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東アジア文化都市2017京都実行委員会 
 

「東アジア文化都市2017京都」 

事業計画 
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名称等 

開催期間 

（テーマ）「東アジアが鼓動する」 (The Beat of East Asia)  

2017年2月～11月（コア期間は9月～11月） 

※2016年11月３日にプレ事業を実施 

主 催 東アジア文化都市2017京都実行委員会，京都市，文化庁（共催） 

会 場 ロームシアター京都，京都芸術センター，二条城など京都市内各所 

東アジア文化都市 

ビジョン ● 「世界文化自由都市宣言」の理念にもとづき，様々な課
題や違いを超え，多様で成熟した文化が共生する東アジアの
平和的発展に向けた交流の促進に取り組み，市民が多様な文
化を享受することで，世界へとつながる文化交流拠点として
の役割を果たす。 

 

● 市民が，東アジアの都市や文化との出会いを通じて，京
都の文化を見つめなおし，新たな文化を創造することによる
「ひとづくり」や，文化芸術を核に教育，産業，観光，地域
振興等のあらゆる分野と融合した「まちづくり」を進める。 

 

● 文化庁の京都への全面的な移転や，2020年の東京オリン
ピック・パラリンピックを見据えて，創造性と国際性に満ち
た文化芸術都市として更なる発展を目指す。 

東アジア文化都市２０１７京都 Culture City of East Asia 2017 KYOTO 

開催概要 

（ロゴマーク） 

 京都の伝統工芸品である「京繍」「西陣織」

「京くみひも」「京房ひも」等から，「糸」をモ

チーフとして，東アジア文化都市2017の開催を

契機に，京都市，長沙市，大邱広域市から東アジ

アがつながり，交流を通じた新たな文化が創造さ

れる様子を表しています。  

 「東アジア文化都市」は，日中韓文化大臣会合での合意に基づき，日本・
中国・韓国の3箇国において，文化芸術による発展を目指す都市を選定し，

その都市において，現代の芸術文化や伝統文化，また多彩な生活文化に

関連する様々な文化芸術イベント等を実施するもの。これにより，東アジア

域内の相互理解・連帯感の形成を促進するとともに，東アジアの多様な文

化の国際発信力の強化を図ることを目指す。 

 また，東アジア文化都市に選定された都市がその文化的特徴を生かして，

文化芸術・クリエイティブ産業・観光の振興を推進することにより，事業実施

を契機として継続的に発展することも目的としている。 

文化庁の事業概要より抜粋 
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● 京都市（日本） 

   人口は約147万人。14箇所の世界文化遺産や2000を越える

神社仏閣が市内各所に点在する歴史都市であると同時に，日本

中，また世界中から観光客をひきよせる観光都市であり，更に

は，大学・短期大学をはじめ世界水準の研究機関が集結する学

術研究都市，低炭素・循環型まちづくりのモデルを発信する環

境先進都市である。また，伝統産業から先端産業までが共存す

るものづくり都市であるなど多彩な魅力を持った都市である。 

 

● 長沙市（中華人民共和国） 

  中国湖南省の省都で人口は約704万人。多数の副葬品が出土

した「馬王堆漢墓（まおうたいかんぼ）」をはじめ，多くの貴

重な文化財が残されている。 

  中国最古の最高学府「岳麓書院（がくろくしょいん）」があ

り，今も多くの大学や研究機関がある学術研究都市でもある。

ハイテク産業の振興にも積極的に取り組んでおり，日系企業も

多く進出している。 

 

●  大邱広域市（大韓民国） 

   ソウル，釜山についで，韓国第3の都市で，人口は約248万

人。嶺南地方の経済，教育，文化の中心地として古くから発展

し，数多くの寺院や文化財がある。 大邱文化芸術会館や大邱美

術館など多数の文化施設があるほか，野球やサッカーのプロチ

ームも本拠を置くなど，文化芸術活動やスポーツが盛んである。 

2017年開催都市 京都市，長沙市（中華人民共和国）， 大邱広域市（大韓民国） 

開催概要 

 京都市は，2016年8月28日に韓国済州特別自治道で開催された

「第8回日中韓文化大臣会合」において，中国・長沙市，韓国・大

邱広域市とともに，2017年の東アジア文化都市として選定された。 

東アジア文化都市選定牌授与式 
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１ アーティストが集うプラットフォームの形成を通じた，国内及び東アジアとの文化交
流の促進及び平和的発展の貢献 

