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令和元年 5月 20 日記者発表資料 

市民文化スポーツ局文化企画課 

担 当：横山（課長）、石松（係長） 

TEL：582-2391 FAX：581-5755 

◆ 文化芸術の力をまちづくりや地域課題の解決につなげる「創造都市・北九

州」の実現に向けた取組みを強力に推進する。 

「東アジア文化都市2020北九州」のプレ・オープニング事業の開催や開

幕式典等に取り組むほか、国の補助金も活用し、メディア芸術の国際的な創

造拠点形成を進める。さらに、八幡・東田地区において文化関連施設の連携

による新たなにぎわいの創出を図る（ミュージアムパーク）。 

◆ 次世代を担う子ども達の豊かな感性や想像力を育むため、音楽を通じた海

外との交流事業や小学生を対象とした「ミュージアム・ツアー」を実施す

るなど、市民が暮らしの中で文化芸術に気軽に親しむことのできる機会の

充実を図る。 

◆ 文化芸術の振興を通じて市民のシビックプライドを醸成していくため、文

学・音楽、伝統文化、メディア芸術など、本市が誇る多様な文化資源を活

かした様々な事業を推進する。 

【文化芸術関連予算】 

○ 令和 元 年度   ３,９９４,３７８ 千円 
（平成３０年度３月補正予算（１２６,０００ 千円）を含む）

○ 平成３０年度   ３,８９５,２５７ 千円 

○ 対前年度比■■ ,＋９９,１２１ 千円（＋２.５％） 

  ≪主な増加（強化）要因≫ 

   ・東アジア文化都市２０２０北九州推進事業 ＋１６８,４００ 千円 

   ・北九州メディア芸術創造拠点推進事業    ＋２５,８００ 千円 

  ≪主な減少要因≫ 

   ・北九州芸術劇場修繕経費         ▲１２５,８００ 千円 
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※主な事業と当初予算額 （ ）は前年度当初予算額 

＜『創造都市・北九州』の実現に向けた取組み＞ 

◆○新東アジア文化都市２０２０北九州推進事業    １６８，４００千円 

日中韓３ヵ国において実施される「東アジア文化都市」 

の開催に向け、２０２０年３月の開幕式典を皮切りに、 

１年を通じて様々な文化芸術事業や交流事業を実施する。 

【主な事業】 

   ○プレ・オープニング事業の開催 ２０，０００千円 

   ○開幕式典の開催         ３５，０００千円 

   ○日中韓交流事業         ９，３５０千円 

   ○コア期間事業準備（企画ほか） ４２，９５０千円 

◆創造都市推進事業                  ４，０００千円 

（５，３００千円）

文化芸術の力を活用した「創造都市・北九州」の実現に向け、「北九州市アーツ

ディレクター会議」の運営や、東京オリンピック・パラリンピックに向けた文化

プログラムの推進等に取り組む。 

◆拡充北九州メディア芸術創造拠点推進事業      ６８，８００千円 

（４３，０００千円）

 国の補助金を活用し、地域経済の発展を牽引する 

国際的なメディア芸術創造拠点の形成に向け、芸産 

学官連携による人材育成、ネットワーク構築、 

アジアＭＡＮＧＡサミット等の国際的なイベント等 

を実施する。 

【主な事業】 

   ○○新「アジアMANGAサミット」の開催 

               ３５，０００千円 

   ○「銀河鉄道999～ライブイン 

北九州2019～」の開催 

                 ５，０００千円 

アジアＭＡＮＧＡサミット台湾大会 

大会旗受け取り 
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◆拡充北九州市東田ミュージアムパーク関連予算    ５２，１９９千円 

