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令和２年度 公益財団法人しまね文化振興財団 

事業報告 

 

コロナ禍にあっても「文化芸術基本法」「劇場・音楽堂等の活性化に関する法律」「島根

県文化芸術振興条例」等の趣旨に沿い、文化芸術のみならず、多様な分野の関係者と連携

し、協力を得ながら取組みを進めた。島根県の文化芸術の振興及び児童・生徒に対する教

育の一翼を担うよう、財団の持つ専門性やネットワークを活かし、様々な団体、芸術家等

と協力・連携して県域で事業を展開した。 

徹底した新型コロナウイルス感染症対策の下、長年培った運営ノウハウを基に施設の設

置目的に沿った良質なサービス提供を行い、県民に信頼される運営に努めた。 

 

〇新型コロナウイルス感染症の影響による施設の休館等の状況 

新型コロナウイルスの感染拡大は、当財団の指定管理施設（県民会館、グラントワ、風

土記の丘）、管理運営受託施設（少年自然の家）の運営に大きな影響を及ぼした。 

４～５月の休館からはじまり、その後も自主文化事業の中止や延期、施設利用のキャ

ンセルが相次ぎ、充分に活動が行えない状況にあったが、文化芸術活動が停滞しないよ

う、６月には新しい生活様式に対応した主催事業や施設運営を再開させた。国や島根県

からの要請に従い、定員制限、来場者・利用者の個人情報取得、消毒、検温、ガイドライ

ン策定など、利用者と職員の安全を確保しながら取り組んだ。 

 

施設名    

令和 2 年の経過 
島根県民会館 

芸術文化センター 風土記の丘 

少年自然の家 いわみ芸術劇場  石見美術館 

2～3 月 ・2/26 政府の文化イベント等の

中止、延期等の要請 
施設利用のキャンセル、主催事業の中止が相次いで発生 

4 月 ・4/9 県内初感染者確認により、

県有施設休館及び主催事業中止 

主催事業中止

（貸館継続） 

主催事業中止

（貸館継続） 

休館 

4/11～24 

休館 

4/11～24 

・4/16 緊急事態宣言が全国に拡

大され休館期間延長（新規予約停

止） 

休館 

（新規予約停止）  

休館 

（新規予約停止） 

休館延長 

～5/6 

休館延長 

～5/6 

5 月 ・5/4 緊急事態宣言の延長により

休館期間延長 

休館延長 

～5/31 

休館延長 

～5/31 

・外出自粛等の緩和で 5/9 から一

部再開 

5/9 再開 

・5/14 緊急事態宣言解除により

一部再開 

5/18 再開  

6 月～ ・6/1～県有施設の利用再開   6/1 再開 6/1 再開 
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〇イベント等開催制限の状況 

徹底した感染防止対策の上での安全なイベント開催を図るために国及び島根県が示し

ているイベント開催の目安に従って運営した。 

期間 コンサート等 展示会等 

6 月 19 日～7 月 9 日 【屋内】1, 000 人又は 50％  【屋外】1, 000 人まで 

※屋内は、収容率と人数上限のどちらか小さい方を限度とする。 

7 月 10 日～9 月 18 日 【屋内】5, 000 人又は 50％   【屋外】5, 000 人まで 

※屋内は、収容率と人数上限のどちらか小さい方を限度とする。 

期間 イベント等の類型 

9 月 19 日~現在 

 

大声での歓声・声援がないことを前提

としうるもの（クラシック音楽コンサー

ト、演劇等、舞踊、伝統芸能、芸能・演芸、

公演・式典、展示会等） 

大声での歓声・声援等が想定されるも

の（ロック、ポップコンサート、ライブハ

ウス・ナイトクラブでのイベント等） 

収容率：100％以内 収容率：50％以内 

人数上限：5,000 人または収容定員の 50％のいずれか大きい方 

※収容率と人数上限でどちらか小さい方を限度とする。 

 

〇新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う職員の休業について 

島根県の要請により当財団が管理する施設が４月１１日から５月中旬（一部は５月末）

まで休館および一部休館となったことを受け、雇用の維持と事務室等の過密を避ける観

点から職員の一時的な休業を実施した。 

・休業を行った施設・人数：島根県民会館（２６人）・いわみ芸術劇場（４０人） 

・休業の期間：令和２年４月１１日～６月３０日まで 

・休業の日数：ひと月あたり３日～１０日程度 
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１．事務局 

新型コロナウイルス感染症への労務的対応として、小学校等の臨時休業に伴う保護者の

特別休暇取得や休業規程の制定、職員・家族・関係先が新型コロナウイルスに感染した場

合等の対応フローの策定等を行った。 

所管する２事業（しまね文化ファンド、写真文化事業室）の実施と、財団全体の事務の

見直し、効率化に継続して取り組んだ。「働き方改革」関連法の施行を踏まえた、より働

きやすい職場環境づくりを推進した。 

また「寄附金取扱規程」を新たに制定し、さらに財団の取り組みを紹介し寄付を募るパ

ンフレットを作成した。 

 

（１）公益信託「しまね文化ファンド」事務局運営事業 

県民が、地域文化振興、芸術文化振興、国際文化交流を目的に行う文化活動を助成す

る「公益信託しまね文化ファンド」の事務業務を受託し、受託銀行の事務規定に則り、

運営を行った。 

申請書作成から事業終了後の手続きまでのサポートのみならず、継続的な活動への

助言や支援、他の助成制度の紹介や事業企画のアドバイスも行い、総合的な文化支援

窓口としての役割を果たした。 

 令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により活動が制限された文化団体

から多数、相談が寄せられた。運営委員会に諮り、文化活動継続の支援策として事業中

止団体に対する特例給付措置を講じた。また令和３年度限定で助成回数や助成金額等

の基準緩和を決議した。 

 地域内の助成団体と合同での実施を予定していた年２回（春・秋）の助成制度合同説

明会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催を中止し、動画配信、地域の情

報誌での連載を通じて助成制度を周知した。 

  

〇助成制度広報 

地域活動応援サイト「フレフレしまね」 説明動画配信 

日刊 WEBラズダ「知らないと損する!?文化事業の「助成金」の受け方」連載３回 

○助成実績 前期：4/1～3/31に実施した事業 後期：9/1～3/31 に実施した事業 

   ※特例給付件数 計 3事業 270千円  

 

  

令和２年度 申請件数 採択件数 助成決定額 

前期 27件 27件 28,700千円 

後期 14件 14件 6,800千円 

合計 41件 

（R1年度 54件） 

41件 

（R1年度 54件） 

35,500千円 

（R1年度 41,100千円） 
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（２）写真文化事業 

島根ゆかりの写真家・並河萬里氏の写真・フィルムの保存整理やデジタルデータ化

を進めた。 

島根県内で「歴史遺産の動物たち～並河萬里写真展～」（ガイダンス山代の郷）、

「神遊び―写真家並河萬里と古代のまつり」（荒神谷博物館）の展示を行い、活用に努

めた。荒神谷博物館では平成２８年度に展示を行っており、約５年ぶりの共催となっ

た。 

並河氏の作品を出展し、共催する「東京藝術大学スーパークローン文化財展」は、全

国巡回を予定していたが、新型コロナウイルス感染症の影響により開催が叶わなかっ

た。 

 

○「歴史遺産の動物たち～並河萬里写真展～」開催実績 

 

 

○「神遊び―写真家並河萬里と古代のまつり」開催実績 

 

 

 

 

（３）人材育成事業 

専門性の高い人材の確保は財団の強みであり、職員の資質向上につながる研修、テ

ーマを絞った研修、資格取得補助などを継続して行った。 

・新規採用職員研修 

・テーマ別研修「接遇研修～自身の『印象』の重要性を認識し、おもてなしの『心』を

体現化できるようになる～」 

・専門分野の研修（舞台技術、学芸、アートマネジメント等） 

※今年度はオンラインセミナーを活用 

・施設運営上必要な資格の取得・更新費用の補助 

 

  

会  場 開 催 期 間 来場者数 

ガイダンス山代の郷 10月 21日（水）～11月 30日（月） 647人 

会  場 開 催 期 間 来場者数 

荒神谷博物館 3月 26日（金）～5月 10日（月） 
71人 

※3 月 31日時点 
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（４）法人運営事業 

 

内容 開催日 詳細 

第 33回理事会 

（書面審議） 

4月 17日（金） １職員等の休業に関する規程の制定について 

監事監査 5月 20日（水） １令和元年度事業報告について 

２令和元年度事業決算について 

第 34回理事会 

※新型コロナウイルス感

染症拡大防止のため書面

にて開催 

5月 27日（水） １令和元年度事業報告について 

２令和元年度事業決算について 

３公益認定定期報告について 

４評議員会の開催について 

５役員の選任について 

第 19回評議員会 6月 24日（水） １令和元年度事業報告について 

２令和元年度事業決算について 

３公益認定定期報告について 

４役員並びに評議員の選任について 

第 35回理事会 

（書面審議） 

6月 24日（水） １代表理事（専務理事）選任の件 

令和元年度 

事業に係る経営評

価 

7月 「島根県が出資する法人等の健全な運営に関

する条例」に基づく、令和元年度決算における

経営評価 

（団体のあり方：Ａ、組織運営：Ａ、事業実績：

Ａ、財務内容：Ａ） 

指定管理業務評価 7月 令和元年度指定管理業務についての外部評価 

（県民会館：Ｓ評価、グラントワ：Ｓ評価、風

土記の丘：Ａ評価） 

財政的援助団体等

監査（島根県監査

委員） 

9月～10月 令和元年度財政的援助団体等監査 

（指摘事項なし） 

（指導事項）検査調書について 

包括外部監査 

（島根県包括外部

監査人） 

11月 5日(木) 「外郭団体（財政的援助団体を含む）の事業等

の適正化について」 

（指摘事項なし） 

（意見） 

・有給休暇取得率について 

・本部管理機能を有する事務室等の使用について 

・公益信託「しまね文化ファンド」事務局運営事業

について 

・少年自然の家管理委託業務について 
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内容 開催日 詳細 

第 36回理事会 11月 26日（木） １令和２年度上半期事業報告について 

２令和２年度上半期決算について 

３規程の制定について 

４特別寄附金の受領について 

第 37回理事会 2月 26日（金） １令和２年度事業計画の変更及び補正予算

について 

２令和３年度事業計画について 

３令和３年度事業予算について 

４規程改正について 
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２．島根県民会館 

（１）取組み概要 

第３期指定管理６年目となる令和２年度は、「文化芸術による新たな価値の創出」を

テーマに地域の特色ある文化芸術活動の発信や次世代を担う子供たち、障がいのある

方が文化芸術に親しむ機会を提供する社会包摂を目指した取組みを計画していた。 

しかし、新型コロナウイルス感染症拡大により、自主事業の中止・延期や自粛を余儀

なくされ、施設の利用も大きく減少することとなった。こうした中でも、国・県から示

される感染症拡大防止対策を取りながら、コロナ禍であるからこそ、県民の皆様が文

化芸術を楽しみ、元気な気持ちを持っていただくための機会の提供と環境の整備に努

めた。 

特に具体的な感染症対策に関する情報収集を積極的に行い、６月には新型コロナウ

イルス対策をとった映画上映会を開催、続いて７月には感染症の専門家を招いてのア

ートマネジメント研修会を行うなど、県立施設として必要とされる取組みを率先して

行った。 

これらの経験を貸館業務でも活かし、県民会館独自のガイドライン等を作成し、利

用者との打合せも丁寧に時間をかけて説明することで、感染症対策を適切に行っても

らうよう努めた。 

また、島根の伝統芸能の魅力を発信する「しまね伝統芸能祭」や鑑賞機会や発表の機

会を提供する「地域ステージ」、「県内アーティスト発信公演」、県内文化芸術団体の舞

台ステージの映像配信を行う支援事業など、国や県の支援を受けながら、県内の公立

文化施設と連携した取組みを例年以上に拡充して実施し、コロナ禍であっても前向き

な取組みを積極的に行った。 
 

【文化事業】 

■鑑賞事業 

館内では、新型コロナウイルス感染症の影響で、当初予定１５公演のうち７公演

が中止となった。年度後半からは、入場者数制限などの感染症対策を講じた上で文

化庁の支援を受けながら公演を実施することができた。また、館外でも文化庁の支

援と県内ホールや関係団体との連携により「地域ステージ」事業を継続して実施し

た。 

■育成事業 

館内の育成事業は、講師と参加者の接触が避けられないため中止とした。 

文化芸術による子供の育成事業（芸術家学校派遣）では、新型コロナウイルス感染

症の影響により４つの学校が中止となったが、リモート開催など学校の要望に沿った

対策を取りながら、グラントワと連携・分担して全県域３１校で実施することができ

た。 

■創造事業 

グラントワと協働して２年計画で進めてきた「しまね伝統芸能祭」は、コロナ禍に

もかかわらず、大幅な変更もなく全県５会場・７公演を実施することができた。映像

配信による地元伝統芸能の発信も好評だった。 
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インクルーシブシアター・プロジェクトでは、継続して進めてきたダンス事業の中

から、視覚障がいのある方も参加する市民ダンスユニットを起ち上げた。残念ながら

公演は延期となったが、８本の映像作品を収録・配信することができ、クオリティー

も含め大変好評だった。 

 

【文化芸術活動支援事業】 

感染症専門医を講師に招き新型コロナウイルス感染症対策に関する情報提供を行

った「アートマネジメント研修会」や舞台技術研修会の一環として各種感染症対策機

器を紹介する講座、コロナ対策として映像配信に取り組んだ滋賀県立芸術劇場びわ湖

ホールの事例紹介、映像配信を行う上で必要となる「著作権」など幅広く学ぶ機会を

作った。また、コロナ禍で活動が止まりがちになることから、島根県の委託を受け「県

内文化芸術団体発表支援事業」として、県内５会場で１５団体の映像配信を行った。 

一方、県民会館を利用した文化団体の恒例行事は、軒並み中止されることになった

が、「県民手づくり第九コンサート」については、１２月の公演は中止されたものの、

舞台レイアウトの工夫など、最大限の協力を行い、代替え公演が実施された。 

公演を支える舞台技術者の人材育成についても感染症防止と参加しやすい環境づ

くりに配慮し、聴講型研修を中心に始め、年度末には実践研修の機会を提供するなど、

継続できる方法を模索しながら取り組んだ。 
 

【広報・利用促進・賑わい創出】 

■広報 

情報誌「シマカル」、プレスリリース、ウェブサイトなどで文化芸術情報を発信し

た。特に感染症対策を継続的に周知し、マスク着用や手指消毒が定着するよう努めた。 

■利用促進・賑わい創出 

コロナ禍の中では例年のような賑わい創出は難しく、その中で、一度に集客する

ことを避けることの出来るものとして、共用ロビーで、子どもいけばな教室作品展

やクリスマスイルミネーションを行った。また、感染予防対策をしっかり講じた上

で、短時間の JAZZ コンサートをロビーで行った。 
 

【貸館事業・サービス】 

■利用率・利用料収入 

緊急事態宣言に伴う休館や新型コロナウイルス感染拡大による催事の中止・延

期、また、イベント開催の制限等により、最終的に大ホール２７％（目標６６％）、

中ホール３９％（目標７１％）となった。後半少しずつ利用は回復してきたもの

の、全館利用などの大規模な催事はほぼ中止され、利用料収入は３，２００万円弱

（目標８，０００万円）にとどまった。 
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（２）文化事業の実施状況  

令和２年度は「文化芸術による新たな価値の創出」を掲げ、鑑賞事業、育成事業、創

造事業の循環サイクルによる事業展開を進めた。新型コロナウイルスの影響で県内の

文化活動が停滞する中、文化庁などからの支援を受け市町ホール、自治体、博物館、活

動団体、関係業者など幅広く連携を取りながら県域に事業展開し、「地域の文化芸術の

灯」を絶やさないように努めた。グラントワとの協働で進めてきた「しまね伝統芸能

祭」、劇場の社会包摂機能の向上をはかるインクルーシブシアター・プロジェクト、県

内アーティスト発信公演事業などでは映像の制作や配信にも取組み、舞台芸術や地域

文化振興の新たな可能性を模索した。 

 

① 鑑賞事業（おもな事業）  ※全ての事業は別紙（事業一覧）に掲載 

 
事業名 会場 開催日 

入場

者数 

館

内 

劇団四季「コーラスライン」 大ホール 11月 10日（火） 601人 

おやこ劇場連携 劇団風の子

九州「このゆびとまれ」 
大ホール 12月 5日（土） 204人 

山下洋輔 クリスマス 

スペシャルジャズライブ 
大ホール 12月 9日（水） 434人 

浜田真理子コンサート 

～まりごころ 2021～ 
中ホール 3月 13日（土） 201人 

館

外 

地域ステージ 

「琵琶で旅する耳感旅行」 

旧谷小学校 

体 育 館（飯南町） 
11月 29日（日） 55人 

地域ステージ「白崎映美＆ 

東北 6県ろ～るショー!!」 

スサ ホール 

江津市総合市民

センター 

安来市総合文化

ホール 

1月 29日（金） 

1月 30日（土） 

 

1月 31日（日） 

66人 

99人 

 

103人 

地位ステージ 

「レイヤマダ LIVE」 
メテオプラザ 2月 28日（日） 160人 

 

 

 

 

 

 

劇団四季「コーラスライン」 

 

 

 

 

 

 

山下洋輔 ジャズライブ 

 

 

 

 

 

 

地域ステージ 

 

  



11 

 

② 育成事業（おもな事業） 

 事業名 会場 開催日 参加者数 

館

外 

文化芸術による子供の育成事業 県内学校 31 ヵ所 9月～2 月 2423人 

舞台専門人材育成事業「ステー

ジテクニカルアカデミー」 

・オペラセミナー 

・照明技能・技術実践研修 

グラントワ 

2月 23日（火） 

3月 10日（水） 

～12 日（金） 

 

21人 

5人 

 

 

 

 

 

 

文化芸術による子供の育成 

 

③ 創造事業（おもな事業） 

 
事業名 会場 開催日 

入場 

参加者数 

館

内 

インクルーシブシアター・プロ

ジェクト ダンス映像「或る椅

子の、つぶやき」制作と配信 

松江市内 10 月～3 月 31人 

インクルーシブシアター・プロ

ジェクト 「劇場って楽しい」 
大ホール 10月 4日（日） 96人 

しまね伝統芸能祭 

「芸能開闢古事記」 

「クロージング公演」 

 

中ホール 

大ホール 

 

11月 22日（日） 

11月 23日（祝） 

 

184人 

252人 

館

外 

しまね伝統芸能祭 

交流公演 

サンレディー大田 

古代鉄歌謡館 

隠岐島文化会館 

10月 18日（日） 89人 

77人 

106人 

10月 25日（日） 

11月 7日（土） 

県内アーティスト発信公演 

県内 8団体 

（劇団ハタチ族、隠岐島音楽祭

実行委員会、トリオ・シュ・シ

ュ、劇団 8ch、mix juice、劇団

一級河川、三刀屋高校演劇部、

劇団レンズ装置） 

島根県民会館 

隠岐島文化会館 

布勢町体育館 

加茂文化ホール 

大田市民会館 

AZTIC canova 

ビッグハート出雲 

チェリヴァホール 

木綿街道交流館 

ビッグハート出雲 

10月 14日（水） 

11月 21日（金） 

11月 22日（土） 

12月 27日（日） 

2 月 6･7日(土･日） 

2 月 14日（日） 

2 月 21日（日） 

2 月 26日（金） 

2 月 27日（土） 

2 月 28日（日） 

23人 

49人 

84人 

92人 

91人 

47人 

26人 

153人 

13人 

21人 
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或る椅子のつぶやき（映像） 

 

 

 

 

 

 

