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文化環境委員会資料                                               

                             平成３０年２月 

                             文 化 市 民 局 

                            

「東アジア文化都市２０１７京都」事業報告について 

 

 平成２９年２月から１１月まで開催した「東アジア文化都市２０１７京都」について，内

容及び成果を取りまとめましたので，御報告します。 

 

１ 事業概要 

⑴ 事業の趣旨 

 「東アジア文化都市」は，日中韓の３箇国において各国政府から選ばれた３都市が，

文化による交流を行うことにより，東アジアの相互理解と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や，開催都市の文化による継続的な発

展を目指す事業である。 

 本市は，平成２９（２０１７）年の「東アジア文化都市」として，同時開催都市の中

国の長沙
ちょうさ

市，韓国の大邱
て ぐ

広域
こういき

市と文化交流を進めるとともに，伝統的な文化芸術から現

代美術，舞台芸術，音楽，マンガ・アニメまで，市民ぐるみで多彩な文化事業を展開し

た。 

⑵ 開催期間（主催事業期間） 

平成２９（２０１７）年２月～１１月   ※平成２８年１１月にプレ事業実施 

⑶ 主催等 

東アジア文化都市２０１７京都実行委員会，京都市，文化庁（共催） 

⑷ 事業予算 

平成２７年度   １，０００千円（準備経費） 

平成２８年度 １１０，０００千円（事業経費） 

平成２９年度 ３３０，０００千円（事業経費） 

         ８，０００千円（東アジア文化都市サミット経費） 

 合 計   ４４９，０００千円（※） 

              ※ うち，国費（委託金，補助金）は，１８７，０００千円 

  

２ 実施内容 

                           ☆は主催事業／◎は共催事業 

事業種別 
事
業
数 

事業 

プレ事業☆ 

(平成 28年 11月) 
４ 

プレシンポジウム，オーケストラ KYOTO！，PikaPika ワークショップ 

アジアの食回廊 

オープニング事業☆ 

(平成 29年 2月～3月) 
３ 

開幕式典（日中韓文化交流公演，記念コンサートなど） 

日中韓食文化シンポジウム，日中韓伝統芸能公演－The饗宴－ 
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日中韓文化交流事業 

(4月～12月) 
２０ 

(京都市主催) 6事業 ☆ 

①ﾌｪﾙﾄｼｭﾃﾙｹ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ‐東アジア文化都市‐（若手アーティスト

等による相互派遣） ②青少年交流 ③京都岡崎ハレ舞台×東アジ

ア文化都市 2017京都‐東アジアの祝祭‐ 

④マンガ･アニメ部門交流事業 CGアニカップ（クリエーター交流） 

⑤日中韓 Photo Communication in京都（写真家交流） 

⑥舞台芸術部門交流プログラム RAM CAMP in KYOTO2017 

(長沙市派遣)  6事業 

①開幕式典 ②図書館シンポジウム ③青少年交流 

④長沙国際音楽祭 ⑤中日韓書画交流展 ⑥閉幕式典 

(大邱広域市派遣) 8事業 

①開幕式典 ②カラフル大邱フェスティバル ③第 2回大韓民国演劇

祭 in大邱 ④青少年交流 ⑤韓中日 Photo Communication in 大邱 

⑥ポジャギ文化フェスティバル ⑦３色伝統劇フェスタ  

⑧閉幕式典 

 ※長沙市，大邱広域市へは，高校生，大学生，京都市芸術文化特別

奨励者，京都市芸術新人賞受賞者など若手を中心に派遣 

コア期間事業 

「アジア回廊」☆ 

(8月～11月) 

