
■基本方針１　文化芸術の振興

（大項目） （中項目） （方向性） （施策例　及び　検討する取組例）

（仮称）新潟市文化創造交流都市ビジョン　施策体系（案）

（１）文化芸術の振興と持続的な発
展

優れた文化芸術に気軽に触れ、親し
むことができる機会の充実

・ラ・フォル・ジュルネ新潟音楽祭
・アート・ミックス・ジャパン
・新潟ジャズストリート
・新潟クラシックストリート
・市美術館、新津美術館による企画展、コレクション展，美術作品の収集・保存、美術講座
・芸術創造助成事業（アーティスト・イン・レジデンス）
・にいがたマンガ大賞
・にいがた市民文学（平成10年度～）
・新潟市美術展（昭和44年度～）
・新潟市芸能まつり（昭和28年度～）
・市民茶会（昭和25年度～）
・りゅーとぴあ（鑑賞事業、育成・普及事業、新潟発創造事業）
・北区文化会館（市民オペラ、北区フィルハーモニー管弦楽団など）、北区市民茶会、文芸あがきた発
行、など
・江南区文化会館（市民とともに進める演劇公演、など）、かめだ音楽祭、亀田地区市民文化展、など
・秋葉区文化会館事業、文芸あきは発刊、秋葉区美術展覧会、
・南区美術展覧会、文芸みなみ風発刊、
・西区アートプロジェクト（音楽部門）、アートクロッシングにいがた（造形ワークショップ、アート作品展
示など）

文化芸術活動のための場づくり、活動
支援による「文化芸術のあふれるまち
＝新潟市」の誇りと愛着づくり

文化芸術の振興を担う人材育成、ネッ
トワーク支援

 １　文化芸術の
振興～市民が主
体の文化創造・
文化を次世代へ
～

資料４

（２）あらゆる人々が参画できる文化
～市民の生きがいづくり

あらゆる人々が文化芸術活動に容易
に参画し、触れられる機会の充実、情
報デザインを取り入れた発信

・美術館だよりWAVEの発行
・福祉バス運行
・「ニイガタカラ.Net」による文化資源情報の発信（平成20年度～）
・子育て情報発信（にいがた子育て応援アプリ）
・にいがたっ子すこやかパスポート事業（小学生以下の子どもがいる世帯の入場割引）
・市立図書館における郷土資料の収集と提供
・福祉を変えるアート化セミナー（Ｈ２３～Ｈ２７）
・アートキャンプ新潟、まちなか美術館ＣＯＴＯＣＯＴＯ
○アートプロジェクトへの高齢者の参加者／観客双方による参加（イギリス）
○音楽活動による認知症ケアの質の向上

障がい者の優れた芸術活動の実態把
握や発表の推進、文化活動の支援

高齢社会における文化芸術の活用

（３）子どもや若者の「創造力」の育
成 ～文化を次世代へ～

本物の文化芸術に触れ、身近に感じ
ることができる環境づくり、交流機会の
充実

・本物の舞台芸術鑑賞事業
・こどもプロジェクト（水と土の芸術祭・水と土の文化創造）
・アートリップ（学校への学芸員派遣と来館授業。市美術館）
・オープンギャラリー、出前美術館（学校との連携プログラム。新津美術館）
・踊り文化アウトリーチ（Noism2中学校出前公演）
・高校ダンス部向けワンデイスクール
・高校生ダンスフェスティバル
・にいがた市民文学「青春の部」
（・がたまるプログラミングキャンプ（アプリ開発やデザインについて、高度ICT人材育成）
・ブックスタート事業
・子ども創造センター（交流や造形・表現などの創作・体験活動）
（・旧小澤家住宅に泊まろう）
・子ども土曜公民館（茶道体験・陶芸体験）
・親子（子ども）体験事業（新潟漆器の絵付け）
・Northern Music Circuit（北区。青年会議所が中心となり野外コンサート、路上ライブ）
北区文化会館（少年少女合唱団 ジュニア邦楽楽団）

学校教育での文化芸術活動の充実

若い世代をはじめとした芸術家等の育

（大項目） （中項目） （方向性） （施策例 及び 検討する取組例）

・北区文化会館（少年少女合唱団、ジュニア邦楽楽団）
・りゅーとぴあ（ジュニア等育成・普及）ジュニアオーケストラ教室、ジュニア合唱団、ジュニア邦楽合奏
教室、演劇スタジオキッズAPRICOT、子どもの演劇など
・りゅーとぴあ（育成・普及）音楽アウトリーチ（市内小中学校ほか）、演劇ワークショップ、先生のため
のからだワークショップなど

