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第 1 号議案 令和 3 年度事業報告について 

 令和 3年度中に以下の事業を実施した。 

１ 創造都市政策セミナー in 神戸市 

（１）開催日 ：令和 3(2021)年 10月 1日（金）14:00-16:00 

（２）開催方法：オンライン開催（ZOOMウェビナー） 

（３）主催  ：神戸市 

（４）共催  ：文化庁、創造都市ネットワーク日本（CCNJ） 

（５）テーマ ：「ポストコロナ社会における文化芸術の役割」 

（６）参加者数：78名 

 

基調講演「文化芸術が社会に与える影響」 

／劇作家・芸術文化観光専門職大学 学長 平田 オリザ氏 

 

⚫ 文化芸術の 3つの役割として、芸術作品が人々を勇気づける役割、コミュニティ形

成の役割や社会包摂の役割、昨今は教育や観光、医療等に具体的に貢献する役割を

挙げ、特に文化芸術が教育や観光にどう影響があるか、芸術文化観光専門職大学で

の実践を踏まえて説明した。 

⚫ 昨今、センスやマナー、コミュニケーション能力といった「身体的文化資本」の重

要性が認識されており、これらは文化芸術によって身につくと言われるものの、地

方では学ぶ機会がなく、文化格差が広がり、これが大学入試や就職に直結する事態

となっている。 

⚫ 年収の低い家庭でも学力の高い子どもは、非認知スキルが高いことが分かっており、

博物館や美術館に連れて行くなど、子どもたちの知的好奇心を伸ばすことが学ぶこ

とにつながる。これに文化芸術が大きく役割を果たすことから、文化芸術によるコ

ミュニケーション教育が広がっている。そもそも学力は学んだ結果ではなく「学ぶ

力」であり、そのためには主体性や多様性、協働性通じて「学ぶ力」を身につける

ことが求められる。 

⚫ 日本では、観光客がまた行きたくなる食や文化芸術、夜の観光といった文化観光が

弱い。特に宿泊してもらうことを考えると、ナイトカルチャー・ナイトアミューズ

メントが重要になる。これは豊岡市でも神戸市でも喫緊の課題である。芸術文化観

光専門職大学は、こうした身体的文化資本と文化観光を学ぶ大学として開学した。 

 

ディスカッション「ポストコロナ社会における文化芸術の役割」 

／劇作家・芸術文化観光専門職大学 学長 平田 オリザ氏 

（公財）神戸市民文化振興財団 理事長 服部 孝司氏 

＜モデレーター＞同志社大学経済学部教授 河島 伸子氏 

 

⚫ ワクチンが行き渡り、ある程度自由に行き来できる社会を「ポストコロナ社会」と

位置づけた上で、ディスカッションが行われた。 

⚫ 服部氏からは、神戸市民文化振興財団はコロナ禍で 7億円の赤字に陥り、アーティ

スト支援をする必要がある一方、財団としての存続危機となっている。こうした中
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でも、コロナ禍の中で気付かされた過度な海外アーティスト偏重や劇場内での徒弟

主義への反省を踏まえ、コロナ以前に戻らないよう一歩二歩でも高いところへたど

り着けるに取り組むことが使命だ。それが身体的文化資本を提供することにつなが

ると話した。 

⚫ 平田氏からは、エンターテインメント産業が 1兆円産業となったが、コロナ禍で 7

割減少したとも言われる。また、コロナ禍で延期・中止になった作品の中には、も

しかすると演劇史に残る作品があったかもしれない。命が一番大切だが、命の次に

大切なものは人によって異なり、中には文化芸術を鑑賞することで心が安らぐ人も

いる。このような異なる価値観、異なる文化的背景を理解する能力を「エンパシー」

というが、こうしたエンパシーを身につけるためにも文化芸術が役に立つという話

があった。 

⚫ また河島氏から、コロナ禍における次世代教育について問題提起があり、服部氏か

らは作品を作り上げていく、アートマネジメントをしていく人材を育成・活躍する

場が少ないことが指摘された。こうした中、神戸市民文化振興財団と芸術文化観光

専門職大学は連携し、大学で学んだ学生がインターンとして財団で研修する計画も

披露された。平田氏からは、まちづくりや地域振興の視点を持って、アートマネジ

メントを学ぶ学生が増えていることも指摘された。 

 