しまね伝統芸能祭 

 

 

 

 

 

 

「芸能開闢古事記」 

 

 

 

 

 

しまね映画塾リモート開催 

 

 

 

 

 

 

県内アーティスト発信公演 

 

■文化事業の成果と課題 

〇成果 

・自主公演は年度前半ではほぼ中止となったが、コロナ禍での感染症対策としてすべ

ての公演で集客定員を収容人員の１／２以下とするなどの対策を講じて、年度後半

は県域で多くの公演を実施することができた。 

・コロナ禍では、密を避けながらも作品やパフォーマンスを届ける手段として、映像

配信が注目されている。当館自主事業でも公演映像の収録配信、ダンス映像作品の

制作と配信、イベントや講演会のライブ配信などを実施して、そのノウハウや有効

な活用方法を蓄積中である。 

≪配信を実施した事業≫ 

  しまね伝統芸能祭（映像収録・配信）７公演中５公演    総視聴数５，０５７回 

  ダンス映像作品短編集（映像作品製作・配信）全１８作品  総視聴数３，１５４回 

  県内アーティスト発信公演 （映像収録・配信）６公演   総視聴数２，５４４回 

  県内文化芸術団体発表支援事業（映像収録・配信）１５団体 総視聴数６，９０６回 

  しまね映画塾 （映像製作配信、講座上映会・ライブ配信） 

アートマネジメント講座（講演会・ライブ配信） 

・劇場の社会包摂機能を充実させたコミュニティーシアターを目指す「インクルー

シブシアター・プロジェクト」事業では、視覚障がいのある方と創作するダンス公

演は延期となったが、ダンス映像作品短編集を制作・配信することができた。継続

して事業を行ってきた実績から他県の先進施設との連携も進んでおり、国際障害者

交流センター（ビッグアイ）や鳥の劇場などの社会包摂関連事業を島根で開催する

など広がりが生まれている。 
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〇課題 

・現時点でも、新型コロナウイルス感染症は終息の兆しを見せない。文化・芸術の素

晴らしさを県民が広く享受できるために何ができるか、感染の状況を見定め、しっ

かりとした感染症対策をとりながら事業を展開していく必要がある。観客や参加

者、アーティストはもちろん、管理者サイドの安全も確保しながら「文化芸術の灯

を絶やさない」「県民が文化芸術を享受できる機会を失わない」ために、極めて難

しい事業運営を続けていかなければならない。 

 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止・延期となった事業一覧 

実施予定日 事業名 中止･延期 

4 月 18・19 日 マイ・ラスト・ソング／鑑賞事業 中止 

4 月、5 月 名画劇場（4・5 月上映）／鑑賞事業 中止 

4 月 26 日 いきものがかりコンサート（共催）／鑑賞事業 中止 

5 月 16 日 未来フェスしまね（実行委員会）／鑑賞事業 中止 

5 月 23 日 ゴスペラーズコンサート（共催）／鑑賞事業 中止 

6 月 23 日 演劇公演「リムジン」／鑑賞事業 中止 

6 月 27 日 落語 米朝一門会 ／鑑賞事業 延期 

11 月 2 日 劇団四季 こころの劇場（共催）／鑑賞事業 中止 

2 月 14 日 めざましクラシックス（共催）／鑑賞事業 中止 

通年 舞台芸術アカデミー／育成事業 中止 

5 月 ステージクリエイター養成講座／育成事業 中止 

12 月 13 日 県民手づくり第九コンサート（実行委員会）／支援事業 中止 

7 月 12 日 広島交響楽団島根定期演奏会（実行委員会）／鑑賞事業 次年度延期 

1 月 24 日 インクルーシブシアター・プロジェクト ダンス公演／創造事業 次年度延期 

 

 

（３）文化芸術活動支援事業の実施状況 

①県民、文化芸術団体の文化芸術活動支援 

新型コロナウイルスの影響により大きな打撃を受けたエンターテイメント、舞台

芸術、文化イベントを支援する文化庁の「アートキャラバン事業」を島根県の取りま

とめ団体として、島根県民会館で受託。日本全国で展開された「JAPAN LIVE YELL 

project」に参加し、県域で各種公演事業を開催したほか、支援事業として風土記の

丘、松江歴史館、グラントワ、アルテピアと連携して「歴史と人とアートをつなぐイ

ベント」を共同開催した。 

・歴史と人とアートをつなぐイベント 

「ヒストリー&アニマルフェスタ」（八雲立つ風土記の丘） 

「HAGANE ツリー2020点灯祭」（安来市文化ホール アルテピア） 

「錦影絵&落語会」（松江歴史館） 

「和太鼓発表会 太鼓大好き★どんどこどん！」（グラントワ） 
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・県内文化芸術団体発表支援事業 

県内の文化芸術団体の支援策として「県内文化芸術団体発表支援事業（SHIMANE 

ARTIST STAGE）」を島根県より受託。県内５つの劇場協力の元、県内１５団体のス

テージパフォーマンスを収録。専用のサイトも起ち上げ、全国に配信した。 

 

・相談窓口・公演支援 

舞台技術の専門知識や施設運営のノウハウを活かし、実際の舞台に関するアドバ

イス、情報の提供などを行う相談支援を実施した。コロナ感染症に関する安全対策

など、安心して利用できる環境を整えるための相談などを行った。 

 

・学校活動等支援 

地域の文化芸術活動を支える人材の育成、また舞台公演に必要な知識の習得機会

を提供しているが、多くが中止となった。 

■島根大学連携 

新型コロナウイルス感染症拡大のため支援内容を変更し一部実施 

■島根県立大学 

保育教育学科が実施する「ほいくまつり」において、学生が行う舞台進行、音響

操作、照明操作や会場運営に関して、舞台公演に必要な知識を習得する機会と公

演支援を行う予定であったが、新型コロナウイルス感染症拡大のため中止 

※定例で行っていた「連携推進会議」も開催を見合わせた 

■島根県高等学校文化連盟 

コロナ禍の中で、当初計画は中止となったが、演劇活動を支えるため、夏休み期

間を利用して２日間、時間を区切って団体が入れ替わる方法で「高校演劇講習会」

（舞台、照明、音響）を開催 

 

・プラットフォーム支援 

県内で活動する団体などに対し、プラットフォームの機能を発揮し、様々な形で支

援を行っている。コロナ禍で「県民手づくり第九コンサート」は公演が中止となっ

たが、何らかの活動の継続を望む参加者の声を受け「特別コンサート」が開催され、

実現に向けて支援を行った。また、「しまね映画祭事務局」の支援を継続して行っ

た。 

 

②公立文化施設等の能力向上 

・公立文化施設協議会 

県内３０の公立文化施設が加盟し島根県民会館が事務局を務めている。定期総会・

幹事会、あるいは研修会を開催し、情報交換や公立文化施設の抱える諸問題につい

て協議を行っているが、研修会については開催を見送ることとなった。 

 

・舞台技術の能力向上 

離島や中山間地域で不足している舞台技術者を育成するため、（一財）地域創造の
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助成を受けて行う研修会は、オペラを題材に実施した。また、コロナ感染症対策に

必要な機器や備品の情報提供、映像配信に関連する知識の習得の場を提供した。 

 

■ステージテクニカルアカデミー2020（出前研修及び実践研修）《再掲》 

 オペラセミナー、照明技能・技術スキルアップ実践講座をグラントワにて開催 

■島根県舞台技術研修会（情報提供、舞台を支える知識学ぶ聴講型研修会） 

感染症対策機器の紹介、映像配信技術の知識、映像配信の著作権に関する知識 

の提供 

 

③活動を支援する人材の育成 

・アートマネジメント講座 

松江赤十字病院感染症専門医を招いて、県内公立文化施設職員がコロナの知識、対

策を学ぶ講座を開催した。コロナウイルス感染症の基礎知識や、劇場、イベントで

の感染症対策を学んだ。ライブ配信も実施して、広く参加できる体制をとった。 

 

・地域活動を支える人材の育成 

地域の活動（祭りの音響、イベントのスタッフなど）を支えるスタッフを育成する

ため、県民を対象に「スタッフ研修会」を通年で開催した。コロナ禍もあり、実践

研修から聴講型研修会を増やして実施した。昨年度３月に中止していた「スタ研ま

つり」を９月に実施。令和３年２月～３月にかけては、中ホールにて実践研修を実

施した。 

 

④芸術文化情報の収集・提供 

・島根県民会館情報誌「シマカル」編集・発行 

会館の情報を中心に情報提供する情報誌として新たに創刊。施設として伝える情

報をまとめて発信する計画であったが、公演等の周知に加え、新型コロナ感染症拡

大防止対策への理解を求める役割も担った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ステージテクニカルアカデミー 

 

 

 

 

 

スタッフ研修会 

 

 

 

 

 

舞台技術研修会 
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■文化芸術活動支援事業の成果と課題 

〇成果 

・コロナ禍にあって、県の中核施設の役割として率先して対策を示す必要を感じ、情

報収集から対策案の検討など前向きな気持ちを忘れずに取り組むことができた。臨

時休館が終わった６月、会館の利用再開の機運を高めるとともに、医療機関への感

謝・応援のメッセージとしてのブルーライトアップ事業を全国１６ヶ所の劇場と連

携して開催。続く７月には、アートマネジメント講座を開催し県内施設の再開に向

けた感染症対策等の情報発信を行った。 

・文化芸術活動を絶やさないため、育成した文化芸術団体や相談に訪れる活動者への

相談支援を行い、活動意欲を失わないための働きかけに努めた。年度後半に感染者

が横ばいになった頃から、専門人材の育成事業にも取り組み、特に人材の減少が顕

著な舞台技術者の能力の向上のために、実践研修の機会を提供した。 

・多くの活動の機会が失われた1年であり、活動の減少による活力低下は見受けられ

たものの、様々な支援により次年度からも継続できる環境づくりに取り組んだ。 

 

〇課題 

・感染症の収束が見えない中、ＷＥＢあるいはオンラインを活用するなどの取組みや

機会を提供していく必要が高まっている。これまで機会の少なかった「映像」など

に関する知識や技能を習得していくよう努めて行きたい。 

 

 

（４）広報・利用促進事業の実施状況 

①広報事業 

ポスター・チラシ、CM、情報誌、WEB 等の自ら発信する情報、マスコミへのプレス

リリースも行い、県民会館の活動への理解が広がるよう、情報発信に努めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヒストリー＆アニマルフェスタ 

 

 

 

 

 

 

錦影絵＆落語会 

 

 

 

 

 

 

アートマネジメント研修会 
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②誘客促進事業 

事業名 会場 開催日 参加者数 

島根県民会館×松江歴史館  

親子バックステージツアー2020 
大ホール 8月 8日（土） 

20組 

50人 

クリスマスイルミネーション 

「和紙 de クリスマス」 
共用ロビー 

12月2日（水） 

～12月25日（金） 

－ 

“1日かぎり”のライトアップ点灯

式「オトナのJAZZ de クリスマス」 
共用ロビー 12月12日（土） 

70人 

子どもいけばな教室作品展 
共用ロビー 

2月13日（土） 

～2月17日（水） 

－ 

 

③入場券の販売促進  

・プロムナードギャラリー、ポスター掲示コーナー 

・総合インフォメーション、オンラインチケット 

多くの公演が中止・延期となり、チケット販売業務の年度前半は主催事業の払戻対

応が中心となった。こうした状況にあって、チケット販売についてもＷＥＢの比重

を増やす取組みが必要という考えが主流になり、オンラインチケット販売の活用

が以前にも増して重要となった。 

 

④地域との連携 

新型コロナウイルス感染症により、地域との連携事業は見合わせた。 

 

 

 

 

 

 

 

親子バックステージツアー 

 

 

 

 

 

 

和紙 de クリスマス 

 

 

 

 

 

 

 

オトナの JAZZ de クリスマス 

 

 

⑤利用促進 

〇入館者数実績 

入館者数 
令和２年度実績 令和元年度実績 

174,425 人 423,066 人 

※ホール入口及び正面入口（県庁側）に設置した電子カウンターによる計測値 
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■広報・利用促進事業の成果と課題 

〇成果 

・不要不急な外出が出来ない中、開催した「島根県民会館×松江歴史館 バックステ

ージツアー」は、子供たちには良い思い出作りとなった。また、スタッフ研修会会

員とともに行った「オトナのJAZZ de クリスマス」などでは、コロナ禍の中でも

賑わい創出に努めた。 

・例年のような賑わいの創出ができない中、何ができるのか、どうすればできるのか

を考え、コロナウイルス感染予防対策を十分に講じた上で、夏休みバックステージ

ツアーやロビーでの短時間のＪＡＺＺコンサートを行い、また、一度に密になるこ

とを避けた共用ロビーでの子どもいけばな作品展やクリスマスイルミネーション

などを通し、県民会館を身近に感じてもらう努力をした。 

 

〇課題 

・オンラインチケット販売 

県民会館でも、ここ数年、オンラインチケット販売に力を入れており、より効率的

な運用が可能となるシステムへの切替等も進めてきた。コロナ禍前でも公演によ

っては４割程度の方がＷＥＢで購入される状況になっていた。しかしながら、コロ

ナ対策としても、さらにもう一歩進める取組みが必要と考え、手数料等の見直しや

友の会制度の見直しを行い、直近の公演では７割を超える方がＷＥＢで購入され

るようになっている。コロナ収束後も、ＷＥＢへの流れは強まると思われ、今後も

継続的な見直しが必要である。 
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（５）貸館事業の実施状況 

①施設利用の実績 

緊急事態宣言による県有施設の休館、再開後の施設の利用制限による利用料５割

減免等に加え、その後も主に大型イベントの中止・延期が相次ぎ、稼働率は軒並み目

標を下回った。年度後半、会議室を中心に少しずつ利用は戻りつつあったものの、稼

働率・利用料収入ともに目標には大きく届かない結果となった。 

 

〇稼働率・利用料金収入実績 

施設名 年間目標 令和２年度実績 令和元年度実績 

大ホール 66％  27％ 55％  

中ホール 71％ 39％ 66％ 

リハーサル室 72％ 58％ 82％ 

会議室 46％ 30％ 42％ 

展示・多目的ホール 46％ 26％ 47％ 

利用料金収入 80,000,000 円 31,845,760円 78,192,340円 

 

②利用料金の設定 

a通常期・冷暖房オフシーズンの料金表表示 

冷暖房料金が加算される通常期（冷暖房適用期間：6/1～9/30、11/1～3/31）の実

際にかかる利用料金が一目で分かるよう、利用料金表を「通常期」と「冷暖房オフ

期間」の２種類表示している。 

bモデル料金の設定 

催事内容に応じた設備器具の料金を専門知識のない利用者にも分かりやすく伝え

るため、「講演会モデル」「録音モデル」などのモデル料金を設定している。 

■利用料金表 ■モデル料金表 
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c 割引料金の設定 

■大・中ホール早期申込み割引 

固定客の確保と早期の利用日確定の狙いから、大・中ホールについて、利用日の

１０ヶ月前までに本予約を行いかつ料金支払いを完了した場合、利用料金２０％

を割引する割引料金を設定している。[令和２年度の適用件数：１件] 

■オフシーズン割引 

大・中ホールの３ヶ月先の月間予約状況が５０％を割りこむと予想され、利用日

の６０日前から１０日前までに予約し利用申込書を提出する場合、利用料金の２

０％を割引する「オフシーズン割引」を設定している。  

■大・中ホール練習利用直前割引 

大・中ホールを、県民会館での本番を伴わない練習・リハーサルで利用する場合、

従来通り利用日の３０日前から１０日前までの予約で５０％割引としている。 

■平日夜間会議室割引 

利用率の低い平日夜間の会議室について、利用日の１０日前から当日までに予約

した場合、減免申請書の記載なしで２０％割引とし、会合等の利用を促進した。 

[令和２年度の適用件数：１１件] 

d 延長料金設定 

午前９時から午後１０時の開館時間帯以外の深夜及び早朝の利用については２

０％の割増料金を設定している。開館時間外の利用・要望は増えており、今後も可

能な限り対応して、利用しやすい環境を提供したいと考えている。 

③減免の実施 

従来どおり小・中学校に加え、保育所及び幼稚園が行う幼児を対象とする教育

的、文化的催し物も未来の投資として５割減免とした。また、島根県文化団体連

合会加盟団体の行う文化活動を始めとする県民の主体的な文化活動については、

２割減免を行ったほか、通常は一年前からの予約受付を１３ヶ月前から優先的

に受け付け、重点的に支援した。 

また、「その他、理事長が特に認めるもの」として減免していた「公共的な活

動を行う障がい団体・福祉団体等が主催するもので広く県民福祉の向上に資す

る内容と判断されるもの」について、規程を改正して減免対象として明示したが

新型コロナウイルス感染拡大の影響もあってか、令和２年度中の該当はなかっ

た。 

   

    a減免規程 

〈利用料金の減免 条例第１５条〉 

第５条 

条例第15条の規定により利用料の減免を受けようとするときは、利用料減免申込書(

様式6号)を、利用申込を行う際に提出しなければならない。 

２ 利用料金を減免する対象事項と減免率は、次のとおりとする。 
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b減免適用 

文化団体１８０件、教養講座３２５件、学校関係１１７件、合計６２２件に減

免を適用し、活発に利用された。 

※④鑑賞団体・⑤NPO法人等は、⑥の文化団体の枠で減免を行っている。 

 

c 新型コロナウイルス感染症対策に伴う減免適用 

県立施設では、屋内施設の定員を１／２にした上で、施設使用料を１／２に減

免する措置が取られ、３９５件の減免を行った。 

※大声での発声、歌唱や声援を伴わないものについては段階的に緩和されてきた 

が、内容によっては現在も継続中である。 

  

  

減免対象事項 減免率 

1 

教育委員会、児童福祉法第 39 条第１項に定める保育所（以下「保

育所」という。）又は学校教育法第１条に定める学校（以下「学校」

という。）が主催して、乳幼児、小学生及び中学生のために教育的、

文化的な催し物を行うとき。 

５割 

2 
教育委員会又は学校が主催して、生徒（ただし、中学生を除く。）

及び学生のために教育的、文化的な催し物を行うとき。 
２割 

3 公共的団体が、慈善を目的として行う芸術文化公演事業 ３割 

4 
芸術文化鑑賞を目的とする団体が、年間４回以上行う芸術文化鑑

賞事業。(鑑賞団体対象) 
２割 

5 
芸術文化活動や文化振興を目的とする公共的団体(公益団体等)が

行う芸術文化公演事業。(NPO 等の法人・団体を対象とする) 
２割 

6 
島根県文化団体連合会及び島根県芸能文化協会またはそれらの加

盟団体が行う芸術文化(公演・展示）事業。 
２割 

7 
月２回以上定期的に利用する場合で、理事長が認めるもの。(教室

を対象とする。） 
２割 

8 
公共的団体のうち、障がい団体・福祉団体等が主催して行う大会等

で理事長が認めるもの。 
２割 

9 その他、理事長が特に認めるもの。 ２割 

〔備考〕                                                   

１.1号 2 号において、教育委員会、保育所又は学校に準じるものが、乳幼児、児

童、生徒及び学生等のために教育的、文化的な催し物を行うときも同様とする。                             

２.1号、2号において、鑑賞を目的として、乳幼児、児童、生徒及び学生が出演し

ない場合は、｢入場料 1,000 円以下｣の使用料とする。                                

３.1 号で定める乳幼児、小学生又は中学生、2 号で定める生徒又は学生の両方を

対象として教育的、文化的な催し物を行う場合、２号を適用する 

４．6 号においては、主として当該団体が出演又は出品する場合とする。 
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（６）利用者サービス向上  