５ 文化芸術によるまちづくりの推進 

２ 日本のこころのふるさととして，暮らしに根ざす文化の継承と魅力の発信 

 ロームシアター京都や京都芸術センターを拠点に，東アジアの都市とアーティストの相互

交流を促進することにより，東アジアをはじめ世界からアーティスト等が集うプラットフォ

ームを形成し，交流を全国へとつなげることで，文化で日本を元気にするとともに，東アジ

アの平和的発展に貢献する。 

３ 多彩な文化芸術イベントの開催による新たな文化の創造 

 中韓開催都市に青少年や若手芸術家等を派遣したり，本事業の企画運営等に大学生や若手

キュレーター等を積極的に起用することで，国際感覚に優れた次世代の文化芸術の担い手を

育成する。   

 また，市民の運営への参画や様々な団体との連携により，文化芸術の支え手を育成すると

ともに，本事業をまち全体で盛り上げていく。 

 あらゆる年代の市民や国内外の来訪者が文化芸術に触れ，参画できる機会を創出するとと

もに，二条城をはじめとする文化財や東アジアの文化交流の歴史資産を生かした新たな観光

資源の発掘，ソーシャルイノベーションの創出など，文化芸術を核に観光，産業，地域の活

性化へつなげる。 

４ 次世代の文化芸術の担い手，支え手の育成 

 東アジア文化都市の開催により，日中韓をはじめ東アジアの多様な文化との交流を通じて，

京都の文化力に磨きをかけ，まちの活力や魅力を一層高めながら，文化の力で全国とつながり，

文化庁の京都への全面的な移転へとつなげるとともに，2018年に韓国平昌，2020年東京，

2022年中国北京と日中韓で連続したオリンピック・パラリンピックの開催に向けて，東アジ

アの相互理解や連帯感の促進に貢献するため，次の5つのテーマに基づき事業を展開する。 

 伝統的な文化芸術をはじめ現代美術，音楽，舞台芸術，マンガ・アニメなど幅広い京都の

文化力がジャンルを越えて展開する，多彩なイベントを開催する。日中韓のアーティストの

共演など，東アジアの多様な文化と共鳴することで新たな文化を創造する。 

 日本の美意識や価値観，生き方の哲学，暮らしの美学，精神的な豊かさなど，日本のここ

ろのふるさとである京都の生活文化の魅力を市民一人一人が再発見し，次世代へと伝えると

ともに，文化イベントや交流事業等を通じて東アジアをはじめ，世界へ伝えていくことによ

り，平和，環境，共生社会の推進につなげる。 

事業全体のテーマ （５つのねらい） 
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区分等 氏名 所属等 

