所前公園
　参加団体　23チーム（381人）　来場者数　約8,000人
・開国わいわい広場　７月28日～８月１日　市役所前公園
　来場者数　約9,000人
・開国花火大会　８月２日　うみかぜ公園、三笠公園、米海軍横
須賀基地ほか　来場者数　約170,000人

評価 A

特記事項

予定 日米親善よこすかスプリングフェスタ2015の実施

実績
３月29日　米海軍横須賀基地で開催した。
来場者数　約39,000人

評価 A

特記事項

予定 第38回よこすかみこしパレードの実施

実績
10月19日　横須賀中央大通り、米海軍横須賀基地で開催した。
参加団体　67団体（8,433人）
観覧者数　約50,500人

評価 A

特記事項

予定 日米親善ベース歴史ツアーの実施

実績
５月18日、６月21日、11月１日　米海軍横須賀基地内及び
周辺の歴史的施設で開催した。参加者数　延405人
※10月５日は荒天のため中止

評価 A

特記事項

文化振興課

Ⅲ　ひろげる　【文化による交流の推進】

4文化による人々の交流の推進

(1)文化資源を再認識し、活かします

文化振興基本計画　進行管理対象事業　実績・評価一覧 

施策体系 取組内容 事業名 担当課

近代歴史遺産の活用
＊周遊ツアーの開催
＊パネル展の開催

近代歴史遺産活用事業

ここヨコ
ホームページの活用

集客
プロモーション事業

観光企画課

民泊体験（教育旅行の誘致）
セールス
プロモーション事業

観光企画課

観光企画課

(2)文化を活かした観光や産業を振興します

10,000mプロムナード
（うみかぜの路）の紹介
＊リーフレットの発行
＊案内板の設置
＊拠点整備の連絡調整

10,000ｍ
プロムナード整備事業

政策推進課

よこすか開国祭の開催
＊開国花火大会
＊開国Dancin'
＊開国わいわい広場

観光団体助成事業

日米親善
ベース歴史ツアーの実施

集客イベント事業 観光企画課

日米親善よこすか
スプリングフェスタの開催

観光団体助成事業 観光企画課

よこすか
みこしパレードの開催

観光団体助成事業 観光企画課
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平成27年度 平成28年度 平成29年度

横須賀製鉄所（造船所）創設150周年を機に、横須賀製鉄
所(造船所)を広く市民に周知するとともに、近代歴史遺産
に関する周遊ツアー、ならびにパネル展を開催する。

近代歴史遺産をめぐる周遊ツアー、ならびに近代歴史遺
産を紹介するパネル展を開催し、市内に残る近代歴史遺
産を広く市民に紹介する。

近代歴史遺産をめぐる周遊ツアー、ならびに近代歴史遺
産を紹介するパネル展を開催し、市内に残る近代歴史遺
産を広く市民に紹介する。

市内の近代歴史遺産を巡る周遊ツアー
（150周年記念事業周遊ツアー含む）４回 参加者数 171人
パネル展の開催月11月13日～22日
横須賀市文化会館市民ギャラリー 入場者数 2,184人

市内の近代歴史遺産を巡る周遊ツアー
４回 参加者数 177人
パネル展の開催11月9日～15日
さいか屋横須賀店　美術画廊 入場者数 2,034人

A A

横須賀市の観光情報を提供する
ホームページ「観光情報サイト・ここはヨコスカ（ここヨコ）」
の運営

横須賀市の観光情報を提供する
ホームページ「観光情報サイト・ここはヨコスカ（ここヨコ）」
の運営

横須賀市の観光情報を提供する
ホームページ「観光情報サイト・ここはヨコスカ（ここヨコ）」
の運営

・ページビュー数　6,208,771
・訪問数　2,400,004

・ページビュー数　5,224,332
・訪問数　2,400,089

A A

中・高校生修学旅行の受入れ体制を整備し、積極的に誘
致を行い、交流人口の拡大を図る

中・高校生修学旅行の受入れ体制を整備し、積極的に誘
致を行い、交流人口の拡大を図る

中・高校生修学旅行の受入れ体制を整備し、積極的に誘
致を行い、交流人口の拡大を図る

Al Azhar Pusat3　（アルアズハル中央第３高等学校）39名
京都県立安祥寺中学校　　　　　　　　　　　　　　　　　　94名
滋賀県立河瀬中学校　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 78名
富山県私立高岡龍谷高校　　　　　　　　　　　　　　　　165名
CHULALONGKORN UNIVERSITY KING MONGKUT'S
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI          10名

