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1 事務局 公1　文化事業 4文化芸術団体活動支援 文化芸術活動支援 しまね文化ファンド事務局運営事業 通年 県内全域

2 事務局 公1　文化事業
6調査研究・展示・文化情
報収集提供

調査研究・展示 写真文化事業（管理・保存） 通年 松江市

3 事務局 公1　文化事業
6調査研究・展示・文化情
報収集提供

調査研究・展示 東京藝術大学スーパークローン文化財展
①4月19日～6月23日
②7月12日～8月25日

①宮城県立東北歴史
博物館
②福井県立美術館

55,636
東京藝術大学と共催(主催:開催地新聞社)
※並河萬里氏の写真を展示

4 島根県民会館 公1　文化事業 1鑑賞 館内 鑑賞 名画劇場/しまね映画祭・島根県民会館会場 通年 島根県民会館 2,195
※名画劇場に統合　※新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため3月中止

5 島根県民会館 公1　文化事業 1鑑賞 館内 鑑賞 M&O　Plays「クラッシャー女中」 4月23日 島根県民会館 1,380

6 島根県民会館 公1　文化事業 1鑑賞 館内 鑑賞 だいすけお兄さんの世界名作劇場 4月27日 島根県民会館 2,524 共催：TSK

7 島根県民会館 公1　文化事業 1鑑賞 館内 鑑賞
還暦&噺家生活40周年記念
桂米團治独演会

6月29日 島根県民会館 513

8 島根県民会館 公1　文化事業 1鑑賞 館内 鑑賞 パク・キュヒ　ギターソロリサイタル 7月21日 島根県民会館 293

9 島根県民会館 公1　文化事業 １鑑賞 館内 鑑賞
ＮＨＫ公開収録「わんわんワンダーランド」（2回公
演）

10月6日 島根県民会館 2,790 共催：ＮＨＫ松江放送局

＊ 10 島根県民会館 公1　文化事業 １鑑賞 館内 鑑賞 プリキュア　ドリームステージ（2回公演） 10月27日 島根県民会館 2,022
主催：ＢＳＳ山陰放送
ポップスコンサートから変更

11 島根県民会館 公1　文化事業 1鑑賞 館内 鑑賞 劇団四季・こころの劇場（2回公演） 10月29日 島根県民会館 2,260 共催：松江市教育委員会

12 島根県民会館 公1　文化事業 1鑑賞 館内 鑑賞 沖縄組踊　300年記念ツアー 11月4日 島根県民会館 237 共催：(公社）日本芸能実演家団体協議会

13 島根県民会館 公1　文化事業 1鑑賞 館内 鑑賞 劇団四季「エビータ」 11月28日 島根県民会館 1,400

14 島根県民会館 公1　文化事業 1鑑賞 館内 鑑賞 ムノツィル・ブラス 12月4日 島根県民会館 496

15 島根県民会館 公1　文化事業 1鑑賞 館内 鑑賞
おやこ劇場松江センター連携
東京演劇アンサンブル「はらっぱのおはなし」

12月7日 島根県民会館 305 共催：おやこ劇場松江センター

16 島根県民会館 公1　文化事業 1鑑賞 館内 鑑賞 M&O　Plays「鎌塚氏・5」 12月17日 島根県民会館 1,100

17 島根県民会館 公1　文化事業 1鑑賞 館内 鑑賞 シルク・ドゥラ・シンフォニー 1月24日 島根県民会館 969 共催：TSK、サンライズプロモーション
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18 島根県民会館 公1　文化事業 1鑑賞 館内 鑑賞
ポップスコンサート
久保田利伸コンサート

2月1日 島根県民会館 1,510 主催：夢番地

× 19 島根県民会館 公1　文化事業 1鑑賞 館内 鑑賞 浜田真理子コンサート 中止 島根県民会館 - 2020年度に別企画で実施予定

20 島根県民会館 公1　文化事業 ３育成（教育普及） 館内 育成 ステージクリエイター養成講座（高校演劇サポート） 5月23、24日 島根県民会館 161
共催：高文連演劇専門部
文化庁：文化芸術創造拠点形成事業

