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平成30年度　プラン基本方針別　事業一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※アウトリーチ欄の◎は開催場所が拠点施設以外

プランの基本方針 事業名
事業

実施者

主とする

対象者
分野

アウ
トリー

チ
求める成果・方向性 指標 25年度 26年度

27年度
プラン
中間年

28年度 29年度 30年度
R2年度
プラン
最終年

八尾市民寄席　米朝一門会 事業団 一般 落語

第42回大阪フィルハーモニー交響楽団　八尾演奏会 事業団 一般 クラシック

文学座公演「かのような私－或いは斎藤平の一生」 事業団 一般 演劇

八尾シティーコンサートPart91　ランチタイムコンサート
①障がいのある方も赤ちゃん連れの方もいっしょに！
　フレンドリーコンサート
②思い出いっぱい名曲コンサート

事業団 全世代 音楽

八尾シティーコンサートPart92
宮田大 チェロ・リサイタル

事業団 一般 クラシック

親と子のはじめてのクラシック体験
「うたって！おどって！楽しいね！」

事業団 親子 音楽

宮川彬良&Ｓｈｉｏｎ
ブラス・ファンタスティック！in八尾ォォオ!!!

事業団 一般 音楽

やおミュージックフェスティバル2018 事業団 一般 音楽

子育て支援行事（図書館） 八尾市 親子 音楽

百人一首を楽しもう　（図書館） 八尾市 一般 文学

子どもまつり（人形劇）（図書館） 八尾市 子ども その他 ◎

ロビーコンサート（市立病院） その他 入院患者等 音楽

市民ギャラリー（市立病院） その他 一般 美術

クリスマス会（人形劇）　（市立病院） その他 入院患者等 音楽

七夕会（人形劇）　（市民病院） その他 入院患者等 その他

講座（全6回）（図書館） 八尾市 一般 その他

講演会（全4回）　（図書館） 八尾市 一般 音楽・文学 ◎

図書館行事（図書館） 八尾市 中学生以下 写真・文学等 ◎

今東光資料館　企画展示　（図書館） 八尾市 一般 美術・写真・
文学

出前講座「今東光の生涯」　（図書館） 八尾市 一般 文学 ◎

講座「八尾の芸術文化」（全３回）　（文化財課） 八尾市 一般 その他 ◎

「旧家で記念撮影」（年４回）　（文化財課） 八尾市 一般 その他 ◎

旧家でコンサート「伝統民家と伝統楽器の響き」　（文化財課） 八尾市 一般 音楽 ◎

ギャラリー展示　（文化財課） 八尾市 一般 美術・写真 ◎

お茶会の開催　（文化財課） 八尾市 一般 その他 ◎

旧家で芸能伝統文化「落語の会」　（文化財課） 八尾市 一般 落語 ◎

八尾市制70周年記念西郡出張所　ＪＡＺＺコンサート 八尾市 一般 音楽

♩＝80（テンポやお） in YAO OTAIYA MARKET　（政策推進課） 八尾市 一般 音楽

道鏡ウィークＦＩＮＡＬ　（政策推進課） 八尾市 一般 音楽・落語

男女協働参画講演会　（政策推進課） 八尾市 一般 落語

八尾っ子映画祭　（こども政策課） 八尾市 中学生以下 映画

リズム＠プリズム　ワークショップ　第1弾
高安の木で楽器をつくろう！

事業団 全世代 その他

リズム＠プリズム　ワークショップ
関係者向けワークショップ

事業団 全世代 ダンス

リズム＠プリズム　ワークショップ　第2弾
今日からあなたもパフォーマー！　～ダンスと演奏のワークショップ～

事業団 全世代 ダンス

リズム＠プリズム　アウトリーチ（八尾市立志紀小学校） 事業団 小学生 ダンス ◎

リズム＠プリズム　ワークショップ　第3弾
公演テーマダンスをつくろう！　～ダンス×音楽～

事業団 全世代 ダンス

リズム＠プリズム　「ヤオトトマイ～八尾の音と舞をつむぐ～」
出演者稽古

事業団 全世代 ダンス

文学座地域拠点契約事業（まちかどプリズム）
お気に入りの絵本に出会う　文学座俳優によるよみきかせ会
①桂青少年会館　②山本図書館

事業団 子ども 読み聞かせ ◎

文学座地域拠点契約事業　プレ企画
「文学座俳優による よみきかせの発声と表現のコツ」講座

事業団 一般 読み聞かせ

文学座公演プレ企画
「文学座俳優による　朗読の会」

事業団 １６歳以上 演劇

PPP　iaku　あなたの脳が活性化！
劇作家・iaku横山拓也と演劇に浸る2日間！
①短い台本を書いてみる！②短いセリフを演じてみる！

事業団 １６歳以上 演劇

PPP　サファリ・Ｐ　ブレイクダンス日本大会2位！
サファリ・Ｐ 達矢のブレイクダンス講座
（１）シニア・初心者大歓迎！　ブレイクダンスで健康なからだ作りコース
（２）あなたもブレイクダンサー！　しっかり踊ってみるコース