Al Azhar Pusat3　（アルアズハル中央第３高等学校）25名
明石市立魚住中学校　　　　　　　　　　　　　　282名
福知山市立日新中学校　　　　　　　　　　　　 199名
生駒市立生駒中学校　　　　　　　　　　　　　　182名　ほか
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　計　17校　　1,851名

S S

10,000mプロムナード関係各部局間の調整を図る。
既存案内板の維持管理を行う。

10,000mプロムナード関係各部局間の調整を図る。
既存案内板の維持管理を行う。

10,000mプロムナード関係各部局間の調整を図る。
既存案内板の維持管理を行う。

拠点整備の連絡調整(全庁照会)及び情報共有
既存案内板の内容確認

拠点整備に関する全庁照会及び情報共有
既存案内板の内容確認

A B

2015年よこすか開国祭の実施 2016年よこすか開国祭の実施 2017年よこすか開国祭の実施

・開国ダンスドリームス　７月26日　市役所前公園
　参加団体　17チーム（343人）　来場者数　約5,600人
・開国わいわい広場　７月27日～７月31日　市役所前公園
　来場者数　約7,100人
・開国花火大会　８月１日　うみかぜ公園、三笠公園、米海軍横
須賀基地ほか　来場者数　約223,000人

・開国ダンスドリームス　７月31日　市役所前公園
　参加団体　17チーム（315人）　来場者数　約3,200人
・開国わいわい広場　８月１日～８月５日　市役所前公園
　来場者数　約7,290人
・開国花火大会　８月６日　うみかぜ公園、三笠公園、米海
軍横須賀基地ほか　来場者数　約233,000人

A A

日米親善よこすかスプリングフェスタ2016の実施 日米親善よこすかスプリングフェスタ2017の実施 日米親善よこすかスプリングフェスタ2018の実施

３月20日　米海軍横須賀基地で開催した。
来場者数　約47,000人

３月26日　米海軍横須賀基地で開催した。
来場者数　約21,000人

A A

第39回よこすかみこしパレードの実施 第40回よこすかみこしパレードの実施 第41回よこすかみこしパレードの実施

10月25日　横須賀中央大通り、米海軍横須賀基地で開催した。
参加団体　70団体（約9,000人）
観覧者数　約58,000人

10月16日　横須賀中央大通り、米海軍横須賀基地で開催した。
参加団体　61団体（約8,500人）
観覧者数　約53,000人

A A

日米親善ベース歴史ツアーの実施 日米親善ベース歴史ツアーの実施 日米親善ベース歴史ツアーの実施

５月16日、６月21日、10月３日、11月１日　米海軍横須賀
基地内及び周辺の歴史的施設で開催した。
参加者数　延542人

５月21日、６月19日、10月１日、11月６日　米海軍横須賀
基地内及び周辺の歴史的施設で開催した。
参加者数　延532人

A A

文化振興基本計画　進行管理対象事業　実績・評価一覧 

(2)文化を活かした観光や産業を振興します
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取り組み項目

平成26年度

予定 よこすかカレーフェスティバルの実施

実績
５月10日、５月11日に三笠公園で開催した。
来場者数：46,000人

評価 A

特記事項

予定
メディア事業者を対象に観光施設などを紹介する視察ツアーの
実施・書籍とタイアップした観光ＰＲの実施

実績
・メディア視察ツアー等：８回
・メディアＰＲ(書籍タイアップ)：４回

評価 A

特記事項

予定

・海の幸フェアの開催
・友好都市ｲﾍﾞﾝﾄへの出店（地場産農水産物の販売）
・地産地消ショップ推進事業の実施
・友好関係市フェアの開催
・生鮮品地産地消促進事業補助
・農業体験の実施（夏、冬）
・関係団体のイベント取組み支援
・種苗放流事業補助

実績

・海の幸フェアの開催 ２回
・友好都市ｲﾍﾞﾝﾄへの出店（地場産農水産物の販売）１件
・地産地消ショップ推進事業　登録店舗数223店、
　ショップガイドブック作成部数　90,000部
・友好関係市フェアの開催　３件
・生鮮品地産地消促進事業補助　１件
・農業体験の実施　２回
・関係団体のイベント取組み支援　５件
・種苗放流事業補助　市内３漁協　295,500尾・個