成支援

（１）市の文化施設の利活用促進と
魅力の向上

利用増加に向けた、文化施設の魅力
向上と情報発信強化

【検討する取り組み例】
○施設運営を活性化させるボランティアや友の会などファンの育成
・美術館協力会との協働（市美術館）
・みなとぴあファンクラブ
（・文化財センターボランティア）
・江南区郷土資料館を応援する会、市民ボランティアの発掘・育成
・江南区文化会館バックヤードツアー
・笹川邸ボランティアガイド（味方小学校）

・西蒲区文化施設を運営する市民の会事業（巻郷土資料館、潟東樋口記念美術館・史料館、岩室民
俗史料館、中之口先人館、澤将監の館など）

文化施設活性化に向けた市民参加に
よる運営体制の構築

利用者が文化芸術活動を通じて心地
良さを感じ、安らぎが得られる「居場所
づくり」

 ２　文化施設の
魅力向上と活性
化

（２）個々の施設が活きる運営
施設の性格に沿った効率的かつ効果
的な運営、活用・保全

【検討する取り組み例】
○指定管理者制度の趣旨が適切に生かされる運営
○施設の運営を支える専門人材の育成

（大項目） （中項目） （方向性） （施策例 及び 検討する取組例）

（３）文化施設の緩やかなネットワー
ク化・広域連携

公民双方の文化施設間連携強化と協
働による魅力向上、利活用促進、情報
発信

【検討する取り組み例】
○文化施設等の（広域）連携（共通割引券、スタンプラリーなどの推進）
・磐越自動車道沿線施設連携（マリンピア日本海、アクアマリンふくしま、ほか文化施設共通割引券）
・NIIGATAアートリンク（市美術館、新津美術館、近代美術館、万代島美術館でのスタンプラリー）

（・県所管施設との連携方策について）

（１）市民団体・大学、関係機関など
との協働・連携強化

市民団体、NPO法人、大学、民間企
業、報道機関などの民間主体の文化
芸術活動との協働・連携を推進

【検討する取り組み例】
○多様な主体との連携により、それぞれの特長・機能を活かした事業展開
・東区まんなか文化プロジェクト（東区市民劇団の演劇、県立大学、区内文化活動団体と連携）
・江南区文化会館（県立大学と地元音楽家出演コンサート）

○新潟版アーツカウンシル（新潟市芸術文化振興財団内）による機能強化
より質の高い文化芸術によるまちづく
りと都市総合力向上のため、学術研究
機関としての大学などとの連携深化

新潟市芸術文化振興財団などとの連
携・機能強化

 ３　関係機関と
の連携強化



■基本方針２　新潟文化の個性と多様性の伸長　～「新潟らしさ」を深め、国内外へ発信～

（大項目） （中項目） （方向性） （施策例　及び　検討する取組例）

（仮称）新潟市文化創造交流都市ビジョン　施策体系（案）

 １　個性ある歴
史・文化の活用

（１）開港１５０周年と“みなとまち”新
潟

開港150周年に向けたみなとまち新潟
の魅力創出と情報発信

・新潟まつり
・歴史博物館（みなとぴあ）自主事業「みなとぴあ歴史発見プロジェクト」
・旧新潟税関庁舎の改修工事（耐震補強工事でＨ２８.6～Ｈ３０.11まで休館予定）
・市文化財旧小澤家住宅（展示・教育普及・施設普及・調査研究事業、など）
・郷土芸能支援（古町芸妓育成支援協議会、新潟市民謡連盟、新潟万代太鼓振興会）
・芸妓の舞鑑賞費助成（外国人観光客による鑑賞）
・中央区えんでこ（まち歩き）事業（平成22年度～）
・古町芸妓の舞の鑑賞企画（平成20年度～）
・NIIGATAオフィス・アート・ストリート「みなとまち新潟～未来につなぐ歴史・文化のまち～」
・みなと新潟「光の饗演」