KIITO:300 の紹介 

／デザイン・クリエイティブセンター神戸(KIITO) センター長 永田 宏和氏 

 

⚫ デザイン・クリエイティブセンター神戸（KIITO）の概要や歴史背景、KIITOのこれ

までの活動を振り返った後、3階にオープンしたこどもの創造的学びの拠点、社会

貢献活動の拠点である「KIITO:300」について説明した。 

 

総括 

／文化庁文化創造アナリスト・学校法人稲置学園理事 佐々木 雅幸氏 

 

⚫ 2年前に創造農村ワークショップ in豊岡市を開催し、平田オリザ氏に登壇いただい

たことを思い出しながら、国内の創造都市の活動には、どれだけ創造的な人々を生

み出せるか、特にこれからのビヨンドコロナのクリエイティブな若い人材を育てて

いくかが重要であり、そこに焦点を当てた話の内容だった、と総括した。 
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２ 現代芸術の国際展部会 in 珠洲市 

（１）開催日 ：令和 4(2022)年 1月 21日（金）、22日（土） 

（２）開催方法：現地 ラポルトすず 他 

オンライン開催（ZOOMウェビナー） 

（３）主催  ：珠洲市 

（４）共催  ：文化庁、創造都市ネットワーク日本（CCNJ） 

（５）テーマ ：「持続可能な地域社会と国際芸術祭 

 ～里山里海×アート×SDGsの融合と新しいコモンズの視点から～」 

（６）参加者数：現地 19名、オンライン 30名 

 

基調講演「持続可能な地域社会と国際芸術祭」 

／奥能登国際芸術祭 総合ディレクター 北川 フラム氏 

 

⚫ 2021年にコロナ禍の中、第 2回奥能登国際芸術祭を開催したことについて、展示し

た作品紹介を行いながら、珠洲市の魅力を紹介された。珠洲市は能登半島の先端に

あり、三面を海に囲まれている地域であるため、資本主義の中ではこのような地域

は不便だと思われていたが、室町時代から続く地域活動が非常に強く、豊かな生活

がある。これからの日本を考えるうえで非常に可能性に富んだ地域であり、芸術祭

を通じて魅力発信に取り組まれている。特に珠洲市では 9月・10月にお祭りが集中

しており、奥能登国際芸術祭の会期を合わせているという。方向性の一つとして観

光振興があるが、それよりも大事なのはアーティストと市民が一緒になって作品を

作り上げることで、市民が地域に誇りを持つことにあるという。 

⚫ 奥能登国際芸術祭は 3年に 1回のお祭りだが、それまでの準備期間が重要であると

語られた。例えば空き施設を活用した「さいはてのキャバレー」では、多様な文化

活動が行われ、これが芸術祭の準備につながっているという。また、赤ちゃんのよ

うなアーティストを市民が丁寧にケアすることで、また作品と観光客を市民がつな

げる役割を果たすことで、新たな関係性が出来ていくことも重要だと語られた。 

⚫ 珠洲市は人口が大幅に減少していく地域だが、寒さも含めて厳しい地域こそ面白い

のであって、芸術祭を通じて、“ここに住む”意味を見出すきっかけにもつながっ

ていると紹介された。地理的特徴や気候の側面からも、能登半島は東西の文化が混

ざり合う地域であり、またユーラシア大陸と日本をつなぐ地域であり、面白さが生

まれる背景にあると説明された。奥能登国際芸術祭では廃校になった保育所や公民

館などを徹底的に活用するように工夫されたが、珠洲市全体で家仕舞いを行うため、

芸術祭を通じて大掃除をして、これからの未来を考える機会としている。 

 