評価 A

特記事項

Ⅲ　ひろげる　【文化による交流の推進】

文化振興基本計画　進行管理対象事業　実績・評価一覧 

施策体系 取組内容 事業名 担当課

よこすか
カレーフェスティバルの開催

観光団体助成事業 観光企画課

(2)文化を活かした観光や産業を振興します

4文化による人々の交流の推進

メディアデスクによる
情報提供

セールス
プロモーション事業

観光企画課

地産地消の推進 地産地消推進事業 農林水産課
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平成27年度 平成28年度 平成29年度

よこすかカレーフェスティバルの実施 よこすかカレーフェスティバルの実施 よこすかカレーフェスティバルの実施

５月９日、５月10日に三笠公園で開催した。
来場者数：51,000人

５月14日、５月15日に三笠公園で開催した。
来場者数：57,000人

A A

メディア事業者を対象に観光施設などを紹介する視察ツアーの
実施・書籍とタイアップした観光ＰＲの実施

メディア事業者を対象に観光施設などを紹介する視察ツアーの
実施・書籍とタイアップした観光ＰＲの実施

メディア事業者を対象に観光施設などを紹介する視察ツ
アーの実施・書籍とタイアップした観光ＰＲの実施

・メディア視察ツアー等：８回
・メディアＰＲ(書籍タイアップ)：６回

・メディア視察ツアー等：12回
・メディアＰＲ(書籍タイアップ)：５回

A A

・海の幸フェアの開催
・友好都市ｲﾍﾞﾝﾄへの出店（地場産農水産物の販売）
・地産地消ショップ推進事業の実施
・友好関係市フェアの開催
・生鮮品地産地消促進事業補助
・農業体験の実施（夏、冬）
・関係団体のイベント取組み支援
・種苗放流事業補助

・海の幸フェアの開催
・友好都市ｲﾍﾞﾝﾄへの出店（地場産農水産物の販売）
・地産地消ショップ推進事業の実施
・友好関係市フェアの開催
・生鮮品地産地消促進事業補助
・農業体験の実施（夏、冬）
・関係団体のイベント取組み支援
・種苗放流事業補助

・海の幸フェアの開催
・友好都市ｲﾍﾞﾝﾄへの出店（地場産農水産物の販売）
・地産地消ショップ推進事業の実施
・友好関係市フェアの開催
・生鮮品地産地消促進事業補助
・農業体験の実施（夏、冬）
・関係団体のイベント取組み支援
・種苗放流事業補助

・海の幸フェアの開催 ５回
・友好都市ｲﾍﾞﾝﾄへの出店（地場産農水産物の販売）１件
・地産地消ショップ推進事業　登録店舗数221店、
　ショップガイドブック作成部数　100,000部
・友好関係市フェアの開催　２件
・生鮮品地産地消促進事業補助　２件
・農業体験の実施　２回
・関係団体のイベント取組み支援　５件
・種苗放流事業補助　市内３漁協　202,000尾・個

・海の幸フェアの開催 ４回
・友好都市ｲﾍﾞﾝﾄへの出店（地場産農水産物の販売）１件
・地産地消ショップ推進事業　登録店舗数209店、
　ショップガイドブック作成部数　100,000部
・友好関係市フェアの開催　２件
・生鮮品地産地消促進事業補助　３件
・農業体験の実施　２回
・関係団体のイベント取組み支援　５件
・種苗放流事業補助　市内３漁協　132,000尾・個

A A

文化振興基本計画　進行管理対象事業　実績・評価一覧 
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４ 文化振興基本計画進行管理 ―文化振興の指標― 
 

・文化の振興の施策体系に関連した指標を掲げ、その指標の各年度の実績値を確認することによ

り、文化振興基本計画の進行管理を行います。 

・【基準】は、指標の平成24年度（文化振興基本計画策定時）の実績値とします。 

・【今後の方向性】は、文化振興基本計画策定時である平成2４年度に、【基準値】を基準として、「今

後、指標の実績値をどのようにしていくか」、という相対的な方向性（ ：向上、 ：維持）

を目標として、示したものです。 

★を付した指標は、横須賀市基本計画の進行管理指標を表します。 

 

 

 

 

Ⅰ はぐくむ ～文化の担い手の育成～ 

 