来訪者から満足してもらえる環境整
備、都市イメージの確立

市民との協働による歴史的建造物、ま
ちなみなどの継承と魅力的かつ潤い
あるまちづくり

花街・芸妓文化の振興

（大項目） （中項目） （方向性） （施策例 及び 検討する取組例）

新しいものを積極に取り入れる“みなと
まち気質”による新しい文化の取り組
みを推進

（２）特色ある独自文化の魅力発信
地域の歴史，文化などの魅力を見つ
め直し再発見

・観光ボランティアガイド養成
・「ニイガタカラ.Net」による文化資源情報の発信
・東区歴史浪漫プロジェクト（渟足柵を探し続ける、食を中心としたイベント実施、マスコットキャラク
ター活用、など）
・文化施設等を活用した伝統文化PR（旧斎藤家別邸、砂丘館で「和菓子の新潟」「発酵食関連」「新潟
漆器竹塗の世界」）
・石油文化普及啓発（秋葉区）
・小須戸町屋文化（町屋の魅力発信、石油・鉄道・地域芸術をテーマにした企画展）
・えんでこ（まちあるき）事業（中央区）
・秋葉区コミぶら散歩
・歩いて見つける！「北国街道」おもてなし事業（まち歩き、ボランティアガイド養成）
・にいがた市民大学「新潟学コース」
・東区の宝を磨く！（工場夜景バスツアー）
・鯛車づくり教室
・郷土資料のデジタルアーカイブ化（古地図などの文化資源をデジタル化し公開）

地域文化情報の積極的な発信、継承・
発展

２　水と土の文
化創造

（１）水と土の暮らし文化を掘り起こ
す

水と土の文化創造に向けた様々な取
り組み推進

・水と土の芸術祭の開催
・潟の魅力創造・発信事業（「潟」のエコミュージアム化、潟めぐりスタンプラリー、潟の魅力を発信する
ツアー、など）
・市民プロジェクト
・水郷の花嫁さんは舟でいく（横越コミュニティ協議会・市民団体主催）
・新川ホタル（夢アートうちの）
・福島潟自然文化祭（鴈迎灯、潟の学校など）

自然の豊かさを体験・再発見・学習す
る機会の創出

（大項目） （中項目） （方向性） （施策例 及び 検討する取組例）

（２）有形の文化遺産の保存と活用
有形文化遺産の収集・保存・調査・研
究の充実

・旧齋藤家別邸整備と活用
・市文化財センター（まいぶんポート）における埋蔵文化財などの調査・研究、活用
・史跡古津八幡山遺跡の整備と活用
・NPO法人福井旧庄屋佐藤家保存会の活動（平成11年度～）

（２）潟や里山などの自然、地形・景
観などの保全と魅力の活用・強化

特色ある豊かな潟や里山などの自
然、地形・景観の再評価、その魅力の
活用・強化・保全、市内外への積極的
な発信

・食育・花育センター
・福島潟自然文化祭
・日本海夕日キャンペーン
・とやの湖桜まつり
・とやの物語による環境啓発（平成19年度～）
・市民探鳥会（昭和56年度～）
・子ども農山漁村交流プロジェクト（P.15再掲）
・地元学地域のたから発掘活用事業（P.25再掲）
・史跡古津八幡山弥生遺跡の活用（遺跡の立地する里山を活かした体験学習）
・新津地区植物調査

自然の豊かさを体験・再発見・学習す
る機会の創出、「癒しの文化」「心安ら
ぐ文化」づくり

３　地域文化の
継承と発展

（１）無形の文化遺産の継承と発展・
人づくり

地域文化の担い手を育成・支援

・かぐらin笹川邸
・郷土芸能や地域の祭りの情報発信（新潟市郷土芸能発表会など）

郷土芸能の発信，発表機会の充実

る機会の創出

（大項目） （中項目） （方向性） （施策例 及び 検討する取組例）

・新潟市文化財旧小澤家住宅の活用
・「のぞきからくり」保存伝承活性化事業
・市無形文化財しろね絞り

有形文化遺産の保護・継承、活用の
充実、積極的な情報発信，価値の再
認識

 ４　文化による
生活の潤い実現
～「住んでみた
い新潟市」づくり
～

（１）市民と協働する文化創造活動
市民や地域主体の様々な文化創造活
動によるまちづくりを、市民との協働に
より推進

・コミュニティオーガナイザーを育てる学校（現代アートと演劇をツールとして）
・にいがた総おどり
・NIIGATA光のページェント
・日本海夕日キャンペーン
・がんばるまちなか支援事業
・AKIHA SUMU設計（デザイン）プロジェクト（秋葉区のブランド構築・発信や移住・定住のための仕組
みづくり）
・「鯛車（たいぐるま）」を活かした地域活性化
・わらアートまつり（平成20年度～）