パネルディスカッション「持続可能な地域社会と国際芸術祭 

 ～里山里海×アート×SDGsの融合と新しいコモンズの視点から～」 

／国連大学サステイナビリティ高等研究所 OUIK 事務局長 永井 三岐子氏 

金沢 21世紀美術館 学芸部長 黒澤 浩美氏 

金沢市都市政策局 企画調整課 主査 笠間 彩氏 

珠洲市長・奥能登国際芸術祭実行委員長 泉谷 満寿裕氏 

＜モデレーター＞前 金沢大学特任教授 宇野 文夫氏 
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⚫ 珠洲市は、2011 年に世界農業遺産に認定され、2017 年に奥能登国際芸術祭を開催

し、2018年には SDGs 未来都市に認定された。このような背景から、「持続可能な地

域社会と国際芸術祭～里山里海×アート×SDGs の融合と新しいコモンズの視点か

ら～」をテーマにパネルディスカッションが行われた。 

⚫ 泉谷市長からは、人口がピーク時から 1/3まで減少し、また石川県内でもっとも高

齢化率が高い厳しい現状にある中、地域の維持・発展のために魅力を高める取り組

みを進めており、特に奥能登国際芸術祭を通じて移住者数が増加し、転入超過に転

じたという話をいただいた。 

⚫ 黒澤氏からは、金沢 21 世紀美術館でまちづくりに取り組んできた経験を踏まえ、

奥能登国際芸術祭でもアーティストがまちや風景を変えていっていることを紹介

された。芸術祭への期待として、アーティストを介して「知る・気づく」こと、ま

た「元気になっていく」こと、自らが自分ごととして関わり方を見つけることがあ

ると話された。 

⚫ 笠間氏からは、金沢市が取り組む SDGsの取り組み「金沢 SDGsツーリズム」を紹介

された。これまでの経済・社会・環境の取り組みを SDGs に統合し、発信すること

で、市民と観光客が交流し、金沢市の魅力の向上につながると話された。 

⚫ 永井氏からは、国連大学での活動として、次世代に向けた里山里海の価値発信の取

り組みについて紹介された。具体的には、地域の気候や風土に影響された豊かな食

「ごっつぉ」を紹介するため、絵本づくり等に取り組んだというお話をいただいた。 

⚫ モデレーターの宇野氏が、SDGsの 17の目標の中にアートが含まれていないことを

指摘され、それに対して「アーティストは課題解決はしないが気づきを与えること

に長けており、作品を通じて地域で起きていることに気がつくことが出来る」（黒

澤氏）、「金沢市では歴代藩主が争いを避けるため、学術や文化に投資してきた」（笠

間氏）といった意見があった。 

⚫ 最後に、今後どうすれば珠洲市に若い人が来るか、という宇野氏の質問に対して、

「多様性を認めること」（永井氏）、「芸術祭を継続していくこと」（黒澤氏）、「文化

と産業を融合し、住みやすいまちにしていくこと」（笠間氏）、「芸術祭を通じて色々

なことができるまちだと気づいてもらうこと」（泉谷市長）といった回答があった。 

 

総括 

／文化庁文化創造アナリスト・学校法人稲置学園理事 佐々木 雅幸氏 

 

⚫ 北川フラム氏が「さいはて」を選んで奥能登国際芸術祭を開催したことについて、

大都市で取り組んでいることとは反対のことに取り組むことが SDGs につながり、

そこに関心のある人が移住する可能性を示された。また、世界の人が歴史文化や自

然を再発見し、地域住民の誇りが発見され、コミュニティの再生につながっている

ことこそ、アートの力であるとまとめられた。 
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３ 創造農村ワークショップ in 丹波篠山市 

（１）開催日 ：令和 4(2022)年 3月 11日（金）、12日（土） 

（２）開催方法：現地 ユニトピアささやま レイクホール 他 

オンライン開催（ZOOMウェビナー） 

（３）主催  ：丹波篠山市 

（４）共催  ：文化庁、創造都市ネットワーク日本（CCNJ） 

（５）テーマ ：「日本遺産のまち・創造農村の役割とは」 

（６）参加者数：後日報告 

 