委員長 近藤 誠一 公益財団法人京都市芸術文化協会理事長，元文化庁長官 

副委員長 平竹 耕三 京都市文化芸術政策監 

委  員 太下 義之 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング芸術・文化政策センター長 

佐々木 雅幸 同志社大学経済学部特別客員教授 

佐野 真由子 国際日本文化研究センター准教授 

潮江 宏三 京都市美術館長 

奥原 恒興 京都商工会議所専務理事 

豊田 博一 一般社団法人京都経済同友会事務局長 

長谷川 淳一 公益社団法人京都市観光協会専務理事 

山内 秀顯 公益財団法人京都文化交流コンベンションビューロー専務理事 

福田 和弘 国際交流基金京都支部長 

山内 清 公益財団法人京都市国際交流協会専務理事 

桂 良彦 公益財団法人大学コンソーシアム京都専務理事 

藤井 宏一郎 公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団専務理事 

吉田 真稚恵 公益財団法人京都市芸術文化協会専務理事 

三田 真史 京都新聞社編集局文化部長 

柏 直樹 日本放送協会京都放送局副局長 

北山 浩士 文化庁長官官房国際課長 

在田 正秀 京都市教育長 

糟谷 範子 京都市観光政策監 

辻 智之 京都市総合企画局プロジェクト・国際化・情報化担当局長 

オブザーバー 河 泰允 駐大阪大韓民国総領事館総領事 

李 天然 中華人民共和国駐大阪総領事 

鯰 博行 外務省アジア大洋州局地域政策課長 

花内 美佐子 経済産業省近畿経済産業局産業部長 

森下 徹 京都府文化スポーツ部長 

芸術監督 建畠 晢 京都芸術センター館長 

アドバイザー 小山 薫堂 京都館館長 

監事 高橋 一浩 有限責任監査法人トーマツ 監査事業本部関西事業部 京都事務所パートナー 

吉田 良比呂 京都市文化市民局共同参画社会推進部長 

●東アジア文化都市２０１７京都実行委員会 （順不同，敬称略） 

運営組織 
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●主催事業 

●日中韓文化大臣会合と関連事業(国との連携事業） 

事業名 実施時期 内容 

1 プレ事業 
2016年 

11月3日 

 開幕に向けて，シンポジウムやワークショップ，音楽，

日中韓の料理も楽しめるプレイベントを開催し，事業の

周知と日中韓の友好に向けた機運を醸成。       

2 
オープニング 

事業 

2017年 

2月～3月 

 日中韓３都市の代表等を招いた開会式典や日中韓をテ

ーマにした伝統芸能の公演，食のシンポジウム等を開催。              

3 
日中韓文化 

交流事業 
4月～11月 

青少年や若手アーティスト等が，日中韓の都市を相互

に訪問し，各都市の生活や文化を直接体感することで，

文化の多様性への理解や新たな創作の機会を創出。 

4 コア期間事業 9月～11月 
 新たな文化の創造と発展につながるよう，多様なジャ

ンルが融合する京都ならではの文化事業を集中的に実施。 

5 
京都の文化力

事業 
2月～11月 

（伝統芸能等） 

 市民が，茶道，華道，邦楽，能楽，日本舞踊など京都

が育んできた文化・芸術に触れ，その魅力を再発見し，

次世代へとつなぐ公演等を開催。 

（市民の文化芸術活動等との連携事業） 

 京都の文化を支えている市民の文化芸術活動等と連携

した事業の実施。 

6 
クロージング 

事業 
11月19日 

 東アジア文化都市2017京都の成果を確認し，日中韓３

都市による交流を未来へつなぐ閉会式典等を開催。 

事業名 実施時期 内容 

1 
日中韓文化 

大臣会合 
未定 

 2017年に日中韓文化大臣会合を京都市で開催。文化大

臣会合において，2018年の「東アジア文化都市」開催都

市が決定。      

2 日中韓芸術祭 未定 

 日中韓の優れた伝統文化と現代の芸術的発展の成果を

紹介することを目的に，日中韓文化大臣会合に合わせて

開催。            

3 
東アジア文化 

都市サミット 
未定 

 東アジア文化都市の首長（2017年時点で12名）及び

ＡＳＥＡＮ文化都市の首長（2017年時点で4名）が参加

し，東アジアにおける都市の文化交流の在り方について

議論する東アジア文化都市サミットを開催。 

4 
日中韓文化芸術

教育フォーラム 
未定 

 日中韓の文化芸術教育に携わる専門家（行政官，研究

者，実践者等）による国際シンポジウムを開催。 

事業の構成 
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市民の文化芸術活動等との連携事業 

事業名 取組（予定） 

1 共同企画事業 

●「京都学生祭典」や大学等と連携した，日中韓の大学生及び留学生によ

る文化交流イベント等 

●公益財団法人日本漢字能力検定協会（漢字ミュージアム）と連携した，

日中韓共通８０８字等をテーマとした展示等 

●京都市立芸術大学をはじめ，市内の芸術系大学と連携した，東アジア出

身の作家の作品等を展示する美術展 

●東アジアゆかりの文物を収蔵・研究する博物館，美術館と連携した，東

アジアの歴史や文化財に関するテーマ展示，講演等 

●旅行会社と共同で実施する，京都の中韓ゆかりの地を巡るツアー等 

●ソーシャルイノベーションの取組などと連携し，文化芸術がまちづくり

へと展開する実験的な取組 

●文化芸術政策に取り組む市町村等で構成する「創造都市ネットワーク日

本（ＣＣＮＪ）」と連携した文化政策に関する研究セミナー 

2 
パートナーシップ 

事業 

●「KYOTOGRAPHIE京都国際写真祭」における，中韓出身の写真家の作
品展示やイベント等 

●「京都国際映画祭」における，中韓の映画作品の上映やイベント等 
●「市民ふれあいステージ」等の市主催事業における，中韓の伝統楽器や
舞踊等の上演等 

●「朝鮮通信使」のユネスコ世界記憶遺産登録に向けた取組においての再
現行列やシンポジウム等 

●障害者の芸術表現に関する取組との連携 
●芸術系大学の学生等によるアートイベントとの連携 

3 

フレンドシップ 

事業 

（広報連携） 

●市民が主催する様々なイベントとロゴマークの相互利用や広報誌での情

報掲載等 

●東アジア文化都市２０１７京都の各事業の参加者等によるコラムの連載 

●宿泊施設と連携したイベントガイドの配布等 

事業の構成 

 多彩な文化芸術イベントの開催により，東アジアの相互理解と連帯感の形成を促進し，文化芸術に
よるまちづくりをより一層進めるとともに，本事業の成果を継承していけるよう，多くの市民，団体，
NPO，大学，企業等の取組と連携を図りながら，京都のまち全体で事業を実施する。今後，事業募集
を行うなど，より多くの市民等に参画していただけるよう呼びかけを行う。 

◆ 共同企画事業 
 京都の文化的な資源を活用し，東アジア文化都市２０１７京都の開催を契機とした新たな取組
を，実行委員会と市民等が共同して企画・実施する事業 

◆ パートナーシップ事業 

 京都を拠点に開催している様々な事業において，東アジア文化都市２０１７京都の開催に合わ
せ，内容の一部もしくは全部に「東アジア」をテーマに取り入れて実施する事業 

◆ フレンドシップ事業 

 東アジア文化都市2017京都の開催期間中に，市内で開催される様々な文化芸術イベントにおい
て，ロゴの相互掲載など，広報等で連携協力する事業 



年 2016 2017 

月 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

１ プレ事業 

                            