（１３，０００千円）

八幡・東田地区において、いのちのたび博物館を中核として周辺施設が連携し、

地域の文化財の魅力発信、地域振興、観光振興、多言語化による国際発信、ユニ

ークべニューの促進など、国庫補助金も活用して面的・一体的に事業を実施する。 

【主な関連事業】 

〇美術鑑賞事業「ミュージアム・ツアー」       ３３，１９９千円 

   〇周辺施設による連携企画展等            １３，０００千円 

   〇北九州市東田地区ミュージアムパーク創造事業     ６，０００千円 

＜市民と文化芸術との“出会い”の場を創出＞ 

◆○新日露交歓コンサート                ５，０００千円 

子どもたちの音楽に関する知識や理解を深めるため、ロシアのアーティスト（国

立モスクワ音楽院教授等）によるガラ・コンサート及び交流事業を実施する。 

◆美術鑑賞事業「ミュージアム・ツアー」【再掲】    ３３，１９９千円 
                               （３５，０００千円） 

市内の小学３年生全員を対象に「初めての美術館 

 体験」をコンセプトにした美術鑑賞プログラムを 

 実施する。優れた美術品の鑑賞に加え、世界的 

建築家が設計した建物、閑静な丘稜から海まで 

見渡せる美術の森公園の眺望などの体験を通して 

子どもたちの創造力と感性を育成し、シビック 

プライドの醸成を図る。

今年度から「北九州市東田ミュージアムパーク関連事業」の一環として、 

一部の小学生について、「いのちのたび博物館」もあわせて訪れます。  

◆優れた文化・芸術との“出会い”創造事業        ６，８４０千円 

（１０，０００千円） 

感受性の豊かな幼少時代から優れた音楽や美術、伝統文化等を体験する機会を多

く創造するため、小中学校における箏（こと）などの伝統文化の体験授業や放課後

児童クラブでの音楽アウトリーチ事業等を実施する。 

（「ミュージアム・ツアー」の様子） 
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＜多彩な文化資源を活用した各種事業の実施＞ 

‐ 文 学・音 楽 - 

◆○新宗左近生誕１００年記念事業            ５，０００千円 

 詩、翻訳、美術評論など幅広い分野で活躍した本市ゆかりの詩人・宗左近の生

誕１００年の節目を記念し、同氏の業績を広く顕彰するイベント等を実施する。

◆○新松本清張生記念館魅力向上事業             ３，５００千円 

本市ゆかりの作家・松本清張の生誕１１０年を記念し、より多くの方々が同氏の

人と作品に触れる機会を創出するため、記念館中庭スペースの有効活用等により、

館の魅力向上を図り、「文学の街・北九州」を発信する。

◆北九州市立文学館展示リニューアル事業      １２６，０００千円 

（９，４００千円）

  「北九州市立文学館展示リニューアル基本計画」に基づき、２０２０年春のリニ

ューアルオープンに向け、現代作家の紹介や代表的な作家に焦点を当てた展示、体

験型の展示、多言語表記などの展示改修及び展示資料製作等を行う。

※平成３０年度３月補正予算 

◆北九州文学サロン管理運営事業           １１, ０００千円 

（１１，０００千円）

平成２９年3月に開設した「北九州文学サロン」で、地元商店街や大学生らと連

携した取組を推進し、周辺の文化施設等と協力して、「文学の街・北九州」を積極

的にＰＲするとともに、まちのにぎわいを創出する。 

◆北九州国際音楽祭                 ４０，０００千円 

（４０，０００千円）

市制２５周年を記念して始まり令和元年度で３２回目を数える、本市の秋を彩る

音楽フェスティバル。海外オーケストラや室内楽のコンサートのほか、小中学生の

鑑賞教室や市民企画事業など、多彩なラインナップで開催する。 

（令和元年度の海外オーケストラ：ケルン放送交響楽団（令和元年 11月 24 日））

‐ 伝統文化 - 

◆○新小倉祇園太鼓４００周年記念・文化財普及啓発事業  ５，０００千円 

本市を代表する祭りの一つである小倉祇園太鼓に 

ついて、平成３１年３月の「国重要無形民俗文化財」 

への指定及び小倉祇園太鼓４００周年（令和元年７ 

月）を記念し、その歴史に関する展示会を実施する。 
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‐ 漫 画 - 