１．市民の文化活動の充実 

指 標 市主催の文化事業の参加者数および入場者数★ 【基準値】 【今後の方向性】 

考え方 

市民の文化活動を支援するために実施している各種

文化事業（市民文化祭、市民音楽のつどい、市民合唱

のつどいなど）の参加者数、入場者数で市民の皆さん

が主体的に文化活動に参加できる機会や、優れた芸術

に親しむ機会の充実度を測ります。 

（平成24年度実績値）  

：向上 
25,321人 

実績値 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

25,922人 24,851人 27,606人  

 

 

 

指 標 市民が行う文化事業への共催・後援などの実施件数 【基準値】 【今後の方向性】 

考え方 

市民が行う文化事業に対して、市が共催・後援した件

数で、市民の皆さんが主体的に文化活動に参加できる

機会や、優れた芸術に親しむ機会の充実度を測ります。 

（平成24年度実績値） 

：向上 共催１０件 

後援２９件 

実績値 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

共催  ６件 

後援３５件 

共催 ６件 

後援３５件 

共催 ５件 

後援４９件 
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指 標 
横須賀芸術劇場稼働率および入場者数 

（大劇場・小劇場） ★ 
【基準値】 【今後の方向性】 

考え方 

横須賀芸術劇場（大劇場・小劇場）の稼働率および入場

者数で、市民の皆さんが主体的に文化活動に参加できる

機会や、優れた芸術に親しむ機会の充実度を測ります。 

（平成24年度実績値）  

：向上 

大
劇
場 

65.8％ 

189,989人 

小
劇
場 

65.8％ 

43,891人 

実績値 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

大
劇
場 

74.9％ 

188,179人 

70.1％ 

170,131人 

80.4％ 

179,889人 
 

小
劇
場 

67.3％ 

44,720人 

69.0％ 

46,830人 

66.3％ 

46,642人 
 

 

 

 

指 標 文化会館・はまゆう会館稼働率および入場者数★ 【基準値】 【今後の方向性】 

考え方 

文化会館（大ホール）、はまゆう会館（ホール）の稼働率お

よび入場者数で市民の皆さんが主体的に文化活動に参

加できる機会や、優れた芸術に親しむ機会の充実度を測

ります。 

（平成24年度実績値）  

 

：向上 

文
化
会
館 

72.2％ 

114,778人 

は
ま
ゆ
う 

60.3％ 

33,879人 

実績値 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

文
化
会
館 

72.5％ 

122,705人 

74.9％ 

120,132人 

76.0％ 

123,145人 
 

は
ま
ゆ
う 

64.1％ 

31,627人 

58.6％ 

29,282人 

61.2％ 

29,361人 
 

 

 

 

指 標 横須賀美術館美術展覧会観覧者数★ 【基準値】 【今後の方向性】 

考え方 
展覧会の観覧者数から、優れた芸術に親しむ機会の充

実度を測ります。 

（平成24年度実績値） 
：向上 

97,535人 

実績値 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

113,007人 114,861人 108,413人  
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指 標 
障害者を対象とした音楽教室・創作教室の 

開催数と参加者数 
【基準値】 【今後の方向性】 

考え方 

障害者を対象とした音楽教室・創作教室の開催数と参加

者数により、障害者の皆さんが主体的に文化活動に参

加できる機会や、優れた芸術に親しむ機会の充実度を測

ります。 

（平成24年度実績値）  

：維持 
延1,612人 

実績値 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

延1,567人 延1,56０人 延1,657人  

 

 

 

指 標 
障害者や高齢者を対象とした 

美術館ワークショップなどの開催回数 
【基準値】 【今後の方向性】 

考え方 

障害者・高齢者を対象とした美術館ワークショップの

開催数により、障害者・高齢者の皆さんが主体的に文

化活動に参加できる機会や、優れた芸術に親しむ機会

の充実度を測ります。 

（平成24年度実績値）  

：維持 
延26回 

実績値 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

延16回 延16回 延15回  
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２．生涯学習の機会の提供 

指 標 コミュニティセンターの利用率★ 【基準値】 【今後の方向性】 

考え方 

地域の人々や各種団体が手軽に、そして多目的に利用

できる地域コミュニティづくりの場として設けてい

るコミュニティセンターの利用率（工芸室、広場を除

く）で生涯学習機会と活躍の場の充実度を測ります。 

（全館の利用コマ数／全館の利用可能コマ数） 

（平成24年度実績値）  

：向上 
55.1% 

実績値 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

54.6％ 55.02％ 56.9%  

 

 