・水郷の花嫁さんは舟でいく（横越コミュニティ協議会・市民団体主催）
・新川ホタル（夢アートうちの）

文化創造活動に積極的に取り組む団
体などへの支援強化



（大項目） （中項目） （方向性） （施策例 及び 検討する取組例）

（大項目） （中項目） （方向性） （施策例 及び 検討する取組例）

※マンガ・アニメを活用したまちづくり構想　改定作業中

マンガ・アニメでにぎわう都市イメージ
を発信するまち

（２）多文化共生のまちづくり 多文化への理解を深める機会の充実

・多文化共生のまちづくり（新潟及び日本文化を理解してもらう機会の充実など）
・国際理解・異文化理解の促進（国際理解講座、イベント等の開催）

外国籍や外国にルーツを持つ市民に
よる様々な文化活動支援、共生のまち
づくり

 ５　独自の文化
の成長～新潟ら
しさ～

（１）マンガ・アニメを活かしたまちづ
くり

マンガ・アニメが根付きクリエイターが
育つまち

・「マンガ・アニメを活用したまちづくり構想」の改訂
・にいがたアニメ・マンガフェスティバル（がたふぇす）
・マンガ・アニメ情報館
・マンガの家（シェアハウス）
・ほんぽーとにおけるマンガの収集と提供（平成19年度～）
・にいがたマンガ大賞
・にいがたマンガ大賞入賞作品展（中央図書館）

マンガ・アニメパワーでクリエイターと
関連産業が躍動するまち

（大項目） （中項目） （方向性） （施策例 及び 検討する取組例）

 ６　新潟文化の
発信

（１）新潟文化の国内外への発信 戦略的広報・プロモーションの強化

・Noism
・アート・ミックス・ジャパン
・文化プログラム推進
・プロジェクト「千の風のふるさと・新潟市」
・ニイガタ安吾賞
・旧市長公舎「風の館」
・「ふるさとへ贈る手紙」事業（平成19年度～）
・「ニイガタカラ.Net」による文化資源情報の発信
・市民文化遺産
・にいがた文化の記憶館
・會津八一記念館

海外公演や海外展などへの参加・出
展

（２）音楽・舞台芸術～創造と市民交
流の創出～

音楽・舞台芸術が持つ感動の力を活
かしたまちづくり、まちのにぎわい創出

・ラ・フォル・ジュルネ新潟音楽祭
・アート・ミックス・ジャパン
・りゅーとぴあ（育成・普及事業、新潟発創造事業）
・りゅーとぴあ専属ダンスカンパニーＮｏｉｓｍ
・踊り文化推進事業（市山流、にいがた総踊り、など）
・北区文化会館（市民オペラ、北区フィルハーモニー管弦楽団など）
・江南区文化会館（市民とともに進める演劇公演、など）
・りゅーとぴあ新潟発創造事業（Noism、能楽堂演劇シリーズ）
・新潟ジャズストリート
・新潟クラシックストリート
・ＢｅＳｅＴｏ演劇祭

独自の音楽・舞台芸術による創造文
化活動の内外発信、活動を通した市
民交流機会の創出

音楽・舞台芸術などの活動団体との連
携

ゆかりの文化人顕彰及び全国発信、
本市の文化的風土を市民の誇りにつ
なげる

市内の文化資源情報の発信



■基本方針３　文化を活かした創造都市の実現　～文化を活力に～

（大項目） （中項目） （方向性） （施策例　及び　検討する取組例）

（仮称）新潟市文化創造交流都市ビジョン　施策体系（案）

（１）文化芸術のもつ創造性や魅力
を他分野に活用し、地域活性化へ

文化芸術と障がい者

○一人ひとりの能力や可能性を引き出し、その向上が互恵・共有されていく取り組み。福祉や教育
など市民生活に密接に関わる分野へのアプローチ
・福祉を変えるアート化セミナー（Ｈ２３～Ｈ２７）
・こわれ者の祭典
・子ども創造センター（交流や造形・表現などの創作・体験活動）
・アートキャンプ新潟、まちなか美術館ＣＯＴＯＣＯＴＯ