２ 
オープニング 

事業 

           

  

                

３ 
日中韓文化 

交流事業 

                            

４ 
コア期間 

事業 

                          

５ 

京都の 
文化力事業 

（伝統芸能等） 

                            

市民の文化 
芸術活動等 
との連携事業 

                            

６ 
クロージング 

事業 

 
 

● 
プレイベント 
11月3日 

事業スケジュール 
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● 
伝統芸能公演(二条城) 

 

● 
開会式典 

歓迎レセプション
2月18日 

● 
食のシンポジウム 

3月5日 

いけばな展覧会 

● 
閉会式典 
11月19日 

長沙市 
大邱広域市 
閉会式典 

● 
伝統芸能公演 

3月19日 

現代美術，音楽， 
舞台芸術,マンガ・アニメ 

青少年の相互派遣 

アーティスト等の相互派遣 

日中韓文化ウィーク in 京都 

邦楽の演奏会 

コア期間 

● 
大邱広域市 
ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ事業 

5月8日 

● 
長沙市 

ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ事業 
４月18日 

事業募集等 

事業（連携）実施 



1. プレ事業 
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 開幕に向けて，シンポジウムやワークショップ，音楽，日中韓の料理も楽しめるプレイベントを

開催し，事業の周知と日中韓の友好に向けた機運を醸成。 

会期：2016年11月3日（木・祝）  

会場：ロームシアター京都，岡崎公園    

 歴史，文化，宗教，外交の各分野で文化振興や国際交流の取組をされてきた方々に御登壇いただき，東ア

ジアの交流の視点から「東アジアと京都の魅力」について考えるシンポジウム。東アジアの平和的発展に

向けて，文化交流に取り組む本事業の意義や「世界文化自由都市」京都の役割を明らかにする。 

（時間）10：00～12:00 （会場）ノースホール 

（定員）250名    

「海を越える文化〜東アジアと京都の魅力～」 

 楽器をはじめ，「音の鳴るもの」を各自が持ち寄り，指揮者に合わせて即

興による合奏を行う。 

 NHK連続テレビ小説「あまちゃん」の音楽や札幌国際芸術祭2017のゲスト

ディレクターなど，幅広く活躍する音楽家・大友 良英氏がプロデュースし，

国籍，年齢，性別，音楽のキャリアなどの違いを超えて集い，異なる音色が

共鳴し，新たな音楽を生み出す。 

（時間）15：00～16：30 

（会場）ロームスクエア※雨天時はノースホール（定員）演奏者100名    

平成28年度実施 

●プレシンポジウム 

事業内容 

●オーケストラ KYOTO ! 

■ 日中韓伝統楽器等 

  によるパフォーマンス 

横山 佳世子（箏） 

楊 雪元（中国笛） 

金 一志（韓国舞踊） 

出演者（敬称略，順不同） 

■ シンポジウム 

井上 満郎 

・京都市歴史資料館館長 

千 宗屋 

・武者小路千家15代後嗣 

松浦 俊昭 

・壬生寺副住職 

近藤 誠一 

・東アジア文化都市2017

京都実行委員会委員長 

八木 早希 

・フリーア

ナウンサー 

ナビゲーター 

（時間）11：00～16：00 （会場）岡崎公園 

 ※自由入退場 
●アジアの食回廊 

日中韓の料理が楽しめる屋台を出店。日中韓を味覚で体感する食イベントを開催する。 

（時間）18：00～20：00 （会場）ノースホール 

（定員）100名 
●PikaPika ワークショップ 

 京都を拠点に活躍中のアーティストで，東アジア文化都市2017京都のプロモーショ

ン映像を制作する「トーチカ」によるペンライトの光の軌跡を使ったアート「PikaPika

」の制作体験を行うワークショップを開催する。 

●明倫アワー♯３特別篇 （13：00～14：30） 
 「東アジア文化都市～奈良から京都へ～」 
 会場：京都芸術センター フリースペース 
 出演者（敬称略・順不同） 
  建畠 晢，平田 オリザ，北川 フラム， 
  橋本 裕介 

○同日開催 

●KYOTO EXPERIMENT2016 Autumn   
 池田 亮司インスタレーション（日没～22：00） 
 会場：ロームシアター京都 ローム・スクエア 

●ココカオープンデイ（10：00～16：00） 
 会場：京都市国際交流会館 



○ オープニング演奏（弦楽アンサンブル） 

  【出 演】 京都市交響楽団 

 

○ 東アジア文化都市2017開催都市紹介 

  映像による開催都市紹介 

 

○ 文化交流公演 

 ［京都］「noh play- ＴＡＭＵＲＡ-」 

     京都の若手能楽師と現代美術家による作品 

     【出演】 敬称略・順不同 

      ヤマガミユキヒロ，浦田保浩，浦田 保親，片山伸吾， 

      林 宗一郎ほか 

 ［中国・韓国］ 

各都市から派遣される文化使節団による公演 

 

