
東アジア文化都市
の取組について
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文化庁

１ 東アジア文化都市とは

１．経緯
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取組内容
• 文化芸術による発展を目指す都市を選定
• 中韓の選定都市との交流（芸術団等の派遣・招へい）を実施
• 現代の芸術文化、伝統文化、多彩な生活文化に関連するイベントを実施
目指す効果
• 東アジア域内の相互理解・連帯感の形成を促進
• 東アジア文化の国際発信力強化
• 当該都市における文化芸術・クリエイティブ産業・観光の振興
• 事業実施を契機とした継続的な発展

平成24年（2012年）、第4回日中韓文化大臣会合において、実施を合意
（上海行動プログラム）

実施目的
①日本・中国・韓国の三国が文化的多様性を尊重しつつ、東アジアへの帰属意識、
文化の融合、相互の芸術鑑賞を促進

②それぞれの国民が他国の豊かな文化芸術を享受できるようにするとともに、実施
都市の文化的基盤、知名度、影響力を向上させ、その経済的振興を促進し、
国民間の相互理解と友好を増進

平成26年（2014年）より毎年実施（今年で４回目）

２．日本での取り組み



横浜市
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東アジア文化都市（2018年は候補都市）

日本 中国 韓国

2014年 横浜市 泉州市 光州広域市

2015年 新潟市 青島市 清州市

2016年 奈良市 寧波市
済州特別
自治道

2017年 京都市 長沙市 大邱広域市

2018年 金沢市 （未定） （未定）
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金沢市
（2018年）

チャンシャ

長沙市
（2017年）

テグ

大邱広域市
（2017年）

日本 中国 韓国

2014
年

横浜市

日中韓を含む７か国の砂像彫刻家
による「ヨコハマ砂の彫刻展」をはじ
め、3か国の伝統音楽・舞台芸術の
公演や、学生の相互派遣等100の
事業を実施。
（期間中の来場者数：約281万人）

チュエンヂョウ

泉州市

日中韓3か国から209点（日本39
点、中国150点、韓国20点）の書
道作品を展示する「日中韓書画
連展」や、19か国の企業等97社
が参加し、世界各国の物産が展
示・販売された「第１回海上シル
クロード国際博覧会」を開催。

グァンジュ

光州
広域市

音楽による文化交流イベントと
して「思い出の7080忠壮（チュ
ンジャン）祭り」への日中芸術
団体招待や国際展示会「光州
ACE FAIR2014」等を開催。

2015
年

新潟市

3回目の開催となるトリエンナーレ
「水と土の芸術祭2015」をはじめ、
日中韓の学生による合唱交流等の
青少年の相互派遣、書道やマンガ
等の作品の各都市での展示等295
の事業を実施。
（期間中の来場者数：約357万人）

チンタオ

青島市

歌、踊り、劇、楽器演奏、ショー
の5部門で技を競い合う「五つの
王者」大会や、無形文化遺産の
写真展等を開催。

チョンジュ

清州市

清州地域の芸術運動と祭りを
結合した「清州民族芸術祭」や、
日中韓3か国の共通文化であ
る箸を用いた「箸フェスティバ
ル」を開催。

2016
年

奈良市

日中韓を含む７か国のアーティスト
による世界遺産の寺社を活用した
現代アートの展示、特別史跡平城
宮跡での野外演劇舞台公演、食文
化の発信等約100の事業を実施。
（期間中の来場者数：約127万人）

ニンポー

寧波市

寧波「一都三町」、「音楽の町」を
テーマにした舞台芸術公演や写
真・書道等の作品展示を開催。

チェジュ

済州特別
自治道

「済州国際管楽祭」や「オルム
コンサート」等、自然の中で世
界の多彩な音楽を体感できる
事業を開催。

2017
年

京都市

世界遺産・二条城をメイン会場とし
た、世界で活躍する日中韓のアー
ティストによる展覧会の開催、京都
市交響楽団と東アジア出身の音楽
家との共演等を行う他、京都の文化
力の発信として、日本の伝統文化・
伝統芸能の公演・展示を行う予定で
ある。

チャンシャ

長沙市

2000年以上の歴史があり、多数
の副葬品が出土した「馬王堆漢
墓」等の貴重な文化財を有し、中
国最古の最高学府「岳麓書院」
を筆頭とした学術研究都市。4月
中旬の開幕式以降、音楽・演劇・
青少年交流等様々な事業の開
催を検討中。

テグ

大邱
広域市

1世紀頃から歴史があり、数多
くの寺院や文化財が豊富な韓
国第3の都市。「カラフル大邱
フェスティバル」や「日中韓演
劇祭」等、近現代の文化芸術
や産業を活かしたイベントの
開催を検討中。

