
鹿児島市文化芸術推進基本計画素案の関係事業一覧

分野 事業数 主な事業等（R2・R3年度）

文化芸術 56

ランチタイムコンサート、文化薫る地域の魅力づくりプラン推進事業、自主文化事業補助事業、市民文化活動推進事業、鹿児島芸術鑑賞事業、児童文学振興事業、
「少年少女合唱団振興事業」運営委託、ふれてみよう！かごんま弁事業、鹿児島市民文化ホール及び谷山サザンホール管理運営等事業、近代文学館管理運営事業・
メルヘン館管理運営事業、歴史・文化のデジタル化推進事業等、美術教育普及事業（美術講座、子供向け講座等の開催）、市民アートフェアかごしま開催事業、企
画展（特別企画・小企画）、収蔵作品修復活用事業、郷土芸能保護事業、世界遺産推進事業、世界遺産保全・活用事業、城山公園自然の森再生事業 等

観光 7 おはら祭開催事業、渋谷・鹿児島おはら祭開催事業、“美味のまち鹿児島”づくりイベント支援事業、映画撮影等誘致支援補助金、鹿児島ぶらりまち歩き推進補助金、観光イベント
創出支援事業

まちづくり 9 まちなか図書館（仮称）整備事業、景観写真コンテスト、シブヤでかごしまフェスティバルの開催、地域まつり支援事業、吉田校区新春厄払い鬼火焚き巡り、コミュニティビジョ
ン推進事事業

国際交流 3 アジア青少年芸術祭開催事業、国際交流センター管理運営事業

福祉 4 すこやか長寿まつり開催事業、こころで描く絵画展(精神障害者ふれあい交流事業)、ゆうあい館交流事業、わくわく福祉交流フェア

教育 19 音楽等文化活動に対する助成事業、芸術文化活動の奨励、次世代を切り拓く青少年育成事業、郷土教育の取組、全国高等学校総合文化祭の開催、公民館管理運営事業、生涯学習プ
ラザ事業、勤労女性センター管理運営事業、勤労青少年ホーム管理運営事業、図書館資料の充実、かごしま文化工芸村管理運営事業 等

産業 11 クリエイティブ産業創出支援事業、クリエイティブ産業創出拠点施設企画運営事業、クリエイティブ人材誘致事業、鹿児島・渋谷クリエイティブシンポジオン開催事業、伝統的工
芸産業の活路開拓支援事業、鹿児島市農林水産まつり、地域農業まつり

環境 2 かごしま環境未来館管理運営事業、ごみの減量化・資源化児童作品コンクール

計 111

主要 71
再掲 40
計 111



鹿児島市文化芸術推進基本計画素案の関係事業一覧

基本方針 No 分野 事業名 R２年度 R3年度 実施主体 所管課
基本施策

1 文化芸術 ランチタイムコンサート
毎週金曜日、市民アートギャラリーにて、ランチタイムコンサートを開
催する。

左記に同じ 市 文化振興課

2 文化芸術
文化薫る地域の魅力づくりプラン推
進事業

第2期文化薫る地域の魅力づくりプランに基づき、美術、音楽、地域伝統
芸能などを含めた幅広い分野の文化資源を生かした様々なイベント等を
実施することにより、元気な地域づくり・人づくりを進める。
・「音とあかりの散歩道」の開催
・「げいじゅつ たいけん！ワークショップ」の開催
・「かごしま伝統芸能ネットワーク事業」の開催
・かごしま文化情報センター（KCIC）の運営  など
（新型コロナウイルス感染症の影響により一部中止し、代替イベントを
実施）

第2期文化薫る地域の魅力づくりプランに基づき、美術、音楽、地域伝統
芸能などを含めた幅広い分野の文化資源を生かした様々なイベント等を
実施することにより、元気な地域づくり・人づくりを進める。
・かごしま文化情報センター（KCIC）の運営
・「音とあかりの散歩道」の開催
・市所管施設と連携して開催するワークショップの開催
・かごしま伝統芸能ネットワーク会議の開催  など

実行委員会 文化振興課

3 文化芸術 自主文化事業補助事業 かごしま教育文化振興財団が行う自主文化事業に対して補助を行う。 左記に同じ 市 文化振興課

4 文化芸術 市民文化活動推進事業
本市の伝統芸能等に対する理解と関心を深めるため、ふるさと芸能祭を
開催する。
（新型コロナウイルス感染症の影響により中止）

左記に同じ 市 文化振興課

5 文化芸術
美術教育普及事業（美術講座、子供
向け講座等の開催）（再）

美術教育普及活動の充実を図り、市民の美術に対する関心と理解を深
め、開かれた美術館の運営を推進する。
・日曜美術講座、美術講演会、学芸講座等の開催
・東京藝大連携事業の実施