①利用者サービス 

a 舞台運営サービス 

コロナ禍の中でも感染対策を実行しながら、大・中ホールの利用にあたっては、

舞台技術の専門職員が公演準備から舞台進行監督・音響・照明・映写等、公演に必

要な技術を提供した。また、マイクやピアノの鍵盤など、利用者が直接触れる設備

については、利用後の消毒・UVC照射機による滅菌処理を実施した。 

一方、外部技術者が乗り込んで行なう舞台公演では、体調不良者発生時のフロー

チャートを作成して、楽屋口での検温による体調不良者の早期発見などを実行しな

がら、公演計画に沿った技術サポートや安全管理・施設のルールによる利用指導を

行った。特に照明調整室では、技術者が密になる場面も見られるが、利用後のUVC照

射による滅菌に努め、感染拡大防止対策に注力を注いだ。 

コロナ対策について万全を期すため、打合せ時間や下見・相談の充実、これまで

の利用で蓄積してきたCADを利用した舞台図面による見える化・公演への助言・ノウ

ハウを活かした舞台作り等、納得の行く舞台公演を実現させて利用者満足度の向上

を図っており、引き続き、過去に蓄積したデータから、準備時間の効率化や過去に

抱えた課題の解決を図った。 

このほか、会議室で映像配信を行う利用が増えたこともあり、音響等の技術的な

支援に応えられるよう取り組んだ。また、機器の突発的な不具合などにおいて、緊

急避難的な代替策などを整え、運営に支障が生じないよう努めた。 

 

b 主催者支援 

催し物の企画・施設の運営・舞台進行などについて「舞台相談窓口」で相談を受

け付けた。また、チケット預かり販売、コイン式コピー機設置、FAXサービス、宅配

便受付、傘の無料貸出（松江だんだん傘）、主催者への駐車場割引機貸出など様々な

サービスを通して、使いやすい環境づくりに努めた。 

 

ｃ 新型コロナウイルス感染拡大防止対策（利用者貸出し備品含む） 

○機械式空調機による外気導入率の変更（換気管理） 

○職員はマスクの着用 

○非接触型検温器の貸出し 

○自立型検温器の貸出し 

○座席カバーの貸出し 

○７２時間以内の利用には、客席消毒を実施 

○打合せ時の検温管理、手指消毒等の実施 

○ドアノブ、スイッチなど、定期的な消毒 

○長時間利用される調整室など、UVC照射によるウイルスの不活性化 

○オンライン打合せなどへの対応 

○映像配信への技術的な対応 

○ソーシャルディスタンスを保った貸出し対応 
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（月はじめの予約抽選日には、利用受付場所を変更して対応） 

○会議室利用者へは、アルコールティッシュの貸出し 

○鍵の消毒 

○換気ができない貸し施設の利用停止（２０３会議室） 

 

ｄ 鑑賞サポート・バリアフリー機能強化 

主催公演時の無料託児サービスあるいは、子供用の高さ調節クッション・ひざか

けの貸出、オペラグラスの貸出といった様々な鑑賞サポートを行ってきたが、感染

症対策上も対応が難しく現時点ではサービスを中止している。 

一方、大・中ホールの「磁気ループ補聴器対応エリア」は常時使用できる状態に

しており、座席表や公演パンフレットなどでご案内しているほか、車椅子の貸出（４

台設置）については、継続して実施している。 

 

e有料駐車場運営業務 

県民会館利用者の利便性向上を図るため、設置されている駐車場の管理運営を

行った。コロナ禍で利用は大きく減少し、県納付額も１，８４０万円弱となり例

年の６４％弱となった。 

 

②利用時間、休館日 

a利用時間 

開館時間は原則として午前９時から午後１０時までであるが、準備・撤去におい

て利用時間の繰り上げ（早朝利用）、延長（深夜利用）の必要があると認めた場合に

は利用を許可し、柔軟な対応を行った。 

また、開館時間である午前９時の利用開始前の気象条件が利用者の安全に配慮が

できないような場合において、受け入れ準備が整っている施設への入館を許可した。 

 

b休館日 

条例どおり毎月第２・４月曜日及び年末年始（12/29～1/3）を休館日としつつ、 

月曜日が祝日にあたるときは開館し、その翌平日を休館日として対応した。 

    

③利用者の要望、苦情その他の対応状況 

トラブル、苦情・要望については、設置者である県への報告、設備の故障等への対

応など必要な措置を適切に行っている。 
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【主なトラブル】 

・利用者の階段踏み外しによる転倒（病院まで送迎） 

・会議室音響設備故障（製造後２７年経過した拡声装置故障。交換部品もなく中古

部品を探し応急的な対策をとった） 

・新型コロナウイルス関連（払戻、貸館催事の延期・中止の要望・抗議） 

【主な苦情・要望】 

・駐車場が少ない（来館者） 

・トイレが少ない、便座が冷たい、ウォシュレットが欲しい（ホール来館者） 

・大ホール階段がきつい、エレベーターに乗っても階段がある（ホール来館者） 

・客席の座席が狭い、窮屈（ホール来館者） 

・新型コロナウイルス関連（主催者から感染症対策相談等） 

・ホールが寒い又は暑い（ホール来館者） 

※コロナ対策のため換気量をあげていることも一因 
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主催事業：公演来場者にアンケートを実施し分析を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）施設の維持管理・危機管理の実施状況 

１９６８年９月の開館以来、５２年が経過しており、耐震補強はされたものの、施

設・設備の老朽化が進んでいる。こうした中でも、平素からトラブルや動作不良が出

ないように適切な維持管理に努めた。 

また、島根県により建物及び機械設備・電気設備・空調設備及び特殊設備（舞台機

構・音響設備・照明設備）の保全計画策定が行われ、建物の状況を報告し、修繕が必

要な箇所の現地調査に協力を行った。特に舞台関連の特殊設備については、財団の職

員側による劣化診断を実施し、計画策定に全面的に協力を行った。 

保全計画策定に関連し、全国公立文化施設協会の支援員派遣制度を活用して元新国

立劇場技術部長による改修計画作成のための研修会を開催して維持管理能力の向上に

努めた。 

 

 ①施設の維持管理について 

a外部委託内容、進行管理 

○再委託を行う対象業務 

・特殊専門性を必要とする業務 

・スポット的で単発的な業務 

・設備・備品製造元から維持管理事業者が指定されている業務 

・専門事業者に再委託した方が、適切な業務を安価に実施できる業務 

 

○再委託先の選定方法の考え方 

・基本として県内業者優先で入札 

・特殊業務で県内に該当の事業者がいない場合は、県外事業者も対象 

・特殊業務で対応できる事業者が限定される場合には、特命随意契約 

・故障が発生した場合、早急に対応できる事業者を優先 

・専門的な技術力の保持、海外製品などは、国内代理店の研修に参加している事業 

者を優先 

アンケート集計を行った中から、

主な５公演について満足度を集

約した。 

公演当日のアンケートによる満

足度集計は高くなる傾向がある

ため、オンラインチケット販売で

の顧客データ分析なども活かし、

今後の公演につなげて行きたい。 
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○再委託業務の進行管理方法  

再委託も利用者からみれば県民会館業務であり、その品質管理責任は県民会館に 

あることから、以下の方法で進行管理を行った。 

・仕様書は、業務に求める内容、要素を明確にする 

・作業報告書の提出、現場確認をする 

・事前協議の場を設け、職員と情報を共有する 

・定期的に連絡会議を開催し双方のコミュニケーションを図る 

特に警備・清掃業者とは定期的に連絡会を行うほか、日々の利用状況等の情報交

換を実施 

・防災訓練等にも参加してもらうよう働きかける 
   

b補修・修繕の状況 

急を要する修繕や軽微修繕４１件を指定管理者負担で実施した。 
 

cホール運営業務 

大、中ホールの舞台機構や音響・照明設備を安全に利用するため、舞台専門職員

による管理運営を行った。また、予期せぬ不具合や故障を防ぐため、日々の自主点

検や委託保守管理を行い、予防保全に努めた。 

大、中ホールで開催されるコンサート等では、会館設備に重大な損害が生じない

よう、事前の打合せや会館設備が持つ機能の範疇において施設のルールを定め、指

導や助言を行ない、施設内事故ゼロを達成した。 

また、電波法の改正によるB型帯域ワイヤレスマイクの更新を県と共同して取り

組んだ。その他消防法や労働安全衛生法など関連法令に定められた必要な資格や

特別教育を受講し、法令順守に努めた。 
 

○舞台で使用する仮設足場に関する法令（平成２７年７月１日施行） 

足場の組立て等作業主任者（２名） 

足場の組立等特別教育受講者（４名） 

○高所作業に関する特別教育（平成３１年２月１日施行） 

フルハーネス型墜落制止用器具使用作業特別教育修了者（６名） 

    ※県と共同して、法令対応となったフルハーネス型安全帯の導入を行った。 
 

②危機管理体制について 

日常点検やヒヤリ・ハット事例の蓄積を中心にして日々事故防止に取り組んでいる。

特殊な機器が多いホール運営では、劇場等演出空間運用基準協会の安全衛生管理をも

元に教育指導等を通して安全に努めた。 

特に、災害のなかでも火災が発生した際の実践的な対応を中心に、火災設備等の操

作～現場確認～通報～避難誘導という一連の流れのポイントを絞り訓練を行った。 
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a 危機への備え 

○ＡＥＤの設置 

○緊急情報の収集（防災メールへの登録） 

○防災備品の設置 

○警察官立ち寄り所機能、交番へ日々の催事情報の提供 

○応急手当普及員の配置 

○防災訓練、シミュレーション訓練、避難誘導訓練の実施 

○舞台高所転落時のレスキューキット備品設置 

 

b 危機管理マニュアルの整備状況 

基本 危機管理マニュアル 

・基本方針 

・判断基準・行動基準 

・基本組織体制 

・危機管理教育 

・危機管理関連書類 

・危機管理関係予算及び執行 

事故 テロ・騒動 自然災害 

・火災 

・停電 

・人身事故 

・設備損壊 

・周辺施設の事故 

・不審者侵入 

・爆破予告、爆弾騒動 

・悪臭騒ぎ 

・感染症 

・嘔吐物対応 

・地震 

・風水害 

新型コロナ対応 

・職員感染 

・貸館対応 

 

ｃ ＢＣＰ（事業継続計画書）への取組み 

災害や事故で被害を受けても、重要業務が中断しない、または中断しても短い

期間で再開するための方法や手段を取り決めておく「事業継続計画」を策定して

いる。 

 

③個人情報の取り扱いについて 

ａ 個人情報の取得 

施設利用者や事業参加者、友の会会員、記名アンケート等、利用目的を特定

し適正な方法で取得している。 

 

ｂ 個人情報の利用 

個人情報保護の重要性を認識し、利用目的の範囲内で利用している。 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため来場者から取得した個人情報は適切

に管理し、２ヶ月を目途に破棄している。 

 

ｃ 個人情報の管理 

６か月以上使用する個人情報については、利用目的の範囲内で事実と合致するよ

うにし、個人情報管理台帳を作成し、漏えい・滅失・毀損等の防止について安全対

策を実施している。委託先において個人情報を取り扱う場合、委託先に対し適切に

管理・監督を行っている。 
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■管理体制 

・個人情報保護士（２名取得）、各課責任者、ネット対応チームによるチェックの

実施、問題があれば総括責任者に報告し即時改善する。 

・業務を外部に委託する場合、契約書に個人情報管理について必ず盛り込み、個人

情報管理状況について確認を行っている。 
  

    ■管理方法 

    ・個人情報管理台帳により、個人情報の種類、件数、保管場所等について当財団で

取り扱っている個人情報を洗い出し、管理している。 

 

 

（８）管理運営の体制 

「総務広報課」「施設利用課」「文化事業課」の３課を設置し、時差勤務や長時間勤

務・短時間勤務の組み合わせなど、柔軟な勤務シフトによる効率的・効果的な運営を

行った。 

また、仕様書に定められた資格者を配置し、利用される方の安心・安全の確保に努

めたほか、職員研修の機会を確保することで職員の資質向上に努めた。 

 

  a組織図、人員体制 

 
 

 

b資格者の配置 
指定管理業務協定書・仕様書に基づき、必要な人員を配置した。また、資格取得

費用の補助や資格手当の支給などを通し、職員の資格取得を推奨している。 
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c 職員研修の実施状況(主な研修) 

 

ｄ 勤務シフト 

○開館時間：午前９時～午後１０時 

○受付時間：午前９時～午後７時（チケット業務は午前１０時～午後６時） 

 

■勤務シフト例 

長時間勤務 短時間勤務 時差勤務 

８：３０～１８：１５ ８：３０～１６：１５ ９：３０～１８：１５ 

８：３０～１９：１５ ８：３０～１５：１５ 1０：３０～１９：１５ 

８：３０～２０：１５ ８：３０～１３：１５ １１：３０～２０：１５ 

８：３０～２１：１５ ８：３０～１２：１５ １２：３０～２１：１５ 

１０：３０～２０：１５ ９：３０～１７：１５ ９：４５～１８：３０ 

   

 

 

 

 

 

 

研修名 開催日・開催地 参加人数 

Webinarワイヤレス関連等のセミナー 
4/7～10、17、 

21～22 ｵﾝﾗｲﾝ 
22 

昭和音楽大学「実演舞台芸術ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ養成講座」

《オペラ制作》 

9/18、23、25、 

10/7 ｵﾝﾗｲﾝ 
8 

接遇研修 10/12県民会館 全職員 

全公文第 2回支部委員会 10/22-23高松 1 

劇場・音楽堂等 個別施設計画策定推進オンライン

セミナー 
11/2 ｵﾝﾗｲﾝ 1 

全公文中四国業務管理研究会 11/26呉 2 

公共劇場舞台技術者連絡会「いまさら聞けない配

信の全て」 
12/8益田 3 

劇場職員セミナー2021（愛知県芸術劇場） 1/20～22 ｵﾝﾗｲﾝ 1 

全公文全国アートマネジメント研修会 2/15～28 ｵﾝﾗｲﾝ - 

全公文第 3回支部委員会 2/18～19岩国 1 

日本照明家協会中国支部安全講習会 3/23広島 1 

消防訓練（夏） 8月 全職員 

消防訓練（冬） 2月 全職員 

バリアフリー、人権・障がい研修（コロナ関連） 2月 全職員 
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（９）収支状況 

施設利用料金収入については、新型コロナウイルス感染拡大の影響により全国大会

やコンベンション利用、文化団体の利用がほとんどなくなったが、夏頃から制限定員

内でのコンサート等が少しずつ開催され出し、県庁等の会議利用とあわせ例年の４割

程度の利用となった。 

一方、支出については、光熱費のうち、電気料金は基本料が固定額であることもあ

り、稼働の減少に対する減少幅は小さく、３割強の減少に留まった。 

 コロナ対策のための消毒液、感染症対策機器の購入など一部は、国の補助対象とな

ったが、ドアノブ等の消毒作業にかかる清掃業者への手数料は対象とならず、追加的

費用となった。 

また、文化事業については、文化庁の委託を受け県全体で行っている学校へのアウ

トリーチ事業に加え、国の規模の大きな補助事業を活用することができ、文化芸術に

触れる機会が減っている県内各地で事業を展開するとともに、一部を一般管理費とし

て運営費に充てることができた。 

このほか、緊急事態宣言発出による休館や貸出しの急激な減少となった４～６月は

職員を交代で休業させたこともあり、雇用調整助成金の給付を受けた。 
 

 

〇外部資金の活用 

事業名 助成 

島根県「県内文化芸術団体発表支援事業」 島根県委託事業    

文化庁「芸術家の派遣事業」 文化庁委託事業    

文化庁「ジャパン・ライブ・エール・ 

プロジェクト」 

公益社団法人 

日本芸能実演家団体協議会  

しまね伝統芸能祭  一般財団法人地域創造  

ステージテクニカルアカデミー2020   一般財団法人地域創造  

文化施設の感染症防止対策事業 文化庁          

雇用調整助成金 島根労働局       
  

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

３．島根県芸術文化センター「グラントワ」 

（１）取組み概要 

第３期指定管理６年目となる令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の対応に翻

弄され続けた一年であった。令和２年度の重点テーマとして掲げた【石見地域の芸術

拠点として、「連携」「協働」「交流」による文化芸術の創造と発信】については中止・

変更を余儀なくされた。実施できた事業についても事前申込制や入場者数の制限、リ

モートのみでの実施や、リモートとリアルを組み合わせた実施など今までにない対応

を迫られた。 

美術館企画展の中止や会期変更、文化事業や誘客事業の中止・延期、そして新型コ

ロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言の適用等に伴う施設の休館対応や圏域住

民・県民の外出自粛ムードの高まりにより、センター入館者数はオープン以来最も少

ない数字となった。“ウィズコロナ”時代を見据えた安心安全な施設運営を今後も心掛

け、入館者数の回復に向けた取り組みを行っていく。 

 

【文化事業】 

 令和２年度はセンター開館１５周年で、東京オリンピックが開催される年でもあっ

たため、それを意識した事業を当初計画していたが、新型コロナウイルス感染拡大に

伴い、中止・内容変更、リモート等での開催を余儀なく迫られた。 

歌舞伎やミュージカル、キッズプログラムなど大半の鑑賞事業が中止や延期を繰り

返し、その後の処理対応に大きな労力を費やした。 

「しまね伝統芸能祭」ではコンテンポラリーダンスと島根県石見地方の伝統芸能で

ある「石見神楽」のコラボレーション企画に取り組み、文化庁の「バリアフリー型動

画配信プラットフォーム事業」に採択され、劇場の使命の一つである「多様性の尊重

と相互理解の推進」が図られた。また「グラントワ・カンタート２０２１」は、リモー

トとリアルを組み合わせた方法で実施することにより、北海道から沖縄まで、さらに

国外（中国、韓国）からも合唱団がリモート出演した。また海外からのオンライン視

聴もあり、世界各国に広がったことは大きな成果である。 

 

【広報・利用促進事業】 

 新型コロナウイルス感染拡大の影響により、センター入館者数、劇場入館者数、美

術館入館者数全てにおいて開館以来最も少ない数字となったが、そんな中、１０月下

旬に澄川喜一センター長の文化勲章受章のニュースが飛び込み、その後の県民栄誉賞

受賞などおめでたい話題の広報で、地域に明るい話題を届けることができた。 

 センター全体の臨時休館を含め、美術館企画展の中止・変更、劇場事業（自主・貸

館）の中止・延期、密を避けるために誘客イベントを中止するなど、センターオープン

以来初めての対応に終始追われたが、コロナ禍でもできる形への模索や工夫も始めた。 

 

【施設の維持管理・舞台技術振興】 

 １５年が経過し、経年劣化や使用劣化による不調や不具合が各所に出ており、県と

の情報共有により優先順位を定めて速やかに修繕を行った。また、国や全公文の指針
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を基に、劇場利用者のためのガイドラインを作成し、来館者および利用者の安全を確

保した。 

 舞台技術職員は常に安心・安全な運営に努めるとともに、専門知識習得のためオン

ラインによるセミナーの受講のほか、公文協の支援員制度を活用し、改修工事に向け

た職員向けの勉強会を開催した。 

 

【貸館事業・利用者サービス】 

  新型コロナウイルス感染者発生対応訓練を全職員で実施し、有事に備えた。また、

館内を職員で分担してアルコール消毒を随時行い、利用者の感染予防に努めた。貸館

事業も予約とキャンセルの繰り返しや休館措置による貸館利用停止、再開後の収容率

制限や減免対応などに翻弄された。 

コロナによる人権侵害を意識した人権研修や、障がい者への理解を深める研修とし

て「車椅子体験研修」を実施したほか、益田市観光協会と連携し、ユニバーサルツー

リズムのモニターツアーを行い、実際にグラントワを体験して意見をいただいた。 

 なお、稼働率ならびに利用料金収入については新型コロナウイルスの影響が大きく、

前年度と比べて大幅に低下した。 

 

