
第３次佐賀市文化振興基本計画（案）の概要 
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

第２次佐賀市総合計画（H27～R6）               

第４次賀市教育振興基本計画               

第３次佐賀市文化振興 

基本計画 

              

佐賀市歴史的風致維持向上計画 

（H24～R3） 
              

文化芸術推進基本計画（第１期）               

文化財等 
有形、無形、民俗、記念物、文化的景観、建造物、 

伝統的建造物群、埋蔵文化財、保存技術 

地域における

伝統文化 
地域固有の伝統芸能及び民俗芸能 

芸術 
文学、音楽、美術、工芸、デザイン、写真、演劇、 

舞踊などの芸術 

メディア芸術 
映画、漫画、アニメーション及びコンピュータなどの電

子機器等を利用した芸術 

伝統芸能 
能楽、雅楽、文楽、歌舞伎、組踊などのわが国古来

の伝統的な芸能 

芸能 講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱などの芸能 

生活文化 茶道、華道、書道、食文化などの生活に係る文化 

国民娯楽及び

出版物等 
囲碁、将棋などの国民的娯楽、出版物、レコードなど 

 文化は、人々の営みの中から生まれ、育まれ、受け

継がれてきたものであり、その地域の、また、そこに

暮らす人々の特性をあらわすものです。このような地

域文化は、都市化や情報化社会が進行する中で次第に

薄らいできましたが、近年、その価値が再認識されて

います。 

 佐賀市では、平成24年3月に策定した第１次佐賀市

文化振興基本計画を踏まえ、平成２９年3月に第2次佐

賀市文化振興基本計画策定し、文化施策を推進してき

ました。令和２年度は計画の最終年度となることから、

これまでの成果と課題を踏まえ、引き続き文化施策を

推進するための指針として「第３次佐賀市文化振興基

本計画」を策定し、取り組みを推進していきます。 

文化振興のための２つの視点 

計画策定の趣旨 

・ 心豊かな人間性の形成 

・ 心のつながり、人々の絆や 

コミュニケーション能力 

・ 年齢や性別、人種、身体能力 

など、多様な場における差別や 

障壁を乗り越える力 

・ 個性あふれる文化のまち 

・ 地域産業の活性化から、 

まちの活性化へ 

・ 歴史文化資源を活かすことで 

新たなまちの魅力づくり 

計画が対象とする文化の範囲 

 文化は、最も広くとらえると、人間の自然との

かかわりや風土の中で生まれ、育ち、身に付けて

いく立ち居振る舞いや、衣食住をはじめとする暮

らし、生活様式、価値観など、およそ人間と人間

の生活に関わる総体を意味するとされています。 

 本計画で取り上げる「文化の範囲」は、文化の

中核を成す文化財、伝統文化、芸術、芸能、生活

文化、国民娯楽などを示す文化とし、文化芸術基

本法に例示されているものを参考とします。 

計画の期間 

 本計画の期間は、令和３年度から令和７年度までの５年間とします。なお、第２次佐賀市総合計画及び第4次佐賀

市教育振興基本計画の策定状況や文化を取り巻く社会情勢の変化に沿って、必要に応じて見直していきます。 

まちづくり 

人づくり 

第１次  

中間年次 

年度 
計画等 

見直し 

第３次 第２次 



豊かな人間性を育み、 

創造性あふれる佐賀文化の振興 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 本市には、佐賀市文化会館、東与賀文化ホールをはじ