美術教育普及活動の充実を図り、市民の美術に対する関心と理解を深
め、開かれた美術館の運営を推進する。
・日曜美術講座、美術講演会、学芸講座等の開催

市 美術館

6 教育 公民館管理運営事業
地域公民館において、幅広い世代を対象にした文化芸術に関する講座の
開設や自主学習グループの活動支援に努める。

左記に同じ 市 生涯学習課

7 教育 生涯学習プラザ事業
生涯学習プラザにおいて、幅広い世代を対象にした文化芸術に関する講座の開
設や自主学習グループの活動支援に努める。

左記に同じ 市 生涯学習課

8 教育 勤労女性センター管理運営事業
勤労女性センターにおいて、勤労女性等を対象にした文化芸術に関する講座の
開設や自主学習グループの活動支援に努める。

左記に同じ 市 生涯学習課

9 教育 かごしま文化工芸村管理運営事業
かごしま文化工芸村において、幅広い世代を対象にした文化芸術に関する講座
の開設や自主学習グループの活動支援に努める。

左記に同じ 市 生涯学習課

10 まちづくり 地域まつり支援事業（再）

地域住民のふれあいと地域社会の活性化を促進し、地域の振興を図るた
め、各地域の地域まつりに対し、交付対象経費の一部を助成する。
吉田・喜入・松元：新型コロナウイルス感染症の影響により中止
郡山：春まつり、夏まつり実施

地域住民のふれあいと地域社会の活性化を促進し、地域の振興を図るた
め、各地域の地域まつりに対し、交付対象経費の一部を助成する。
吉田：夏の開催を中止し、秋から冬にかけて代替事業を模索
喜入：新型コロナウイルス感染症の影響により中止
松元：８月開催を延期し９月の実行委員会で開催について協議予定
郡山：春まつりは実施済、人を集める形式での夏まつりは中止とし、
「Web版夏まつり」を企画している

かごしま市商工会
（吉田・郡山・松
元）、実行委員会
（喜入）

吉田・喜入・松
元・郡山支所総

務市民課

11 文化芸術 鹿児島芸術鑑賞事業（再）

児童生徒等の創造性を育み、心豊かな人間形成に資するため、「芸術家
派遣プロジェクト」や児童演劇、ミュージカルの観劇会を行うととも
に、東京藝術大学と連携したワークショップ等を実施し、優れた芸術を
鑑賞する機会を提供する。

児童生徒等の創造性を育み、心豊かな人間形成に資するため、「芸術家
派遣プロジェクト」や児童演劇等を小・中学校や子育て支援施設で実施
し、優れた芸術を鑑賞する機会を提供する。

市 文化振興課

事業概要鹿児島市文化芸術推進基本計画骨子案

①文化芸術に触れる機会の創出
 市民が身近な場所で文化芸術に触れることができ
る催しや講座などを開催するとともに、各文化施設
などにおいて質の高い文化芸術を鑑賞する機会など
を提供します。

１ 文化芸術に
親しむ機会の充
実 ～触れる・

感じる～
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基本方針 No 分野 事業名 R２年度 R3年度 実施主体 所管課
基本施策

事業概要鹿児島市文化芸術推進基本計画骨子案

12 文化芸術
文化薫る地域の魅力づくりプラン推
進事業（再）

第2期文化薫る地域の魅力づくりプランに基づき、美術、音楽、地域伝統
芸能などを含めた幅広い分野の文化資源を生かした様々なイベント等を
実施することにより、元気な地域づくり・人づくりを進める。
・「音とあかりの散歩道」の開催
・「げいじゅつ たいけん！ワークショップ」の開催
・「かごしま伝統芸能ネットワーク事業」の開催
・かごしま文化情報センター（KCIC）の運営  など
（新型コロナウイルス感染症の影響により一部中止し、代替イベントを
実施）

第2期文化薫る地域の魅力づくりプランに基づき、美術、音楽、地域伝統
芸能などを含めた幅広い分野の文化資源を生かした様々なイベント等を
実施することにより、元気な地域づくり・人づくりを進める。
・かごしま文化情報センター（KCIC）の運営
・「音とあかりの散歩道」の開催
・市所管施設と連携して開催するワークショップの開催
・かごしま伝統芸能ネットワーク会議の開催  など