（７）プログラム 

【3月 11日（金）】創造農村ワークショップ 14:00～17:00（予定） 

14:00～14:15 開会挨拶（丹波篠山市、文化庁） 

14:15～14:35 特別講演「これからの創造農村とは」 

／佐々木雅幸氏（文化庁文化創造アナリスト 学校法人稲置学園理事） 

14:35～15:20 基調講演「日本遺産に認定された丹波篠山市の事例を基に」 

／丁野朗氏（公益社団法人 日本観光振興協会総合研究所 顧問） 

15:20～15:30 休憩 

15:30～16:45 パネルディスカッション 

／モデレータ 小山龍介氏（元日本遺産プロデューサー、株式会社ブルームコンセプト

代表取締役） 

／パネリスト 井本季伸氏（MASSE丹波篠山 事務局長） 

トークテーマ「里山暮らし４泊５日ツアーについて」 

 

加古勝己氏（クラフトヴィレッジ製作委員会 委員長） 

トークテーマ「クラフトヴィレッジについて」 

 

市野達也氏（丹波立杭陶磁器協同組合 理事長） 

トークテーマ「丹波焼の取組について」 

 

丁野朗氏（公益社団法人 日本観光振興協会総合研究所 顧問） 

16:45～17:00 総括 

／佐々木雅幸氏（文化庁文化創造アナリスト・学校法人稲置学園理事） 

 

17:30～20:00 意見交換会（別途有料） 

 

【3月 12日（土）】エクスカーション 9:00～12:00（予定） 

(1)丹波焼コース 

約 850年の歴史があり、日本六古窯の一つにも数えられる丹波焼の郷を巡るツアーです。 

丹波立杭陶磁器協同組合の市野理事長によるガイドで登り窯や工房を訪問します。 

 

(2)里山暮らし体験コース 

移住者、工芸家、農家など丹波篠山で暮らす人々に会う「里山暮らし 4泊 5日ツアー」

の一部を体験するツアーです。日常の暮らしの豊かさや創造性に触れることができるツ

アーです。  
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４ 分科会 

参加団体から開催希望がなかったため、令和 3年度の開催を見送った。 
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第 2 号議案 これからの CCNJ の在り方について 

CCNJの今後の活動の更なる活性化を図るため、以下のとおりビジョンを定めるとともに、

体制強化に資する企画検討委員会及び部会を立ち上げる。 

 

１．ビジョン 

多様な文化芸術創造都市への取り組みを通じて、 

SDGsの達成にも貢献できるプラットフォームとしての発展 

都市特性、人口規模、地域課題等により、地方公共団体が取り組む文化芸術政策は

多様である。 

CCNJ は、2030 年までに，そうした多様な政策事例の研究や共有、地域の連携・協

働を推進するプラットフォームとして、文化芸術の持つ創造性を地域振興、観光・産

業振興等に活用し、地域課題の解決に取り組む活動を推進することにより、SDGs の達

成に貢献する。 

 

２．CCNJ活性化のための運営体制の強化について 

（１）企画検討委員会の設置について 

   代表幹事は、CCNJが新たなビジョンの達成に向かうなかで、幹事団体会議での議論

を活性化させるため、特に重要な事項（政策セミナーの実施内容等）の検討を行う機

関として、企画検討委員会を設置することができることとする。 

（２）部会の新設について 

「現代芸術の国際展部会」に加え、新たに「創造農村部会」「国際ネットワーク部

会」を立ち上げる。 

① 創造農村部会 

設立趣旨：人口規模の小さい自治体や農村地域を有する自治体のネットワーク化を

図り、課題やノウハウ等の共有を通して、文化芸術による創造性を活用した地域課

題の解決やまちづくりに取り組む。 

② 国際ネットワーク部会 

設立趣旨：創造都市の世界的なプラットフォーム機能を強化し、ユネスコ創造都市

ネットワークや東アジア文化都市といった国際的なネットワークとの経験交流及

び参加都市の拡充等による相互の発展を図る。 
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第 3 号議案 規約改正について 

代表幹事が幹事団体会議の中に企画検討委員会を設置することができるようにする

ため、新たに第９条として、企画検討委員会の項目を追加する。 

※黄色マーカーが改正箇所 

 

創造都市ネットワーク日本 規約 

 

（名称） 

第１条 本ネットワークは、「創造都市ネットワーク日本」（Creative City Network of 

Japan)と称する。 

 