○ 開会宣言 

 京都市長による開会宣言。中国・韓国の開催都市代表とともに，

本事業を通じた交流の促進を確認する。 

 

○ ゲストアーティストによる記念コンサート 

 京都出身で，「京都音楽博覧会」を主催するなど，京都の音楽

シーンに欠かせない「くるり」を迎え，トーク＆ライブショーを

行う。 
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2. オープニング事業 

 一年間の交流の幕開けとして，中国長沙市，韓国大邱広域市からの交流団を招いた開会式典や，日

中韓の伝統芸能による公演，日中韓の共通の食材をテーマとしたシンポジウム等を開催。 

●開会式典 （京都） 

くるり （岸田 繁・佐藤 征史・ファンファン）  

  1996年9月頃，立命館大学（京都市北区）の音楽サークル「ロック・コミューン」に

て結成。古今東西さまざまな音楽に影響されながら，旅を続けるロックバンド。 

京都市交響楽団 

「noh play- ＴＡＭＵＲＡ-」 

くるり 

●歓迎レセプション 

 東アジア文化都市2017京都の開幕を祝し，開会式典に御出席いただいた，

日中韓の政府関係者，長沙市，大邱広域市の代表団，本事業に参画していた

だく関係者等の交流の場として開催する。  

 華道「未生流笹岡」家元 笹岡 隆甫氏プロデュースによる空間演出や，東

アジア文化都市交流大使「京の舞妓」による舞などで，おもてなしをする。 笹岡 隆甫 

平成28年度実施 事業内容 

会期：2017年2月18日（土）～3月  

会場：ロームシアター京都メインホールほか   

（日時）2017年2月18日（土）13：00～17：30 予定  

（会場）ロームシアター京都メインホール  （定員）2,000名 

（日時）2017年2月18日（土）18：30～20：30 

（会場）市内ホテル 

撮影：岡本隆史 
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●食のシンポジウム等 

 日中韓の共通の食文化である「米・稲作」をテーマにしたシンポジウムや食のデモンス

トレーション・試食などを実施する。 

朴 守賢 金 一志 

平成28年度実施 事業内容 

（日時）2017年3月5日（日）時間未定  

（会場）京都調理師専門学校 （定員）未定 

＜内容＞ ※出演者等敬称略 

 

○ 狂言×中国変面「からくり人形」  

 

  日本の喜劇である狂言と，中国・四川省に伝わる伝統芸能「川劇」の一技「変面」をあわせ

た創作作品。平成から江戸時代へと遡り，からくり人形をめぐる大名と詐欺師の物語を上演する。 

 

 【作・演出】 村上 慎太郎（夕暮れ社 弱男ユニット主宰） 

  

 【出  演】 茂山 千五郎（大蔵流狂言師）（正邦改メ） 

       茂山 茂（大蔵流狂言師） 

       姜 鵬（中国変面王） 

                 中村 壽慶（邦楽囃子方） 

                 井口 竜也（大蔵流狂言師） 

 

 

日中韓の伝統芸能等のコラボレーションを通して，東アジア文化を体感する公演を行う。 

●伝統芸能公演 ～東アジア文化都市～  

狂言×中国変面「からくり人形」  

杵屋 浩基 

○ 邦楽×韓国舞踊×音楽      

   

 東アジアや欧米を中心に作品を発表する作曲家・朴 守賢の作品を，邦楽長唄の三味線や韓国

舞踊，大芩（テグム），二胡などを加えた編成で新曲もあわせて披露する。 

 

 【出    演】 朴 守賢（作曲） 

          金 一志（韓国舞踊） 

                杵屋 浩基 （三味線） 

      崔 理英（ピアノ） 

                李 在洙（大芩） 

      清水 久恵（二胡） 

      片山 賀子（ソプラノ） 

 