事業団 １６歳以上 ダンス

芸術文化振興によるにぎわい創出事業
宮川彬良＆シオンと「吹奏情話,八尾」を演奏しよう！プロジェクト

事業団 中学生 音楽

障がい者社会参加推進事業　（障がい福祉課） 八尾市 一般 美術

八尾市文化芸術芸能祭 その他 一般 その他

市民ギャラリー（市立病院） その他 一般 美術

子ども工作　（図書館） 八尾市 中学生以下 その他 ◎

夏休みスタンプラリー　（図書館） 八尾市 中学生以下 その他

図書館行事（図書館） 八尾市 中学生以下 写真・文学等 ◎

ティーンズルーム（図書館） 八尾市 高校生以下 美術

「旧家で記念撮影」（年４回）　（文化財課） 八尾市 一般 その他 ◎

ギャラリー展示　（文化財課） 八尾市 一般 美術・写真 ◎

八尾っ子映画祭　（こども政策課） 八尾市 中学生以下 映画 ◎

「水・水道」絵画展 (水道局） 八尾市 小学生 美術

第31回八尾市吹奏楽フェスティバル 事業団 一般 吹奏楽

プリズム市民サポーター活動 事業団 ― その他

まちかどプリズム（市民の文化活動団体への発表の場の提供） 事業団 全世代
人形劇・吹奏
楽・読み聞か

せ
◎ 実績値 5 9 15 15 13 18

リズム＠プリズム　「ヤオトトマイ～八尾の音と舞をつむぐ～」
出演者稽古

事業団 全世代 ダンス

舞台・催し物づくり相談会「プリズムの窓」 事業団 ホール利用者 その他

10館合同コミセンまつり　（コミュニティ政策推進課） 八尾市 一般 その他

男女協働参画講演会　（政策推進課） 八尾市 一般 落語

「旧家で記念撮影」（年４回）　（文化財課） 八尾市 一般 その他 ◎

旧家でコンサート「伝統民家と伝統楽器の響き」　（文化財課） 八尾市 一般 音楽 ◎

ギャラリー展示　（文化財課） 八尾市 一般 美術・写真 ◎

お茶会の開催　（文化財課） 八尾市 一般 その他 ◎

後援名義 八尾市 一般 その他

36 35 33 44 32

28 29 30 31 32 34

②芸術文化関係で後
援した事業の数
（件）

文化会館
文化国際課

目標値

実績値 31

10 10 10 10 10

92.2 90.6

③市民が交流する
場や自主的な活動
を支援する

（ア）芸術文化を通じ市民交
流の機会が増加する。

（イ）市民が自主的、主体的
に行う芸術文化事業を後援す
る。

（ウ）文化会館の芸術文化事
業を支える市民が増加する。

①市民が自主的、主
体的に関わる芸術文
化事業の数（件）

文化会館
文化国際課

目標値 9

87.0 87.0 87.0

実績値 94.8 92.8 91.0 89.1

目標値 85.0 87.0 87.0

②創作・表現する
楽しみが広がる

（ア）市民が創作や表現活動
など芸術文化に親しむ機会が
充実する。

（イ）市民の芸術文化への関
心度が高まり、市民自らの創
作、表現する楽しみが広が
る。

①コミュニティセン
ター・生涯学習セン
ターで開催される講
座の数

文化国際課

155

実績値 142 135 117

78.075.0 77.0 77.0

155 155 155 155 155目標値

②文化会館が実施す
るワークショップ等
に参加した人の満足
度（％）

文化会館

116 120 112

91.6 85.1

79.0

実績値 65.5 73.1 71.4 73.4 71.7 69.4