◆北九州国際漫画大賞                  ７，０００千円 
（７，０００千円） 

東京オリンピックを目前にひかえ、漫画はクールジャパンを代表する日本文化と

して世界中で認知度・人気が高まっている。漫画の持つ魅力・ポテンシャルを国内

外に向けて広く発信し、漫画文化の普及を図るため、北九州国際漫画大賞（４コマ

漫画の国際公募コンテスト）を実施する。 

◆北九州市漫画ミュージアム普及事業         ５４,３７９千円

 （５９,０５０千円）

漫画・アニメ関連等の様々な展示やイベントを開催することにより、都心のにぎ

わいづくりを推進するとともに、漫画文化の普及を図る。また、初心者向け漫画体

験、漫画スクールをはじめとしたワークショップの開催により、将来の漫画文化を

担う人材を育成する。 

‐ 映画の街・北九州 - 

◆関門連携による国内外映画・テレビドラマ誘致・支援事業     １８，０００千円 

  （２０，０００千円） 

◆みんなで創る「映画の街・北九州」ブランド発信事業        ５，０００千円 

（５，０００千円） 

本市の強みである映画やテレビドラマの撮影を支 

然などの優れたロケーションを活用し、ロケ誘致を 

進める。 

また、関門海峡を中心としたロケ地としての 

北九州市・下関市の魅力を活用して国内外の映画・ 

テレビドラマの誘致を行うほか、 

映画の街・北九州をテーマにした支援作品などの 

ＰＲイベントを開催し、「映画の街・北九州」という 

都市ブランドを国内外に発信する。 

○平成29年度の誘致・支援件数は44本（過去最高） 

         うち、海外作品は12本（過去最高） 

◆松永文庫企画事業                   ９，６００千円 

                                （９，６００千円）

松永文庫は平成28年度の日本映画批評家大賞特別賞等の受賞をきっかけに、全

国的に注目を集めている。郷土の文芸作品映画の資料展の開催などを通じ、「映画の

街・北九州」を国内外に強力に発信する。 

映画「劇場版仮面ライダービルドBeThe One」

北九州プレミアムイベント 
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‐ 美術館・博物館での魅力ある企画展 - 

◆美術館企画展                   １０８，１８４千円 

                              （１３９，５１７千円）

 リニューアル後の美術館で、多彩な企画展を開催し、本市の美術文化の振興を

積極的に推進する。併せて美術館分館においても、引き続き魅力ある企画展を開

催する。 

   【主な企画展】 

○美術館本館・・・サイトウマコト展（本館・秋） 

○美術館分館・・・千住博展（分館・春）  

◆いのちのたび博物館の特別展の充実【一部再掲】    ４９，９２２千円

（４９，９２２千円） 

さらなる新規来館者の獲得やリピーターの定着を図るため、春、夏、秋に話題性 

に富んだ魅力的な特別展を開催する。 

○春の特別展 「獣は毛もの～ふわふわ、ごわごわ、すべすべ、ちくちく～」 

   ○夏の特別展 「探検！両生類・は虫類の世界」 

   ○秋の特別展 （仮称）「棟方志功の旅」 
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≪お問合せ先≫  

主な取組み（事業）名 担当部署 

＜『創造都市・北九州』の実現に向けた取組み＞

１ 東アジア文化都市2020北九州推進事業 東アジア文化都市推進室 

２ 創造都市推進事業 東アジア文化都市推進室

３ 北九州メディア芸術創造拠点推進事業 文化企画課（メディア芸術担当） 

４ 北九州市東田地区ミュージアムパーク関連予算 文化企画課（文化企画係） 

＜市民と文化芸術との“出会い”の場を創出＞

５ 日露交歓コンサート 文化企画課（美術・舞台芸術担当） 

６ 美術鑑賞事業「ミュージアム・ツアー」 美術館 

７ 優れた文化・芸術との“出会い”創造事業 文化企画課（美術・舞台芸術担当） 

＜多彩な文化資源を活用した各種事業の実施＞

８ 宗左近生誕１００年記念事業 文学館 

９ 松本清張記念館魅力向上事業  松本清張記念館 

10 北九州市立文学館展示リニューアル事業 文学館 

11 北九州文学サロン管理運営事業 文化企画課（文芸担当） 

12 北九州国際音楽祭 文化企画課（美術・舞台芸術担当） 

13 小倉祇園太鼓４００周年記念・文化財普及啓発事業 文化企画課（文化財係） 

14 北九州国際漫画大賞 漫画ミュージアム 

15 北九州市漫画ミュージアム普及事業 漫画ミュージアム 

16 関門連携による国内外映画・テレビドラマ誘致・支援事業 文化企画課（メディア芸術担当） 

17 みんなで創る「映画の街・北九州」ブランド発信事業  文化企画課（メディア芸術担当） 

18 松永文庫企画事業 文化企画課（メディア芸術担当） 

19 美術館企画展 美術館 

20 いのちのたび博物館の特別展の充実 いのちのたび博物館 

文化企画課：５８２－２３９１    東アジア文化都市推進室：５８２－２３９０ 

美術館：８８２－７７７７      いのちのたび博物館：６８１－１０１１ 

 松本清張記念館：５８２－２７６１  文学館：５７１－１５０５     

漫画ミュージアム：５１２－５０７７   