 

指 標 
コミュニティセンターの 

定期講座、講習会、講演会の参加者数 
【基準値】 【今後の方向性】 

考え方 

各コミュニティセンターの定期講座、講習会、講演会

の参加者数により、文化の振興を支える要素の一つと

なっている生涯学習環境の充実度を測ります。 

（平成24年度実績値） 

：向上 
16,565人 

実績値 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

16,078人 14,275人 13,417人  

 

 

 

指 標 生涯学習センター利用者数★ 【基準値】 【今後の方向性】 

考え方 

生涯学習センターの各室、図書室等を利用して生涯学

習活動に参加する人数により、市民への多様な学習機

会の提供と活躍の場の充実度を測ります。 

（平成24年度実績値） 

：向上 
133,751人 

実績値 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

139,974人 136,036人 138,129人  

 

 

 

指 標 市民大学講座の受講者数 【基準値】 【今後の方向性】 

考え方 
市民大学講座の受講者数により、文化の振興を支える要素

の一つとなっている生涯学習環境の充実度を測ります。 

（平成24年度実績値） 
：向上 

4,384人 

実績値 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

3,906人 3,333人 3,402人  
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３．学校教育における文化活動の充実 

 

指 標 芸術鑑賞会等の開催回数 【基準値】 【今後の方向性】 

考え方 

オーケストラなどの鑑賞会の開催回数により、学校教

育の中で、文化に親しみ、その優れた価値や楽しさを

理解するような取り組みの充実度を測ります。 

（平成24年度実績値） 

：維持 
３回 

実績値 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

3回 3回 3回  

 

 

 

指 標 横須賀美術館の学校連携事業の開催回数 【基準値】 【今後の方向性】 

考え方 

芸術鑑賞会などの横須賀美術館の学校連携事業の開

催回数により、文化に親しみ、その優れた価値や楽し

さを理解するような取り組みの充実度を測ります。 

（平成24年度実績値） 

：向上 
99回 

実績値 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

101回 ９９回 102回  

 

 

 

指 標 市立高校の生徒と海外高校生との交流人数 【基準値】 【今後の方向性】 

考え方 

市立高校の海外への派遣人数、および市立高校への海

外からの受け入れ人数により、国際教育や外国語教育

の充実度を測ります。 

（平成24年度実績値） 

：向上 派遣20人 

受け入れ15人 

実績値 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

派遣19人 

受け入れ15人 

派遣19人 

受け入れ15人 
派遣16人  
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４．明日の文化の担い手の育成 

指 標 親子コンサートの参加者数 【基準値】 【今後の方向性】 

考え方 

０歳～小学６年生までを対象としたオーケストラコ

ンサートの参加者数により、子どもたちが文化に親し

み、その優れた価値や楽しさを理解するような取り組

みの充実度を測ります。 

（平成24年度実績値）  

：向上 
1,038人 

実績値 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

1,015人 1,01９人 1,322人  

 

指 標 
子どもを対象とした美術館ワークショップなど

の開催回数 
【基準値】 【今後の方向性】 

考え方 

横須賀美術館で開催される子どもを対象としたワー

クショップ、親子ギャラリーツアー、講演会、鑑賞プ

ログラムなどの開催回数により、子どもたちが文化に

親しみ、その優れた価値や楽しさを理解するような取

り組みの充実度を測ります。 

（平成24年度実績値） 
 

：維持 
41回 

実績値 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

21回 2３回 21回  

 

指 標 
横須賀芸術劇場合唱団・横須賀芸術劇場少年少女

合唱団の所属団員数 
【基準値】 【今後の方向性】 

考え方 

横須賀芸術劇場合唱団（一般）、横須賀芸術劇場少年

少女合唱団（小学２年～高校３年）の所属団員数によ

り、芸術団体の育成や子どもたちが文化に親しみ、そ

の優れた価値や楽しさを理解するような取り組みの

充実度を測ります。 

（平成24年度実績値） 
 

：維持 合唱団289人 

少年少女138人 

実績値 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

合唱団222人 

少年少女138人 

合唱団214人 

少年少女159人 

合唱団201人 

少年少女150人 
 

 