文化国際課

77.0

78.0

77.0 78.0

実績値 80.5 79.8 83.9 87.7

目標値 75.0 75.0 76.0

目標値

目

的

Ⅰ

市

民

が

活

き

活

き

と

す

る

①芸術文化を感じ
て、楽しむ機会を
ふやす

（ア）多くの市民に鑑賞する
機会を提供する。

（イ）文化会館で幅広く多彩
な分野で事業が展開され、よ
り多くの市民が楽しめる。

（ウ）芸術文化に親しむ機会
が増え、心に豊かさを感じる
市民が増える。

①文化会館の自主企
画事業（鑑賞型事
業）の入場者率
（％）

文化会館

②市民意識調査で
「芸術文化に親しん
で心の豊かさを感じ
るときがある」と回
答した人の割合
（％）
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プランの基本方針 事業名
事業

実施者

主とする

対象者
分野

アウ
トリー

チ
求める成果・方向性 指標 25年度 26年度

27年度
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28年度 29年度 30年度
R2年度
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最終年

まちかどプリズム（全５ヶ所） 事業団 全世代
人形劇
他

◎

リズム＠プリズム　アウトリーチ（八尾市立志紀小学校） 事業団 小学生 ダンス ◎

文学座地域拠点契約事業（まちかどプリズム）
お気に入りの絵本に出会う　文学座俳優によるよみきかせ会
①桂青少年会館　②山本図書館

事業団 子ども 読み聞かせ ◎

子ども河内音頭踊り手講座（全6回・かがやきでの実施）
事業団
（かがや
き）

小・中学生 伝統文化

演劇専門家による芸術文化の課外授業（小学校） 事業団 小学生 演劇 ◎

大フィル奏者による芸術文化の課外授業（中学校） 事業団 中学生 クラシック ◎

ロビーコンサート（市立病院） 八尾市 入院患者等 音楽

市民ギャラリー（市立病院） 八尾市 一般 美術

あそびのえんにち　(図書館） 八尾市 中学生以下
親子

その他

バリアフリー上映会（図書館） 八尾市 一般 映画

星空さんぽ（図書館） 八尾市 一般 その他

展示（図書館） 八尾市 一般 美術他

出前講座「今東光の生涯」　（図書館） 八尾市 一般 文学 ◎

講座「八尾の芸術文化」（全３回）　（文化財課） 八尾市 一般 その他 ◎

「旧家で記念撮影」（年４回）　（文化財課） 八尾市 一般 その他 ◎

旧家でコンサート「伝統民家と伝統楽器の響き」　（文化財課） 八尾市 一般 音楽 ◎

ギャラリー展示　（文化財課） 八尾市 一般 美術・写真 ◎

お茶会の開催　（文化財課） 八尾市 一般 その他 ◎

旧家で芸能伝統文化「落語の会」　（文化財課） 八尾市 一般 落語 ◎

♩＝80（テンポやお） in YAO OTAIYA MARKET　（政策推進課） 八尾市 一般 音楽 ◎

道鏡ウィークＦＩＮＡＬ　（政策推進課） 八尾市 一般 音楽・落語

男女協働参画講演会　（政策推進課） 八尾市 一般 落語

八尾シティーコンサートPart91　ランチタイムコンサート
①障がいのある方も赤ちゃん連れの方もいっしょに！
　フレンドリーコンサート
②思い出いっぱい名曲コンサート