実行委員会 文化振興課

13 文化芸術
自主文化事業補助事業（学生割引
等）（再）

かごしま教育文化振興財団が行う自主文化事業に対して補助を行う。 左記に同じ 市 文化振興課

14 文化芸術 ランチタイムコンサート（再）
毎週金曜日、市民アートギャラリーにて、ランチタイムコンサートを開
催する。

左記に同じ 市 文化振興課

15 福祉
こころで描く絵画展
(精神障害者ふれあい交流事業)

 精神障害に対する正しい知識の普及啓発を図るとともに、精神障害者
の地域の中での生活を支援し社会参加を促進するため、デイケア参加者
等の精神障害者の作品を市立美術館にて展示を行う。

左記に同じ 実行委員会 保健支援課

16 福祉 ゆうあい館交流事業

障害者の自立と社会参加を促進し、市民の障害への理解と認識を深める
ため、ゆうあい館交流事業を通じて障害者の文化芸術活動の普及を図る
とともに、民間団体等と連携して、文化芸術活動等に関する取組を進め
る。（新型コロナウイルス感染症対策のため中止）

障害者の自立と社会参加を促進し、市民の障害への理解と認識を深める
ため、ゆうあい館交流事業を通じて、障害者の文化芸術活動の普及を図
るとともに、民間団体等と連携して、文化芸術活動等に関する取組を進
める。

実行委員会 障害福祉課

17 文化芸術
美術教育普及事業（美術講座、子供
向け講座等の開催）（再）

美術教育普及活動の充実を図り、市民の美術に対する関心と理解を深
め、開かれた美術館の運営を推進する。
・日曜美術講座、美術講演会、学芸講座等の開催
・東京藝大連携事業の実施

美術教育普及活動の充実を図り、市民の美術に対する関心と理解を深
め、開かれた美術館の運営を推進する。
・日曜美術講座、美術講演会、学芸講座等の開催

市 美術館

18 文化芸術
市民アートフェアかごしま開催事業
（再）

市民の創作した美術作品をジャンルを問わず幅広く公募し、無審査で地
下展示ロビーに展示する。

左記に同じ 市 美術館

19 文化芸術
児童文学振興事業（小学生を対象に
した読み聞かせ）

本市の児童文学の書き手の育成を図るため、児童文学者等による創作講
座を開催するとともに、優れた児童文学作品の出版に対し助成するほ
か、小学生を対象とした読み聞かせ会等を行う。

左記に同じ 市 文化振興課

20 文化芸術
「少年少女合唱団振興事業」運営委
託（再）

本市における児童文化の向上、情操の陶冶を図るとともに音楽水準の向
上に寄与することを目的に、鹿児島市立少年合唱隊の運営を行う。

左記に同じ 市 文化振興課

21 文化芸術
ふれてみよう！かごんま弁事業
（再）

小・中学校で鹿児島弁を使った演劇、朗読等を実施し、鹿児島弁に身近
にふれる機会を児童生徒に提供することにより、興味、関心を喚起する
とともに、鹿児島弁の普及、継承に取り組む文化団体の活動を促進す
る。

小・中学校で鹿児島弁を使った演劇、朗読等を実施することにより、児
童・生徒の興味、関心を喚起するとともに、鹿児島弁の普及、継承に取
り組む文化団体の活動を促進する。

市 文化振興課

22 文化芸術 鹿児島芸術鑑賞事業（再）

児童生徒等の創造性を育み、心豊かな人間形成に資するため、「芸術家
派遣プロジェクト」や児童演劇、ミュージカルの観劇会を行うととも
に、東京藝術大学と連携したワークショップ等を実施し、優れた芸術を
鑑賞する機会を提供する。

児童生徒等の創造性を育み、心豊かな人間形成に資するため、「芸術家
派遣プロジェクト」や児童演劇等を小・中学校や子育て支援施設で実施
し、優れた芸術を鑑賞する機会を提供する。

市 文化振興課

23 福祉 すこやか長寿まつり開催事業
高齢者の社会参加や健康・生きがいづくりを促進するため、家族や地域
とのつながりを実感できるスポーツ・文化のイベントを実施した。

新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止。 鹿児島市 長寿支援課

②誰もが文化芸術活動に参加できる環境づくり
 年齢や障害の有無、国籍、経済的な状況又は居住
する地域に関わらず、市民が鑑賞や活動の主体と
なって文化芸術活動に関わることができるよう環境
づくりを進めます。
 障害者の文化芸術活動については、文化施設の利
便性向上や公演・展示等における配慮の提供などに
取り組むとともに、活動への支援や芸術作品の展示
などを通して、より多くの障害者が参加できる環境
づくりに努めます。
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基本方針 No 分野 事業名 R２年度 R3年度 実施主体 所管課
基本施策