  【企画・制作】 京都芸術センター     

（日時）2017年3月19日（日）時間未定  

（会場）京都芸術センター講堂 

（定員）２００名 
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3. 日中韓文化交流事業 

 青少年や若手アーティスト等が，日中韓の都市を相互に訪問し，各都市の生活や文化を

直接体感することで，文化の多様性への理解や新たな創作の機会を創出。 

 各開催都市で，開催都市の文化芸術等を紹介し交流するイベントも開催。 

（日時）2017年7月～8月 

（会場）日中韓の各開催都市 

 日中韓の3都市間の青少年の相互交流を通じて，未来を担う若者同士の相互理解や連帯感を

深化させ平和・共生・交流の関係づくりのプラットフォームを構築するプログラムを実施する。 

 京都市での実施は，「日中韓文化ウィーク」に合わせて開催する。 

 ◆プログラム例：音楽，美術，茶道，華道，伝統工芸,マンガ・アニメの体験など 

●アーティスト等の相互派遣 （日時）2017年4月～11月 

（会場）日中韓の各開催都市 

 日中韓の若手芸術家やクリエーター等が3都市間で滞在制作や共同制作等を行い，東アジア

における芸術家等のネットワークを構築するプログラムを実施する。 

 また，相互交流の成果を京都芸術センター等で発表する。 

（日時）2017年4月～5月・11月～12月 

（会場）中韓の各開催都市 

 京都市芸術新人賞や京都市芸術文化特別奨励者など次の世代を担う若手芸術家や東アジア

文化都市交流大使「京の舞妓」等を派遣し，次世代の文化芸術の担い手育成へつなげる。 

 ◆狂言 

 ◆邦楽 

 ◆日本舞踊 など 

●青少年の相互派遣 

●中韓開催都市の 

   開会式典・閉会式典への派遣 

（日時）2017年7月～8月の１週間 

（会場）市内各所 

 日中韓の3都市のアートや芸能，伝統工芸など多様な文化芸術を紹介する展示や文化使節団

による公演を通じて,3都市の友好を深める「日中韓文化ウィーク」を開催する。 

 ◆日中韓青少年の交流や各開催都市の文化使節団による公演 

 ◆日本の学生と中韓の留学生によるプレゼンテーションや各都市の文化を伝える展示等 

●日中韓文化ウィーク in 京都 

平成29年度実施 事業内容 

会期：2017年４月～12月  

会場：市内及び長沙市，大邱広域市等 
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4. コア期間事業  
    「アジア回廊–Asian Corridor-」 

 新たな文化の創造と発展につながるよう，多様なジャンルが融合する京都ならではの

文化事業を，コア期間を設定し，集中的に実施。 

●現代美術部門 

 世界遺産・二条城をメイン会場に，日中韓から世界的に活躍するアーテ

ィストによる展覧会を開催する。また，やなぎみわ氏の舞台車を使った

「日輪の翼」公演も開催する。京都芸術センターでは，中堅，新進の作家

を中心に実験的なプログラムを計画している。 

●音楽部門 

○ 京都の秋音楽祭における京都市交響楽団常任指揮者広上淳一氏と京都市

交響楽団が，次世代を担う東アジア出身のクラシックアーティストと共

演し，音楽の未来を感じる公演を開催する。 

（開催日程）2017年11月5日(日) 予定  （会場）京都コンサートホール 

●舞台芸術部門 

 2010年より開催している京都国際舞台芸術祭（KYOTO EXPERIMENT）が，初めて中国・韓

国のアーティストを招聘し作品を発表する。また，京都を拠点にするアーティストが東アジア

をテーマにした新作を制作・発表するほか，日中韓のアーティスト間の交流プログラムを実施

する。  

●マンガ・アニメ部門 

 マンガ・アニメによる日本・中国・韓国の文化交流を促進するため，次の取組を実施する。  

① 中韓開催都市の特選料理等を日本の著名なグルメ漫画家が描くマンガで紹介する企画展や，

同漫画家による特選料理の実演付きトークショーなどを実施する。  

 （開催日程）2017年9月～11月頃 予定  （会場）京都国際マンガミュージアム  

② 中韓のマンガ関連団体等と連携し，マンガコンテストを実施する。多くの日本のマンガ出版

社編集部が，京都国際マンガ・アニメフェア（京まふ）会場に集まる「マンガ出張編集部」に

コンテストの大賞受賞者を招待する。 

 （開催日程）京まふ2017期間内  （会場）みやこめっせ他 

足立智美 × contact Gonzo 『て
すらんばしり』  

 photo: Yoshikazu Inoue  

京都市交響楽団 

元離宮二条城 

建畠 晢 芸術監督  

平成29年度実施 事業内容 

会期：2017年9月～11月  

会場：市内各所    

京都芸術センター館長 
多摩美術大学学長 ほか  

（開催日程）2017年10月14日（土）～11月5日（日）予定 

（会  場）ロームシアター京都，京都芸術センター， 

京都芸術劇場春秋座，府民ホールアルティ 

京都国際マンガミュージアム 

○ 邦楽，ロック，ジャズ，ポップス，ワールドミュージックなど様々なジャンルの音楽がつなが

る祭典「Sound Exhibition 2017～音の展覧会（仮称）」を市内各所で同時多発的に開催する。 

（開催日程）2017年9月～10月 （会場）市内の音楽関係施設 ほか 

③ 日中韓のクリエーターによる短編アニメの上映会。各国から選抜

された5名がチームを組み，アニメ作品の出来を競う（観客の拍手の

音量等で勝敗を決定。）クリエーター同士の交流ツアーも実施する。 

 （開催日程）未定 （会場）未定 

 （開催日程）2017年9月～11月 予定 

（会  場）元離宮二条城，京都芸術センター ほか 
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5. 京都の文化力事業  