21 島根県民会館 公1　文化事業 3育成（教育普及） 館外 育成
ステージクリエイター養成講座
※館外での開催に変更

12月14日
加茂文化ホール

ラメール
100 文化庁：文化芸術創造拠点形成事業

22 島根県民会館 公1　文化事業 2創造 館内 創造
実演団体共同制作（受賞記念公演）
幻影舞台「はだしのゲン」

4月28日 島根県民会館 456 共催：劇団・幻影舞台

23 島根県民会館 公1　文化事業 2創造 館内 創造 しまねカンタート 1月12日 島根県民会館 1,400 共催：実行委員会、島根県合唱連盟

24 島根県民会館 公1　文化事業 2創造 館内 創造 伝統芸能発信公演「古事記」
3月1日

公演中止
島根県民会館 264

運用財産活用事業、文化庁：文化芸術創造
拠点形成事業、地域創造　※新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止のため延期

25 島根県民会館 公1　文化事業 2創造 館内 創造 インクルーシブ・シアター・プロジェクト 通年 島根県民会館 543
運用財産活用事業
文化庁：文化芸術創造拠点形成事業

26 島根県民会館 公1　文化事業 ４文化芸術団体活動支援 館内 文化芸術活動支援 県民手づくり第九コンサート 12月8日 島根県民会館 1,280 島根第九をうたう会

27 島根県民会館 公1　文化事業 4文化芸術団体活動支援 館外 文化芸術活動支援
しまね映画祭・文化団体ネットワーク・アウトリーチ
ネットワーク

通年 県内全域 37 しまね映画祭実行委員会

28 島根県民会館 公1　文化事業 4文化芸術団体活動支援 館内 文化芸術活動支援 学校活動支援（高文連・ほいくまつり等）大学等研修 通年 島根県民会館 331 高文連演劇専門部演劇講習会（5月）

30 島根県民会館 公1　文化事業 4文化芸術団体活動支援 館内 文化芸術活動支援 県公立文化施設協議会事務局 通年 島根県民会館 -

31 島根県民会館 公1　文化事業 4文化芸術団体活動支援 館内 文化芸術活動支援 ステージテクニカルアカデミー 通年 島根県民会館ほか 50

32 島根県民会館 公1　文化事業 4文化芸術団体活動支援 館内 文化芸術活動支援
アートマネジメント講座
（音声ガイド育成講座）

通年 島根県民会館 20 文化庁：文化芸術創造拠点形成事業

33 島根県民会館 公1　文化事業 4文化芸術団体活動支援 館内 文化芸術活動支援 舞台技術研修会 通年 島根県民会館 62

34 島根県民会館 公1　文化事業 4文化芸術団体活動支援 館内 文化芸術活動支援 スタッフ研修会 通年 島根県民会館 216
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため3月
中止

35 島根県民会館 公1　文化事業 4文化芸術団体活動支援 館内 文化芸術活動支援 舞台人材育成・職業能力開発 通年 島根県民会館 4
島根県職業能力開発協会への協力
舞台機構調整技能士試験：検定試験官（3級
～1級）
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36 島根県民会館 公1　文化事業 4文化芸術団体活動支援 館外 文化芸術活動支援 相談窓口・公演支援・技術支援 通年 県内全域 254 相談件数を記載

37 島根県民会館 公1　文化事業 ５文化による地域活性化 館外 鑑賞
地域ステージ（山本光洋パントマイムシアター（津和野
町）、アルケミストコンサート（隠岐の島町））