事業概要鹿児島市文化芸術推進基本計画骨子案

24 福祉 わくわく福祉交流フェア

新型コロナウイルス感染症の影響のため中止
（参考）市民に福祉交流やボランティア活動を広げることを目的に、か
んまちあ及び天文館シネマパラダイスで、模擬店、バザー、福祉施設製
作品展示即売、障害者の作品展、映画鑑賞等を行う。

左記に同じ 実行委員会 地域福祉課

25 教育 芸術文化活動の奨励（再）
芸術文化活動を奨励充実し、児童生徒の情操を育み、個性の伸長を図る
ため、各作品展や音楽会等を実施する。

左記に同じ 市 学校教育課

26 教育
次世代を切り拓く青少年育成事業
（再）

「かごしま創志塾」「ジュニア創志塾」
 郷土の歴史に関するフィールドワークや施設参観、異文化交流体験等
を実施する。

左記に同じ 市 少年自然の家

27 国際交流 国際交流センター管理運営事業

 国際交流に関する機会を創出し、国際相互理解を促進することによ
り、本市の国際交流を推進するため、国際交流センターを拠点として、
異文化体験講座や日本語支援教室等の各種事業に取り組む。
２年４月供用開始

左記に同じ 市 国際交流課

28 文化芸術
鹿児島市民文化ホール及び谷山サザ
ンホール管理運営等

鹿児島市民文化ホール及び谷山サザンホールの管理運営等の業務を指定
管理者に行わせることにより、両施設の効率的な運営を図る。

左記に同じ 市 文化振興課

29 文化芸術
市民文化ホール施設整備事業・谷山
サザンホール施設整備事業

鹿児島市民文化ホール及び谷山サザンホールの施設を整備し、その充実
を図う。

左記に同じ 市 文化振興課

30 文化芸術
近代文学館管理運営事業・メルヘン
館管理運営事業

かごしま近代文学館・メルヘン館の管理運営を指定管理者が行うことに
より、両施設の効率的な運営を図る。

左記に同じ 市 文化振興課

31 文化芸術
近代文学館及びメルヘン館施設整備
事業

公共建築物ストックマネジメント事業で示された保全計画書に基づい
て、かごしま近代文学館及びメルヘン館の改修を行う。また、この他の
施設の管理運営上に必要な設備・備品等の更新及び充実を図る。

左記に同じ 市 文化振興課

32 文化芸術 歴史・文化のデジタル化推進事業

美術館、ふるさと考古歴史館、かごしま近代文学館・メルヘン館等に収
蔵されている貴重な歴史・文化資産及び市内の史跡・文化財、郷土芸能
などの情報をデータベース化し、ホームページへの掲載等によって、広
く情報発信を行い、魅力あるこれらの資産を紹介する。

左記に同じ 市 文化振興課

33 文化芸術
文化薫る地域の魅力づくりプラン推
進事業（かごしま文化情報センター
の運営）（再）

第2期文化薫る地域の魅力づくりプランに基づき、美術、音楽、地域伝統
芸能などを含めた幅広い分野の文化資源を生かした様々なイベント等を
実施することにより、元気な地域づくり・人づくりを進める。
・「音とあかりの散歩道」の開催
・「げいじゅつ たいけん！ワークショップ」の開催
・「かごしま伝統芸能ネットワーク事業」の開催
・かごしま文化情報センター（KCIC）の運営  など
（新型コロナウイルス感染症の影響により一部中止し、代替イベントを
実施）

第2期文化薫る地域の魅力づくりプランに基づき、美術、音楽、地域伝統
芸能などを含めた幅広い分野の文化資源を生かした様々なイベント等を
実施することにより、元気な地域づくり・人づくりを進める。
・かごしま文化情報センター（KCIC）の運営
・「音とあかりの散歩道」の開催
・市所管施設と連携して開催するワークショップの開催
・かごしま伝統芸能ネットワーク会議の開催  など

実行委員会 文化振興課

34 文化芸術 企画展（特別企画・小企画）

・常設展の開催
・特別企画展の開催「キスリング展」「乙女のモダンデザイン～大正イ
マジュリィの世界」
・小企画展の開催 「動き出す色とかたち-マティスとマリー二の版画か
ら」他4回