（２）文化事業の実施状況 

令和元年度末からの新型コロナウイルス感染拡大の影響は、令和２年度に入っても収

まらず、大小様々な規模の事業が中止または延期となった。鑑賞事業では、全国ツアー

クラスの公演はすべて中止または延期となり、開館１５周年記念事業の『松竹大歌舞伎』

をはじめ、貴重な公演も多数含まれていたため、令和３年秋からの大小ホール休館を控

えた劇場としては非常に大きな損失となった。 

５月中旬以降、いわみ芸術劇場も加盟する「全国公立文化施設協会」の劇場・音楽堂

向けの感染防止ガイドラインを参考にしながら再開準備を進め、７月から８月にかけて

感染症対策を徹底しながら映画上映会や県内演奏家を起用したロビーコンサートなど

の小規模公演から事業を再開した。その後、秋以降は一部中止となった公演もあるが、

劇場制作事業を中心に順調に開催を重ね、新型コロナウイルス感染症の影響を最小限に

抑えるよう努めた。 

 

① 鑑賞事業（おもな事業） 

 事業名 会場 開催日 入場者数 

セ
ン
タ
ー
内 

グラントワシアター 

（しまね映画祭益田会場含む） 
小ホール 

通年/月 1 回他/

計 13日開催 
1,839人 

いつでもどこでも音楽祭 小ホール他 通年/計 4回開催 250人 

大駱駝艦「クレイジーキャメル」 大ホール 2月 28日(日) 319人 
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団体登録 

人数合計 

セ
ン
タ
ー
外 

グラントワ芸術家の派遣事業 
圏域福祉施

設等 

8～3月/ 

計 3回開催 
110人 

芸術家の派遣事業 

（島根県民会館連携） 

県西部小中

学校等 

9～12月/ 

計 9校開催 
569人 

 

 

 

 

 

 

 

いつでもどこでも音楽祭 

 

 

大駱駝艦「クレイジーキャメル」 

 

 

 

 

 

 

 

芸術家派遣事業（リモート） 

 

② 育成事業（おもな事業） 

  事業名 会場 開催日 参加者数 

セ
ン
タ
ー
内 

フランチャイズ芸術団体育成 

①グラントワ合唱団 

②グラントワ・ユース・コール 

③島根邦楽集団 

④グラントワ弦楽合奏団 

スタジオ他 通年 

131人 

 

グラントワ弦楽合奏団／オータ

ムコンサート･定期演奏会 

小ホール 

大ホール 

10月 10日（土） 

3 月 14日（日） 
430人 

ジュニア邦楽塾（尺八・筝） 大ホール他 
12月 12日(土)他 

計 16 回 
246人 

グラントワアートサロン 大ホール 
10月 31日（日） 

3 月 12日（金） 
73人 

いわみ舞台塾/演劇好きる塾 
オンライン 

講座 

1 月 28日(木)他 

計 6回 
53人 

いわみ舞台塾/グラントワ演劇

工房 

多目的ギャラ

リー他 

3 月 13日(土)他 

計 4日（8講座） 
56人 

セ
ン
タ
ー
外 

ジュニア邦楽塾（箏） 
江津市総合市

民センター 

1 月 24日(日)他 

計 6回 
91人 

「まちと福祉と芸術文化」につい

てのオープンミーティング 

森のレストラ

ン（江津） 
2 月 20日（土） 25人 
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③ 創造事業（おもな事業） 

 事業名 会場 開催日 入場者数 

セ
ン
タ
ー
内 

しまね伝統芸能祭 

（オープニング／クロージング） 

小ホール 

大ホール他 

9 月 12 日(土)・13

日（日）他 計 4日 
598人 

アジア友好の海交流プロジェクト 

グラントワ・カンタート 2021 

大ホール他 

オンライン 

1 月 10 日（日）他 

計 3日 

153人 

ｵﾝﾗｲﾝ再生回数

10,187回 

きんさいライブ 大ホール 10月 4日(日) 194人 

美術館×劇場 ミューシア 

大駱駝艦「北斎とをどる」 
中庭広場 10月 31日（土） 92人 

今福優開館１５周年記念和太鼓

公演「祝いの太鼓だ どんどこ

どん」（およびプレ公演） 

大ホール 

小ホール 

1 月 16日（土） 

3 月 21日（日） 
545人 

 

④数値目標 

区分 目標 目標数値 実績 

鑑賞事業（ｾﾝﾀｰ内） 収益率 70％以上 85.6％ （実施公演のみ） 

育成事業（ｾﾝﾀｰ内） 参加者数 2,000 人 1,190名 

創造事業 実施本数 3 公演以上 実施本数 7公演 

石見地域の学校等との

連携派遣事業 
実施本数 

グラントワ自主分の

みで 5箇所以上実施 

4 箇所（内学校 1、福

祉施設 2、公立施設 1） 

 

 

 

グラントワ弦楽合奏団演奏会 

 

 

 

 

 

 

ジュニア邦楽塾 成果発表 

 

 

 

 

 

 

「まちと福祉と芸術文化」に                              

ついてのオープンミーティング 

 

しまね伝統芸能祭 

石見神楽×ダンス「SHOKI」 

 

 

グラントワ・カンタート 2021 

 

 

 

 

 

美術館×劇場 ミューシア 
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■文化事業の成果と課題 

 〇成果 

・館外のアウトリーチ事業については、対象となる学校や福祉施設とのマッチングが難

しく、予定事業数の達成には至らなかったものの、介護施設にリモートで演奏会を届け

る試みや、コロナ禍で帰国が困難となった外国人労働者向けの演奏会など、新たな手法

や視点を持った事業を行った。 

・育成事業では、ワークショップなど参加者同士の距離感が近い形態の事業が多いため、

中止となった講座も多くあったが、県内の実演家が講師を務める講座や、フランチャイ

ズ芸術団体の関わる事業を中心に、感染対策について関係者と協議を重ねたうえで、一

定の実施を果たすことができた。首都圏在住の講師による演劇講座では、完全なリモー

ト講座を試み、遠方からの受講参加も見られた。また、リモートに適さないと思われて

いた伝統芸能分野でもリモート指導を部分的に導入しており、受講スケジュールや居住

地域に影響されないオンライン型事業開催の可能性を検証できた。 

・令和２年に開設された島根県障がい者文化芸術活動支援センターとの共催により、福

祉や芸術文化に携わる地域の関係者が集うオープンミーティングを開催し、福祉分野と

連携した社会包摂事業への新規取り組みに向けて、関係人材との情報交換や関係作りを

スタートさせた。 

・創造事業については、一部の内容や回数の変更はあったものの、ほぼ予定通り開催す

ることができた。「しまね伝統芸能祭」の石見神楽とダンスのコラボレーション事業で

は、首都圏・地元の出演者などの関係者約５０名に対して来県前の事前ＰＣＲ検査を実

施。疫病鎮護をテーマにした石見神楽の演目「鍾馗」を元に新作舞台を創作し、公演本

番では会場客席での鑑賞とライブ配信を同時に行った。 

・４回目の開催となる「グラントワ・カンタート」は、新型コロナウイルスの飛沫感染

等の懸念材料により世界的に活動しづらい状況が続いている合唱分野の大規模イベン

トという性質上、開催が危ぶまれたが、オンラインに主軸を置いた事業形態にいち早く

変更することで、映像による国内外からの合唱団出演やオンラインセミナー開催により、

新規の出演団体や観客を獲得することができた。 

・コロナ禍という困難な状況の中でも多くの事業が開催できたことは、これまでグラン

トワが取り組んできたフランチャイズ芸術団体や県内実演家、伝統芸能団体との連携に

よって積み重ねられた実績や制作ノウハウの成果と言える。また、各事業において実施

形態の変更や参加対象を絞るなどの工夫、オンライン技術や映像の活用による新たな展

開を試みており、今後に繋がる貴重な実績を残すことができた。今後も、劇場で行う実

演芸術の「生（ライブ）」の良さを大切にしながら、コロナ禍の現代に即した文化振興の

かたちを模索していきたい。 

 

〇課題 

・新型コロナウイルス感染症に対する警戒感や客席収容率の制限などから、文化芸術分

野の公演鑑賞者数は全国的に減少傾向にあり、有料オンライン配信などの新たな鑑賞方

法の普及はあるものの、各分野の実演家や劇場・ホールを取り巻く状況は非常に厳しく

なっている。島根県内においても、各地の文化芸術団体や学生、伝統芸能団体の発表機
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会が失われており、この状況が継続すれば、活動自体の停滞や休止といった大きな文化

的空白期間に繋がりかねないため、県内で活動する団体や個人の活動支援や発表機会の

創出などの対策を講じる必要がある。 

 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止・延期となった事業一覧 

実施予定日 事業名 中止･延期 

4 月 11 日 松竹大歌舞伎／鑑賞事業 中止 

4 月～6 月 グラントワシアター（4・5・6 月上映）／鑑賞事業 中止 

5 月 3 日 未来フェスティバル in グラントワ／鑑賞事業 中止 

5 月 17 日 倭－YAMATO 日本ツアー2020 島根公演／鑑賞事業 中止 

5 月 18 日 ミューシア「夢二の見た夢、その淡い」／創造事業 中止 

6 月 28 日 水谷千重子コンサート／鑑賞事業 次年度延期 

7 月 17 日 劇団四季「人間になりたがった猫」／鑑賞事業 中止 

8 月 10 日 いわみダンスプロジェクト／鑑賞事業 中止 

9 月 4･5 日 益田おやこ劇場連携 ロバの音楽座）／鑑賞事業 中止 

10 月 28 日 キエフ・クラシック・バレエ／鑑賞事業 中止 

1 月 31 日 森高千里「この街」TOUR2020-21／鑑賞事業 中止 

3 月 1 日 島根邦楽集団第 14 回定期演奏会／育成事業 中止 

 

 

（３）文化芸術活動支援事業の実施状況 

新型コロナウイルス感染症の拡大は、地域で活動する文化芸術団体にも大きな影響

を及ぼしている。年度当初は、地域の文化団体や石見神楽社中などの伝統芸能団体な

ど、団体が定期的に行っている練習や稽古を行うことが困難となり、予定していた公

演を中止せざるを得ない団体も多数見られた。 

 

①県民、文化芸術団体の文化芸術活動支援 

a 企画制作の側面からの支援 

・島根県民会館主幹で行う県内文化団体向け映像配信支援事業「SHIMANE ARTIST 

STAGE」の益田会場および浜田会場の舞台技術および制作事務局を担当し、発表

支援を行った。 

・複数の活動団体が結成する 2つの実行委員会と協働し、それぞれ年１回のホール

での合同発表会の企画制作を支援した。（いわみダンスプロジェクト（のちに公

演中止が決定）、アマチュアミュージックフェスティバル） 

・益田糸操り人形公演では年３回予定していたグラントワ公演のうち１回を中止と

したが、団体と協働し、糸操り人形が出演する啓発動画「新型コロナ対策の段」

を制作した。そのほか公民館や学校での出前公演等の企画制作を支援したが、新

型コロナウイルス感染症の影響により、小学校１校の実施に留まった。 
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b 舞台技術の側面からの支援 

・アマチュアミュージックフェスティバルについて、公演のための技術支援を行っ

た。 

・公演の中止、延期を余儀なくされる中でも限られた公演機会のために、舞台技術

面からの支援を行った。 

・利用者の要望を実現させるための技術的提案を行うとともに、感染症対策を取り

ながら公演を行うために必要な注意・提案も含めた事前打ち合わせを行った。 

・オンラインを活用した催し物の要望が増え、施設内のネットワークを活用した対

応を行った。 

 

②公立文化施設等の能力向上 

a 企画制作の能力向上 

・「いわみキッズ塾（邦楽）江津会場」を制作。江津市の文化施設と協働し、感染症

対策の情報を共有しながら、育成事業を実施した。（共催者：江津市総合市民セン

ター／公益財団法人江津市教育文化財団） 

 

b 舞台技術者の能力向上 

・座席や物品の消毒方法について、近隣の文化施設と情報交換を行った。 

・石見観光振興協議会の委託を受け、神楽社中に対する機器の使用方法や機器選定

についてのアドバイス等を行なう石見神楽舞台設備アドバイザー講座を実施し

た。 

 

③活動を支援する人材の育成 

a 財団職員の育成 

・各種の研修の参加することが困難な状況のため、リモート研修や全国の劇場間の

オンラインミーティングに参加し、新型コロナウイルス感染症対策を中心に研修

や最新情報取得に努めた。 

 

b ボランティアスタッフの育成 

・ボランティア同士の交流の場として、島根県立三瓶自然館サヒメルへ研修に出向

き、インタープリターの会と情報交換を行った。 

 

c 舞台を支える地域人材の育成 

・島根県障がい者文化芸術活動支援センター「アートベースしまねいろ」と協働し、

石見地域で活動する社会福祉や芸術文化、まちづくりといった分野の関係者が集

うオープンミーティングを開催し、関係人材との情報交換や関係作りを行った。 

・ホール休館を控え、会場をスタジオに移して開催できないかという問い合わせが

増えている。スタッフスクールでは文化団体の協力のもと、スタジオで公演を行

う際の準備時間、実際のステージ利用方法の検証を行った。 
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・劇場に興味を抱く入口として、小学生を対象としたバックステージツアー「グラ

ントワ 夏休み！たんけんツアー」を実施。家族単位のグループごとに各所を案内

するなど感染症対策に配慮して開催した。 

 

④芸術文化情報の収集・提供 

・グラントワにおいて実施される各種の文化事業や県内外の文化芸術催事情報のセ

ンター内での広報物掲示（ポスター、チラシ等の設置、デジタルサイネージ）やチ

ケット販売 

・年３回発行（新型コロナの影響により１回は発行中止のため）の「グラントワニュ

ース」による主催事業ならびにセンター利用者の催事情報提供 

・グラントワ公式ホームページによる主催事業ならびにセンター利用者の催事情報

提供 

・周辺地域や施設、団体、個人に対して行う主催事業広報による催事情報の提供 

・グラントワ会員向けの主催事業や地域の文化芸術催事チラシ等の発送による催事

情報の提供 

・SNS（facebook、twitter）による主催事業の催事情報提供 

 

 

 

益田糸操り人形啓発動画 

「新型コロナ対策の段」 

 

 

アマチュアミュージック 

フェスティバル 

 

 

 

益田糸操り人形出前公演 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■文化芸術活動支援事業の成果と課題 

〇成果 

・劇場を利用する地域の文化団体や、劇場のフランチャイズ芸術団体、継続的に支

援を行っている実行委員会形式の２事業（「いわみダンスプロジェクト」「アマチ

ュアミュージックフェスティバル」）および伝統芸能団体「益田糸操り人形保持

子ども向け 夏休み！たんけん

バックステージツアー 

一般向けバックステージツアー 
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者会」等に対し、年間を通じて感染症対策の情報共有や対策の支援、活動再開の

ためのアドバイスを行っている。 

・益田糸操り人形については、７月に予定していた定期公演が中止になったことを

受けて、急遽新型コロナウイルス感染症の啓発動画を共同で制作し、後継者養成

講座をリモート開催するなど、活動の継続を促した。 

・島根県民会館が行う県内文化団体の映像配信支援事業に対し、県西部事務局とし

て協力し、浜田・益田２会場・計６団体に対して、映像配信のノウハウとウェブ

による発表機会を提供するなど、コロナ禍に即した活動支援を行った。 

 

〇課題 

・地域の文化団体によっては、感染症拡大防止の観点から、所属メンバーの職業や

高齢家族の同居といった個人の事情で活動自体が休止となったり、予定していた

公演を中止せざるを得ないケースもあり、今後の地域全体の文化活動の停滞が懸

念されている。これまでの関係の有無や社会人・学生を問わず、地域の文化活動

状況の把握と対策が必要と考える。 

 

 

（４）広報・利用促進事業の実施状況 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、令和２年度の全ての企画展の会期が大

幅に変更となった。さらに美術館・センターともに入館者数は前年度比４２％という

結果となったが、「コロナ禍だから出来ない」ではなく「コロナ禍だからこそ何が出来

るか」を常に考え広報・利用促進に努めた。 

     

①美術館広報 

a 企画展「竹久夢二と乙女たち」 

４月１８日～６月８日  

※新型コロナウイルスの影響により中止 

  （4/11-5/31石見美術館休館） 

 
開幕直前で中止が決定したため、既に宣伝が始ま

っていたテレビＣＭや新聞雑誌等への広告記事掲載

中止の手配をはじめ、開会式・内覧会出席予定者への

通知のほか、チケット払戻対応、ポスター・チラシ発

送先への通知など対応に追われた。 

 

 

 

b 企画展 「北斎―永田コレクション名品展」 

１２月２４日～２０２１年２月２５日 

９月２６日～１１月２３日 ※新型コロナウイルスの影響により会期変更 

 

感染が収束しない状況下で、集客に向けた大々的かつ積極的な広報活動が展開し

づらい中、内覧会に替えて担当学芸員による記者レクチャー会を実施したり、首

企画展ポスター 
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都圏、関西、中国、九州エリアにフェイスブック・インスタグラム広告を出稿す

るなど、できる範囲内での広報を展開し、コロナ禍でありながら入館者数目標を

達成することができた。SNSを活用した広告配信は若い世代からの反応も非常に良

く、より広範囲に表示されるため、広報ツールとしての費用対効果は高く、その

後の企画展でも活用している。 

また、永田生慈氏が津和野町出身であることから、美術館ロビーに益田市、津

和野町の観光協会と連携し「日本遺産コーナー」を設置したり、津和野町の御菓

子処とコラボレートして、特別仕様の「グラントワ開館１５周年記念 北斎展限定 

源氏巻」を販売するなど地域と連携し様々な企画を実施できたことは、今後の地

域活性化につながる成果だった。 

 
(a) マスメディアによる広報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c 企画展「生誕１５０年 大下藤次郎と水絵の系譜」 
７月１１日～８月３１日  

１２月２５日～２０２１年２月２０日 ※新型コロナウイルスの影響により会期変更 

 

首都圏に２度目の緊急事態宣言が発令された自粛ムードの中で来館者数が伸び

悩んだが、ＮＨＫ全国放送の美術系番組で本展が取り上げられ、問い合わせが殺

到し、全国の方が展覧会や石見美術館を知る機会となった。 

 北斎展に続き、本展でもフェイスブック、インスタグラムでの広告配信を実施。

北斎展と比較して再生回数・いいね数・コメント数がともに大幅に増加した。 

 会期中、大雪にも見舞われ入館者数も伸び悩んだが、県西部の小中学校・高校

や公民館、企業などに改めて展覧会の見どころやチラシなどを送付し来館を呼び

掛けるなど、最後まで諦めず広報活動を続けた。 

媒体 本数・回数 備考 

テレビ 

ＣＭ 主催＋山口 60本 

ニュース 4回 

パブリシティ 5回  

県政番組 2回 

 

ケーブルテレビ 「ｸﾞﾗﾝﾄﾜﾁｬﾝﾈﾙ」2回 県内で放送 

新聞 

広告 6回 

記事・情報 7回 

連載 4回／寄稿 1回 

 

書籍・情報誌 22回 
市町広報誌

含む 

Web媒体 2回  

facebook 投稿 25回  

Instagram 投稿 17回  

Facebook広告 

Instagram広告 

ｲﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝ 461,791回 

クリック数 6,034回 

ｲﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝ＝ 

広告表示回数 

企画展ポスター 
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(a) マスメディアによる広報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d 企画展「ファッション イン ジャパン 1945-2020―流行と社会」  
９月１９日～１１月２３日  

２０２１年３月２０日～５月１６日 ※新型コロナウイルスの影響により会期変更 

 