事業団 全世代 音楽

リズム＠プリズム　アウトリーチ（八尾市立志紀小学校） 事業団 小学生 ダンス ◎

リズム＠プリズム　「ヤオトトマイ～八尾の音と舞をつむぐ～」
出演者稽古

事業団 全世代 ダンス

まちかどプリズム　ルフレ八尾（母子ホーム） 事業団
母子ﾎｰﾑ
入所者

人形劇 ◎

まちかどプリズム　八尾市立病院ロビーコンサート 事業団
入院患者

等
クラシッ

ク・吹奏楽
◎

まちかどプリズム
コープ野村 恩智集会所（恩智地区独居高齢者の集会）

事業団
独居
老人等

読み聞か
せ

◎

ロビーコンサート（市立病院） 八尾市 入院患者等 音楽

市民ギャラリー（市立病院） その他 一般 美術

七夕会（人形劇）　（市立病院） その他 入院患者等 その他

クリスマス会（人形劇）　（市立病院） その他 入院患者等 音楽

本のお楽しみ袋　（図書館） 八尾市 一般 文学

講演会（全4回）　（図書館） 八尾市 一般 音楽・文学 ◎

講座（全6回）（図書館） 八尾市 一般 その他

バリアフリー上映会（図書館） 八尾市 一般 映画

今東光資料館　企画展示 八尾市 一般 美術・写
真・文学

出前講座「今東光の生涯」 八尾市 一般 文学 ◎

講座「八尾の芸術文化」（全３回）　（文化財課） 八尾市 一般 その他 ◎

「旧家で記念撮影」（年４回）　（文化財課） 八尾市 一般 その他 ◎

旧家でコンサート「伝統民家と伝統楽器の響き」　（文化財課） 八尾市 一般 音楽 ◎

ギャラリー展示　（文化財課） 八尾市 一般 美術・写真 ◎

お茶会の開催　（文化財課） 八尾市 一般 その他 ◎

旧家で芸能伝統文化「落語の会」　（文化財課） 八尾市 一般 落語 ◎

八尾市制70周年記念西郡出張所　ＪＡＺＺコンサート 八尾市 一般 音楽

♩＝80（テンポやお） in YAO OTAIYA MARKET　（政策推進課） 八尾市 一般 音楽 ◎

道鏡ウィークＦＩＮＡＬ　（政策推進課） 八尾市 一般 音楽・落語

男女協働参画講演会　（政策推進課） 八尾市 一般 落語

八尾っ子映画祭　（こども政策課） 八尾市 中学生以下 映画 ◎

3 3

実績値 2 1 5 13 18 20

4

③子育て世代高齢者
等に配慮した取組み
の数（件）

文化会館
文化国際課

目標値 1 2 2 2

2 3 3

実績値 1 1 2 1 2

16

②多言語で対応する
など外国人に配慮し
た取組みをしている
事業の数（件）

文化会館
文化国際課

目標値 1 2 2

7 8 10

実績値 2 2 5 6 11

文化会館
文化国際課

目標値 4 5 6

37 43 32 33 47

30

実績値 24

24 25 26 27 28

目

的

Ⅱ

豊

か

な

社

会

を

築

く

④身近な場所で多
様な芸術に親しむ
機会と場を広げる

（ア）身近な場所で芸術に触
れる機会を充実する。

（イ）多様な分野の芸術文化
に親しむ機会がある。

①学校や地域等で実
施された事業の回数
（回）

文化会館
文化国際課

目標値

⑤さまざまな人々
が芸術文化に親し
める機会を提供す
る

（ア）障がい者が芸術文化に
親しみやすい機会や環境が充
実する。

（イ）外国人が芸術文化に親
しみやすい機会や環境が充実
する。

（ウ）高齢者が芸術文化に親
しみやすい機会や環境が充実
する。

（エ）子育て世代や幼児が芸
術文化に親しみやすい機会や
環境が充実する。

①障がい者が参加し
やすい環境に配慮し
た事業の数（件）
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つくってみようよ！おしばい！
～子どもを対象に実施し、お芝居をつくり、発表するワークショップ～