8月10日
10月19日

県内全域 362
運用財産活用事業
文化庁：文化芸術創造拠点形成事業

38 島根県民会館 公1　文化事業 ５文化による地域活性化 館外 鑑賞 しまね映画祭 9月～11月 県内全域 3,952 しまね映画祭実行委員会

39 島根県民会館 公1　文化事業 ５文化による地域活性化 館外 育成 アウトリーチモデル事業（ダンスワークショップ）
9月13日
1月20日

県内全域 26
運用財産活用事業
文化庁：文化芸術創造拠点形成事業

40 島根県民会館 公1　文化事業 ５文化による地域活性化 館外 育成 文化芸術による子供の育成 9月～2月 県内全域 2,000
委託：文化庁：文化芸術による子供の育成
事業

41 島根県民会館 公1　文化事業 ５文化による地域活性化 館外 創造 県内アーティスト発掘公演
10月26・27日
3月14・15日

県内全域 472
運用財産活用事業、文化庁：文化芸術創造
拠点形成事業　※新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため飯南町公演中止

42 島根県民会館 公1　文化事業 ５文化による地域活性化 館外 創造 しまね映画塾 ６月～１１月 隠岐の島町 330 しまね映画祭実行委員会

＊ 43 島根県民会館 公1　文化事業 5文化による地域活性化 館内 広報 夏休み島根県民会館バックステージツアー 8月23日 島根県民会館 34 小学生対象

＊ 44 島根県民会館 公1　文化事業 5文化による地域活性化 館内 広報
まつえ市民大学連携「ふるさと発見コース」
「第7回しまねを元気にする文化の殿堂「島根県民会
館」の機能を探る！」

9月20日 島根県民会館 55 まつえ市民大学共同事業

45 島根県民会館 公1　文化事業 5文化による地域活性化 館内 広報 賑わい事業（ロビーほか） 通年
島根県民会館

および周辺エリア
-

46 島根県民会館 公1　文化事業 5文化による地域活性化 館内 広報 しまね文化観光情報提供事業（サイネージ等情報提供） 通年 島根県民会館 -

47 島根県民会館 公1　文化事業
6調査研究・展示・文化情
報収集提供

館内 情報収集提供 島根文化情報誌「キャッチ」発行 毎月 島根県民会館 -

48 島根県民会館 公1　文化事業
6調査研究・展示・文化情
報収集提供

館内 情報収集提供 県民会館イベントカレンダー発行 毎月 島根県民会館 -

49 島根県民会館 公1　文化事業
6調査研究・展示・文化情
報収集提供

館内 情報収集提供 ウェブサイト・SNS運営・システム管理 通年 島根県民会館 -

50 島根県民会館 公1　文化事業
6調査研究・展示・文化情
報収集提供

館内 情報収集提供 チケット販売窓口・システム 通年 島根県民会館 -

51 島根県民会館 公1　文化事業
7公益目的文化施設貸与事
業

館内 文化芸術活動支援 公益目的文化施設貸与事業 通年 島根県民会館 -

52 島根県民会館
収1　施設運
営・ショップ
事業

2「島根県民会館」有料駐
車場運営

館内 収益 「島根県民会館」有料駐車場運営事業 通年 島根県民会館 -
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53 島根県民会館
収1　施設運
営・ショップ
事業