 市民が，茶道，華道，邦楽，能楽，日本舞踊など京都が育んできた文化・芸術に触れ，

その魅力を再発見し，次世代へとつなぐ公演等を開催。 

 多くの市民，団体，ＮＰＯ，大学，企業等の取組と文化の力でつながり，京都のまち全

体で事業を実施。 

 世界遺産元離宮二条城二の丸御殿台所（重要文化財）を舞台とした，

日本の伝統芸能を代表する京舞や能楽の特別な公演を開催。 

 市民や国内外からの観光客が，東アジアとの交流によってもたらされ，

日本の精神文化の中で磨かれてきた伝統芸能の歴史や魅力を再発見する

とともに，国内外に向けて伝えていく。 

＜展開例＞ 

◆海外の来訪者や京都在住の留学生などを対象とした特別席を用意 

◆伝統芸能の魅力を伝える日英中韓の表記によるプログラムを配布 

●世界遺産 二条城での伝統芸能公演 

●いけばなの展覧会と邦楽の演奏会 

 市民や観光客がより身近に京都の伝統文化や伝統

芸能に触れ，その魅力を再発見する機会となるよう，

いけばなの展覧会と邦楽の演奏会を開催する。 

いけばな展 
協力：京都いけばな協会 

邦楽の演奏会 
協力：（公財）京都市芸術文化協会 

平成29年度実施 事業内容 

会期：2017年2月～11月  

会場：二条城，京都芸術センター，市内各所   

二の丸御殿台所 

（日時）2017年［能楽］10月13日（金） 

［京舞］10月15日（日） 

（会場）二条城二の丸御殿台所 

（日時）2017年［いけばな］6月 
                      ［邦  楽］9月～10月 
（会場）京都芸術センター 

●市民の文化芸術活動等との連携 （時期）2017年2月～11月 

（会場）京都市内各所 

 東アジア文化都市を契機に，文化の力による「まちづくり」を一層進めるとともに，本事業の

成果を継承していけるよう，広く市民等に連携を呼びかけ，まち全体で事業を実施する。 

 ◆共同企画事業 

 京都の文化的な資源を活用し，東アジア文化都市２０１７京都の開催を契機とした新た

な取組を，実行委員会と市民等が共同して企画・実施する事業 

 ◆パートナーシップ事業 

 京都を拠点に開催している様々な事業において，東アジア文化都市２０１７京都の開催

に合わせて，内容の一部もしくは全部に東アジアをテーマに取り入れて実施する事業 

 ◆フレンドシップ事業 

 東アジア文化都市2017京都の開催期間中に，市内で開催される様々な文化芸術イベント

で，広報等で連携協力する事業 



6. クロージング事業 

 東アジア文化都市2017京都の成果を確認し，日中韓３都市による交流を未来へつなぐ閉

会式典などを開催。 
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◆ 長沙市，大邱広域市の文化使節団等による舞台公演 

◆ 京都ゆかりのアーティストによるコンサート  

◆ 日中韓の開催都市による共同宣言 など 

 

平成29年度実施 事業内容 

●閉会式典  

会期：2017年11月19日（日）  

会場：ロームシアター京都    

（日時）2017年11月19日（日）時間未定  

（会場）ロームシアター京都メインホール  （定員）2,000名 



広報計画 

 東アジア文化都市2017京都に，より多くの市民に参加をしていただき，まち全体での盛

り上げへとつなげるよう，広報活動を展開していく。 
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●プロモーション映像の作成  

 東アジア文化都市2017京都のWEBサイトを作成し，本事業の情報のほか，京都の様々な文化芸
術に関する情報を収集し，掲載する。 

 また，FacebookやTwitter等のSNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）とも連携して，
リアルタイムでの情報の拡散を図る。 