（目的） 

第２条 本ネットワークは、地方自治体等多様な主体の創造都市の取組を支援するとと

もに、国内及びアジアをはじめとする世界の創造都市間の連携・交流を促進するため

のプラットフォームを形成し、我が国における創造都市の普及・発展を図ることを目

的とする。 

 

（役割及び使命） 

第３条 本ネットワークは、創造都市に関するあらゆる情報・知見・経験交流のハブ機

能を担うことを基本的役割とし、日本社会の創造的な発展と復興・再生に貢献するこ

とを使命とする。 

 

（事業） 

第４条 本ネットワークは前二条の目的、役割及び使命を達成するために次の各号に掲

げる事業を行う。 

１．創造都市ネットワーク会議（総会）の開催など国内の創造都市間の連携・交流に

関すること。 

２．自治体職員や NPOなど創造都市の担い手の研修や人材育成に関すること。 

３．Webサイトの運営による創造都市関連情報の提供・交流に関すること。 

４．海外の創造都市との交流、国際ネットワークとの連携に関すること。 

５．創造都市政策に関する調査研究、提言に関すること。 

６．その他前二条の目的、使命及び役割に資する活動。 
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（構成員） 

第５条 本ネットワークは創造都市や文化政策に携わる基礎自治体を基本的構成員と

し、広域自治体、及び各地の経済団体、NPO、大学・教育機関等の団体、個人をもっ

て構成する。 

 

（参加） 

第６条 本ネットワークに参加しようとする団体・個人は、別紙様式 1又は 2によりネ

ットワーク代表に届け出るものとする。 

 

（退出） 

第７条 本ネットワークから退出しようとする団体・個人は、別紙様式 3によりネット

ワーク代表に届け出るものとする。 

 

（幹事団体会議） 

第８条 本ネットワークに基本的運営事務を担う幹事団体会議を置き、代表幹事団体の

長がネットワークの代表となる。 

２ 幹事団体は本ネットワークに参加する基礎自治体から選出する。 

３ 幹事団体の任期は 2年とし、再任は妨げない。 

４ 幹事団体の定数は 12から 18程度とし、都市及び農村の取組が反映できるようにす

る。 

５ 幹事団体会議には当該自治体の担当者が出席するものとする。 

 

（企画検討委員会） 

第９条 代表幹事は、幹事団体会議において議論する議題等の検討を行う機関として、

企画検討委員会を設置することができる。 

２ 企画検討委員会は代表幹事都市と過年度の代表幹事都市（直近の 2都市）、各部会

の事務局で構成する。 

３ 企画検討委員会で検討した内容は、幹事団体会議で報告するものとする。 

 

（顧問） 

第 10条 本ネットワークに顧問を置くことができる。 

２ 代表は、幹事団体会議の同意を得て、顧問を委嘱することができる。 

３ 顧問は、代表の求めに応じ総会及び幹事団体会議等において、意見を述べることが

できる。 
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（総会） 

第 11条 本ネットワークに総会を設置する。 

２ 総会はネットワークの代表が招集し、原則として毎年 1回開催する。 

３ 総会は出席構成員によって構成され、その過半数以上によって議決される。 

４ 総会は次の事項を審議・議決する。 

（１）規約の変更 

（２）事業計画及び事業報告 

（３）幹事団体及び代表幹事団体の選出 

（４）部会の設置 

（５）その他運営に係わる重要事項 

 

（部会） 

第 12条 本ネットワークに部会を置くことができる。 

２ 部会の設置は、総会の議決を要する。 

３ 部会の事務局は、代表が幹事団体から指定する。 

 

（事務局） 

第 13条 幹事団体会議のもとに事務局をおく。 

２ 事務局は代表幹事団体が担当するものとする。 

 

附則 本規約は平成 25年 1月 13日より発効する。 

 

附則 本規約は平成 26年 2月 27日より発効する。 

 

附則 本規約は平成 28年 2月 26日より発効する。 

 

附則 本規約は平成 29年 2月 9日より発効する。 

 

附則 本規約は平成 30年 2月 8日より発効する。 

 