4「島根県民会館」収益 館内 収益 「島根県民会館」収益事業 通年 島根県民会館 -

54 グラントワ 公1　文化事業 1鑑賞 館内 鑑賞 家入レオコンサート 6月21日 グラントワ 561 共催事業

55 グラントワ 公1　文化事業 1鑑賞 館内 鑑賞 演劇公演・こまつ座「化粧二題」 6月23日 グラントワ 543 文化庁：ネットワーク強化事業

56 グラントワ 公1　文化事業 1鑑賞 館内 鑑賞 布袋寅泰コンサート 7月21日 グラントワ 1,432

57 グラントワ 公1　文化事業 1鑑賞 館内 鑑賞 広島交響楽団・島根定期演奏会 7月28日 グラントワ 547 共催事業

＊ 58 グラントワ 公1　文化事業 1鑑賞 館内 鑑賞
劇団四季こころの劇場　「カモメに飛ぶことを教えた
猫」

10月30日 グラントワ 1,300 共催事業

59 グラントワ 公1　文化事業 1鑑賞 館内 鑑賞 池辺晋一郎＆Ｎ響団友オーケストラ 11月17日 グラントワ 629 文化庁：劇場・音楽堂等機能強化推進事業

60 グラントワ 公1　文化事業 1鑑賞 館内 鑑賞 東京演劇アンサンブル「音楽劇　はらっぱのおはなし」 12月8日 グラントワ 370 連携：益田おやこ劇場

61 グラントワ 公1　文化事業 1鑑賞 館内 鑑賞
演劇公演・世田谷パブリックシアタープロデュース「お
勢、断行」

3月17日
公演中止

グラントワ －
文化庁：ネットワーク強化事業
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め中止

× 62 グラントワ 公1　文化事業 1鑑賞 館内 鑑賞 ポップスコンサート 中止 グラントワ －
共催事業
※アーティストの都合により中止

63 グラントワ 公1　文化事業 1鑑賞 館内 鑑賞 グラントワシアター（しまね映画祭） 通年 グラントワ 5,654
4月～2月分（10月関連ワークショップ含
む）※新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため3月中止

64 グラントワ 公1　文化事業 3育成（教育普及） 館内 育成 フランチャイズ芸術団体10周年記念コンサート 10月27日 グラントワ 300
運用財産活用事業
文化庁：劇場・音楽堂等機能強化推進事業

65 グラントワ 公1　文化事業 ３育成（教育普及） 館内 育成 島根邦楽集団第十四回定期演奏会
3月1日

公演中止
グラントワ －

文化庁：劇場・音楽堂等機能強化推進事業
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め中止

66 グラントワ 公1　文化事業 3育成（教育普及） 館外 育成 グラントワ弦楽合奏団第９回定期演奏会
3月22日
公演中止

石央文化ホール －
文化庁：劇場・音楽堂等機能強化推進事業
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め中止

67 グラントワ 公1　文化事業 3育成（教育普及） 館内 育成
グラントワ活動者育成事業～いわみ舞台塾・フランチャ
イズ芸術団体育成

通年 グラントワ 802
文化庁：劇場・音楽堂等機能強化推進事業
（ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ芸術団体：基本4団員数144名含
む）

68 グラントワ 公1　文化事業 3育成（教育普及） 館内 育成
グラントワ次世代人材育成事業～いわみキッズ塾（邦
楽・合唱）

通年 グラントワ 296
文化庁：劇場・音楽堂等機能強化推進事業
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め3月中止

69 グラントワ 公1　文化事業 3育成（教育普及） 館内 育成
グラントワ専門人材育成事業～アートマネジメント人材
育成塾（アテンダント・職員・ボランティア育成）

通年 グラントワ 15
文化庁：劇場・音楽堂等機能強化推進事業
※新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症拡大防止のため2月ス
タッフスクール以外中止
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70 グラントワ 公1　文化事業 3育成（教育普及） 館内 育成 鑑賞者育成事業～キッズ＆ユースのための芸術鑑賞事業 通年 グラントワ 162 共催：芸術文化とふれあう協議会

71 グラントワ 公1　文化事業 ３育成（教育普及） 館内 育成 鑑賞者育成事業～グラントワアートサロン 通年 グラントワ 88 文化庁：劇場・音楽堂等機能強化推進事業

72 グラントワ 公1　文化事業 2創造 館内 創造 グラントワ・カンタート2020 アフターコンサート 1月13日 グラントワ 391
運用財産活用事業
ごうぎん島根文化振興財団助成事業

73 グラントワ 公1　文化事業 2創造 館内 創造 美術館×劇場  ミューシア 通年 グラントワ 516
運用財産活用事業　文化庁：劇場・音楽堂
等機能強化推進事業　※新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症
拡大防止のため3月中止