 そして，「京都Wi-Fi」を活用し，観光客等を誘導するためスマートフォン対応とする。 

◆ 東アジア文化都市2017京都の情報発信 

・東アジア文化都市２０１７京都の各事業の開催案内と参加者募集 

・東アジア文化都市２０１７京都の各事業の実施状況の発信（SNS） 

・プロモーションビデオの掲載 

◆ 京都の幅広い文化芸術の情報発信 

・市民主催の京都の様々な文化芸術イベント情報 

・市主催事業（外郭団体を含む）のイベント情報 

◆ コラム 

・京都にある東アジアゆかりの史跡，人物等の紹介 

・京都在住のアーティストや文化人による特集記事 

●ホームページでの情報発信  

◆ 市民参加によるワークショップの開催 

 「PikaPika」の映像制作を市民が体験するワークショップを開催する。ワークショップの様

子や，制作した作品は，プロモーション映像の一部として使用する。 

◆ 京都市内の様々な場所で展開 

 市民がプロモーション映像を通じて，京都の美しさを再発見し，東アジア，そして世界に向

けて京都の魅力を伝えるため，寺社，二条城，鴨川，花街，路地など，京都の様々な場所で撮

影等を実施する。 

◆ インターネットで発信 

   ワークショップの様子等をSNSで随時発信するとともに，YouTube等で動画配信する。 

 京都を拠点に活動する若手アーティストユニット「トーチカ」が，ペン

ライトの光の軌跡を使用したアート作品「PikaPika」をベースに，美しい

京都の風景の映像と，最先端の映像技術を駆使した東アジア文化都市

2017京都のプロモーション映像を制作する。 

協力：（公財）京都伝統伎芸振興財団 

●東アジア文化都市交流大使 「京の舞妓」  

 舞踊はもとより，三味線や鼓，長唄などの伝統伎芸や伝統文化を

守り伝える祇園甲部，宮川町，先斗町，上七軒，祇園東の京都の五

花街の舞妓を「京の舞妓」として交流大使に任命し，中国，韓国の

式典での出演等を通じて，京都の文化芸術，伝統工芸，おもてなし

の心などを伝えるとともに，本事業を国内外に広くＰＲする。 



広報計画 
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●広告・報道  

◆ 市長記者会見（平成28年10月25日） 

  ・事業概要，文化交流大使，ロゴ等を発表する。 

◆ 市広報媒体での展開 

  ・市政広報板，市民しんぶん，情報館のバナー等に掲載する。 

◆ 地下鉄車両及び駅構内，市バスでの広告 

・東西線，烏丸線車内での中吊ポスター掲出 

・烏丸線１編成のポスタージャックの実施 

・オリジナルデザインの吊革ポップとイベントとの連携 

・主要駅（京都，四条，三条京阪，京都市役所前駅）での構内ポスタージャック及びホームド

アでのポスター掲出 

・ラッピングバスの運行（若手アーティストにデザイン公募） 

・車内吊ポスターの掲出 

・バス停の広告掲出 

◆ 屋外広告物 

  ・商店街フラッグ，市庁舎に看板を掲出する。 

◆ ポスター，チラシ（デジタル広告を含む） 

・公共施設，ホテル等宿泊施設，観光案内所，京都市内主要駅のほか，関西国際空港，東京方

面での広告を展開する。 

・市バス，地下鉄の車内，駅構内広告の展開（階段，掲示板，中吊等） 

◆ メディア 

・メディア（京都新聞，KBS京都，FM京都等）での広報や市広報枠でのスポットCMを展開 

・事業を計画的に事前周知し，NHKをはじめニュース番組や情報番組での発信の働きかけ 

・観光雑誌やリーフレット等への掲載を依頼（じゃらん，Leaf，ことりっぷ，鉄道沿線情報誌

等） 

◆ ノベルティグッズの作成 

・エコバックやクリアファイル，ボールペンなどノベルティグッズを配布し，事業を周知する。 



17 

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 

日本 横浜市 新潟市 奈良市 京都市 
金沢市 

（候補都市） 

中国 泉州市 青島市 寧波市 長沙市 未定 

韓国 光州広域市 清州市 
済州特別 

自治道 
大邱広域市 未定 

 2017年に日中韓文化大臣会合を京都市で開催。文化大臣会合において，2018年の「東アジア

文化都市」開催都市が決定する。   

 日中韓の優れた伝統文化と現代の芸術的発展の成果を紹介することを目的に，日中韓文化

大臣会合に合わせて開催する。     

 2017年に京都市で開催される日中韓の文化大臣会合に合わせ，東アジア文化都市の首長

（2017年時点で12名）及びＡＳＥＡＮ文化都市の首長（2017年時点で4名）が参加し，「東

アジア文化都市」事業の成果を共有するとともに，今後の東アジアにおける都市間文化交流の

あり方等について議論する東アジア文化都市サミットを開催する。 

●東アジア文化都市開催都市 

●ＡＳＥＡＮ文化都市 
フエ（ベトナム），バンダルスリブガワン（ブルネイ），シンガポール（シンガポール） 
イロコス等複数都市（フィリピン） 

  

平成29年度実施 日中韓文化大臣会合と関連事業内容 

1. 日中韓文化大臣会合 

2. 日中韓芸術祭 

3. 東アジア文化都市サミット 

 日本，中国，韓国の文化芸術教育に携わる専門家（行政官，研究者，実践者等）による国

際シンポジウムを開催する。 

4. 日中韓文化芸術教育フォーラム 
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●東アジア文化都市開催都市 

  

事業予算 

1. 平成２８年度 
（１） 収入 

負担別 金額（千円） 備考 

京都市負担金 １１０，０００ 
 うち，６９，０００千円は，国
委託金，補助金（予定） 

（２） 支出 

事業別 金額（千円） 備考 

プレ事業費 ８，０００ 

オープニング事業費 
１９，６００ オープニング式典，伝統芸能

公演，食のシンポジウム 

日中韓文化交流事業費 １５，０００ 

コア期間事業費 ６，７００ 

京都の文化力事業費 １０，０００ 

管理運営費等 ５０，７００ 広報費等 

合計 １１０，０００ 