附則 本規約は令和 4年 3月 3日より発効する。 
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第 4 号議案 次期幹事団体の改選（案）について 

１ 幹事団体（案）（自治体コード順） 

①鶴岡市 

②豊島区 

③横浜市 

④新潟市 

⑤高岡市 

⑥金沢市 

⑦可児市 

⑧浜松市 

⑨京都市 

⑩神戸市 

⑪丹波篠山市 

⑫宇部市 

⑬高松市 

⑭北九州市（代表幹事都市） 

⑮大分市 

 

２ 任期 

令和４年４月１日から令和６年３月３１日まで 
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第 5 号議案 令和 4 年度事業計画（案）について 

 令和 4年度の事業を以下のとおり実施する。 

１ ネットワーク会議（総会） 

（１）開催時期    令和 5年 1～3月 

（２）開 催 地    代表幹事都市 

 

２ 創造都市政策セミナー 

２－１ 研修セミナー 

（１）開催時期    令和 4年 6～7月 

（２）開 催 地    オンライン 

（３）そ の 他    CCNJ参加団体の担当者が文化芸術創造都市政策を学ぶための研修

セミナーとして開催する。詳細は幹事団体会議で検討・決定する。 

 

２－２ 政策セミナー 

（１）開催時期    令和 4年秋～令和 5年 3月 

（２）開 催 地    未定 

（３）そ の 他    CCNJの新たなビジョンである「多様な文化芸術創造都市への取り

組みを通じて、SDGsの達成にも貢献できるプラットフォームとし

ての発展」を意見交換する内容とする。詳細は幹事団体会議で検

討・決定する。 

 

３ 現代芸術の国際展部会（事務局：横浜市） 

（１）開催時期    未定（年 1回） 

（２）開 催 地    岡山市（ハイブリッド開催予定） 

（３）そ の 他    部会内で検討し、令和 3年度内を目途に決定する。 

 

４ 創造農村部会（事務局：丹波篠山市） 

（１）開催時期    年 3回程度 

（２）開 催 地    オンラインを想定 

（３）そ の 他    創造農村部会会員を中心に、オンラインでの勉強会を開催する。 

 

５ 国際ネットワーク部会（事務局：京都市） 

（１）開催時期    未定 

（２）開 催 地    未定 

（３）そ の 他    部会内で検討し、令和 3年度内を目途に決定する。  
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これからの CCNJの在り方について 

 

創造都市ネットワーク日本（CCNJ）は、2013 年の設立以降、東京オリンピック・パラリ

ンピック競技大会を契機として、世界に誇る日本の文化的な景観や資産を活かしたまちづ

くりや日本各地で行われている芸術フェスティバルを積極的に世界に発信していくための

プラットフォームとなり、「2020 年に日本が『世界の文化芸術交流のハブ』となる」とい

う目標に向けて、ネットワークを拡大するとともに、文化芸術活動を強力に推進してきた

ところです。 

今後、これまで拡大してきたネットワークによる文化芸術創造都市の交流、取組をさら

に活性化していくため、これまで同様に文化庁の支援を受けながら、より実効力のある組

織体制など CCNJの在り方や方向性を決めていくことが必要です。 

 

１．CCNJの現状と課題 

（１）CCNJ設立時の方向性 

⚫ CCNJは、「地方自治体等多様な主体の創造都市の取組を支援するとともに、国内及びア

ジアをはじめとする世界の創造都市間の連携・交流を促進するためのプラットフォー

ムを形成し、我が国における創造都市の普及・発展を図る」ため、2013 年 1 月に設立

された。 

⚫ 2014年 3月に策定された「文化芸術立国中期プラン」では、CCNJを「文化芸術創造都

市」の国内拠点として支援することで、日本の創造都市のネットワークや情報発信の

拠点、世界との交流拠点としての機能を強化することとし、2020 年までに約 170 自治

体【全自治体の約１割】の参加団体とすることを目指してきた。 

2022年 3月 3日現在、参加団体は 159 団体であり、目標を達成できていないが、都市

だけでなく農村も参加していること、自治体以外の団体も参加していること等、日本

の独自性も見られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

創造都市ネットワーク日本（CCNJ） 

 