・常設展の開催
・特別企画展の開催「スイス プチ・パレ美術館展」「フロム・ジ・エッ
ジ─８０年代鹿児島生まれの作家たち」
・小企画展の開催 「描かれた装い 絵の中のファッションとヘアメイ
ク」他２回

市
（但し特別企画展
は実行委員会）

美術館

35 文化芸術 収蔵作品修復活用事業
美術館が収蔵した作品を公開するため、計画的な修復をすすめるととも
に、所蔵作品選集の作成や販売などを行う。

美術館が収蔵した作品を公開するため、計画的な修復をすすめる。 市 美術館

③文化施設の効果的な運営と情報の発信
 文化施設の運営や維持管理を適切に行い、市民が
利用しやすい文化芸術活動の拠点として環境を整え
るとともに、学校や社会教育関連組織等との連携の
充実を図ります。
 文化芸術と市民を繋ぐ機能の充実を図るととも
に、多様なメディアを活用し、より広く市民に届く
よう文化芸術の情報を発信します。
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基本方針 No 分野 事業名 R２年度 R3年度 実施主体 所管課
基本施策

事業概要鹿児島市文化芸術推進基本計画骨子案

36 文化芸術 美術館施設整備事業
施設設備等の整備を計画的に進め、良好な展示環境や観覧者の安全確保
を図る。

左記に同じ 市 美術館

37 文化芸術 美術品収集経費
美術品の取得を円滑に行うため、３０年度の美術品購入により減額され
ている鹿児島市美術品等取得基金の現金部分を一般会計で復元する。

元年度の美術品購入により鹿児島市美術品等取得基金の現金部分が減額
されているが、R3年度は一般会計による復元を行わない。

市 美術館

38 教育 図書館雑誌スポンサー事業 雑誌スポンサーにより、雑誌を充実し、市民サービスの向上を図る。 左記に同じ 市 図書館

39 教育 学び広がる図書館の窓口運営事業
民間のノウハウを活用した窓口等の運営を行い、市民サービスの向上を
図る。

左記に同じ 市 図書館

40 まちづくり まちなか図書館（仮称）整備事業
「まちなか図書館（仮称）」の床取得を行うとともに、什器の実施設計
等を行う。

令和4年春の供用開始に向け、「天文館図書館」の什器等の設置工事やシ
ステム関係の整備等を行う。

市 図書館

41 教育 図書館資料の充実
市民の多様な知的ニーズに対応できるよう、より一層の図書資料の整備
充実を図り、多くの市民に利用される魅力ある図書館を目指す。

左記に同じ 市 図書館

42 文化芸術 ふるさと考古歴史館管理運営事業
ふるさと考古歴史館の管理運営を指定管理者に委託することにより、効率的で
積極的な経営を図る。

左記に同じ 市 文化財課
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基本方針 No 分野 事業名 R２年度 R3年度 実施主体 所管課
基本施策

事業概要鹿児島市文化芸術推進基本計画骨子案

43 文化芸術
地域の文化芸術サポート事業（市民
文化祭、共催事業、文化芸術活動活
性化補助金）

市民文化祭等を文化団体と共催するとともに、自主的な文化活動を活性
化するため、文化団体等が実施する事業に対して助成する。

左記に同じ 文化芸術団体等 文化振興課

44 文化芸術 郷土芸能保護事業
貴重な地域の伝統文化である郷土芸能等が正しく伝承されるように、使
用する用具の補修等及び運営費用に対して助成する。

左記に同じ 郷土芸能団体 文化財課

45 文化芸術
文化薫る地域の魅力づくりプラン推
進事業（再）

第2期文化薫る地域の魅力づくりプランに基づき、美術、音楽、地域伝統
芸能などを含めた幅広い分野の文化資源を生かした様々なイベント等を
実施することにより、元気な地域づくり・人づくりを進める。
・「音とあかりの散歩道」の開催
・「げいじゅつ たいけん！ワークショップ」の開催
・「かごしま伝統芸能ネットワーク事業」の開催
・かごしま文化情報センター（KCIC）の運営  など
（新型コロナウイルス感染症の影響により一部中止し、代替イベントを
実施）

第2期文化薫る地域の魅力づくりプランに基づき、美術、音楽、地域伝統
芸能などを含めた幅広い分野の文化資源を生かした様々なイベント等を
実施することにより、元気な地域づくり・人づくりを進める。
・かごしま文化情報センター（KCIC）の運営
・「音とあかりの散歩道」の開催
・市所管施設と連携して開催するワークショップの開催
・かごしま伝統芸能ネットワーク会議の開催  など