事業団 小・中・高 演劇

芸術文化振興プラン推進事業「未来に向けた能楽体験事業」
～能の世界に飛び込んでみよう！～（全３回）

八尾市・
事業団

小・中・高 伝統文化

吹奏楽クリニック（プロによる市立中学校吹奏楽部の指導） 事業団 中学生 音楽

芸術文化振興によるにぎわい創出事業
宮川彬良＆シオンと「吹奏情話,八尾」を演奏しよう！プロジェクト

事業団 中学生 音楽

演劇専門家による芸術文化の課外授業（小学校） 事業団 小学生 演劇 ◎

大フィル奏者による芸術文化の課外授業（中学校） 事業団 中学生 クラシック ◎

バックステージ・ツアー 事業団 小学生 その他

ステージテクニカルワークショップ 事業団 中学生以上 その他

リズム＠プリズム　ワークショップ　第1弾
高安の木で楽器をつくろう！

事業団 親子 ダンス

文学座地域拠点契約事業（まちかどプリズム）
お気に入りの絵本に出会う　文学座俳優によるよみきかせ会
①桂青少年会館　②山本図書館

事業団 子ども 読み聞かせ ◎

子ども河内音頭講座　（全11回） 事業団 小・中学生 伝統文化

子ども河内音頭踊り手講座　（全6回）
事業団（か
がやき）

小学生 伝統文化

ロビーコンサート（市立病院） 八尾市 入院患者等 音楽

おはなし会（図書館） 八尾市 親子 文学

外国語おはなし会（図書館） 八尾市 親子 文学

子ども工作　（図書館） 八尾市 中学生以下 その他 ◎

夏休みスタンプラリー　（図書館） 八尾市 中学生以下 その他

子どもまつり（人形劇）（図書館） 八尾市 子ども その他 ◎

子ども講座　（図書館） 八尾市 中学生以下 その他 ◎

ティーンズルーム（図書館） 八尾市 高校生以下 美術

ビブリオバトル　（図書館） 八尾市 中学生以下 文学 ◎

がんばる八尾っ子応援事業（青少年課） 八尾市 高校生以下 その他

国際交流都市　文化作品交流展 八尾市 中学生 美術

子ども読書週間行事　（図書館） 八尾市 中学生以下 文学

八尾っ子映画祭　（こども政策課） 八尾市 中学生以下 映画 ◎

「水・水道」絵画展　（水道局） 八尾市 小学生 美術

まちかどプリズム（全５ヶ所） 事業団 全世代 クラシック他 ◎

リズム＠プリズム　「ヤオトトマイ～八尾の音と舞をつむぐ～」における
ニッポンバラタナゴ高安研究会との連携（手作り楽器用木材の提供）

事業団 一般 ダンス

やおミュージックフェスティバル2018における
八尾市内の会社・店舗の物品、食品の販売
（八尾市観光協会の協力による八尾物産展の開催）

事業団 一般 その他

道鏡ウィークＦＩＮＡＬ　（政策推進課） 八尾市 一般 音楽・落語

講座「八尾の芸術文化」（全３回）　（文化財課） 八尾市 一般 その他 ◎

旧家でコンサート「伝統民家と伝統楽器の響き」　（文化財課） 八尾市 一般 音楽 ◎

ギャラリー展示　（文化財課） 八尾市 一般 美術・写真 ◎

お茶会の開催　（文化財課） 八尾市 一般 その他 ◎

「水・水道」絵画展　（水道局） 八尾市 小学生 美術

プリズム市民サポーター活動 事業団 ― その他 目標値 9 13 13 14 15 17

プリズム運営ネットワーク 事業団 ― その他 実績値 5 9 13 13 15 16

ふるさと納税寄付金（文化振興基金） 八尾市 一般 その他 目標値 8 9 9 9 10 14

おじいちゃんが語る戦争の話　（図書館) 八尾市 一般 その他 ◎

百人一首を楽しもう　（図書館） 八尾市 一般 文学

今東光資料館　企画展示 八尾市 一般 美術・写
真・文学

講座「八尾の芸術文化」（全３回）　（文化財課） 八尾市 一般 その他 ◎

旧家でコンサート「伝統民家と伝統楽器の響き」　（文化財課） 八尾市 一般 音楽 ◎

お茶会の開催　（文化財課） 八尾市 一般 その他 ◎

道鏡ウィークＦＩＮＡＬ　（政策推進課） 八尾市 一般 音楽・落語 実績値 6 2 3 13 38 32

八尾市文化賞等受賞者紹介事業
「八尾と能　～高安謡セレクション～」

八尾市・
事業団

一般 その他

まちかどプリズム（全５ヶ所） 事業団 全世代 クラシック他 ◎

吹奏楽クリニック（プロによる市立中学校吹奏楽部の指導） 事業団 中学生 吹奏楽

大フィル奏者による芸術文化の課外授業（小学校） 事業団 小学生 演劇 ◎