2018
年

金沢市（候補都市） （未定） （未定）

東アジア文化都市（2018年は候補都市）の取組一覧
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東アジア文化都市の取組事例

●2015年7月27～30日開催
「青少年交流 in 新潟」

●2015年8月2～9日開催
「東アジア文化都市」

文化ウィーク in 新潟

●2014年7月19日～10月7日開催
「ヨコハマ砂の彫刻展」

●2014年10月25日開催
「三国三様日中韓の伝統人形劇」

（横浜市）
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●2016年5月26～29日開催
「日中韓大学生の書展」（奈良市）

●2016年9月3日～10月23日開催
「古都祝奈良（ことほぐなら）

～時空を超えたアートの祭典」

３ 事業実施における効果

過去３年間に実施した「東アジア文化都市」（横浜市・新潟市・奈良市）
から得られた効果

１．東アジアへの関心の高まり
各事業実施時に行ったアンケートでは、「中国・韓国への興味関心が増加した」と回答
横浜市 72.8％（回答数：529人） 新潟市 65.0％（回答数：981人）
奈良市 53.5％（回答数：4,243人）

２．日中韓の交流事業の継続

東アジア文化都市を終えた後も、行政による芸術団の派遣・招へいの他、民間レベルでの
交流も継続して行われるようになっている。

（例） 横浜：光州市立美術館にて、横浜のアート拠点の活動を紹介する展覧会を開催。日韓アーティスト同士の交流を実施。
光州アートフェスティバルへのアーティスト派遣。

新潟：本事業を機に開催された中華人民共和国駐新潟総領事館での「春節祭」が継続して開催される。昨年度は参加者の
募集に時間がかかった青少年交流事業において、2016年度は定員を超える応募申込みがあった。

奈良：本事業の成果文書より、３都市間での青少年交流事業（日中韓学生の書道交流等）については継続する予定である。

３．都市の文化芸術活動の活性化
・地元の市民主体の芸術団体が中国・韓国に派遣されるなど、市民による文化の国際発信が活性化した。
・市民自身が自都市の持つ文化資源や文化活動を再発見し、芸術団体の活動が活性化した。
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（参考） 経緯

○「東アジア共同体」構想に関する今後の取組について
(2010年6月 内閣官房)

・「東アジア芸術創造都市」構想の検討を推進
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○第４回日中韓文化大臣会合（2012年5月中国・上海市）
・３か国の３年間の行動計画を策定し，東アジア文化都市の
実施，選考プロセスを確定
※開始年は3都市（各国１都市），翌年からは1都市

○第５回日中韓文化大臣会合（2013年9月韓国・光州広域市）
・2014年の東アジア文化都市を決定
（横浜市，泉州（チュエンヂョウ）市，光州（グァンジュ）広域市）

○第６回日中韓文化大臣会合（2014年11月 日本・横浜市）
・2015年以降も原則として，毎年各国から1都市ずつ選定
・2015年の東アジア文化都市を決定
（新潟市，青島（チンタオ）市，清州（チョンジュ）市）

・東アジア文化都市とＡＳＥＡＮ文化都市との連携を検討

○第７回日中韓文化大臣会合（2015年12月 中国・青島市）
・３か国の３年間の行動計画を策定
・2016年の東アジア文化都市を決定
（奈良市，寧波（ニンポー）市，済州（チェジュ）特別自治道）

・東アジア文化都市間のネットワークの形成を支持

○第３回日中韓文化大臣会合（2011年1月日本・奈良市）
・「東アジア芸術創造都市」の実施を日本から提案

○文化外交の推進に関する懇談会報告書 (2005年7月)

・東アジア地域を文化外交の重点対象地域として位置づけ

・文化交流や対話，国際文化協力を通して対日理解を促進

・将来の「共同体」の形成に向けて共通の利益や価値観，一体
感を醸成

○第３回日中韓サミット（2010年5月韓国・済州島）
・総理が東アジア芸術創造都市を実施することを提案

○第５回日中韓サミット（2012年5月中国・北京市）
・東アジア文化都市事業の適切な時期の立ち上げを支持

○第６回日中韓サミット（2015年11月 韓国・ソウル市）
・「東アジア文化都市」が文化交流及び協力の基盤となったことを
評価
・都市間の更なる国際的な交流を円滑化するための東アジア文
化都市ネットワークの設立を支持

○第８回日中韓文化大臣会合（2016年8月韓国・済州特別自治道）
・2017年の東アジア文化都市を決定
（京都市，長沙（チャンシャ）市，大邱（テグ）広域市）

・東アジア文化都市間のネットワークの形成を支持
・日本より「東アジア文化都市サミット」の実施を提案