実行委員会 文化振興課

46 文化芸術 自主文化事業補助事業（再） かごしま教育文化振興財団が行う自主文化事業に対して補助を行う。 左記に同じ 市 文化振興課

47 文化芸術 ランチタイムコンサート（再）
毎週金曜日、市民アートギャラリーにて、ランチタイムコンサートを開
催する。

左記に同じ 市 文化振興課

48 文化芸術 市民アートフェアかごしま開催事業
市民の創作した美術作品をジャンルを問わず幅広く公募し、無審査で地
下展示ロビーに展示する。

左記に同じ 市 美術館

49 文化芸術 鹿児島芸術鑑賞事業

児童生徒等の創造性を育み、心豊かな人間形成に資するため、「芸術家
派遣プロジェクト」や児童演劇、ミュージカルの観劇会を行うととも
に、東京藝術大学と連携したワークショップ等を実施し、優れた芸術を
鑑賞する機会を提供する。

児童生徒等の創造性を育み、心豊かな人間形成に資するため、「芸術家
派遣プロジェクト」や児童演劇等を小・中学校や子育て支援施設で実施
し、優れた芸術を鑑賞する機会を提供する。

市 文化振興課

50 文化芸術 ふれてみよう！かごんま弁事業

小・中学校で鹿児島弁を使った演劇、朗読等を実施し、鹿児島弁に身近
にふれる機会を児童生徒に提供することにより、興味、関心を喚起する
とともに、鹿児島弁の普及、継承に取り組む文化団体の活動を促進す
る。

小・中学校で鹿児島弁を使った演劇、朗読等を実施することにより、児
童・生徒の興味、関心を喚起するとともに、鹿児島弁の普及、継承に取
り組む文化団体の活動を促進する。

市 文化振興課

51 教育 芸術文化活動の奨励
芸術文化活動を奨励充実し、児童生徒の情操を育み、個性の伸長を図る
ため、各作品展や音楽会等を実施する。

左記に同じ 市 学校教育課

52 教育 全国高等学校総合文化祭の開催
令和5年度に開催予定の第47回全国高等学校総合文化祭鹿児島大会に向け
て県との打合せ等を行う。

左記に同じ 市
学校教育課
文化振興課

53 教育 郷土教育の取組
校区の伝統・文化・歴史等を踏まえた郷土教育全体計画を作成し、総合
的な学習の時間や体育等の授業の中で郷土芸能の継承や発表など、それ
ぞれの地域や学校の特色を生かした教育活動を行う。

左記に同じ 小学校 学校教育課

２ 多様な文化
芸術の創造 ～
創る～

①多様な文化芸術活動への支援
 文化芸術団体等の活動への助成や各種情報の提供
などの支援を通して、新たな文化芸術の表現活動を
含め、多彩な文化芸術活動の活性化が図られるよう
取り組みます。
 異なるジャンルの文化芸術の融合や文化芸術と他
分野との融合など多様な文化芸術活動を支援し、新
たな文化芸術や価値の創造につなげるとともに、鑑
賞者をさらに掘り起こし、文化芸術の裾野の拡大を
図ります。

①子ども・若者の文化芸術体験の促進と創造性の涵
養
 教育分野や地域コミュニティとの連携などによ
り、子どもや若者が文化芸術体験を通してその魅力
を感じる機会の充実を図り、豊かな感性や創造性を
育みます。

３ 次代の文化
芸術の担い手の
育成 ～育む～
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基本方針 No 分野 事業名 R２年度 R3年度 実施主体 所管課
基本施策

事業概要鹿児島市文化芸術推進基本計画骨子案

54 教育 勤労青少年ホーム管理運営事業
勤労青少年ホームにおいて、勤労青少年を対象にした文化芸術に関する
講座の開設や自主学習グループの活動支援に努める。

左記に同じ 市 青少年課

55 まちづくり
コミュニティビジョン推進事業
（再）

多くの協議会が文化の醸成を目的として伝統芸能の継承等の事業を地域
コミュニティプランに掲げ、活動している。

左記に同じ 市 地域振興課

56 教育 公民館管理運営事業（再）
地域公民館において、各地域コミュニティ協議会や各種文化芸術団体等
と連携し、地域総合文化祭への出演・展示等を依頼するなど、活動の充
実を図る。

地域公民館において、各地域コミュニティ協議会や各種文化芸術団体等
と連携し、地域総合文化祭への出演・展示等を依頼するなど、活動機会
の充実を図る。

市 生涯学習課

57 文化芸術 児童文学振興事業（再）
本市の児童文学の書き手の育成を図るため、児童文学者等による創作講
座を開催するとともに、優れた児童文学作品の出版に対し助成するほ
か、小学生を対象とした読み聞かせ会等を行う。