大フィル奏者による芸術文化の課外授業（中学校） 事業団 中学生 クラシック ◎

大学連携事業＜相愛大学音楽学部相互連携協定事業＞
（八尾シティーコンサートPart91 ランチタイムコンサートへの出演）

事業団 一般 クラシック

ロビーコンサート（市立病院） 八尾市 入院患者等 音楽

講座「八尾の芸術文化」（全３回）　（文化財課） 八尾市 一般 その他 ◎

八尾っ子映画祭　（こども政策課） 八尾市 中学生以下 映画 ◎

リズム＠プリズム　「ヤオトトマイ～八尾の音と舞をつむぐ～」
（平成30年度公共ホール現代ダンス活性化支援事業）

事業団 全世代 ダンス

宮川彬良&Ｓｈｉｏｎ　ブラス・ファンタスティック！in八尾ォォオ!!! 事業団 全世代 音楽

やおミュージックフェスティバル2018 事業団 全世代 吹奏楽

今東光資料館　企画展示 八尾市 一般 美術・写真
・文学

本のリサイクルまつり　（図書館） 八尾市 一般 その他 ◎

♩＝80（テンポやお） in YAO OTAIYA MARKET　（政策推進課） 八尾市 一般 音楽 ◎

八尾っ子映画祭　（こども政策課） 八尾市 中学生以下 映画 ◎

出前講座「今東光の生涯」 八尾市 一般 文学 ◎

講座「八尾の芸術文化」（全３回）　（文化財課） 八尾市 一般 その他 ◎

「旧家で記念撮影」（年４回）　（文化財課） 八尾市 一般 その他 ◎

旧家でコンサート「伝統民家と伝統楽器の響き」　（文化財課） 八尾市 一般 音楽 ◎

ギャラリー展示　（文化財課） 八尾市 一般 美術・写真 ◎

お茶会の開催　（文化財課） 八尾市 一般 その他 ◎

6 10 15

5 5 5 5 5

実績値 3 5 5
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⑩八尾らしさを見
つける・創造する

（ア）八尾の魅力や新たに創
造されていく八尾の魅力を多
くの市民が知る機会が増え
る。

①八尾らしさや魅力
を活かした事業の数
（件）

文化会館
文化国際課

目標値 3 5

83 87

実績値 41 56 79 97 115

②文化会館が連携し
ている専門家・専門
団体の数（累計、
人）

文化会館

目標値 57 77 79 81

17

実績値 14 16 17 17 18 19

16 17 17 17 17

文化国際課

⑨芸術文化の専門
家と連携する

（ア）市民が生の芸術に触れ
る機会を提供する。

（イ）芸術文化の専門家との
ネットワークを構築する。

①文化会館が芸術文
化専門家と連携した
自主事業数（件）

文化会館

目標値

62 87

⑧市民、企業、地
域団体からの支援
を活発にする

（ア）文化会館を支援する団
体、事業に協力する団体を増
やす。
　

（イ）文化会館事業を応援す
る市民を増やす。

①文化会館事業等の
支援件数

文化会館

23

②ふるさと納税寄付
件数　　　（文化振
興）

29 59

21 22 22

48

23 24 26

13,643 13,617

⑦芸術文化の力を
活かし、まちづく
りと連携した取り
組みを広げる

（ア）啓発事業等に芸術文化
を取り入れて、街づくりにつ
なげる。

①市民向けのイベン
ト等に芸術文化を取
り入れた事業の件数
（件）

文化国際課

目標値

実績値

7,900 7,950 8,000 8,050 8,150

実績値 7,912 9,410 7,962 7,616

②小中学生を対象と
した芸術文化関係イ
ベントの参加者数
（人）

文化会館
文化国際課

目標値 7,850

22実績値 17 25 30 19

12 12 12 12

19

12 12

⑥子どもの芸術文
化活動を応援する

（ア）子どもが身近な場所で
芸術文化にふれる機会を提供
する。

（イ）小中学生が芸術文化を
より多く体験する機会があ
る。

①学校へのアウト
リーチ回数（回）

文化会館
文化国際課

目標値
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【資料4】

平成30年度　プラン基本方針別　事業一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※アウトリーチ欄の◎は開催場所が拠点施設以外