指 標 
「フレッシュ・アーティスツ from ヨコスカ」

リサイタルシリーズの開催回数 
【基準値】 【今後の方向性】 

考え方 

新進演奏家の飛躍のステップになるよう創設された

「フレッシュ・アーティスツ from ヨコスカ 」リサ

イタルシリーズの開催回数により、芸術家の育成環境

の充実度を測ります。 

（平成24年度実績値）  

：維持 
2回 

実績値 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

1回 ３回 2回  
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Ⅱ つたえる ～文化の次世代への継承～ 

 

１．郷土の歴史や文化的遺産の継承 

指 標 指定重要文化財の指定数★ 【基準値】 【今後の方向性】 

考え方 
指定重要文化財の指定数により、地域の文化的遺産の

継承の度合いを測ります。 

（平成24年度実績値） 
：向上 

106件 

実績値 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

109件 112件 114件  

 

指 標 市民文化資産の指定数★ 【基準値】 【今後の方向性】 

考え方 

市では文化財には指定されていないが、市民生活に密

着し、広く親しまれ、将来にも大切に保存する必要の

あるものを市民文化資産に指定しており、その指定数

で地域の文化的遺産の継承の度合いを測ります。 

（平成24年度実績値）  

：維持 
24件 

実績値 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

23件 23件 23件  

 

指 標 国際式典の参加者数 【基準値】 【今後の方向性】 

考え方 

本市にゆかりのある歴史的史実を市民・関係各国と共

有するために開催される国際式典（三浦按針祭観桜

会、咸臨丸フェスティバル式典、水師提督ペリー上陸

記念式典、ヴェルニー・小栗祭式典）の来場者数によ

り、地域の歴史の掘り起こし・普及への取り組みの度

合いを測ります。 

（平成24年度実績値）  

 

：維持 
832人 

実績値 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

791人 932人 850人  

 

指 標 
横須賀にゆかりのある歴史上の人物紹介冊子の

配布数 
【基準値】 【今後の方向性】 

考え方 

本市にゆかりのある歴史人物（ペリー、ヴェルニー、

小栗上野介、三浦按針）を紹介する冊子の配布部数に

より、地域の歴史の掘り起こし・普及への取り組みを

測ります。 

（平成24年度実績値）  

：向上 ４冊合計 

4,209部 

実績値 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

４冊合計 

7,700部 
2,950部 4,020部  
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２．地域の身近な歴史や文化の継承 

指 標 近代歴史遺産を巡る周遊ツアーの参加者数 【基準値】 【今後の方向性】 

考え方 

市内に点在する近代歴史遺産を巡る周遊ツアーの参加

者数により、地域の歴史の掘り起こし・普及への取り組

みの度合いを測ります。 

（平成24年度実績値） 

：向上 
延115人 

実績値 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

179人 171人 177人  

 

 

指 標 近代歴史遺産パネル展の来場者数 【基準値】 【今後の方向性】 

考え方 

市内の近代歴史遺産を市民に広く周知するために開

催したパネル展の来場者数で、地域の歴史の掘り起こ

し・普及への取り組みの度合いを測ります。 

（平成24年度実績値） 

：向上 
938人 

実績値 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

1,571人 2,184人 2,034人  

 

 

３．景観の保全および形成 

指 標 景観法による届け出受理事前協議の実施数★ 【基準値】 【今後の方向性】 

考え方 

景観法による届け出案件の事前協議は、市内で一定規模

以上の建築行為があった場合に、行為者に対して条例で

義務付けるものです。景観協議を実施した建築物等の件

数で魅力ある都市景観づくりの進捗状況を測ります。 

（平成24年度実績値）  

：向上 
81回 

実績値 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

145回 166回 114回  

 

 

指 標 景観重要樹木の指定数 【基準値】 【今後の方向性】 

考え方 

景観法に基づき、良好な景観形成の核となっている樹

木を守っていくことを義務付け、未来へ継承していく

ための「景観重要樹木」の指定数により、景観の保全・

形成への取り組み度合いを測ります。 

（平成24年度実績値）  

：向上 
19件 

実績値 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

12件 

０件 

周知方法の検討等を

進め、市民意識の 

醸成を進めるため 

０件 

周知方法及び利活用

に向けたアンケート

調査を実施したため 
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Ⅲ ひろげる ～文化による交流の推進～ 

 

1．文化情報の収集および提供 

指 標 
スカナビ○i （横須賀観光インフォメーション） 

利用件数★ 
【基準値】 【今後の方向性】 

考え方 

スカナビ○i（横須賀観光インフォメーション）の利用

件数により、情報提供の度合いを測ります。（電話・

直接応対の合算） 

（平成24年度実績値） 

：向上 
12,133件 

実績値 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

9,201件 11,282件 9,043件  

 