めとする多様な文化施設があり、多くの市民が質の高い

文化芸術の鑑賞や文化芸術活動を行っています。 

文化芸術活動では、市民文化団体や個人などによるそ

れぞれの活動があり、次世代への発展的継承が期待され

ています。また、地元学生らによる多様な文化芸術活動

の基盤ができつつあります。 

代表的な歴史遺産には、縄文時代の遺跡をはじめ、幕

末佐賀藩の近代化産業遺産など、多くの史跡がありま

す。 

 また、佐賀市独特の「浮立」や九州唯一の「田楽」な

どの民俗文化財が多数継承されており、この他、さまざ

まな伝承遺産が歴史文化を奥深いものにしています。 

 これらの文化資源を受け継ぎ、また、文化に触れ、創

作活動を行うことで、豊かな人間性を涵養し、感性や創

造力を育み、そして、地域文化として後世に伝えていく

よう、更なる本市の個性ある文化の伸展をめざして、本

計画の基本理念を次のように掲げます。 

（１）人材育成 （３）歴史遺産の保存と活用 

（４）文化によるまちづくり 

 子どもから大人、高齢者まで障がいのある人もない

人も、また性別や国籍に関わらず、全ての市民が文化に

触れ、感性や創造力を育むための文化に親しむ機会が

求められています。また、後継者の育成が重要な課題と

なっており、さらに、多様な文化を受け入れる人材育成

も必要です。 

 市民が生まれ育った郷土に愛着を持ち、それぞれの

立場で役割を担い、文化を振興していくことが求めら

れています。 

 多くの団体や個人などによるさまざまな文化芸術

活動が本市の文化を支え、市民に文化を広げていく役

割を担っています。そこで、より多くの市民が文化芸

術活動に参加できるような支援が求められています。 

また、文化芸術活動団体においては、会員数の減少

や活動規模が縮小傾向にある団体も見られており、活

動を継続していくための支援も求められています。 

その他、優れた技術をもち、文化を継承し、創造し

ている芸術家や専門家への支援も欠かせないものと

なっています。 

 本市には、国宝や重要文化財のように指定を受けて

いる文化財以外にも、重要な歴史遺産が数多く存在し

ており、地域の宝として地域住民による保存や管理が

求められています。そのためにも、市民が文化財の意

義や価値を理解し、保存や活用に対する意識を高めて

いく必要があります。 

 また、地域コミュニティの形成や郷土愛などを醸成

していくうえで重要な要素となる地域文化は、次世代

へ引き継ぐための地域の活動や事業への支援、また、

後継や育成の支援が求められています。 

 本市には、数多くの文化財や伝統文化、新たな文化

を創造する芸術など、文化資源が豊富にあります。こ

れらの文化資源の情報発信を効果的に行い、地域に根

ざした文化のまちづくりに向けての環境整備が求め

られています。 

 文化・文化財を活用したまちづくりのためには、市

民一人ひとりが文化の価値や意義の理解することや、

行政が身近で文化芸術活動が行える場所や機会の創

出、また、文化を軸とした産学官連携を図るなど、積

極的な事業展開が望まれています。 

計画の基本理念 

文化振興の課題 

 
・（２）文化芸術活動の基盤整備と支援 



 

● 文化振興の取組 ● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本目標１】 文化を通じた人づくり   

 

 

 
文化芸術活動や講座、伝統行事などへの参加促進 

文化の担い手の育成につながる支援 

 

  佐賀市文化振興財団や各文化施設の自主企画による催

しの充実 

子どもや若者、高齢者まで幅広い世代への文化芸術に

親しめる機会と場の提供 

さまざまなメディアを用いた情報の提供 

新しい生活様式の実践を通した文化に親しめる機会の

提供 

 

 姉妹都市・友好都市との交流の充実 

多文化に触れる機会の提供 

 

【基本目標２】 多様な文化芸術活動が行えるしくみづくり 

  

 

文化振興財団の自主企画による催しの推進 

文化施設の円滑な運営 

市民と文化のコーディネートの役割の強化 

 

 文化ボランティア活動の推進 

佐賀市文化連盟への加入促進 

文化芸術活動への支援 

文化芸術活動団体などの情報発信 

 

 顕彰制度の充実 

発表の機会の提供 

 

 

  

 子どもの文化芸術鑑賞の推進 

学校における郷土学習の取組への支援 

学校における文化芸術の取組への支援 

教育関係者が多様な文化芸術や歴史を学ぶ機会の提供 

【基本方針１】 文化を「創る」、「伝える」、「支える」人づくり 

 文化の振興を図るには、次世代の育成や子どもの文化芸術活動の充実が必要です。そのた

め、文化芸術活動を推進し、家庭や社会において、文化芸術に触れ、学ぶことができる機会の

創出を進めます。また、市民によるさまざまな文化芸術活動を支援し、いきいきと文化芸術活

動を行い、文化を通した人づくりを進めます。 

 

（１）子どもたちの豊かな感性の育成

（３）誰もが文化に親しめる機会の提供 

（２）文化振興の担い手の育成

（４）国際交流と多文化理解の推進

（１）文化振興財団との連携

（２）文化団体、ＮＰＯ、ボランティアなど

への支援 

（３）文化を伝える、支える人への支援 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

【基本目標３】 文化財の保存と活用による地域づくり  

 

 

  文化財の調査・研究や評価の充実 

文化財の公開・活用の充実 

東名遺跡の史跡整備、埋蔵文化財センターの整備 

地域住民への文化財の周知や協力の体制づくり、文化

財所有者への保存管理意識の啓発 

歴史的景観資源所有者への支援 

 

 

【基本目標４】 地域に根ざした特色ある文化のまちづくり  

 市による文化情報発信の充実 

さまざまなメディアの活用 

 

 既存施設の利活用促進 

歴史文化講座の実施 

街なかなどでの文化交流の推進 

 