「ファッション展」は年度末に開幕し、令和３年５月中旬まで会期が続くが、

西日本では石見美術館のみの開催で、広報エリアが広範囲に及ぶため、巡回館で

ある国立新美術館と主催メディアと連携を密に取り協力を仰ぎながら、また独自

で効率的かつ効果的に訴求できる媒体を活用し、広報活動に努めている。 

 
(a) マスメディアによる広報 ※３月末日時点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

媒体 本数・回数 備考 

テレビ 

ＣＭ 主催＋山口 

ﾆｭｰｽ 3回/パブ 2回 

番組 2回 

NHK 日曜美

術館他 

ケーブルテレビ 「ｸﾞﾗﾝﾄﾜﾁｬﾝﾈﾙ」2回              県内で放送 

新聞 
広告 4回/記事 8回 

連載 4回 
 

書籍・情報誌 19回 
市町広報誌

含む 

Web媒体 3回  

facebook 投稿 18回  

インスタグラム 投稿 15回  

Facebook広告・ 

Instagram広告 

ｲﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝ 521,958回 

クリック数 6,615回 

ｲﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝ＝ 

広告表示回数 

媒体 本数・回数 備考 

テレビ 
CM：主催＋山口＋広島 

／ﾆｭｰｽ 1回 
 

新聞 
広告 10回 

記事 10回／連載 6回 
 

書籍・情報誌 
13回 市町広報誌

含む 

Web媒体 18回  

Facebook 投稿 8回  

インスタグラム 投稿 6回  

企画展ポスター 

企画展ポスター 
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e 各種セレモニーの開催 

内容 開催日 備考 

澄川喜一氏 文化勲章受章祝賀会 11 月 3日 
オンラインで実施 

美術館を無料開放 

澄川喜一氏 文化勲章受章 

記念植樹 
12 月 15日  

企画展「生誕 150 年 大下藤次郎と

水絵の系譜」 
12 月 24日 

内覧会 

（作品解説なし） 

澄川喜一氏 県民栄誉賞受賞式 2021 年 3月 19日 ※主催は島根県 

企画展「ファッション イン ジャ

パン 1945-2020―流行と社会」 
2021 年 3月 19日 

内覧会 

作品解説なし） 

 

 

②センター広報 

aグラントワ・年間イベントスケジュールの発行 

(a)イベントスケジュール 2020改訂版の臨時発行 
 新型コロナウイルスの影響により、前年度中に既に発行済みの正規の「イベン

トスケジュール 2020」に掲載した内容がほぼ中止・延期となり、広報物としての

機能を果たさなくなってしまったため、急遽改訂版を発行した。 

 

(b)イベントスケジュール 2021年度版 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook広告・ 

Instagram広告 

ｲﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝ---回 

リーチ 86,273回 

クリック数 2,205回 

ｲﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝ＝ 

広告表示回数 

LINE広告 
表示数 1,261,262回 

クリック数 4,157回 
 

Twitter 
投稿---回 4 月から運

用 

発行部数 30,000部 会員約 1,600名および全国の美術館・ 

文化施設等約 1,300施設に発送ほか 発行回数 年１回 

イベントスケジュール 2021年度版 
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b グラントワ・ニュースの発行 

 

 

 

※６２号（夏号）については、掲載予定だった事業が中止・延期となり誌面構成が

困難となったため、発行を中止した。 

 

c 耐震工事案内チラシの作成と周知 
 

令和３年１１月から始まる耐震工事を知らせる案内チラ

シを作成。グラントワの全会員をはじめ、貸館利用者、全

国の関係者などに配布・送付し周知した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

d グラントワ建築ＰＲ動画の作成とオンライン配信 

開館１５周年を記念し、改めてグラントワの魅力を様々な側面から発信するた

めの短編動画を作成し、YouTube上で配信した。動画は「建築案内編」「石見美術館

収蔵品紹介編」「美術館と劇場のコラボレーション企画編」の３編で構成し、中で

も建築案内編は設計者である内藤廣氏とグラントワで働く様々な部署の職員との

対話形式となっており、グラントワの建築の魅力をより深く知ることのできる内

容となっている。 

 

e マスメディアによる劇場事業広報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f ポスター・チラシ配布による劇場事業広報 
劇場事業のポスターやチラシ、基本情報や見どころ等を的確なタイミングで発

送・発信し、来場促進・入場券販売促進に努めた。 

発行部数 各号 12,000部 会員約 1,600名および全国の美術館・文

化施設等約 1,300施設に発送 発行回数 年 4回 3回 

媒体 本数・回数 備考 

テレビ 鑑賞事業 3事業 CM放送 

新聞 記事・広告掲載 21 回  

書籍・情報誌 広告、記事 17 回 
音楽雑誌、教育雑誌、 

福利厚生会報誌等 

ケーブルテレビ 

ひとまろビジョン 

「グラントワチャンネル」

で毎月事業紹介 

県内のケーブルテレビで放送 

プレスリリース 5 回 
オンラインコンサート 

カンタート等 
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g SNSによる情報発信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h 市町広報誌による情報発信 
毎月１回、「広報ますだ」などの市町広報誌で情報を発信した。 

 

i マスメディアとの連携による情報発信 

(a) 報道各社への年間イベントスケジュール等の資料の送付 

毎年年度初めの４月に地元の報道各社を対象に事業説明会を開催し、年間の展

覧会や劇場事業、センター誘客事業などのラインナップや特徴的な取組みを説明

しているが、令和２年度は新型コロナウイルスの影響により開催を見送り、資料を

送付して案内した。 

  

(b) 地元ケーブルテレビへの出演 

地元益田市のケーブルテレビ「ひとまろビジョン」が制作する番組「グラントワ 

チャンネル」に毎月１回、学芸員や事業担当職員が出演し、企画展や劇場公演、セ

ンター誘客促進事業のＰＲを行った。 

 

③入館者実績 

入館者区分 令和元年度 令和２年度 前年比 
目標 

達成率 

開館～令和

３年３月末

時点の累計 

センター全体 

（目標 350,000人） 
368,334人 155,515 人 42％ 44％ 5,478,767人 

美術館 

（目標 68,000人） 
69,293人 29,387 人 42％ 43％ 1,332,014人 

劇場 

（目標 100,000人） 
126,934人 37,463 人 30％ 37％ 2,166,249人 

その他の利用 172,107人 88,665 人 52％   

 

 

facebook記事投稿数  合計 204回  
twitter記事投稿数 

合計 112回 

2020年 4月 16回 10月 41回 

 

2020年 11月 16回 

5月 9回 11月 16回 12月 31回 

6月 8回 12月 13回 2021年 1月 59回 

7月 8回 2021年 1月 20回 2月 6回 

8月 10回 2月 17回 ※令和２年度はグラントワ・カンタ

ート専用のアカウントとして運用を

開始した。 9月 26回 3月 20回 
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④入場券、観覧券等の販売促進 

a 美術館観覧券の販売促進 

内容 エリア 取扱い数 

企画展前売券販売 
益田市 1ヵ所 

オンライン 1社 

企画展前売券団体販売取扱 
島根県 1団体 

広島県 1団体 

観覧券購入補助提携 1団体 

ミュージアムパスポート加入補助提携 1団体 

カード等提示割引提携 46種類 

 

ｂ 劇場入場券の販売促進 

内容 エリア 取扱い数 

入場券販売 

益田市 1ヵ所 

浜田市 2ヵ所 

江津市 1ヵ所 

オンライン 2社 

入場券団体販売取扱 

島根県 1団体 

広島県 1団体 

その他、各事業毎に団体営業実

施（学校、関係団体、企業等） 

入場券購入補助提携 2団体 

 

⑤県（学芸員等）との連携 

県総務、学芸部門と意思疎通と連携を図りながら、共通認識を持ちセンターの事

業運営に取り組むよう努めた。毎月１回の経営会議をはじめ、企画展では開幕の半

年前から広報会議を重ね、閉幕後には総括会議を行い、常に情報共有しながら運営

にあたった。令和２年度は特に、コロナ禍における企画展の運営方法についても、

安全かつ円滑に進められるよう協議を重ねた。会議等だけでなく、良好な関係作り

を大切にしており、相互協力の下、来館者の拡大に取り組んだ。 

 

⑥地域との連携 

各種文化団体、学校、観光・ホテル、タクシー、理美容組会等と連携して、来館

者促進および入場券・前売券販売促進に取り組んだ。 

中でも、当財団と県、益田市ほか近隣市町と各教育委員会で構成する「芸術文化

とふれあう協議会」が実施する取組みは、美術館と劇場の来館促進に大きく寄与し

ている。令和２年度は新型コロナウイルスの影響により、「キッズ＆ユースのため

の芸術鑑賞事業」については対象となる劇場事業の中止が相次いだため利用実績は

少なかったが、美術館の「特別鑑賞券」については前年度に比べると減少したもの

の、多くの小中学生が利用した。 

※新型コロナ感染防止

対策のひとつとして、

接触回数の低減を図る

ため、令和２年８月か

ら前売券取扱場所を限

定して販売 
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⑦利用促進 

a 会員制度 
グラントワの利用促進のため、「石見美術館ミュージアムパスポート」と「いわ

み芸術劇場ホール友の会」の２つの会員制度を設けている。 

新型コロナウイルスによる休館や事業中止の影響により、会員特典が受けられな

かった令和２年４月以降の会員期間を５ヶ月間延長対応した。また、令和３年１１

月から始まる耐震改修工事の影響を受けるホール友の会と共通カード会員の工事

期間分の期限延長や会費割引対応も重なり、煩雑を極めた。 

 

b 誘客イベントの開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c ロビーコンサート（いつでもどこでも音楽祭）の開催  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イベント名 開催日 
参加者数 

（ ）は美術館入館者数 

世界を食べるグラントワ・マルシェ

2020 ｸﾞﾗﾝﾄﾜ×ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ×夢二 

5月 3日 

新型コロナウイルスの

影響により中止 

----名（---名） 

グラントワ季節行事「七夕飾り」 新型コロナウイルスの

影響により中止 

 

夏休み！グラントワたんけんツアー 8月 8日、9日 53名（53名） 

開館記念感謝祭きんさいデー 

代替企画  

ありがとうグラントワ 15周年 

10月 1日～11月 23日 1,152名 

グラナリエ 2020 12月 3日～ 

2021年 1月 10日 

 

内容 開催日 会場 
来場者

数 

カラダで音あそび～みんなが主役！ 5月 6日 大ホールホワイエ 中止 

きいて元気♪音楽サプリメント♪ 

（ヴァイオリン・フルート・ピアノ

/Enjoy Music Association） 

8月 9日 小ホール 64名 

桂歌若 いつでもどこでも落語会 9月 27日 多目的ギャラリー 38名 

あっ、クラシックの風が吹いて来た！ 

（ピアノ/嘉戸絵理香） 
10月 18日 小ホール 44名 

クリスマスソプラノコンサート（ソプラ

ノ/朝枝恵利子、ピアノ/中島詩織） 
12月 19日 大ホール 104名 

伊藤志宏ピアノソロコンサート 1月 24日 大ホール 中止 

クラシックの夕べ 

（弦楽/東京アーティスツ合奏団） 
1月 30日 小ホール 中止 

 合計 250名 
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d 各種イベント、総会での利用促進活動 

例年参加している各種イベント、近隣市町の学校長会や各種総会など、令和２

年度は新型コロナウイルスの影響で軒並み中止となり、ＰＲ活動もままならなか

った。 

 

 

 

 

 

   ■広報・利用促進事業の成果と課題 
〇成果 

・毎年恒例の開館記念感謝祭「きんさいデー」の代替企画では、大規模な集客イベン

トが開催できない代わりに、逆に地域に出向いてもらう仕掛けを実施し、参加し

た地域の飲食店から好評を得られた。「LIFE with グラントワ～2020年を写そう」

では、グラントワでの思い出やエピソードを添えて応募のあった４組に記念写真

の撮影をプレゼント。少人数だからこそ実現できる「おもてなし」企画で参加者の

満足度は高かった。人を集める、人が集まることが厳しい状況下でも地域の文化

拠点として行った様々な取り組みは、入館者数という数字だけでは決して測れな

い大きな財産となった。 

 

〇課題 

・グラントワが立地する石見地域は、人口激減、少子高齢化などの社会的要因から

も集客が厳しい状況である。広島県や山口県など広域的に広報しているが、積雪

等の天候や交通事情などから冬季の集客は難しい。加えて、新型コロナウイルス

感染症の影響は今後数年間続くことが見込まれ、引き続き来館者数に大きく影響

を及ぼすことが予想される。入館者の確保に努めるだけでなく、優れた展覧会の

内容に対する理解を深め、広く浸透させるなど質の担保も重視した丁寧な広報を

行なって地域内外のファンを増やしたい。 

・劇場広報については、令和３年１１月からの耐震工事が大きく影響してくる。工

事期間中は大小ホールでの事業が実施できない代わりに、館外へ出向いて実施す

る事業が増えるため、そうした事業の意義や魅力を発信したい。また、耐震工事

明けに再び大小ホールでの事業にご来館いただけるよう、工事明けの事業再開に

向けた広報について文化事業課と密に連携を取りながら進めていきたい。 

北斎展での記者レクチャー会 開館記念感謝祭きんさいデーの代替企画「行って来んさ

い食堂」チラシ。市内の飲食店を巡り、引換券を集めると

美術館入館無料・割引の特典が受けられる。 
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（５）貸館事業の実施状況 

年度を通して新型コロナウイルス感染症の影響を受け、貸館事業は予約とキャンセ

ルを繰り返し、国や県の通知に基づく休館措置による貸館利用停止、再開後の収容率

制限や減免対応などに翻弄された。 

全ての利用者が公平・平等にセンターを利用できるよう、管理規程に基づき施設の

貸出を行い、感染防止対策のお願いや関係機関への事前相談の要請を踏まえ、県民の

文化芸術活動の場を提供するとともに、「利用者と同じ目線に立って」を基本テーマに、

早朝などの開館時間外についても可能な限り柔軟に対応し、利用者の利便性の向上に

努めた。 

令和２年度の施設利用実績は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、稼働率・

利用料金収入とも目標に達せず、特に利用料収入は前年度から大幅に減少した。少子

高齢化や人口減少など石見地域全体に蔓延する社会的要因による影響を改善させる

ことは極めて困難であるとともに、新型コロナウイルス感染拡大状況が深刻化、長期

化し、さらに令和３年秋からの耐震改修工事による大小ホール利用休止を控えている

現時点では先が見えない状況である。行政や圏域の各種団体との連携をさらに強化し、

利用促進や誘致活動に引き続き取り組む必要がある。 

 

①施設利用の実績 

〇稼働率・利用料金収入実績 

施設名 年間目標 令和２年度実績 令和元年度実績 

大ホール 60％  52.3％ 55.6％  

小ホール 70％ 52.7％ 54.8％ 

スタジオ１ 75％ 54.5％ 61.1％ 

スタジオ２ 85％ 78.0％ 82.0％ 

多目的ギャラリー 65％ 38.2％ 50.6％ 

利用料金収入 23,500,000円 10,072,400円 22,024,042円 

 

②利用料金の設定 

利用者にとって分かりやすく、かつ施設・設備の内容を踏まえた適正な受益者負担

となる利用料金を指定管理期間当初から設定して運用している。 

 また、県民の主体的な文化芸術活動や公益上必要と認められる場合は利用料金を

減免し（減免対象は次項参照）、施設の利用促進と県民の文化活動の活性化を図って

いる。 
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③減免の実施 

減免対象事項 減免率 

１ 
保育所又は学校が主催して、乳幼児、小学生及び中学生のために

教育的、文化的な催し物を行うとき 
５割 

２ 
教育委員会又は学校が主催して、生徒及び学生のために教育的文

化的な催し物を行うとき 
２割 

３ 公共的団体が、慈善を目的として行う芸術文化公演事業 ３割 

４ 
芸術文化鑑賞を目的とする団体が、年間４回以上行う芸術文化鑑

賞事業 
２割 

５ 
島根県文化団体連合会及び島根県芸能文化協会、またはそれらの

加盟団体が行う芸術文化事業 
２割 

６ 
月２回以上定期的に利用する場合で、理事長が教養講座として認

めるもの 
２割 

７ 
月２回以上定期的にスタジオ１を文化団体が利用する場合で、理

事長が認めるもの 
５割 

８ 
公共的団体の内、障がい者団体・福祉団体等が主催して行う大会

等で理事長が認めるもの 
２割 

９ その他、理事長が特に認めるもの ２割 

 

a 減免適用 
  従来の規程に従い、学校・保育園等７３件、教養講座２７３件、文化団体４４件、

合計３９０件の減免を適用した。 

 

b 新型コロナウイルス感染症対策に伴う減免適用 

県立施設では、屋内施設の定員を１／２にした上で、施設使用料を１／２に減免

する措置が取られ、２２９件の減免を行った。 

※大声での発声、歌唱や声援を伴わないものについては段階的に緩和されてきたが、

ジャンルによっては現在も継続中である。 

 

 

（６）利用者サービス向上 

①利用者サービス 

a 施設運営サービス 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、「全国公立文化施設協会」による「劇

場、音楽堂等における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」を参考に、施

設の特性を踏まえたガイドラインを作成した。例年よりも広い会場への変更、これま

でと異なる方法での催し物の開催を行う利用者に対し、感染症対策に気を配りな

がら安全に開催するためのアドバイスや提案を行った。また合わせて体調不良者

が発生した場合の対処フローも作成し案内をした。 

利用後の備品消毒、座席消毒など物品に合わせた除菌・消毒方法を実践し、さら
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に３月にはウイルスを不活化させるＵＶ-Ｃ照射機を導入し、消毒の手が入りづら

いロッカールームや天井から床までの広い空間をより安心して利用できるように

整えた。 

また、接触機会の低減と利便性向上の両面から、総合案内カウンターと事務所で

の支払いにキャッシュレス決済対応レジを導入したほか、エントランス等４ヵ所

にデジタルサイネージを設置し、催し物の会場変更や新型コロナ対策の注意喚起

などを効果的に案内できた。 

夜間や早朝に作業を行うことが多い中庭作業の安全のため、仮設照明設備を充

実させたが、中庭の利用は相次ぐキャンセルにより利用自体が少なかった。 

 

ｂ 新型コロナウイルス感染拡大防止対策 

○機械式空調機による外気導入率の変更（換気管理） 

○職員のマスク着用 

○利用後の客席消毒を実施 

〇貸出設備の使用後の消毒 

○打合せ時の検温管理、手指消毒等の実施 

○ドアノブ、スイッチなど、定期的な消毒 

〇ソーシャル・ディスタンス・マットの貸出 

○UVC照射によるウイルスの不活性化 

○映像配信への技術的な対応 

 

ｃ 施設見学や下見への対応 

利用を検討している方の下見はもちろんのこと、建築物として高い評価を得てい

るグラントワには、学生や建築関係者が全国から多数訪問するため、可能な場合に

はホール内部も含め最大限見学できるよう積極的に視察や見学を受け入れている。 

学校向けの施設見学では、特別支援学校・保育園・小学校・高等学校など年齢と

対象に合わせた見学対応を行った。人数の多い見学の場合はグループ分けを行うな

ど、見学者の安全と感染症防止対策に配慮して対応した。 

令和２年度は感染症拡大防止の観点から大ホールホワイエ開放は行わなかった

が、全国の感染拡大状況に注意を払いながら、個別の見学に可能な限り対応した。 

 