左記に同じ 市 文化振興課

58 文化芸術
近代文学館管理運営事業・メルヘン
館管理運営事業（再）

かごしま近代文学館・メルヘン館の管理運営を指定管理者が行うことに
より、両施設の効率的な運営を図る。
※若者向けを含め企画展等が円滑に行われるよう適切な施設の管理運営
を行い、鑑賞機会の提供につなげる。

左記に同じ 市 文化振興課

59 文化芸術
鹿児島市民文化ホール及び谷山サザ
ンホール管理運営等（再）

鹿児島市民文化ホール及び谷山サザンホールの管理運営等の業務を指定
管理者に行わせることにより、両施設の効率的な運営を図る。
※若者向けを含め各種公演が円滑に行われるよう適切な施設の管理運営
を行い、鑑賞機会の提供につなげる。

左記に同じ 市 文化振興課

60 文化芸術
地域の文化芸術サポート事業（春の
新人賞）

将来性のある若手の芸術家を表彰する。 左記に同じ 市 文化振興課

61 文化芸術 京都賞受賞者講演会
 新型コロナウィルス感染症拡大の状況を受けて、京都賞の一連の関連
行事は来年に延期。

新型コロナウィルス感染症の収束が見通せないことから、授賞式等の行
事（鹿児島講演会を含む）は中止。

京都賞受賞者講演
会実行委員会

政策推進課

62 文化芸術
「少年少女合唱団振興事業」運営委
託

本市における児童文化の向上、情操の陶冶を図るとともに音楽水準の向
上に寄与することを目的に、鹿児島市立少年合唱隊の運営を行う。

左記に同じ 市 文化振興課

63 文化芸術
児童文学振興事業（創作講座、児童
文学作品の出版助成、創作童話の公
募・表彰）（再）

本市の児童文学の書き手の育成を図るため、児童文学者等による創作講
座を開催するとともに、優れた児童文学作品の出版に対し助成するほ
か、小学生を対象とした読み聞かせ会等を行う。

左記に同じ 市 文化振興課

64 産業
クリエイティブ産業創出支援事業
（再）

市内デザイナー等のスキルアップや製造業者等のデザイン面での事業革
新を支援するため、「かごしまデザインアワード」や人材育成セミナー
を開催するほか、受賞作品の商品化支援等を実施する。

新型コロナウイルス感染症の影響により実施なし 市 産業創出課

65 産業 クリエイティブ人材誘致事業（再）
製品の高付加価値化等に必要なクリエイティブ人材を誘致するため、Ｕ
ＩJターンイベントの開催や移住に係る経費の助成のほか、移住体験イベ
ントの期間等の拡充やＳＮＳを活用した移住に関する情報発信を行う。

製品の高付加価値化等に必要なクリエイティブ人材を誘致するため、移
住に関する情報発信を行う。

市 産業創出課

②文化芸術活動を担う人材の育成
 次代の文化芸術を担う演奏家・美術家等や文化の
作り手と受け手をつなぐ人材など、文化芸術に携わ
る人づくりに文化芸術団体等と連携して取り組みま
す。
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基本方針 No 分野 事業名 R２年度 R3年度 実施主体 所管課
基本施策

事業概要鹿児島市文化芸術推進基本計画骨子案

66 文化芸術 美術教育普及事業

美術教育普及活動の充実を図り、市民の美術に対する関心と理解を深
め、開かれた美術館の運営を推進する。
・日曜美術講座、美術講演会、学芸講座等の開催
・東京藝大連携事業の実施

美術教育普及活動の充実を図り、市民の美術に対する関心と理解を深
め、開かれた美術館の運営を推進する。
・日曜美術講座、美術講演会、学芸講座等の開催

市 美術館

67 教育 音楽等文化活動に対する助成事業
県代表として九州大会・全国大会に出場する小・中・高等学校の吹奏
楽・合唱、書道、美術等の文化活動の団体に対して、必要経費の一部を
助成する。