  文化施設の整備・充実 

各文化施設への交通アクセスの向上 

 

 世界遺産などの積極的な活用 

案内サインの整備 

歴史・文化案内人の育成 

文化財を中心とするモデルコースの設定 

 

 伝統産業の活性化 

地域産業の活性化 

文化財の研究や保存に向けた企業や大学との協働 

 地域文化の保存・継承支援 

地域固有の伝統文化への参加や体験の充実 

地域間の文化交流などの促進 

歴史遺産の掘り起こし 

【基本方針２】 個性あふれる文化のまちづくり 

 自然や歴史、民俗文化など地域に根ざした資源を保存、継承し、魅力ある文化のまちづくりへの活

用を進めます。そして、文化活動による地域活性化をめざします。また、身近なところで多様な文化

芸術に触れることができる環境を整備し、個性あふれる文化のまちづくりを進めます 

（１）地域における伝統文化の継承支援 

（２）歴史遺産の保存と活用 

（１）文化情報の発信 

 

（３）利用しやすい文化芸術活動の 

施設などの整備 

（２）身近な場で文化にふれることが 

できる場所づくり 

（４）観光資源としての利活用推進 

（５）企業、大学との協働による文化振興 



● 重点事業 ● 
（１）次世代につなぐ人材育成支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）東名遺跡の史跡整備及び埋蔵文化財センターの整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）無形民俗文化財の記録・保存 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）幕末佐賀藩の近代化産業遺産の保存と活用の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

障がいの有無や国籍に関わらず、全ての人に対して、歴史・伝統文化の継承や芸術文化を鑑賞、体験、学びが

できる機会を提供することで、次世代を担う人材育成を支援します。 

 将来の文化の担い手となる人々が、感動したり、研鑽を積む機会を増やすことで、佐賀市の未来の文化振興に

つなげます。 

 浮立や田楽などの無形民俗文化財のうち、佐賀市内では12件が指定文化財になっています。これらは古くか

ら伝承されているもので、地元住民の方々によって保存・継承されています。しかし、近年、本来の祭りのあり

方や芸能の所作などの伝承が危ぶまれています。このような状況下において、無形民俗文化財を適切に継承・保

存していくために、正確な映像記録の作成をはじめ、さまざまな支援策を講じていきます。 

三重津海軍所跡をはじめとする幕末佐賀藩の近代化産業遺産の発掘調査・文献調査を行います。 

 その成果を基に、遺跡の適切な保存に努めるとともに、情報発信を行いながら、活用策を検討します。 

■具体的な取り組み（例） 

・文化芸術のアウトリーチ事業や文化芸術招待事業の実施 

・文化芸術活動を行う人々が一流のアーティストと交流し学ぶ機会の提供 

・学校と連携した文化財などの出前授業の実施やインターンシップ（就業体験）の受入れ 

・インターネットを活用した文化芸術の情報発信 

・佐賀市文化連盟など市内で活動する団体などへの支援               など 

■具体的な取組（例） 

・無形民俗文化財の調査、研究 

・無形民俗文化財の映像記録作成   

・無形民俗文化財への支援 

・無形民俗文化財の情報発信  など 

■具体的な取組（例） 

・幕末佐賀藩の近代化産業遺産に関する発掘調査・文献調査の推進 

・発掘調査現地説明会の積極的な実施と市の施設等を利用した出土遺物の公開      など 

■具体的な取組（例） 

・東名遺跡の史跡整備の推進 

・埋蔵文化財センターとしての機能を兼ね備えたガイダンス施設の整備の推進     など 

約8,000年前の湿地性貝塚である東名遺跡は、現地に良好な状態で保存されています。東名遺跡への理解を深

めるために、史跡の整備とともに、ガイダンス施設の整備を行います。ガイダンス施設では、東名遺跡から大量

に出土している日本最古級の編みかごや木製品などの遺物を展示します。 

一方、佐賀市内各地から、毎年のように出土している貴重な遺物については、展示ができる施設がなく、その

遺物のほとんどが保存されるだけとなっています。 

この問題を解消するために、東名遺跡ガイダンス施設を埋蔵文化財センターとしての機能も兼ね備えた複合施

設として整備することで、東名遺跡の遺物とともに市内各地の遺物についても、保存・活用を行います。 



 

 

（５）文化施設の整備･活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 数値目標 ● 

（１）市民の文化に対する意識の向上 

 

 

 

 

 

 