ｄ バリアフリー設備・備品の備え 

高齢者や障がいのある方のために貸出用の車椅子（電動２台、手動８台）やシル

バーカー、杖、筆談ボードなどを備えるとともに、主催公演時の無料託児サービス、

授乳室やベビーカーの備えなど、乳幼児連れの親子も利用しやすい環境を整えてい

る。 

一方、コロナ禍で貸出しづらい備品や設備なども一部発生しており、子ども用の

高さ調節クッションやひざかけ、オペラグラス、赤外線式補聴装置、冷水機などは

感染防止のため貸出や使用を見合わせ、スリッパや湯のみ等、使い捨てで用意でき

るものは新たに備えた。 
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e 駐車場の確保と案内 

回数は少ないもののコロナ禍でも利用が集中する日や時間帯があり、満車が予想

される場合は、事前に外部の駐車場（益田市役所、県合同庁舎）にグラントワから

使用申請をして、最大限の駐車可能台数を確保している。満車予想時には交通整理

係員を配置し、空きスペースへの誘導や車の事故防止に努めたとともに、敷地外駐

車場の案内用地図や誘導看板を作成し利用しやすい環境を整えている。 

 

②利用時間、休館日 

※２０２０年４月１日から美術館営業時間を変更した。 

※センター、劇場については利用者の要望に応じて開館時間外の繰り上げや延長な

ど柔軟に対応した。 

※新型コロナウイルス感染拡大による臨時休館 

石見美術館：４月１１日～５月３１日、センター全館：４月２２日～５月８日 

※台風１０号接近による全館臨時休館：９月７日 

※以下の休館日は臨時開館し、美術館の誘客や観光客等利用者の便宜を図ろうとし

たが、企画展の会期変更や益田市成人式の中止等で賑わいには繋がらなかった。 

美術館臨時開館：５月７日（※美術館臨時休館中） 

センター臨時開館：８月１１日（８月１８日と振替） 

         １月２日～３日（１２月２８日～２９日と振替） 

 

③利用者の要望、苦情その他の対応状況 
 これまでの美術館来館者や劇場公演入場者のアンケートに加え、貸館の施設利用

者へもアンケートを開始した（これまでは口頭による聞き取り）。併せて、今まで館

内１ヶ所に設置していたご意見箱（グラントワに対する要望を誰でも記入できる）を

２ヵ所に増やし、より幅広い意見の聴取に努めているが、コロナ禍でアンケートを取

得しづらい状況でもある。 

 

a アンケートによる満足度調査 

 

 

 

 

 

 

b 要望や苦情等の状況 

（電話やメール等による録取、各種アンケート記載事項より） 

 センター 劇場 美術館 

開館時間 ８時４５分 ９時００分 ９時３０分 

閉館時間 ２２時００分 ２２時００分 １８時００分 

休館日 
第２・第４火曜日 

12/30～1/3 

センター休館日と 

同じ 

毎週火曜日 

12/30～1/3 

区分 アンケート数 目標 実績 

貸館施設利用者 約 65団体 回収率約 74％ 95％以上 99.0％ 

美術館来館者 約 250人 90％以上 95.2％ 

文化事業入場者 約 2,500人 回収率約 65％ 90％以上 97.7％ 
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（７）施設の維持管理・危機管理の実施状況 

「安全、安心な施設運営の確立」を重点テーマに、新型コロナウイルス感染防止対

策を加え、危機管理に対する訓練や研修を関係機関と連携して行っている。令和２年

度は年度内２回の消防訓練、新型コロナウイルス感染者発生時対応訓練を実施した。

また、国や全公文の指針を基に、劇場利用者のためのガイドラインを作成した。 

施設の維持管理については専門業者による定期点検や指定管理者による自主点検な

ど適切な管理により故障・事故等の防止に努め、来館者や利用者の安全を確保した。

保守点検等による予防保全に努め、不具合が発生した場合は県と連携し速やかに修繕

を行うよう心がけているものの、開館から１５年が経過し施設設備の経年劣化、使用

劣化による不調や不具合の発生、設備の部品供給停止による修理不能も出始めており

保守点検でも指摘されているとおり、機器更新などの対策が引き続き必要となってい

る。 

また、近年の夏季気温上昇の中、冷房能力が追いつかず利用者の熱中症発症が増加

しているが、建物の構造上の問題や周辺住民との騒音に対する配慮に加え、新型コロ

類型 発生件数 主な内容 

施設・設備 5 

・ホールの座席番号が見えにくい 

・ホール座席の背に荷物掛けフックが欲しい 

・スタジオのリノリウムが古くて劣化している 

・防音の広いスタジオがあればよい 

・講義室を貸館で使用できるようにしてほしい 

新型コロナ対策 5 

・ホール座席の間隔が狭くて不安 

・開演前の客同士の私語が気になる 

・場内案内係員のマスクから鼻が出ていた 

・コロナ禍なのでイベントを自粛してほしい 

・窓がないので換気がしづらい（スタジオ２） 

耐震工事 1 ・工事期間が長すぎる 

空調 1 ・館内、ホールが寒い 

文化事業・広報 4 

・邦画字幕版の上映を希望（耳が悪いので） 

・パンフレットの字が赤文字で読みづらい 

・中止公演が多く、会員メリットが感じられない 

・イベントスケジュールの表紙が毎年同じデザイン

で見間違えそうなので、変えてほしい 

応対・案内 1 
・美術館入口の検温等の配置がわかりにくい 

・受付の澄ました態度に腹が立つ 

不審者等 1 ・回廊で勧誘行為をされ不快だった 

ボランティア 1 
・高齢のためオーナーの桜の木を親戚に譲渡したい

が、事前連絡なしに幹を切られていた 

美術館 2 
・説明文を読むのが大変なので音声ガイドが欲しい 

・展示の順路がわかりにくい 

合計 21  
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ナ感染防止対策の換気も必要となり、更に冷房効率が悪くなることが予想される。安

全・快適な施設運営を行ううえで解決が急がれる課題であり、今後の耐震改修工事に

併せて早期に空調機能の改修が計られるよう望んでいる。 

 

①施設の維持管理について 

指定管理業務の仕様基準に添って点検･検査を適切、確実に履行し、県が定めた中

長期修繕改修計画を基に施設設備の予防保全に取り組むとともに、清掃部門、警備部

門、テナントのショップ、レストランと協力し、設備や備品の維持管理に努め長寿命

化を図っている。 

 

a 外部委託内容、進行管理 

施設運営業務及び日常的な自主点検やメンテナンス、予防的修理などは指定管理

者で行い、再委託が必要な業務については、以下の考え方を基本として委託した。 

○再委託を行う対象業務 

・特殊専門性を必要とする業務 

・範囲の限られる単発的な業務 

・設備・備品製造元から維持管理事業者が指定されている業務 

・専門事業者に再委託した方が、適切な業務を安価に実施できる業務 

 

○再委託先の選定方法の考え方 

・基本として県内業者を優先して入札 

・特殊業務で県内に該当の事業者がいない場合は、県外事業者も対象 

・特殊業務で対応できる事業者が限定される場合には、随意契約 

・故障が発生した場合、早急に対応できる事業者を優先 

・専門的な技術力の保持、製造メーカーの研修に参加している事業者を優先 

 

○再委託業務の進行管理方法 

再委託も利用者からみれば指定管理者業務であり、その品質管理責任は指定管理者

にあることから、以下の方法で進行管理を行った。 

・仕様書は、業務に求める内容、要素を明確にする 

・作業報告書の提出を求め、現場確認をする 

・事前協議や定期的に連絡会議を開催し、職員と情報を共有する 

 特に、警備・清掃業者とは定期的に連絡会を行うほか、日々の利用状況等の情報

交換を行っている 

・消防訓練や人権研修など職員と同様に参加する 

 

b 補修・修繕の状況 

急を要する修繕など合計３２件を指定管理者負担で実施した。 
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c ホール運営業務 

 「地域文化を舞台技術でサポートする」を基本テーマとし、劇場の舞台機構・音

響・照明の各設備を専門性をもって円滑に管理、運用した。窓口、メール、電話等

により劇場利用者と打ち合わせを行い、利用者が要望する舞台演出のサポートを行

うとともに、効率的な劇場の利用時間、部屋割り、準備・本番に要する人員配置な

どについての助言を行なった。 

令和２年度は、公演、行事の中止や計画変更を余儀なくされる催しが多かったが、

利用者向けガイドラインをもとに、事前打ち合わせにおいては技術面の提案はもと

より安心して催し物を開催するためのタイムスケジュールのアドバイス等も行っ

た。 

 催し物のキャンセルが相次いだ時期には、コロナ禍において、オンラインの活用

を要望する利用者への対応のため、舞台技術やCADソフトのオンラインセミナーを

積極的に受講したとともに、今後の設備改修に向けた準備として、公文協の支援員

制度を活用した勉強会を開催し、知識の向上に努めた。また、公共劇場舞台技術者

連絡会（島根県民会館加盟）西地区専門分科会会場、ステージテクニカルアカデミ

ー（島根県民会館主催）開催会場として、劇場技術者として運営に関わるとともに

、全国各地の劇場技術者とコロナ禍の劇場の状況等の情報交換を行った。 

センター内外において主催する文化事業の舞台技術に関するプランニング、設営、

オペレートなの舞台運営を担ったほか、美術館の企画展内覧会や協働イベントでの

舞台設営、音響、照明、映像技術を担当した。 

 劇場職員による舞台機構や備品の自主点検、予備部品や消耗品の補充、および予

防的修理などの運用業務を適切に行ない、舞台設備の不意な故障により劇場運営に

支障が出ないよう、劇場職員が保守点検時に機器復旧方法などを確認し、劇場職員

で迅速安全な対応が行なえるよう努めた。 

安全に関する取り組みとして美術館学芸員に向けた高所作業用フルハーネス取

り扱い説明の他、学生や一般に向けて舞台作業の危険性や安全への取り組みを説

明する舞台安全実習を行い、劇場利用者と関わる舞台技術者の役割について説明

し、劇場と舞台技術者への理解を深めてもらう機会とした。 

 

■令和２年度 舞台相談窓口利用件数 １４１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

スタッフスクール（スタジオの活用）     美術館との協働事業「ミューシア」 
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舞台相談、アドバイス、技術支援          石見神楽団体への支援                  

 

②危機管理体制について 

定期的に敷地内を巡回し危険箇所等をチェックするなどの日常点検や、事故・苦

情報告書をもとに事例の蓄積による注意喚起や事前防護策を協議し、災害・事故防

止へ取り組んだ。 

また、ガラス張りの面積が多くを占める回廊の構造上、夏の猛暑時には館内がか

なり高温となるため、事前策として日よけを設置し、来館者に熱中症患者が発生し

た時などの緊急時対策として応急処置用の備品を常備している。 

不審者や災害時、新型コロナ感染者発生時に備え、連絡系統を見直し、迅速な対

応ができるよう体制を整えた。特に、美術館部門においてはトランシーバーを導入

し、常に不測の事態に対応できるように運用している。 

新型コロナウイルス感染防止対策として、利用者・来館者への注意喚起や職員に

よる各施設のドアノブやトイレ等の消毒を１時間おきに実施し感染防止に努めた。 

その他、各関係機関と連携して危機への備え、訓練等に努めた。 

 

実施日 事業 実施内容 連携先 

随時 催物情報提供 
テロ対策、催し物開催時の警備強化

のための情報共有 
益田警察署 

6/4 
新型コロナ感染者

発生対応訓練 
情報伝達訓練・消毒作業訓練 

益田保健所から指導

を受けた職員により 

9/23 

3/23 
消防訓練 通報訓練、避難誘導訓練、消火訓練 益田広域消防 

随時 施設周辺・館内警備 
警察署員による警ら、私服警察官に

よる警備 
益田警察署 

 

③個人情報の取り扱いについて 

ａ 個人情報の取得 

施設利用者や事業参加者、友の会会員、記名アンケートなど、利用目的を特定し

適正な方法で取得している。コロナ禍で美術館入館者やチケット購入者など緊急

連絡先の取得数が大幅に増加しているが、適正な方法で取得しつつ保管期日を守

って処理している。 

 



56 

 

ｂ 個人情報の利用 

個人情報保護の重要性を認識し、利用目的の範囲内で利用している。 

 

ｃ 個人情報の管理体制 

個人情報保護士と各課責任者によるチェックを実施する。問題があれば、総括責

任者に報告し即時改善し管理を徹底する。また、業務を外部に委託する場合、契約

書に個人情報管理について項目を必ず盛り込み、個人情報管理状況について確認

を行っている。 

 

④グラントワボランティア会について 

グラントワボランティア会は、島根県芸術文化センターの運営において欠かすこ

とのできない協働者であり応援団であり、素晴らしい県民主体の人的財産である。令

和２年度は６０名（延べ８８名）の方々が１１の部門でボランティア会員に登録して

いるが、コロナ禍が活動に大きく影響し、４～５月は全ての活動を自粛、６月中旬か

ら一部のグループで活動を再開したものの、年間を通して活動が全くできなかった

部門もあった。 

１１月には２年ぶりに研修旅行を実施したり（前年度はコロナのため中止）、セン

ター長の文化勲章受章祝賀会への参加など、一定のモチベーション向上に繋がった

ものの、高齢の会員が多いためコロナ禍での活動に不安を感じ、活動から離れてしま

ったことによりモチベーションが低下した会員も少なくない。新型コロナの状況を

注視しつつ、ボランティア活動が無理なく安心して行えるよう事務局としてバック

アップするとともに、一方では新たな会員の獲得のため、長期的な視点で会員募集に

努める。 

 

≪ボランティア会 各グループと活動内容≫ 

No. 活動グループ名 人数 活動内容 活動状況 

１ イベント 10名 グラントワ事業の企画・実行 
月１回の定例会ほか 

要請に応じて活動 

２ 劇場ワークショップ 2名 育成･創造事業のサポート 要請に応じて活動 

３ 美術館ワークショップ 4名 企画展関連事業のサポート等 要請に応じて活動 

４ 神楽衣装 5名 子ども用神楽衣装の制作 月１回の定期作業 

５ 情報発信 4名 
ボランティア通信の作成 

当館関連記事のとりまとめ 

月１回の定期作業 

他 随時 

６ フロント 19名 
劇場事業のフロント業務 

客席管理業務 
活動できていない 

７ 生花 10名 館内２３箇所への生花設置 
夏季週２回 

冬季週１回 

８ 映画 3名 
グラントワシアター上映作品

の選定アドバイスと運営協力 
要請に応じて活動 
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９ ギャラリートーク 7名 美術館企画展・常設展の説明 活動できていない 

10 発送 22名 
各種発送物の発送作業サポー

ト 

毎月１回の発送作業 

企画展案内発送作業 

11 放送 2名 劇場事業の影アナウンス業務 要請に応じて活動 

計 88名  

 

≪ボランティア会全体 年間活動実績≫ 

事業名 事業内容 備  考 

ボランティア役員会 ボランティア活動の報告・協議 ２ヵ月に１回 

ボランティア交流会 センター長を囲んでの懇親会 
新型コロナの影響

により中止 

ボランティア研修旅行 
島根県立三瓶自然館サヒメルイン

タープリターの会と交流 
１１月２１日 

 

 

（８）管理運営の体制 

①組織体制 

「総務広報課」「舞台技術振興課」「文化事業課」の３課で運営した。 

 ４月１１日～６月末の期間は、臨時休館や感染予防の観点から出勤者を減らして

対応し、交代で休業を行った。 

 年度途中で一身上の都合により３名の職員が退職したが、コロナ禍で採用活動そ

のものが難しく、アルバイトを増員して乗り切った。また、美術館企画展の会期中

は新型コロナウイルス感染防止対策や監視強化のため、ミュージアムスタッフを増

員して対応にあたった。 
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a組織図                                  ※令和２年度末時点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b勤務シフト 

 時差勤務や長時間勤務・短時間勤務の組み合わせなど、柔軟な勤務シフトによ

る効率的・効果的な運営を行った。 

○開館時間：午前８時４５分～午後１０時 

○受付時間（事務所）：午前９時～午後６時３０分 

○受付時間（総合案内カウンター）：午前９時～午後６時 

 

 また、令和２年４月からの石見美術館の開館時間変更に対応するため、関係す

る部門の勤務シフト見直しを行った。 

○石見美術館開館時間 

変更前：午前１０時～午後６時３０分（最終入館は午後６時まで） 

令和２年４月～：午前９時３０分～午後６時（最終入館は午後５時３０分まで） 

■勤務シフト例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長時間勤務 短時間勤務 時差勤務 
パートタイム職員 

（ミュージアムスタッフ） 

8:30～18:15 8:30～16:15 9:10～17:55 9:00～15:15 

8:30～19:15 8:30～15:15 9:30～18:15 10:20～16:35 

8:30～20:15 8:30～13:15 9:50～18:35 11:20～17:35 

8:30～21:15 8:30～12:15 10:30～19:15 11:45～18:00 

10:30～20:15 9:30～17:15 10:45～19:30  

 13:30～17:15 11:30～20:15  

12:30～21:15  

施設維持管理、ホール利用支援、
舞台技術普及・専門人材育成 

予算経理、施設貸与事業、利用者
サービス、施設維持管理 

美術館広報、センター広報、センター
誘客事業、券売促進、WEB等管理 

総合カウンター業務、入場券観覧
券販売、観光案内、美術館監視 

芸術監督：栗山文昭（非常勤） 

芸術総合アドバイザー：佐藤克明（非常勤） 

広報グループ 

※ほかアルバイト雇用あり 

舞台技術振興課 

センター内及び石見圏域での鑑賞・
育成・創造・文化芸術活動支援事業 

アテンダントグループ 

文化事業課 

総務広報課長 

文化事業課長 

館長 

舞台技術振興課長 

総務グループ 

※ほかアルバイト雇用あり 
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c資格者の配置 

指定管理業務協定書・仕様書に基づき、必要な人員を配置した。また、資格取

得費用の補助や資格手当の支給などを通し、職員の資格取得を推奨している。 

 

②職員研修の実施状況 

コロナ禍であっても職員の能力開発やレベルアップを図るため、各担当業務の専

門研修や新型コロナ対策セミナーなど積極的にオンライン受講したほか、感染が治

まっている時節には他館の事例を視察した。また、全職員を対象にした人権研修や

障がい者理解のための研修、新型コロナ感染者発生時危機管理の研修を実施した。 

 

 研修名 会場等 日程 参加者 

ワイヤレスマイク セミナー オンライン受講 4/7～8 ６名 

新型コロナウイルス対策 WEB セミナ

ー 
オンライン受講 4/13 １名 

照明・音響のプロトコル セミナー オンライン受講 4/17、4/24 ４名 

VectorWorks（CAD ソフト）セミナー オンライン受講 5/14、5/21 ６名 

コロナ禍から見る『群青』の真実 オンライン受講 5/24 １名 

新型コロナ感染者発生対応訓練 グラントワ 6/4 全職員 

コロナ禍における合唱活動を考える

－公衆衛生学の見地から～ 
オンライン受講 6/13 １名 

ホール再開特別上映会 視察 島根県民会館 6/13 ２名 

コロナ禍における合唱活動を考える

２－全日本合唱連盟はコロナ・パンデ

ミックをどう乗りきるのか 

オンライン受講 7/11 １名 

徹底討論「日本語とリズム 作曲家は

こう考える」 
オンライン受講 7/15 １名 

VectorWorks カスタマイズセミナー オンライン受講 7/20、7/22 ６名 

島根県民会館アートマネジメント研

修会“コロナの時代”の文化芸術を楽しむ

ために 

オンライン受講 7/22 ６名 

社会に児童合唱団が必要な本当の理

由 
オンライン受講 8/8 １名 

新型コロナの感染対策とリスクマネジメ

ント 
オンライン受講 8/19 ３名 

劇場・音楽堂等への芸術文化活動支援

員派遣（全公文）改修計画策定の勉強

会 

グラントワ 9/6、1/8 ６名 

消防訓練 グラントワ 9/23 全職員 

接遇研修 グラントワ 10/13 全職員 
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（９）収支状況 