プランの基本方針 事業名
事業

実施者

主とする

対象者
分野

アウ
トリー

チ
求める成果・方向性 指標 25年度 26年度

27年度
プラン
中間年

28年度 29年度 30年度
R2年度
プラン
最終年

演劇助成事業「プリズム パートナーズ プロデュース」 事業団 一般 演劇

吹奏楽クリニック（プロによる市立中学校吹奏楽部の指導） 事業団 中学生 吹奏楽

大学連携事業＜相愛大学音楽学部相互連携協定事業＞
（大フィル奏者による芸術文化の課外授業（中学校）の補助）

事業団 大学生 吹奏楽 ◎

大学連携事業＜相愛大学音楽学部相互連携協定事業＞
（八尾シティーコンサートPart91ランチタイムコンサートへの出演）

事業団 一般 クラシック ◎

八尾市文化賞等受賞者紹介事業
「八尾と能　～高安謡セレクション～」

八尾市・
事業団

一般 その他

八尾市文化賞 八尾市 一般 その他

河内音頭こども音頭取り講座 八尾市 小学生 伝統文化 ◎

教育委員会児童・生徒表彰（文化部門） 八尾市 小・中学生 その他

おはなし会（図書館） 八尾市 親子 文学

外国語おはなし会（図書館） 八尾市 親子 文学

子ども講座　（図書館） 八尾市 中学生以下 その他 ◎

子ども読書週間行事　（図書館） 八尾市 中学生以下 文学

♩＝80（テンポやお） in YAO OTAIYA MARKET　（政策推進課） 八尾市 一般 音楽 ◎

八尾っ子映画祭　（こども政策課） 八尾市 中学生以下 映画 ◎

河内音頭やおフェスタ 事業団 一般 伝統文化

子ども河内音頭講座　（全11回） 事業団 小・中学生 伝統文化

子ども河内音頭踊り手講座　（全6回） 事業団 小学生 伝統文化

八尾市文化賞等受賞者紹介事業
「八尾と能　～高安謡セレクション～」

八尾市・
事業団

一般 その他

芸術文化振興プラン推進事業「未来に向けた能楽体験事業」
～能の世界に飛び込んでみよう！～（全３回）

八尾市・
事業団

小・中・高 能

八尾河内音頭まつり 八尾市 一般 伝統文化

河内音頭定期公演 八尾市 一般 伝統文化 ◎

河内音頭こども音頭取り講座 八尾市 小学生 伝統文化 ◎

今東光資料館　企画展示 八尾市 一般 美術・写真
・文学

出前講座「今東光の生涯」 八尾市 一般 文学 ◎

講座「八尾の芸術文化」（全３回）　（文化財課） 八尾市 一般 その他 ◎

「旧家で記念撮影」（年４回）　（文化財課） 八尾市 一般 その他 ◎

旧家でコンサート「伝統民家と伝統楽器の響き」　（文化財課） 八尾市 一般 音楽 ◎

ギャラリー展示　（文化財課） 八尾市 一般 美術・写真 ◎

お茶会の開催　（文化財課） 八尾市 一般 その他 ◎

道鏡ウィークＦＩＮＡＬ　（政策推進課） 八尾市 一般 音楽・落語

「吹奏楽のまち　八尾」魅力発信事業 事業団 ― その他 目標値 30 30 30 30 30 30

月間イベントガイド「かわちかわら版」 事業団 ― その他

八尾プリズムホールイベントプレス「Ｐick uＰ！ Ｐrism」 事業団 ― その他