成果指標 
基準値 現在 目標値 本計画目標値 

平成30年度 令和元年度 令和6年度 令和7年度 

市内で開催された歴史関連のイベントや活動に 

参加または自ら取り組んだ市民の割合 
24.6％ 14.9％ 25.0％ 25.0％ 

市内で開催された文化芸術関連のイベントや 

活動に参加または自ら取り組んだ市民の割合 
41.5％ 35.7％ 50.0％ 50.0％ 

市内の文化財は、適切に保存・活用されている 

と思う市民の割合 
44.6％ 47.8％ 52.0％ 52.0％ 

文化・芸術に触れる機会が充実していると思う 

市民の割合 
46.3％ 45.6％ 50.0％ 50.0％ 

（２）市民の文化的な行動に対する数値目標 

 

 

成果指標 
基準値 本計画目標値 

令和元年度 令和7年度 

佐賀市文化会館の入場者数 381,636人 400,000人 

東与賀文化ホールの入場者数 56,468人 57,000人 

 

 近年利用者が増加している佐賀市文化会館や東与賀文化ホールについて、文化に関するアンケートでは、市

民や文化団体からの「文化施設の整備」を求める声が多くなっています。市有の文化施設をはじめとした市内所

在の施設の利活用を促進するとともに、佐賀県が推進するSAGAサンライズパークの整備と連携した佐賀市文

化会館の改修を行い、市民が利用しやすい環境の整備に努めます。 

 また、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い提唱されている「新しい生活様式」の実践を通して、さまざま

な感染症対策を講じながら、人々が交流し、活発な文化活動を行うことができるよう、文化施設の整備・活用に

ついて検討し、取り組んでいきます。 

 ■具体的な取組（例） 

・佐賀市文化会館、東与賀文化ホールの施設、設備改修の推進 

・ＳＡＧＡサンライズパーク整備と連携した佐賀市文化会館の改修推進 

・施設における案内表示等の多言語化をはじめとするユニバーサルデザインの推進 

・さまざまな文化鑑賞の機会等の提供による文化芸術に親しめる場の創出 

・市内の文化施設の情報提供、案内 

・地域の文化団体の活動（練習）拠点となりうる場所の検討             など 

本計画の推進のため、市民の文化に対する意識の向上を図る数値目標を設定しています。数値目標に

ついては、本計画の上位計画である第４次佐賀市教育振興基本計画の成果指標と同一のものとし、その

目標値（令和6年度）を掲載しています。 

また、本計画における目標値（令和7年度）については、計画策定時点（令和２年度）において、新

型コロナウイルス感染症の拡大が続き、収束の見通しが不明瞭であるため、令和6年度と令和7年度の

数値目標を同じ割合にしています。 

 佐賀市文化会館及び東与賀文化ホールは、佐賀市の文化活動の中心となる施設です。両施設の入場者

数を市民の文化的な行動に対する数値目標として設定しています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ｄｏ 

実行 

Ｃｈｅｃｋ 

点検 

Ａｃｔｉｏｎ 

見直し 

Ｐｌａｎ 

計画 

● 推進体制 ● 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ 

佐賀市教育委員会 教育部 文化振興課 

〒840-0811佐賀市大財3丁目11-21     Tel：0952-40-7369  Fax：0952-26-7378  

E-mail：bunkashinko@city.saga.lg.jp  URL：http://www.city.saga.lg.jp/ 

 各団体代表や有識者、市民などで構成する計画推進懇話会を年数回程度開催し、本計画の進捗状況の点検や、

方向性のチェックを行います。 

 また、計画の見直しなどが必要になる場合においては、当懇話会へ諮るものとします。 

 

 行政内部では、主務担当課を中心に庁内の関係

部課との連携体制を築き、協力しながら本計画の

推進を図ります。 

 また、佐賀市民の文化活動を促進し、さまざま

な取り組みを実現する上では、関係団体や文化活

動に取り組む企業、個人との連携・協力が重要で

す。関係団体の中でも、佐賀市文化振興財団とは、

文化芸術の振興の面において、活動の場の提供、

鑑賞機会の提供といった実務を担う団体として密

に連携を図っていきます。 

このように、行政、関係団体、企業、学校、市

民がともに連携・協力しながら本計画を推進し、

佐賀文化の振興に向けて取り組みます。 

計画の評価

 計画（Plan）⇒実行（Do）⇒点検（Check）⇒見直し（Action）といった計画管理のためのPDCAサイク

ルを実行し、本計画の実現を図りながら、文化振興への効果を着実に上げ、佐賀文化の向上をめざします。こ

のため、市民の視点も踏まえながら、行政が中心となって計画の進捗状況を把握するものとします。 

 また、定期的に市民の文化に対する意識や意見を聞くための調査などを行い、市民意識や文化芸術活動の現

場で発生するさまざまな課題の把握に努めます。 

 

佐賀市文化振興基本計画推進懇話会 

行政内部及び関係団体等との連携・協力 