74 グラントワ 公1　文化事業 2創造 館内 創造 しまね地域伝統芸能劇場　プレ事業 通年 グラントワほか 38
運用財産活用事業
地域創造：地域の文化・芸術活動助成事
業・創造プログラム

75 グラントワ 公1　文化事業 4文化芸術団体活動支援 館内 文化芸術活動支援 いわみダンスプロジェクト2019 8月11日 グラントワ 764
共催：いわみダンスプロジェクト実行委員
会

76 グラントワ 公1　文化事業 4文化芸術団体活動支援 館内 文化芸術活動支援 アマチュアミュージックフェスティバル 2月16日 グラントワ 193
共催：サウンドライブしまね益田実行委員
会

77 グラントワ 公1　文化事業 4文化芸術団体活動支援 館内 文化芸術活動支援 益田糸操り人形 後継者総合養成事業 通年 グラントワ 89
運用財産活用事業　文化庁：劇場・音楽堂
等機能強化推進事業　※新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症
拡大防止のため3月中止

78 グラントワ 公1　文化事業 4文化芸術団体活動支援 館内 文化芸術活動支援 益田糸操り人形 グラントワ公演 8月～３月 グラントワ 220
文化庁：劇場・音楽堂等機能強化推進事業
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め3月中止

79 グラントワ 公1　文化事業 4文化芸術団体活動支援 館外 文化芸術活動支援 益田糸操り人形 出前公演 通年 島根県西部地域 200 文化庁：劇場・音楽堂等機能強化推進事業

80 グラントワ 公1　文化事業 ５文化による地域活性化 館内 鑑賞 いつでもどこでも音楽祭（ロビーコンサート） 通年 グラントワ 632
文化庁：劇場・音楽堂等機能強化推進事業
共催：芸術文化とふれあう協議会

81 グラントワ 公1　文化事業 ５文化による地域活性化 館外 鑑賞
グラントワ芸術家の派遣事業
（アウトリーチ公演、島根県民会館連携アウトリーチ）

通年 島根県西部地域 1,167
文化庁：劇場・音楽堂等機能強化推進事業
委託：文化庁：文化芸術による子供の育成
事業

82 グラントワ 公1　文化事業 ５文化による地域活性化 館外 育成
圏域次世代人材育成事業～いわみキッズ塾（合唱、邦
楽）

通年 島根県西部地域 296
文化庁：劇場・音楽堂等機能強化推進事業
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め3月中止

83 グラントワ 公1　文化事業 5文化による地域活性化 館内 広報
ゴールデンウィーク賑わい創出事業
「世界を食べるグラントワ・マルシェ～みんなの給食
室」

5月4日 グラントワ 4,067 石見美術館企画展関連事業

84 グラントワ 公1　文化事業 5文化による地域活性化 館内 広報
夏休み賑わい創出事業（中庭イベント・美術館ツアーと
連携したバックステージツアー等）

8月4日 グラントワ 53 当初予定：8月

85 グラントワ 公1　文化事業 5文化による地域活性化 館内 広報 グラントワ開館記念感謝祭「きんさいデー」 10月6日 グラントワ 8,378

86 グラントワ 公1　文化事業 5文化による地域活性化 館内 広報 島根ふるさとフェア2020 2020年1月18日～19日 広島市 173,000 当初予定：1月中旬
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87 グラントワ 公1　文化事業 5文化による地域活性化 館内 広報 グラントワteaガーデン 通年 グラントワ 514 年間６回実施