文化芸術創造都市政策に取り組む自治体等の 

自主的なネットワーク 

（2022年 3月 3日現在、参加団体は 159団体） 

国 

（文化庁） 

資金を含む支援 

参考資料 
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（２）10年間の社会動向の変化 

⚫ 2017年に「文化芸術基本法」が改正され、文化芸術の本質的価値だけでなく、社会的・

経済的価値を追求していくことが求められている。すなわち、CCNJ への参加に関わら

ず、どの自治体も文化芸術創造都市として取り組んでいくことが期待されている。 

⚫ 2015年に国連総会で SDGs（持続可能な開発目標）が設定され、翌年のユネスコ創造都

市ネットワーク総会において、SDGs に創造都市がどのように貢献できるのかを議論し

ている。また、ユネスコでは 2019 年末に文化を通して SDGs 達成に貢献するに資する

指標（Culture|2030 Indicators）を作成。 

CCNJ においても、「創造都市の活動と SDGs の活動というのは、非常に親和性がある」

（2018年度ネットワーク総会、浜松市長）といった発言が行われてきた。 

 

（３）新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響 

⚫ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、世界中の文化芸術は大きな影響を受け

ている。 

⚫ こうした中、2020年度の CCNJセミナー等はオンライン、または会場及びオンラインの

ハイブリッド開催で行われたが、建設的な意見交換がしづらい、セミナー等の後の交

流会を実施できないといった課題も散見された。 

 

（４）CCNJを取り巻く課題 

①2021年度以降の CCNJのビジョンの確立 

⚫ 「文化芸術立国中期プラン」で設定された CCNJの目標年次が過ぎており、CCNJとして

の新たなビジョンや KPI の設定が必要と考えられる。特に文化多様性が求められる中

では、量から質への転換が求められる。 

 

②ポストコロナに向けた CCNJの更なる活性化の方向性 

⚫ 新たな CCNJのビジョンを踏まえた文化芸術創造都市政策の研究等 

ビジョンに掲げる SDGsの達成に対して文化芸術創造都市政策が貢献していくための施

策・事業等の研究、情報交換等を CCNJにおける主要事業として実施する。 

⚫ 既存事業の拡充 

複数の CCNJ加盟団体が共有できる政策の検討に当たっては、積極的に部会を設置して

継続的に議論が可能な体制を構築する。 

⚫ 新規事業の検討 

今後ますますグローバル間での交流等が重要になる中、東アジア文化都市やユネスコ

創造都市ネットワーク等と CCNJの新たな関係構築を模索する。 
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③セミナー・ワークショップ等の今後のあり方 

創造都市政策

セミナー 

■現状  文化行政に携わる自治体職員が創造都市政策を学ぶ研修機会

として開始。開始当初は講義形式によるセミナーを実施して

いたが、現在は当番都市による事例発表等が中心となってい

る。 

□改善案 文化芸術創造都市政策の知見の少ない自治体でも CCNJ への

加盟が容易になるよう職員向けの研修（基礎編）を継続的に

行う（可能であれば、映像化する）とともに、「SDGs の達成

に貢献する文化芸術創造都市政策の在り方」を主要なテーマ

として、単発のセミナーではなく、幹事団体会議の直轄事業

とし、旬の話題を取り入れながら研究発表等を行う。 

創造農村ワー

クショップ 

■現状  人口規模の小さい自治体が取り組む創造都市政策の好事例と

して、創造農村の理解や認識を広めていくため、「創造農村ワ

ークショップ」を実施している。 

□改善案 複数の自治体による継続的な政策検討が容易となるよう、固

有の課題を扱う部会として立ち上げる。 

現代芸術の国

際展部会 

■現状  テーマを絞った形で情報交換やネットワーク構築のため、

CCNJにおいて初となる部会（事務局：横浜市）を設立。全国

の国際展を実施する自治体における継続的な政策検討等が進

んでいる。 

□改善案 特になし（引き続き継続） 

国際ネットワ

ーク部会 

□新規案 先進事例に学び、創造都市政策を積極的に推進するため、ユ

ネスコ創造都市ネットワークや東アジア文化都市に係る情報

交換やネットワーク構築を行う「（仮）国際ネットワーク部会」

を立ち上げる。 

分科会 

 