FMちゃお( 「KEYちゃお！プリズム」：再放送含め週2回、チ
ケットカウンターインフォメーション：週1回（放送回数156回）

事業団 ― その他

プリズムホール事業の五大紙新聞への掲載(２０回）
※うち有料掲載：４回／無料掲載：１６回

事業団 ― その他

展示（図書館） 八尾市 一般 美術他

みんなで決めよう！龍華の今年の漢字　（図書館） 八尾市 一般 その他

今東光資料館　企画展示 八尾市 一般 美術・写真
・文学

ビブリオバトル　（図書館） 八尾市 中学生以下 文学 ◎

出前講座「今東光の生涯」 八尾市 一般 文学 ◎

講座「八尾の芸術文化」（全３回）　（文化財課） 八尾市 一般 その他 ◎

「旧家で記念撮影」（年４回）　（文化財課） 八尾市 一般 その他 ◎

旧家でコンサート「伝統民家と伝統楽器の響き」　（文化財課） 八尾市 一般 音楽 ◎

ギャラリー展示　（文化財課） 八尾市 一般 美術・写真 ◎

お茶会の開催　（文化財課） 八尾市 一般 その他 ◎

旧家で芸能伝統文化「落語の会」　（文化財課） 八尾市 一般 落語 ◎

道鏡ウィークＦＩＮＡＬ　（政策推進課） 八尾市 一般 音楽・落語

男女協働参画講演会　（政策推進課） 八尾市 一般 落語

八尾っ子映画祭　（こども政策課） 八尾市 中学生以下 映画 ◎

244,661 214,202実績値 107,623 111,753 186,757 223,950

120,500 121,000 121,500 122,000 123,000

20 22 17 21

②市のHPと文化会館
のＨＰへのアクセス
数（回）

文化会館
文化国際課

目標値 120,000

101,300 中止

⑬芸術文化を魅力
として活発に発信
する

（ア）さまざまな情報媒体を
活用し、八尾の魅力をより多
く発信する。

①五大紙への記事掲
載数（回）

文化会館
文化国際課

実績値 40 38

42,000 42,000 42,000 42,000 42,000

実績値 28,000 62,000 13,000
（中止）

67,500

4 4

②八尾河内音頭まつ
りの参加人数（人）

文化国際課

目標値 42,000

実績値 2 3 4 4

2 2 2 2 2

1 1

⑫八尾の伝統や文
化を伝える

（ア）八尾の地域文化を掘り
起こし、地域文化の認知度を
高める。

①文化会館が実施す
る地域文化に関する
事業数（件）

文化会館

目標値 1

1 1 1 1 1

実績値 0 1 2 0

②文化賞等の受賞者
が文化会館で実施す
る事業の数（件）

文化会館

目標値 1

2 1 2 2 3実績値 2

1 1 1 1 1 1

⑪芸術文化の担い
手を育てる

（ア）次代の芸術文化の担い
手を育てる。

（イ）将来の活躍を期待し、
芸術文化の担い手に活躍の場
を提供し、人材を広く知らせ
る。

①文化新人賞受賞者
数（人）

文化国際課

目標値
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