令和２年度は、前年度末からの全国的な新型コロナウイルス感染拡大の影響によ

り、規模の大小に関わらず各種の催事が相次いで中止となったほか、緊急事態宣言

の適用が全国に拡大されると施設が全面休館となるなど例年にない状態が続き、施

設利用料収入はコロナの影響を受けていない直近の３年間平均額と比較して４割程

度となった。 

また、当館が主催して実施する文化事業や広報事業についても全国的な人の移動

を伴う規模の公演については年間を通して中止が相次ぎ、入場料収入が入らない状

態で印刷費や広告費、チケット払戻しに係る費用などの持出し、消毒液や間仕切り

設置など感染防止対策費用も当初は想定していない経費負担が多く発生した。 

ただし、大幅な減収は早い段階で予測していたため、一定期間の休業による雇用

調整助成金や感染防止対策補助金の獲得、経費削減や効率化に取り組み、収支バラ

鑑賞者育成講座 関連事業視察 
広島市東区民文化

センター 
10/24 １名 

美術館×劇場ミューシア 関連事業

視察 
北九州芸術劇場 11/7 １名 

合唱愛好者、アーティストのための著

作権手続き入門講座（全３回） 
オンライン受講 

11/7、14 

11/21 
１名 

障がいの理解を深める研修 

車イス体験講座 
グラントワ 11/10 全職員 

島根県舞台技術研修会 ～コロナ禍で

の公共文化施設運営について 
島根県民会館 11/18 １名 

「文化芸術×共生社会プロジェク

ト」人材育成研修会 

滋賀県立芸術劇場

（びわ湖ホール） 
11/30 ２名 

島根県障がい者アート作品展いわみ

福祉会芸能クラブ公演 視察 
島根県立美術館 12/4 ２名 

公共劇場舞台技術者連絡会西地区専

門分科会「いまさら聞けない配信の全

て」 

グラントワ 12/8 ６名 

新型コロナウイルスの３つの顔を知

ろう～負のスパイラルを断ち切るた

めに～ 

益田合同庁舎 1/29 ３名 

全国劇場・音楽堂等職員アートマネジ

メント研修会 2021 
オンライン受講 2/15～28 ６名 

島根県民会館ステージテクニカルア

カデミー「オペラセミナー」 
グラントワ 

2/22、 

3/10～12 
６名 

消防訓練 
グラントワ 3/23 全職員 

人権研修会～もう一つの感染症～ 
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ンスの改善を図った。 

 文化事業では、以前から外部資金として活用している文化庁や地域創造などの各種

助成金が事業中止となった場合でも対象事業においては経費として認められたほか、

新たにＰＣＲ検査やオンライン配信に係る費用なども対象経費に加わり、“ウィズコ

ロナ”時代の文化事業を安心して実施することができた。 

 

〇外部資金の活用  

事業名または内容 助成または受託 

しまね伝統芸能祭 

文化庁：劇場・音楽堂等機

能強化推進事業（地域の

中核劇場活性化事業） 

グラントワカンタート２０２１ 

今福優 グラントワ開館１５周年記念和太鼓公演  

MUSEUM×THEATER ミューシア 

2020国際子どもと舞台芸術・未来フェスティバル inグ

ラントワ 

いわみ舞台塾 

鑑賞者育成講座 グラントワアートサロン 

益田糸操り人形後継者総合養成事業 

グラントワ芸術家の派遣事業（アウトリーチ） 

きんさいライブ 

益田糸操り人形公演 

いつでもどこでも音楽祭 

島根邦楽集団第１５回定期演奏会 

グラントワ弦楽合奏団 第１０回定期演奏会 

益田糸操り人形公演 

益田糸操り人形後継者総合養成事業 

ごうぎん島根文化振興財

団助成事業 

しまね伝統芸能祭 
地域創造：地域の文化・芸

術活動助成事業 

MUSEUM×THEATER ミューシア 首都圏へのグラントワの

魅力発信強化事業 グラントワカンタート２０２１ 

文化施設の感染症防止対策事業 文化庁 

雇用調整助成金 島根労働局 
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４．八雲立つ風土記の丘 

（１）取組み概要 

第３期指定管理６年目として多様化するニーズに対応しながら、共創・協創による

歴史文化の振興と地域密着型の活動に取り組んだ。管理部門では、風土記の丘センタ

ーやガイダンス山代の郷をはじめ地内各所に点在する史跡について、巡視を定期的に

行い除草、樹木の管理などを地元と協力して行い、地域の方々に愛されるよう努めた。 

しかし、令和元年度末からの新型コロナウイルス感染拡大により、県の指導に従い

一時休館や入館規制を行うとともに前期に予定していた各種イベントも中止及び延期

とし、来館者数に大きく響いた。１０月からスタートしたミニ企画展「風土記の丘 ア

ニマルワールド～土の中の動物園～」では、感染症対策を徹底した上で関連イベント

「ヒストリー＆アニマルフェスタ」を開催。県民会館と協力して実施し誘客を図った。

また９月から再開した風土記の丘教室・ガイド養成講座では、動画撮影を行い、公式

YouTubeにて聴講できなかった方にも視聴できるよう公開を始めた。 

本年で開所４８周年を迎え、各設備の老朽化による不具合が多くなり修繕箇所も増

えている。同時に史跡周辺の樹木も年と共に成長したため、隣接する民家に支障が無

いよう管理運営に努めているが、建物を含めた設備および樹木管理の今後を見据えた

計画的な対策が急務となっている。 

 

①維持管理に関する業務 

○風土記の丘展示学習館やガイダンス山代の郷の施設設備 

・建物、設備の長寿命化を図るため日常点検、定期点検を実施した。 

〇風土記の丘地内に点在する管理史跡等（山代二子塚古墳、岩屋後古墳、出雲国府跡、

大草古墳群、南新造院跡、南新造院瓦窯跡、北新造院跡、山代方墳、山代郷正倉跡、

乃木二子塚古墳）の維持管理 

・主に除草、樹木剪定と枝打ち、ごみ拾い等を定期的に行った。 

・管理地境界における苦情・要望には早急な対応を心掛けた。 

 

②歴史文化の情報発信と調査研究 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、4 月 11 日から 5 月 31 日まで臨時休館

し、常設展がその影響を受けた。 

企画展、ミニ企画展は、4 月～5 月にかけて、県外だけでなく県内施設でも資料調

査の受け入れの中止が行われたところがあり、準備に支障をきたしたため、当初の年

度計画を大幅に見直した。夏に予定していたミニ企画展「風土記の丘アニマルワール

ド」を秋へ、企画展「発掘された島根の中世城館」を 1月へと開催時期をずらし、夏

には収蔵品をもとに「十王免横穴墓群と狐谷横穴墓群」を開催した。年度末には「令

和 2年度風土記の丘地内発掘調査速報展」を開催した。 

またガイダンス山代の郷では、5回のロビー展を開催した。 
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○魅力ある展示事業 

事業名 開催期間 入館者数 

令和元年度 

風土記の丘地内発掘調査速報展 

3月 28日（土）～4月 10日（金） 

※5月 11日（月）までの会期だ

ったが、臨時休館のため、4月 10

日までの開催となった。 

191 

 

ミニ企画展「十王免横穴墓群と

周辺古墳」 

7月 23日（木）～9月 22日（火）  

1,144 

ミニ企画展「風土記の丘アニマ

ルワールド」 

10月 10日（土）～12月 7日（月）  

3,994 

企画展「発掘された島根の中世

城館」 

1月 16日（土）～3月 8日（月）  

1,465 

令和 2年度 

風土記の丘地内発掘調査速報展 

3月 27日（土）～5月 10日（月）  

137 

ガイダンス山代の郷ロビー展 

『北雅之 木版画展～旅のスケ

ッチから』 

『山代原古墳と周辺の古墳』 

『山代二子塚古墳周辺の古墳』 

『歴史遺産の動物たち～並河萬

里写真展』 

『出雲・石見の山城～発掘された

山代遺構』 

 

3月 4日（土）～4月 20日（日） 

 

7月 30日(木) ～9月 13日（日） 

9月 14日(月)～10月 18日（日） 

10月 21日(水)～11月 30日(月) 

 

2月 6日(土)～4月 4日(日) 

10 

 

489 

647 

1,166 

 

1,881 

 

○調査研究 

・風土記の丘周辺にある有古墳群、平浜八幡宮裏古墳群の測量調査を行った。 

 

○入館者実績 

 展示学習館 ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ山代の郷 
入館者合計 

入館料 入館者 入館者 

令和元年度 1,237,300 15,348 8,463 23,811 

令和 2年度 710,000 8,819 5,720 14,539 

 

③青少年等の学習及び交流の場の提供  

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、普及活用事業では「こどもまつり」

「月の宴」「出雲国府健康ウォーク」の大規模事業はいずれも中止とした。４月の「植

物園教室」、５月の「史跡ウォーク」「七草がゆを食べよう」、４月～８月の「風土記

の丘教室」「ガイド養成講座」も中止とし、実施したのは「茶臼山登山」「土器づくり」
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「ヒストリー＆アニマルフェスタ」である。 

友の会事業では、感染症対策を講じた上で、「文化財散歩」「山城登山」を開催した。 

 

〇交流・交歓の場事業 

・実施 

「植物園教室」…3回のうち 2回実施 参加者 29名 

「ヒストリー＆アニマルフェスタ」…来場者 2,025名 ※県民会館と連携 

・中止 

「こどもまつり」「月の宴」「出雲国府健康ウォーク」 

 

〇普及・体験事業 

・実施 

「風土記の丘教室」12回のうち 8回実施 

「茶臼山登山」「夏休みこども風土記の丘教室」（土器づくり、土器野焼き） 

「歴史ウォーク」5回を 3回に減じて実施 ※地域との連携事業 

・中止 

「史跡ウォーク」「七草がゆを食べよう」 

 

④インターンシップ・職場体験事業 

中学生の職場体験事業は中止となった。インターンシップは、9 月に 4名、3 月に

5名の受け入れを行った。本来、これらの事業は地域の歴史、および史跡等の価値を

知り、風土記の丘の業務を理解する機会であったため、中学生の職場体験が中止とな

ったのは残念であったが、インターンシップでは、例年の 9月だけでなく、3月にも

希望があり受け入れることが出来て良かった。 

・インターンシップ受入： 

9月 島根県立大学 3名、吉備国際大学 1名 

3月 島根県立大学 3名、神戸親和女子大学 2名 

 

⑤職員研修の実施 

研 修 名 場 所 日 程 参加者 

接遇研修 島根県民会館 10/12 1 

しまねミュージアム協議会研修会 八雲立つ風土記の丘 3/25 5 

 

⑥歴史文化資料等の提供 

展示図録、発掘調査や出土資料に関する専門的で入手が困難な出版物などを提供

するとともに、歴史文化に関する図書やグッズを提供することで古代の歴史文化や

風土記の丘を理解し関心を高めて頂いた。 
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⑦八雲立つ風土記の丘友の会 

風土記の丘の応援団的存在である友の会は、文化財散歩、研修旅行、意宇六社めぐ

り、山城登山、月の宴お茶席などを例年実施し、風土記の丘と協働しているが、今年

度は文化財散歩、山城登山以外は中止となった。 

  

・実施 

「山城登山」…参加者 18名 

「文化財散歩」…参加者 23名 

・中止 

「研修旅行」「講演会」「意宇六社めぐり」 

 

⑧ボランティアの受入 

・ボランティアガイド「出雲國まほろばガイドの会」と連携し、館内の案内やイベン

ト時のワークショップを実施しているが、4 月 11 日臨時休館以降はガイド活動を休

止した。7月からは主に学校利用を中心に再開したが、8月中旬から末までは夏休み

で県外からの利用も多いことからガイドを休止した。 

・文化庁「文化遺産総合活用推進事業」として、ガイド養成講座を 9月より実施した

が、新型コロナウイルス感染症対策として、参加人数の制限を行ったことで令和２年

度のガイドの会への入会は１名にとどまった。 

・地域の植物を観察する「ニレの会」の協力を得て、植物園の管理を行った。例年開

催している「風土記植物園助言指導会」は新型コロナウイルス感染症の拡大状況を鑑

み中止とした。 

・少年友の会（松江地方裁判所）は、一部の活動を中止したが、地内の清掃活動など

は行った。 

・天理教の奉仕作業として、風土記の丘地内の草取りや堀の清掃を実施しているが、

令和２年度は中止となった。 

・「古志原ボランティアの会」や「ボランティア菜の花」から「こどもまつり」など

のイベント時の協力を得ているが、令和２年度は中止となった。 

・個人参加の施設維持ボランティアは年間を通じて受入、草取りや剪定作業などを実

施した。 

 

⑨しまねミュージアム協議会 

・事務局業務、研修会開催、しまねバーチャルミュージアム運営を行っているが、

今年度の総会は書面表決とし、研修会は３月にオンライン併用で実施した。 

 

⑩成果と課題 

・今年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、多くの事業が中止となっ

た。4～5月にかけては臨時休館となったため、入館者数、入館料収入ともに大き

く減少した。しかし感染が少し落ち着いた 10 月に「ヒストリー＆アニマルフェ

スタ」を開催できたことにより、目標値には及ばないものの入館者数、入館料収
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入を回復することが出来た。 

・学校団体の利用は上半期においては皆無に等しい状況となったが、下半期には従

来はなかった石見地方や雲南地方からの、学校団体の利用があったのは今後につ

ながる成果である。 

・風土記の丘教室などの講演会は、従来 100名を越える参加があったが、会場が手

狭なことから、参加人数の制限を行い、聴講者数は大きく減じた。しかし動画を

撮影し YouTubeにて公開をするなど、新たな取り組みを行った。また島根県によ

り別室で視聴できる機器類や、オンライン配信機材などが導入され、密を避けな

がらの対応が可能となった。 

・令和４年度に開所５０周年を迎えることから、施設の老朽化（展示学習館、ガイ

ダンス山代の郷ともに）などの問題点もあるが、展示学習館周辺の高木の剪定を

３月に実施するなど、改善された点もある。古代住居の屋根の老朽化も問題とし

て残るが、計画的に改善に取り組みたい。 
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５．島根県立少年自然の家 

長年の運営で培ってきたノウハウを基に、利用者ならびに入所者の安全安心に配慮し

た管理運営を確実に行うとともに、県教育委員会と連携した研修事業や子どもたちが参

加する主催事業（自然体験学習事業）にも積極的に取り組んだほか、使用料ならびにシ

ーツ利用料の徴収事務を適切に行うとともに建物、設備等の維持管理業務を行った。 

新型コロナウイルス感染症関連では、４月１１日～２４日、５月１日～３１日の期間、

施設自体が休所となった。それに伴い、前期（４月～７月）の学校入所団体が全て後期

入所となり、受け入れ調整などに大きな混乱が生じた。受け入れ再開後は、島根県教育

委員会の新型コロナウイルス感染症拡大防止対策基本方針に従った特別措置にて管理

運営を行った。消毒作業やキャンセル対応、入所定員変更（半数）による減免措置対応

などが従来の業務に加わった。 

また、島根県西部地域における新型コロナウイルス感染症の軽症者受け入れ施設に決

まり、宿泊施設の改修工事が行われた。島根県各担当課の指示のもと、即座に対応でき

るよう関連業者との打ち合わせ、調整、設備改修・設置（Wi-Fi,ﾄｲﾚ,手洗い非接触型カ

ラン）等を行った。 

島根県立少年自然の家管理補助業務委託契約に基づき、下記の業務を実施した。 

 

①施設維持管理業務 

・県有自動車（送迎用マイクロバス、ワゴン、軽トラック）の運転並びに維持管理業

務 

・施設設備の維持管理業務（空調機器、ガスボイラー、給排水・消火設備、電気設備

等） 

・環境整備業務（植栽の草刈り、剪定等） 

・野外教育施設・設備・教具の維持管理業務（ケビン棟、炊飯場等の野外教育施設） 

・室内活動施設の維持管理業務（体育館、創作棟） 

・宿泊棟、管理棟等の維持管理業務 

・給食の維持管理業務（衛生管理、アレルギーへの配慮、メニュー（食材）の公表と

事前の相談対応、新鮮かつ安全な食材確保等） 

（令和２年度実績 延べ１万6千食以上提供 ※コロナ関係で前年の約半分以下） 

・その他の維持管理業務 

・随時消毒作業業務（コロナ関連） 

・新規Wifi・テレビアンテナ・電話線工事導入関連業者との調整（コロナ関連） 

・コロナ関係で発生したキャンセル料対応（給食） 

 

②施設運営補助業務 

・管理業務（広報・啓発、運営委員会開催、予算執行・管理） 

・施設運営補助業務（年間事業等スケジュール決定、使用許可、受入、備品管理等） 

・施設使用料及びシーツ利用にかかる料金の収納事務  
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・コロナ軽症者受入対応施設としての運用準備での島根県担当課との協議対応（コ

ロナ関連） 

・コロナ関係での入所定員変更（半数）による減免措置対応（コロナ関連） 

 

③主催事業運営補助業務 

・少年自然の家が主催して行う自然体験学習事業の補助 

・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、夏の事業をはじめ規模の大きなイベン

トは中止となり、代わりにより少ない人数を対象としたイベントを複数回開催す

るなどした。 

 

〇自然体験学習事業一覧（R2:実績） 

NO． 事 業 名 実施時期 参加人数等 

1 
利用団体指導者研修会（前期） 

利用団体指導者研修会（後期） 

前期 4/24 

後期 8/3 

中止 

55人 

2 
第１回運営委員会 

第２回運営委員会 

① 5/20 

② R3.2/26 

各 13名(中止) 

※文書対応 

3 

 

代替え

事業 

チャレンジ・ザ・サマー 

 

家族ではじめよう！ 

キャンプ講座 

 

 

7/10～11 

 

① 7/18 

② 7/19 

③ 8/1 

④ 8/2 

100名(中止) 

 

4家族 

4家族 

6家族 

5家族 

4 ジュニア・サマーキャンプ 7/31～8/5 16名(中止) 

5 ミニ・キャンプ 
① 8/9～10 

② 8/22～8/23 

12組(44人) 

9組(35人) 

6 子ども探検隊 in自然の家 10/17～18 32人 

7 オープンデー 10/25 
783人 

※前泊無対応 

8 森と海のつどい(アクアス共催) 11/7～8 
22人 

※コロナ対応 

9 かわいい子には旅をさせよう 

① 12/5～6 

② 12/12～13 

19人 

19人 

※コロナ対応 

10 ジュニア・ウィンターキャンプ R3.1/9～11 
14人  

※コロナ対応 

11 ボランティア養成講座 R3.3/6～7 14人 
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12 わくわくちびっこでー 
原則 

毎月 1回（日） 

延べ 706 人 

（4回中止） 

※コロナ対応 

 合 計  1,729人 

 

○宿泊棟・ケビン棟 研修者数並びに宿泊者数 

  令和 2年度 前年度 

宿泊棟 
研修者数 11,233人 22,691人 

宿泊者数 4,063人 6,152人 

ケビン棟 
研修者数 180人 302人 

宿泊者数 90人 124人 

 

〇事業紹介（R2 実績） 

 

 

 

 

 

 

 

ミニキャンプ （ホットドッグ炊飯）     森と海のつどい（アクアスでの説明） 

 

 

 

 

 

 

 

かわいい子には旅をさせよう       家族ではじめよう！キャンプ講座 

（大学生による絵本タイム）       （ダッチオーブン料理） 

 

     

 

 



令和２年度　公益財団法人しまね文化振興財団　事業一覧

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

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 企画展「神遊び―写真家並河萬里と古代のまつり」 3月26日～5月10日 荒神谷博物館 71
会期変更（当初予定2月27日～3月29日）
共催：荒神谷博物館 ※3/31時点