■現状  これまでは地域ブロック別での情報交換やネットワークの構

築を目的として実施。昨年度からはコロナ禍の状況を踏まえ

たオンライン化に合わせ、地域ブロックにとらわれない CCNJ

加盟団体の様々なニーズに沿った研究等を行うこととした。 

□改善案 特になし（引き続き継続） 
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２．これからの CCNJ の方向性 

（１）ビジョン 

多様な文化芸術創造都市への取り組みを通じて、 

SDGsの達成にも貢献できるプラットフォームとしての発展 

 

都市特性、人口規模、地域課題等により、地方公共団体が取り組む文化芸術政策は多

様である。 

CCNJは、2030年までに，そうした多様な政策事例の研究や共有、地域の連携・協働を

推進するプラットフォームとして、文化芸術の持つ創造性を地域振興、観光・産業振興

等に活用し、地域課題の解決に取り組む活動を推進することにより、SDGs の達成に貢献

する。 
 
（２）KPI 

（アウトプット） 

・ CCNJが開催するセミナー、部会等の開催数 

 

（アウトカム（短期））※１年毎に評価する指標 

・ CCNJが開催するセミナー、部会等に参加した自治体・団体の数 

 

（アウトカム（中長期））※５年毎に評価する指標 

・ CCNJに加盟する市町村における文化芸術推進基本計画の策定率：○○％ 

※ 具体の目標策定率の設定に当たっては、CCNJ 加盟自治体に策定率を聴取し，設定

する。 

※ 全国の市町村（政令市、中核市除く）の策定率は、１３．６％（２２６／１６６３） 

 （令和元年１０月時点） 

※ 具体の目標策定率の設定に当たっては、CCNJ加盟自治体に策定率を聴取する。 

 

（取組期間） 

 ・令和４年度～令和１２年度 
 
（３）運営体制 

①幹事団体会議 

・ 代表幹事は、CCNJ が新たなビジョンの達成に向かうなかで、幹事団体会議での議論を

活性化させるため、特に重要な事項（政策セミナーの実施内容等）の検討を行う機関と

して、企画検討委員会を設置することができる。 

・ 企画検討委員会は、代表幹事都市及び過年度の代表幹事都市（直近の２都市）と各部

会の事務局とで構成し、各都市の経験を反映できるようにする。 

・ 企画検討委員会で検討した内容は幹事団体会議で報告するものとし、幹事団体の賛同

が得られれば、幹事団体の意見とすることができる。 

・ 企画検討委員会の開催はメールやオンライン会議システムの活用を主とし，参加都市
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の負担軽減を図る。 

 

②創造都市政策セミナー 

・ 文化芸術創造都市政策の担当職員向けの研修（基礎編）を継続的に行う（可能であれ

ば、映像化する） 

・ 「SDGsの達成に貢献する文化芸術創造都市政策の在り方」を主要なテーマとして、幹

事団体会議の直轄事業とし、旬の話題を取り入れながら研究発表等を行う。 

 

③部会 

・ 新たに「創造農村部会」「国際ネットワーク部会」を立ち上げる。 

・ 各部会は、毎年度テーマを設定し、年間を通じて研究等を行い、その成果を総会等で

報告する。 

 

④分科会 

・ テーマを募集のうえ、必要に応じて開催する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

創造都市政策セミナー 

・職員向け基礎研修 

・文化芸術推進基本計画の勉強会等 

【部 会】 

・専門的なテーマの研究（事例共有、ワークシ

ョップ、意見交換会等を実施）  

※具体的な活動内容は部会設立時に加盟都市間

で話し合いのうえ決定 

 

現代芸術の国際展部会 

国際ネットワーク部会 

創造農村部会 

【幹事団体会議】 

 

・代表幹事都市 

・過去の代表幹事都市 

※直近の２都市 

・各部会の事務局 

・創造都市政策の検討 

分科会 

・テーマを公募のうえ、 

 必要に応じて開催 

企画検討委員会 