１４ 

（現代美術部門）  11事業 

 「アジア回廊現代美術展」 

  ※二条城及び京都芸術センターを会場に，日中韓出身の現代美術

家２５組が出展 

  出展作家によるリレートーク，おかけんた×建畠晢トーク＆ツアー，ワ

ークショップ等 

（舞台芸術部門）  1事業 

 「KYOTO EXPERIMENT（京都国際舞台芸術祭）2017」において中韓の

新進気鋭の演出家等による日本初の舞台公演を披露 

(音楽部門) 1事業 

 「京都市交響楽団 meets珠玉の東アジア」 

 ※京都市交響楽団による日中韓の民謡をベースとした楽曲の演奏や 

  日中韓出身のソリストとの協演 

(マンガ・アニメ部門)  1事業 

 「クッキングパパ展」 

  ※長沙市，大邱広域市の郷土料理をマンガで紹介する展覧会の開

催等 

   なお，週刊マンガ雑誌において両都市の郷土料理が掲載された。 

京都の文化力事業☆ 

(6月～10月) 
３ 

京都いけばなプレゼンテーション 2017（展示・体験），日本の音入門（邦

楽体験･公演），能楽・京舞二条城公演  

 ※中韓の留学生や日本の大学生をはじめ市民が参加できる体験プロ 

  グラムを実施 
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３ 事業成果 

 ⑴ 市民ぐるみの取組による文化芸術の振興及び東アジアの相互理解と友好の深化 

  京都の文化力を生かした多彩な文化事業を，市民，団体，NPO，大学，企業等と連携

して，まち全体で展開することにより，多くの市民に京都の魅力を再発見してもらう

とともに，多様な東アジアの文化に触れていただき，新たな文化芸術の創造など文化

芸術の振興につなげた。  

  また，日中韓の若手芸術家や青少年の相互交流をはじめ，音楽，演劇，書，伝統芸

能，伝統工芸など多岐に渡る分野での交流事業を実施することにより，次世代の担い

手を育成するとともに，日中韓の相互理解と友好を深めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民の文化芸術活動

等との連携事業 

(2月～12月) 

８１ 

（共同企画事業） 「PLAY ON,KYOTO」Meeting，Forum（1事業） ☆ 

（共催事業） 源氏物語と枳殻邸大茶会，邦楽アンサンブル「みやこ風

韻」第７回公演，朝鮮通信使ゆかりのまち全国交流会 2017京都大

会，京都駅ビル大文化祭ほか（8事業）◎ 

(その他) 京都学生祭典，給食で味わおう！日中韓，京都学生アートオ

ークション，漢字ミュージアム企画展「東アジアにおける漢字の歩み

展」，京都国際映画祭 2017ほか（72事業） 

クロージング事業☆ 

(11月) 
１ 閉幕式典（３都市による共同宣言，日中韓文化交流公演など） 

 

東アジア文化都市 

サミット☆ 

（8月） 

１ 

 東アジア文化都市の開催都市及び ASEANを加えた１７都市（国）の代

表者が京都に一堂に集い，その成果と文化を通じた都市間交流の在り

方を議論するサミットを初めて開催 

【参加都市（国）】 

 （日本）横浜市，新潟市，奈良市，京都市，金沢市 

 （中国）青島市，長沙市，ハルビン市 

 （韓国）光州広域市，清州市，済州特別自治道，大邱広域市，釜山広 

      域市 

 （ASEAN）フィリピン，シンガポール，ベトナム（フエ市），ブルネイ 

日中韓文化大臣会合 

関連事業◎ 

（8月,11月） 

２ 
日中韓芸術祭 2017，日中韓文化芸術教育フォーラム 2017 

 （主催：文化庁，共催：京都市，東アジア文化都市 2017京都実行委員会） 

実施事業数  

 １２９事業  

（うち主催３３，共催１０） 

来場者数  

 約５０万５千人 

（主催，共催）  

経済波及効果  

 約５５億８千万円（推計値） 

  直接効果 約３９億４千万円 

  間接効果 約１６億４千万円 
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 ⑵ 都市間ネットワークの強化と東アジアの平和的発展への貢献  

 東アジア文化都市サミットでは，東アジアの友好を深めてきた成果を継承・発展さ

せるためには，継続的な文化交流を支えるネットワークの構築が重要であることを全

参加都市（国）で確認し，「東アジア文化都市サミット 京都宣言」を行った。  

 

【東アジア文化都市サミット 京都宣言の内容】 

  ・未来の担い手である若い世代の交流等の継続した取組 

  ・東アジア文化都市事業の発展方策を議論する国の「有識者会議」への参画 

  ・「東アジア文化都市サミット」の継続開催 

     

＜参考＞ 

  １ 取組経過 

平成２６年 ７月 文化庁の東アジア文化都市開催候補都市に応募 

１０月 2017年東アジア文化都市開催候補都市に決定 

平成２８年 ３月２２日 東アジア文化都市 2017準備委員会設立総会（基本構想の策定） 

８月２８日 第８回日中韓文化大臣会合（開催都市の決定） 

１０月２８日 東アジア文化都市 2017京都実行委員会設立総会（事業計画の策定） 

１１月 ３日 プレ事業 

平成２９年 ２月１８日 開幕式典 

（２月から１１月） 日中韓文化交流事業（青少年交流，文化交流等） 

コア期間事業「アジア回廊」（現代美術，舞台芸術，音楽，マンガ・アニメ） 

京都の文化力事業（伝統芸能公演等） 

連携事業（共同企画事業，共催事業，その他） 

東アジア文化都市サミット 

１１月１９日 閉幕式典 

平成３０年３月（予定） 東アジア文化都市 2017京都実行委員会 

 

   ２ 東アジア文化都市開催都市 

 平成２６年

（2014） 

平成２７年 

（2015） 

平成２８年

（2016） 

平成２９年

（2017） 

平成３０年 

（2018） 

平成３１年

（2019） 

日本 横浜市 新潟市 奈良市 京都市 金沢市 東京都豊島区 

中国 泉州市 青島市 寧波市 長沙市 ハルビン市 未定 

韓国 光州広域市 清州市 済州特別自治道 大邱広域市 釜山広域市 未定 

 

         