○様々な文化芸術の創造性が融合した観光や新たなビジネス、産業創出
・日本海夕日キャンペーン
・観光ボランティアガイド養成
・NIIGATAオフィス・アート・ストリート「みなとまち新潟～未来につなぐ歴史・文化のまち～」
・芸妓の舞鑑賞費助成（外国人観光客による鑑賞）
・コンテンツ産業活用セミナー
・新潟の文化に根付く特産品・土産品の振興
・がんばるまちなか支援事業
・新潟市文化・スポーツコミッション
・伝統的工芸品展示会開催
（・がたまるプログラミングキャンプ（アプリ開発やデザインについて、高度ICT人材育成）
・情報通信関連産業立地促進事業（映像・ビデオ制作・アニメーション制作業・広告デザイン業を対
象としコンテンツ産業の集積・活性化）
・１２次産業化推進事業（田園資源を生活に密着する分野に活かし産業・雇用を創出する）

文化芸術と高齢者

文化芸術と子ども・若者

文化芸術と観光

 １　文化芸術の
創造性を都市の
成長へ

（大項目） （中項目） （方向性） （施策例 及び 検討する取組例）

※（仮称）新潟市食文化創造都市推進計画　策定中

文化芸術と産業

文化芸術と雇用

（１）食でつながるまち新潟 食を通じて人がつながり活気あふれる
元気なまち

○食文化への理解の促進
・農業体験、水産業体験
・地産池消の促進
・シェフの日、ピースキッチン新潟、朝市・直売所
○食文化を活かした健康づくり
・食育の普及
・農産物高付加価値化推進事業
○食文化の次世代への継承
・地場産学校給食促進事業
・アグリ・スタディ・プログラム
・料理教室、レシピ集発行

○地域の魅力の向上と発信
・各区産業祭など
・農業体験ツアー
・農家レストラン
○他都市への発信と都市間連携
・首都圏向けＰＲ
・農産物販路拡大支援事業
・広域連携
○国際交流の促進
・海外向け商談会

食によって地域がつながり新たな交流
を生み出すまち

食で様々な分野がつながり新たな魅
力を創造するまち

 ２　食を活かし
たまちづくりへ
～新潟市の食
文化の発信～

（大項目） （中項目） （方向性） （施策例 及び 検討する取組例）

（大項目） （中項目） （方向性） （施策例 及び 検討する取組例）

・海外向け商談会
・農産物輸出促進事業
・食の新潟国際賞、国際見本市、国際シンポジウム

○新たな挑戦への支援
・食のマーケットイン支援事業
・６次産業化サポート事業
・特産物開発支援事業
○食を軸にした異業種連携の促進
・１２次産業化推進事業
・地域資源活用、農商工等連携事業
・食文化創造都市推進プロジェクト
○イベントへの食の活用
・ラ・フォル・ジュルネ新潟
・新潟シティマラソン、シティライド
・マンガ・アニメ、アイドル文化との融合

（１）創造的活動を行う人材が集まる
環境整備と活動機会の拡大・充実

創造活動を行う人材の招聘・滞在

・水と土の芸術祭
・芸術創造助成事業（アーティスト・イン・レジデンス）
・ＢｅＳｅＴｏ演劇祭
・新潟版アーツカウンシル

（１）文化の広域的な連携 文化による広域的な連携

・日本遺産を通じた地域活性化
・「千の風になって」交流・協力に関する協定
・がたふぇす・京まふ（京都市）・アニ玉祭（埼玉県）での連携

 ３　アーティス
ト、クリエーター
などの文化芸術
活動の支援・交
流

市民主体となって行う諸外国との文化
交流支援

創造都市間ネットワーク推進、情報交
換、事業展開

・札幌市、横浜市、浜松市、金沢市、神戸市、ナント市（フランス）など
・文化プログラム推進
・創造都市ネットワーク日本（Creative Ｃｉｔｙ Ｎｅｔｗｏｒｋ Japan）

文化芸術や歴史などをテーマとした、
他都市との連携・交流

・奈良県・新潟市　歴史・文化交流協定
・日本遺産を通じた地域活性化
・新潟市・佐渡市誘客連携協定
・奈良県・新潟市　歴史・文化交流協定
・新潟市・会津若松市　観光交流宣言
・京都市・新潟市　観光・文化交流宣言

・がたふぇす・京まふ（京都市）・アニ玉祭（埼玉県）での連携
・新潟市歴史博物館・西安博物院友好提携

（２）諸外国との文化交流の推進 姉妹・友好都市をはじめとする諸外国
との文化交流

・姉妹・友好都市等との交流の促進（日仏文化交流事業など）
・東アジア文化都市交流事業
・アート・ミックス・ジャパン

４ 文化を核と
した広域連携

（３）国内他都市などとの連携・交流