88 グラントワ 公1　文化事業 5文化による地域活性化 館内 広報 グラントワ季節行事（七夕・名月企画・グラナリエ等） 通年 グラントワ －

89 グラントワ 公1　文化事業 5文化による地域活性化 館内 広報
ボランティア協働事業「イベント・生花・情報発信等各
部会活動支援」・桜のオーナー記念事業

通年 グラントワ 108
ボランティア68人
桜の会40人

90 グラントワ 公1　文化事業 5文化による地域活性化 館内 広報
会員サービス事業（会員カード印刷、提携店チラシ作成
等）

通年 グラントワ 1,728 2020.3月末時点会員数

91 グラントワ 公1　文化事業 5文化による地域活性化 館内 広報 インターンシップ・職場体験受入事業 通年 グラントワ 4 益田市内中学生・職場体験4人

92 グラントワ 公1　文化事業
6調査研究・展示・文化情
報収集提供

館外 広報 イベントスケジュール発行事業 ２月 全国・県内全域 －
※当初発行予定：２月
2020年度版

93 グラントワ 公1　文化事業
6調査研究・展示・文化情
報収集提供

館外 広報 Grand Toit News（グラントワニュース）発行事業 年4回 全国・県内全域 － ｖｏｌ.58～61号

94 グラントワ 公1　文化事業
6調査研究・展示・文化情
報収集提供

館外 広報
各種広報誌・情報誌・その他メディアによる広報事業
（オロチくん、広島文化情報マガジン「toyou」等）

通年 全国・県内全域 －

95 グラントワ 公1　文化事業
6調査研究・展示・文化情
報収集提供

館外 広報 グラントワＨＰ・ブログ・ＳＮＳ広報事業 通年 全国・海外 －

96 グラントワ 公1　文化事業
6調査研究・展示・文化情
報収集提供

館内 広報
情報提供・チケット販売事業（全国の美術館・劇場のポ
スター、チラシ設置・掲示による文化情報発信と委託チ
ケット販売）

通年 グラントワ －

97 グラントワ 公1　文化事業
6調査研究・展示・文化情
報収集提供

館内 広報
美術館広報・企画展1「・と―、いろ、かたち　島根の
美術室」

4月20日～6月24日 グラントワ 5,888 目標7,000人

98 グラントワ 公1　文化事業
6調査研究・展示・文化情
報収集提供

館内 広報
美術館広報・企画展2「猪熊弦一郎展『いのくまさ
ん』」

7月13日～9月1日 グラントワ 5,591 目標7,000人

99 グラントワ 公1　文化事業
6調査研究・展示・文化情
報収集提供

館内 広報 美術館広報・企画展3「星とめぐる美術」 9月14日～11月18日 グラントワ 10,250 目標9,000人

100 グラントワ 公1　文化事業
6調査研究・展示・文化情
報収集提供

館内 広報 美術館広報・企画展4「富野由悠季の世界」
2020年1月11日～

3月23日
グラントワ 12,379 目標10,000人

101 グラントワ 公1　文化事業
6調査研究・展示・文化情
報収集提供

館内 広報 美術館広報・県展移動展 11月28日～12月1日 グラントワ 643

102 グラントワ 公1　文化事業
6調査研究・展示・文化情
報収集提供

館内 広報 美術館小中学校無料化事業 通年 グラントワ 739 芸術文化とふれあう協議会事業

103 グラントワ 公1　文化事業
6調査研究・展示・文化情
報収集提供

館内 広報 美術館全体広報 通年 グラントワ －
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104 グラントワ 公1　文化事業
7公益目的文化施設貸与事
業