 

指 標 
生涯学習センターにおける 

Yokosukaまなび情報の登録・紹介件数 
【基準値】 【今後の方向性】 

考え方 

生涯学習活動をしている団体や生涯学習活動を支援

する講師などの情報「Yokosukaまなび情報」の登

録・紹介件数により、生涯学習に関する情報提供の充

実度を測ります。 

（平成24年度実績値）  

：向上 登録 704件 

紹介 881件 

実績値 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

登録 728件 

紹介 487件 

登録 724件 

紹介 598件 

登録 705件 

紹介 741件 
 

 

 

指 標 
生涯学習センターにおける生涯学習にかかる 

相談件数 
【基準値】 【今後の方向性】 

考え方 

生涯学習に関する市民からの相談に応じ、生涯学習に

関する情報を提供する「相談コーナー」の相談件数に

より、生涯学習に関する情報提供の充実度を測ります。 

（平成24年度実績値）  

：向上 93件 

実績値 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

８１件 36件 53件  

 



－ 60 － 

２．文化による国際交流の推進 

指 標 国際文化交流事業の参加者数 【基準値】 【今後の方向性】 

考え方 

市民の国際交流を推進する各事業（ジャパン フェステ

ィバル イン よこすか、キッズ・フェスティバル、日本

文化体験教室、国際ユースフォーラム）の参加者数によ

り、市民の国際交流の推進の度合いを測ります。 

（平成24年度実績値）  

：向上 2,522人 

実績値 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

2,016人 2,586人 2,381人  

 

 

指 標 姉妹都市との交換学生数 【基準値】 【今後の方向性】 

考え方 

本市の姉妹都市（コーパスクリスティ市、ブレスト市、

メッドウェイ市、フリマントル市）との交換学生数に

より、国際文化交流の推進の度合いを測ります。 

（平成24年度実績値） 

：向上 ４市合計 

派遣 8人 

受け入れ 5人 

実績値 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

４市合計 

派遣 8人 

受け入れ ７人 

4市合計 

派遣 8人 

受け入れ 8人 

4市合計 

派遣 ６人 

受け入れ ５人 

 

 

 

 

３．文化による地域間交流の推進 

指 標 友好都市「会津若松応援団」の団員数 【基準値】 【今後の方向性】 

考え方 

東日本大震災の影響を受け、経済産業界が危機的な状

況にある会津若松市を友好都市として応援し、様々な

形で交流する「会津若松応援団」の団員数により、文

化による地域間交流の推進度合いを測ります。 

（平成24年度実績値）  

：維持 
28団体 

実績値 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

31団体 31団体 32団体  
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４．文化による人々の交流の推進 

指 標 よこすか開国祭の来場者数 【基準値】 【今後の方向性】 

考え方 
よこすか開国祭の来場者数により、人々の交流の推進

の度合いを測ります。 

（平成24年度実績値） 
：向上 

193,700人 

実績値 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

187,000人 235,700人 243,490人  

 

 

指 標 よこすかみこしパレードの来場者数 【基準値】 【今後の方向性】 

考え方 
よこすかみこしパレードの来場者数により、人々の交

流の推進の度合いを測ります。 

（平成24年度実績値） 
：向上 

44,000人 

実績値 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

50,500人 58,000人 53,000人  

 

 

指 標 
日米親善よこすかスプリングフェスタの 

来場者数 
【基準値】 【今後の方向性】 

考え方 
日米親善よこすかスプリングフェスタの来場者数に

より、人々の交流の推進の度合いを測ります。 

（平成24年度実績値） 
：向上 

29,200人 

実績値 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

39,000人 47,000人 21,000人  

 

 

指 標 日米親善ベース歴史ツアーの参加者数 【基準値】 【今後の方向性】 

考え方 
日米親善ベース歴史ツアーの参加者数により、人々の

交流の推進の度合いを測ります。 

（平成24年度実績値） 
：向上 

467人 

実績値 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

405人 542人 532人  

 

 

指 標 よこすかカレーフェスティバルの来場者数 【基準値】 【今後の方向性】 

考え方 
よこすかカレーフェスティバルの来場者数により、

人々の交流の推進の度合いを測ります。 

（平成24年度実績値） 
：向上 

56,000人 

実績値 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

46,000人 51,000人 57,000人  
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