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 1,163
※名画劇場に統合
4月5月は中止。6月ホール再開特別上映会。

5 島根県民会館 公1　文化事業 1鑑賞 館内 鑑賞 マイ・ラスト・ソング 4月18日・19日 島根県民会館 中止 ※新型コロナウイルスの影響により中止

6 島根県民会館 公1　文化事業 1鑑賞 館内 鑑賞 いきものがかり（共催） 4月26日 島根県民会館 中止
※新型コロナウイルスの影響により中止
共催：キャンディープロモーション

7 島根県民会館 公1　文化事業 1鑑賞 館内 鑑賞 未来フェスinしまね 5月16日 島根県民会館 中止
※新型コロナウイルスの影響により中止
共催：子どもアートDAY実行委員会

8 島根県民会館 公1　文化事業 1鑑賞 館内 鑑賞 ゴスペラーズ（共催） 5月23日 島根県民会館 中止
※新型コロナウイルスの影響により中止
共催：ユニオン音楽事務所

9 島根県民会館 公1　文化事業 1鑑賞 館内 鑑賞 M&O　Plays「リムジン」 6月23日 島根県民会館 中止 ※新型コロナウイルスの影響により中止

10 島根県民会館 公1　文化事業 1鑑賞 館内 鑑賞 「古希記念　桂南光独演会」 1月31日 島根県民会館 170
当初予定6月27日
日程・タイトル変更
文化庁JAPAN LIVE YELL project

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 11月2日 島根県民会館 中止
※新型コロナウイルスの影響により中止
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 劇団四季「コーラスライン」 11月10日 島根県民会館 601
演目変更
文化庁JAPAN LIVE YELL project

13 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「このゆびとまれ」 12月5日 島根県民会館 204
共催：おやこ劇場松江センター
文化庁JAPAN LIVE YELL project

14 島根県民会館 公1　文化事業 1鑑賞 館内 鑑賞 山下洋輔スペシャルライブ 12月9日 島根県民会館 434 文化庁JAPAN LIVE YELL project

15 島根県民会館 公1　文化事業 1鑑賞 館内 鑑賞 めざましクラシックス（共催） 2月14日 島根県民会館 中止
※新型コロナウイルスの影響により中止
共催：TSK山陰中央テレビ

16 島根県民会館 公1　文化事業 １鑑賞 館内 鑑賞 スターダスト☆レビュー（共催） 3月27日 島根県民会館 430 共催：キャンディープロモーション

17 島根県民会館 公1　文化事業 1鑑賞 館内 鑑賞 じゆう劇場「マクベスからさまよい出たもの2020」(共催） 3月7日 島根県民会館 68 主催：鳥の劇場

70 



令和２年度　公益財団法人しまね文化振興財団　事業一覧

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

18 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 3月13日 島根県民会館 201

19 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 63
※新型コロナウイルスの影響により、ダンス公演
のみ次年度に延期 文化庁：障がい者による文化
芸術活動推進事業

20 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
「劇場ってたのしい　2020inしまね」

10月4日 島根県民会館 96 文化庁JAPAN LIVE YELL project

21 島根県民会館 公1　文化事業 2創造 館内 創造 しまね伝統芸能祭（クロージング） 11月22日、23日 島根県民会館 436
文化庁JAPAN LIVE YELL project
地域創造：地域の文化芸術活動助成事業

22 島根県民会館 公1　文化事業 2創造 館外 創造 公募ダンス（ビッグ・アイ主催） 1月末
国際障害者交流セ

ンター
10

主催：国際障害者交流センター（ビッグ・アイ）、
文化庁

23 島根県民会館 公1　文化事業 3育成（教育普及） 館内 育成 舞台芸術アカデミー 通年 島根県民会館 中止 ※新型コロナウイルスの影響により中止

24 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27日・28日 島根県民会館 中止
※新型コロナウイルスの影響により中止
共催：高文連演劇専門部

25 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13日 島根県民会館 中止
※新型コロナウイルスの影響により中止
主催：島根第九をうたう会 12/6「映像と生演奏
による特別コンサート」開催

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 ー しまね映画祭実行委員会

27 島根県民会館 公1　文化事業 4文化芸術団体活動支援 館内 文化芸術活動支援 学校活動支援（ほいくまつり・スチューデントシリーズ等） 通年 島根県民会館 中止
※新型コロナウイルスの影響によりほいくまつり中
止（島根県立大学側の判断によるもの）

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 高文連・大学活動支援 通年 島根県民会館 57
8月7日、10日、2日間に分けて、舞台技術講習
会を実施。年度内の支援は継続

29 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 ー

30 島根県民会館 公1　文化事業 4文化芸術団体活動支援 館外 文化芸術活動支援 ステージテクニカルアカデミー
2月23日

3月10日～12日
グラントワ 26

一般財団法人地域創造助成事業
出前研修会として聴講型研修（2月）、実践研修
（3月）を開催

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 アートマネジメント講座 7月22日 島根県民会館 60
「ホール再開に向けた感染症対策の基本的な考
え方」

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 舞台技術研修会 11月18日、19日 島根県民会館 182
テーマ「コロナ禍の中、新しい公演の形を考える」
感染予防対策、映像配信、著作権を学ぶ

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 スタッフ研修会 通年 島根県民会館 196
4月、5月はコロナウイルスの影響により中止。6
月から開催～9月には、観客を入れての実践研
修「秋のスタ研祭り」を開催。

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 舞台人材育成・職業能力開発 2月3日、17日 島根県民会館 5
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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35 島根県民会館 公1　文化事業 4文化芸術団体活動支援 館外 文化芸術活動支援
文化庁　JAPAN　LIVE　YELL　project
歴史と人とアートをつなぐイベント　「ヒストリー&アニマルフェス
タ」

10月10日～12月7日 風土記の丘 4,016
文化庁令和２年度戦略的芸術文化創造推進事
業
共催：風土記の丘

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
文化庁　JAPAN　LIVE　YELL　project
歴史と人とアートをつなぐイベント　　「HAGANE　ツリー2020点
灯祭」

11月22日
安来市総合文化

ホール　アルテピア
653

文化庁令和２年度戦略的芸術文化創造推進事
業
共催：安来市総合文化ホール

37 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
文化庁　JAPAN　LIVE　YELL　project
歴史と人とアートをつなぐイベント　　「錦影絵」

2月23日 島根県民会館 82
文化庁令和２年度戦略的芸術文化創造推進事
業
共催：松江歴史館

38 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
文化庁　JAPAN　LIVE　YELL　project
歴史と人とアートをつなぐイベント　　「和太鼓発表会　太鼓大
好き★どんどこどん！」

1月16日 グラントワ 252
文化庁令和２年度戦略的芸術文化創造推進事
業
共催：グラントワ

39 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 県内文化芸術団体発表支援事業 9月～12月 県内全域 213 島根県委託事業

40 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 344
151件の相談実績
※新型コロナウイルスに関する舞台対応への相
談が急増している。

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 鑑賞 地域ステージ 11月～2月 県内全域 677 文化庁JAPAN LIVE YELL project

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 鑑賞 しまね映画祭 ９月～１１月 県内全域 3,700 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 館外 鑑賞 広島交響楽団・島根定期演奏会（実行委員会） 7月12日 プラバホール 延期
※新型コロナウイルスの影響により次年度延期
主催：広島交響楽団松江公演開催実行委員会

44 島根県民会館 公1　文化事業 ５文化による地域活性化 館外 育成 文化芸術による子供の育成 9月～2月 県内全域 2,423
委託：文化庁
（文化芸術による子供の育成事業）

45 島根県民会館 公1　文化事業 ５文化による地域活性化 館外 創造 しまね映画塾 8月～2月 県内全域 250
しまね映画祭実行委員会
日程・企画変更

46 島根県民会館 公1　文化事業 ５文化による地域活性化 館外 創造 県内アーティスト発信公演 10月～2月 県内全域 1,757 文化庁JAPAN LIVE YELL project

47 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 しまね伝統芸能祭（館外） 10月～11月 県内全域 455
文化庁JAPAN LIVE YELL project
地域創造：地域の文化芸術活動助成事業

48 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 島根県民会館×松江歴史館 親子バックステージツアー 8月8日 島根県民会館 50 山陰中央新報共催

49 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）
1日かぎりのライトアップ点灯式「オトナのJAZZ de クリスマス」

通年
島根県民会館

および周辺エリア
70

12月12日～25日「和紙 de クリスマス」企画実
施

50 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
「島根県民会館 医療従事者へのメッセージ、会館再開への
機運を高める」ライトアップ事業

6月1日～7日
島根県民会館

および周辺エリア
－ 全国１６ヶ所の劇場と連携して開催

51 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 －

72 



令和２年度　公益財団法人しまね文化振興財団　事業一覧

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

52 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 島根県民会館情報誌「シマカル」発行 隔月（奇数月） 島根県民会館 －

53 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 －

54 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 －

55 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 －

56 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 －

57 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 －

58 グラントワ 公1　文化事業 1鑑賞 館内 鑑賞 松竹大歌舞伎 4月11日 グラントワ 中止 ※新型コロナウイルスの影響により中止

59 グラントワ 公1　文化事業 1鑑賞 館内 鑑賞
2020国際子どもと舞台芸術・未来フェスティバル in グラント
ワ

5月3日 グラントワ 中止
※新型コロナウイルスの影響により中止
文化庁：劇場・音楽堂等機能強化推進事業
同時開催：グラントワ・マルシェ

60 グラントワ 公1　文化事業 1鑑賞 館内 鑑賞 倭-YAMATO　日本ツアー2020　島根公演 5月17日 グラントワ 中止
※新型コロナウイルスの影響により中止
共催事業

61 グラントワ 公1　文化事業 1鑑賞 館内 鑑賞 水谷千恵子　ありがとうコンサートin島根 6月28日 グラントワ 中止 ※新型コロナウイルスの影響により中止

62 グラントワ 公1　文化事業 1鑑賞 館内 鑑賞 劇団四季ファミリーミュージカル「人間になりたがった猫」 7月17日 グラントワ 中止 ※新型コロナウイルスの影響により中止

63 グラントワ 公1　文化事業 1鑑賞 館内 鑑賞 ロバの音楽座「わいてくるおんがっかい」・「ポロンポロン」 9月4日、5日 グラントワ 中止
※新型コロナウイルスの影響により中止
連携：益田おやこ劇場

64 グラントワ 公1　文化事業 1鑑賞 館内 鑑賞 キエフ・クラシック・バレエ 10月28日 グラントワ 中止
※新型コロナウイルスの影響により中止
共催事業

65 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（森高千里　「この街」TOUR2020-21） 1月31日 グラントワ 中止 ※新型コロナウイルスの影響により中止

66 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（しまね映画祭益田会場） 通年 グラントワ 1,839
※新型コロナウイルス感染症の影響により4～6
月は中止

67 グラントワ 公1　文化事業 1鑑賞 館内 鑑賞 大駱駝艦・天賦典式　クレイジーキャメル 2月28日 グラントワ 319

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 240
文化庁：劇場・音楽堂等機能強化推進事業
※フランチャイズ団体所属者131名を含む
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69 グラントワ 公1　文化事業 3育成（教育普及） 館内 育成 グラントワ次世代人材育成事業～ジュニア邦楽塾 通年 グラントワ 246 文化庁：劇場・音楽堂等機能強化推進事業

70 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 95 文化庁：劇場・音楽堂等機能強化推進事業

71 グラントワ 公1　文化事業 ３育成（教育普及） 館内 育成 島根邦楽集団第十五回定期演奏会 3月7日 グラントワ 中止
※新型コロナウイルスの影響により中止
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 3育成（教育普及） 館内 育成 グラントワ弦楽合奏団第10回定期演奏会 3月14日 グラントワ 430
文化庁：劇場・音楽堂等機能強化推進事業
※10/10プレコンサート含む

73 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 15 共催：芸術文化とふれあう協議会

74 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 73 文化庁：劇場・音楽堂等機能強化推進事業

75 グラントワ 公1　文化事業 2創造 館内 創造 しまね伝統芸能祭 9月12日、13日ほか グラントワほか 598

地域創造：地域の文化・芸術活動助成事業・創
造プログラム／文化庁：劇場・音楽堂等機能強
化推進事業　※ろう学校アウトリーチおよび11月
クロージング公演含む

76 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2021 1月8日～10日 グラントワ 153
文化庁：劇場・音楽堂等機能強化推進事業
※セミナーおよびコンサートのオンライン参加によ
る再生回数10,187回

77 グラントワ 公1　文化事業 2創造 館内 創造 今福優　グラントワ開館15周年記念和太鼓公演　～祝祭～ 3月21日 グラントワ 545
文化庁：劇場・音楽堂等機能強化推進事業
※1/16プレ公演含む

78 グラントワ 公1　文化事業 2創造 館内 創造 グラントワ通り×きんさいデー　きんさいライブ 10月4日 グラントワ 194
※新型コロナウイルスの影響により内容を変更し
て実施
文化庁：劇場・音楽堂等機能強化推進事業

79 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 92
※新型コロナウイルスの影響により5月公演中止
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 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2020 8月10日 グラントワ 中止
※新型コロナウイルスの影響により中止
共催：いわみダンスプロジェクト実行委員会

81 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21日 グラントワ 75 共催：サウンドライブしまね益田実行委員会

82 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 122 文化庁：劇場・音楽堂等機能強化推進事業

83 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 7月～3月 グラントワ 205
※新型コロナウイルスの影響により7月公演は中
止
文化庁：劇場・音楽堂等機能強化推進事業

84 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 30 文化庁：劇場・音楽堂等機能強化推進事業

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 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 250
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
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86 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 679
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

87 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（邦楽） 通年 島根県西部地域 91 文化庁：劇場・音楽堂等機能強化推進事業

88 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 石見神楽舞台設備アドバイザー講座 通年 島根県西部地域 19
共催：石見観光振興協議会
第1回10/28グラントワ
第2回12/20温泉津

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
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2020」

5月3日 グラントワ 中止 ※新型コロナウイルスの影響により中止

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 夏休み賑わい創出事業（中庭イベント・たんけんツアー等） 8月8日、9日 グラントワ 53

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 グラントワ開館記念感謝祭「きんさいデー」 10月4日 グラントワ 中止 ※新型コロナウイルスの影響により中止

92 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 ありがとうグラントワ１５周年企画 10/1～11/23 グラントワ 1,152 「きんさいデー」の代替企画

93 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2021 2021年1月中旬 広島市 中止 ※新型コロナウイルスの影響により中止

94 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 中止 ※新型コロナウイルスの影響により中止

95 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 －

96 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 107
ボランティア会員60人
桜のオーナー清掃活動47人

97 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 1,604 2021.3月末時点会員数

98 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 1 益田市内高校生・職場体験1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

館外 広報 イベントスケジュール発行事業 2月24日 全国・県内全域 － 当初予定：２月下旬～3月上旬

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

館外 広報 Grand Toit News（グラントワニュース）発行事業 年3回 全国・県内全域 －
62号～65号の4回発行予定だったが、62号は
新型コロナウイルスの影響により発行中止。また
63～65号も紙面縮小版で発行

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 通年 全国・県内全域 －

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

館外 広報 グラントワＨＰ・ブログ・ＳＮＳ広報事業 通年 全国・海外 －
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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
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 －

104 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「竹久夢二と乙女たち　あこがれの美
人、ときめきのモダンライフ」

4月18日～6月8日 グラントワ 中止 ※新型コロナウイルスの影響により中止

105 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「生誕150年　大下藤次郎と水絵の系
譜」

12月25日～
2021年2月20日

グラントワ 2,519
当初予定：7月11日～8月31日
新型コロナウイルスの影響により会期変更

106 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「ファッション イン ジャパン1945-
2020　流行と社会」

2021年3月20日～
5月16日

グラントワ
1,057

３月末時点
当初予定：9月19日～11月23日
新型コロナウイルスの影響により会期変更

107 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　開館15周年記念 企画展「北斎―永
田コレクション名品展」

9月26日～11月23日 グラントワ 10,369
当初予定：12/24～2021/2/15
新型コロナウイルスの影響により会期変更

108 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 12月3日～12月6日 グラントワ 610 当初予定：12月上旬

109 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 335 特別鑑賞券利用260人、同伴半額75人

110 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 －

111 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 －

112 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 －

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

常設展 通年 風土記の丘 8,819

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

企画展「発掘された島根の中世城館」 1月16日～3月8日 風土記の丘 1,465 新型コロナウイルスの影響により会期変更

115 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「風土記の丘アニマルワールド」 10月10日～12月7日 風土記の丘 3,994 新型コロナウイルスの影響により会期変更

116 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「山代郷正倉跡」 12月19日～3月7日 風土記の丘 中止 ※新型コロナウイルスの影響により中止

117 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「十王免横穴墓群と狐谷横穴墓群」 7月23日～9月22日 風土記の丘 1,144

118 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「令和元年度速報展」 3月28日～４月10日 風土記の丘 191
当初予定：3月28日～5月11日
新型コロナウイルスの影響により会期変更

119 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「令和２年度速報展」 3月27日～5月10日 風土記の丘 137
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120 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 通年 ガイダンス山代の郷 5,720

ロビー展会期
①4/1～10「北雅行　木版画展～旅のスケッチ
から～」、②7/30～9/13「山代原古墳と周辺古
墳」、③9/14～10/18「ガイダンス山代の郷周
辺の古墳」、④10/21～11/30「歴史遺産の動
物たち～並河萬里写真展～」、⑤2/6～4/4
「出雲・石見の山城～発掘された山城遺構～」

121 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 －
有古墳群測量調査、平浜八幡宮裏古墳群測量
調査

122 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 中止 ※新型コロナウイルスの影響により中止

123 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」 10月3日 風土記の丘 中止 ※新型コロナウイルスの影響により中止

124 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「出雲国府健康ウォーク」 2月～3月 史跡出雲国府跡 中止 ※新型コロナウイルスの影響により中止

125 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 風土記の丘 29

新型コロナウイルスの影響により
①4/18中止、②7/12実施、③12/5実施予定

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「茶臼山登山」 4月4日 風土記の丘周辺 22

127 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「史跡ウォーク」 5月30日 風土記の丘周辺 中止 ※新型コロナウイルスの影響により中止

128 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17日 県内 23

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「夏休みこども風土記の丘教室（土器づくり）」 7月18日、19日 風土記の丘 12

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
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22日 風土記の丘 6

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
普及・体験事業「稲刈り体験」（地域連携事業） 11月上旬 松江市大庭町内 中止 ※新型コロナウイルスの影響により中止

132 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 中止 ※新型コロナウイルスの影響により中止

133 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23日 風土記の丘地内 中止 ※新型コロナウイルスの影響により中止

134 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）

9/24、10/27、
11/10

風土記の丘周辺 69 5月、6月中止、9月、10月、11月実施

135 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」 9月～3月 風土記の丘 245

新型コロナウイルスの影響により８月まで中止
9月より再開
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136 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
文化庁　JAPAN　LIVE　YELL　project
交流・交歓の場事業「ヒストリー＆アニマルフェスタ」

10月10日～12月7日 風土記の丘 2,025
文化庁令和２年度戦略的芸術文化創造推進事
業
共催：島根県民会館

137 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 中止 ※新型コロナウイルスの影響により中止

138 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 － 随時

139 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 － 年2回

140 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 － 年3回

141 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 36
6月総会は書面表決、3月研修会（オンライン併
用）

142 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 9月、3月 風土記の丘 9 9月4名、3月5名

143 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 － 随時

144 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 県内外 中止 ※新型コロナウイルスの影響により中止

145 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」 2月 風土記の丘 中止 ※新型コロナウイルスの影響により中止

146 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23日 風土記の丘 18 熊野城跡（松江市八雲町）

147 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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