館内 文化芸術活動支援 公益目的文化施設貸与事業 通年 グラントワ －

105 グラントワ
収1　施設運
営・ショップ
事業

5「島根県芸術文化セン
ター」収益

館内 収益 「島根県芸術文化センター」収益事業 通年 グラントワ －

106 風土記の丘 公1　文化事業
６調査研究・展示・文化情
報収集提供

歴史文化の情報発信
と調査研究

常設展 通年 風土記の丘 15,348

107 風土記の丘 公1　文化事業
６調査研究・展示・文化情
報収集提供

歴史文化の情報発信
と調査研究

企画展「水辺の祭祀と出雲」 10月5日～12月8日 風土記の丘 2,329

108 風土記の丘 公1　文化事業
６調査研究・展示・文化情
報収集提供

歴史文化の情報発信
と調査研究

ミニ企画展「風ちゃんとドッキー博士のどきどき考古
学」

7月13日～9月2日 風土記の丘 1,947

＊ 109 風土記の丘 公1　文化事業
６調査研究・展示・文化情
報収集提供

歴史文化の情報発信
と調査研究

ミニ企画展「変わりゆくお金スタイル～古代から現代ま
で～」

12月21日～3月15日 風土記の丘 1,980

110 風土記の丘 公1　文化事業
６調査研究・展示・文化情
報収集提供

歴史文化の情報発信
と調査研究

速報展1「平成30年度速報展」 3月23日～5月12日 風土記の丘 4,702
【R1年度】3/23～3/31
【R2年度】4/1～5/12

＊ 111 風土記の丘 公1　文化事業
６調査研究・展示・文化情
報収集提供

歴史文化の情報発信
と調査研究

新元号記念「出土品・古文書に見る元号」 3月23日～5月12日 風土記の丘 4,702
【R1年度】3/23～3/31
【R2年度】4/1～5/12

112 風土記の丘 公1　文化事業
６調査研究・展示・文化情
報収集提供

歴史文化の情報発信
と調査研究

速報展2「平成31年度速報展」 3月28日～5月10日 風土記の丘 330
【R1年度】3/28～3/31
【R2年度】4/1～5/10

113 風土記の丘 公1　文化事業
６調査研究・展示・文化情
報収集提供

歴史文化の情報発信
と調査研究

ガイダンス山代の郷ロビー展 年2回
ガイダンス山代の

郷
1,662

古代出雲の薬草再発見(10/2～11/24)1,154
人 北雅之　木版画展～旅のスケッチから～
(3/4～4/20)　508人

114 風土記の丘 公1　文化事業
６調査研究・展示・文化情
報収集提供

歴史文化の情報発信
と調査研究

調査研究 通年 風土記の丘 －

115 風土記の丘 公1　文化事業 ５文化による地域活性化
青少年等の学習及び

交流の場提供
交流・交歓の場事業「こどもまつり」 5月5日 風土記の丘 2,000

116 風土記の丘 公1　文化事業 ５文化による地域活性化
青少年等の学習及び

交流の場提供
交流・交歓の場事業「月の宴」 9月14日 風土記の丘 520

117 風土記の丘 公1　文化事業 ５文化による地域活性化
青少年等の学習及び

交流の場提供
交流・交歓の場事業「国府まつり」 10月5日～11月16日 史跡出雲国府跡 180 出雲国府健康ウォーク

118 風土記の丘 公1　文化事業 ５文化による地域活性化
青少年等の学習及び

交流の場提供
交流・交歓の場事業「植物園教室」

年3回（4月20日、
7月14日、10月26日）

風土記の丘 53

119 風土記の丘 公1　文化事業 ３育成（教育普及）
青少年等の学習及び

交流の場提供
普及・体験事業「茶臼山登山」（ふどきのおか日和） 4月6日 風土記の丘周辺 28

120 風土記の丘 公1　文化事業 ３育成（教育普及）
青少年等の学習及び

交流の場提供
普及・体験事業「史跡見学会」（ふどきのおか日和） 5月25日 風土記の丘周辺 27

66



令和元年度　公益財団法人しまね文化振興財団　事業一覧（実績）

NO 施設名 公・収区分 公・収区分詳細
館内・館

外
指定管理等区分詳細 事業名 開催日 開催地

参加・集
客数

備考

121 風土記の丘 公1　文化事業 ４文化芸術団体活動支援
青少年等の学習及び

交流の場提供
風土記の丘友の会運営事業「文化財散歩」 10月5日 県内 22

122 風土記の丘 公1　文化事業 ３育成（教育普及）
青少年等の学習及び

交流の場提供
普及・体験事業「夏休みこども風土記の丘教室（土器づ
くり）」

7月20日、21日 風土記の丘 48

＊ 123 風土記の丘 公1　文化事業 ３育成（教育普及）
青少年等の学習及び

交流の場提供
普及・体験事業「夏休みこども風土記の丘教室（こども
新聞教室）」

8月10日 風土記の丘 11

124 風土記の丘 公1　文化事業 ３育成（教育普及）
青少年等の学習及び

交流の場提供
普及・体験事業「夏休みこども風土記の丘教室（土器の
野焼き）」

8月24日 風土記の丘 10

125 風土記の丘 公1　文化事業 ３育成（教育普及）
青少年等の学習及び

交流の場提供
普及・体験事業「稲刈り体験」（地域連携事業） 10月29日 松江市大庭町内 中止

126 風土記の丘 公1　文化事業 ３育成（教育普及）
青少年等の学習及び

交流の場提供
普及・体験事業「七草がゆを食べよう」 1月7日 風土記の丘 34

127 風土記の丘 公1　文化事業 ４文化芸術団体活動支援
青少年等の学習及び

交流の場提供
風土記の丘友の会支援事業「意宇六社めぐり」 1月26日 風土記の丘地内 23

128 風土記の丘 公1　文化事業 ３育成（教育普及）
青少年等の学習及び

交流の場提供
普及・体験事業「歴史ウォーク」（地域連携事業） 年5回 風土記の丘周辺 79

129 風土記の丘 公1　文化事業 ３育成（教育普及）
青少年等の学習及び

交流の場提供
普及・体験事業「風土記の丘教室」 年12回 風土記の丘 1,029

11回開催
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め3月中止

130 風土記の丘 公1　文化事業 ３育成（教育普及）
青少年等の学習及び

交流の場提供
出前講座 随時 松江市内 ー

131 風土記の丘 公1　文化事業 ３育成（教育普及）
青少年等の学習及び

交流の場提供
館内見学者対応 随時 風土記の丘 ー

132 風土記の丘 公1　文化事業
６調査研究・展示・文化情
報収集提供

歴史文化の情報発信
と調査研究

機関紙発行「八雲立つ風土記の丘」 年２回 風土記の丘 ー

133 風土記の丘 公1　文化事業
６調査研究・展示・文化情
報収集提供

歴史文化の情報発信
と調査研究

ニュースレター「dear News」 年3回 風土記の丘 ー

134 風土記の丘 公1　文化事業 ４文化芸術団体活動支援 自主事業
「ミュージアムネットワーク構築事業」（しまねミュー
ジアム協議会）

通年 県内 ー

135 風土記の丘 公1　文化事業 ５文化による地域活性化 自主事業 インターンシップ事業 通年 風土記の丘 5
8/26～28:1名（佐賀大学）9/10～14:3名（県立大
学浜田1名・松江1名、広島文教大学1名）10/8～
11:1名（松江農林1名）

136 風土記の丘 公1　文化事業
６調査研究・展示・文化情
報収集提供

自主事業 歴史文化資料等の提供事業 通年 風土記の丘 ー

137 風土記の丘 公1　文化事業 ４文化芸術団体活動支援 その他 風土記の丘友の会支援事業「研修旅行」 6月26-27日 県内外 19
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令和元年度　公益財団法人しまね文化振興財団　事業一覧（実績）

NO 施設名 公・収区分 公・収区分詳細
館内・館

外
指定管理等区分詳細 事業名 開催日 開催地

参加・集
客数

備考

138 風土記の丘 公1　文化事業 ４文化芸術団体活動支援 その他 風土記の丘友の会支援事業「友の会講演会」 10月12日 風土記の丘 56

139 風土記の丘 公1　文化事業 ４文化芸術団体活動支援 その他 風土記の丘友の会支援事業「山城登山」 3月28日 風土記の丘 16

140 少年自然の家
収1　施設運
営・ショップ
事業

3「少年自然の家」施設管
理運営

収益 「少年自然の家」施設管理運営事業 通年 少年自然の家 - 委託：県教育委員会
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