左記に同じ 小・中・高等学校 学校教育課

68 教育 次世代を切り拓く青少年育成事業
「かごしま創志塾」「ジュニア創志塾」
 郷土の歴史に関するフィールドワークや施設参観、異文化交流体験等
を実施する。

左記に同じ 市 少年自然の家

69 文化芸術
文化薫る地域の魅力づくりプラン推
進事業（再）

第2期文化薫る地域の魅力づくりプランに基づき、美術、音楽、地域伝統
芸能などを含めた幅広い分野の文化資源を生かした様々なイベント等を
実施することにより、元気な地域づくり・人づくりを進める。
・「音とあかりの散歩道」の開催
・「げいじゅつ たいけん！ワークショップ」の開催
・「かごしま伝統芸能ネットワーク事業」の開催
・かごしま文化情報センター（KCIC）の運営  など
（新型コロナウイルス感染症の影響により一部中止し、代替イベントを
実施）

第2期文化薫る地域の魅力づくりプランに基づき、美術、音楽、地域伝統
芸能などを含めた幅広い分野の文化資源を生かした様々なイベント等を
実施することにより、元気な地域づくり・人づくりを進める。
・かごしま文化情報センター（KCIC）の運営
・「音とあかりの散歩道」の開催
・市所管施設と連携して開催するワークショップの開催
・かごしま伝統芸能ネットワーク会議の開催  など

実行委員会 文化振興課

70 文化芸術 ランチタイムコンサート（再）
毎週金曜日、市民アートギャラリーにて、ランチタイムコンサートを開
催する。

左記に同じ 市 文化振興課

71 文化芸術
市民アートフェアかごしま開催事業
（再）

市民の創作した美術作品をジャンルを問わず幅広く公募し、無審査で地
下展示ロビーに展示する。

左記に同じ 市 美術館

72 文化芸術 文化財保護管理事業
文化財審議会の開催や文化財説明板等の管理を行い、文化財の保存と活
用を図る。

左記に同じ 市 文化財課

73 文化芸術 郷土芸能保護事業（再）
貴重な地域の伝統文化である郷土芸能等が正しく伝承されるように、使
用する用具の補修等及び運営費用に対して助成する。

左記に同じ 郷土芸能団体 文化財課

74 文化芸術 世界遺産推進事業

「明治日本の産業革命遺産」の世界文化遺産登録5周年を記念するイベン
ト等の実施のほか、構成資産周辺の清掃活動やおもてなしなど、本市構
成資産について、その価値や魅力の情報発信、理解増進等の取組を推進
した。

本市構成資産の価値や魅力を広く情報発信し、理解増進を図るととも
に、受入環境整備等を進める。また市民団体等と協働で近代化産業遺産
を活かした地域振興を図る。

市・民間
世界遺産・ジオ
パーク推進課

75 文化芸術 世界遺産保全・活用事業
「明治日本の産業革命遺産」の本市構成資産の適切な保全・活用を図る
ため、異人館の周辺整備等を行う。

「明治日本の産業革命遺産」の本市構成資産の適切な保全・活用を図
る。

市 文化財課

76 文化芸術
旧鹿児島紡績所技師館（異人館）管
理運営事業

国指定重要文化財である旧鹿児島紡績所技師館（異人館）の適切な管理
運営を行う。

左記に同じ 市 文化財課

４ 地域固有の
文化財の保存・
活用・継承 ～
守る・つなぐ～

①地域に残る貴重な文化財と世界文化遺産の保存・
活用・継承
 文化財の保存・活用に努めるとともに、市内外へ
向け文化財の魅力の発信を積極的に行い、地域の活
性化を図ります。
 世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」につい
て、将来世代に継承するため、適切な管理保全と理
解増進を図るとともに、情報発信を行います。
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基本方針 No 分野 事業名 R２年度 R3年度 実施主体 所管課
基本施策

事業概要鹿児島市文化芸術推進基本計画骨子案

77 文化芸術 旧島津氏玉里邸庭園管理運営事業 国指定名勝である旧島津氏玉里邸庭園の適切な管理運営を行う。
旧島津氏玉里邸庭園の管理運営を指定管理者に委託することにより、効率的で
積極的な経営を図る。

市 文化財課

78 文化芸術 日本遺産魅力発信推進事業
日本遺産「薩摩の武士たちが生きた町」の対象エリアである鹿児島城周
辺地区と喜入旧麓地区にある構成文化財を広く周知するために、情報発
信や環境整備を行う。

左記に同じ 市 文化財課

79 観光
鹿児島ぶらりまち歩き推進補助金
（再）

ボランティアガイドの案内を聞きながら気軽に鹿児島の歴史や文化を楽
しめる ｢ 鹿児島ぶらりまち歩き ｣ を実施する鹿児島観光コンベンション
協会に対し助成を行う。

左記に同じ
鹿児島観光コンベ

ンション協会
観光プロモー

ション課

80 文化芸術 城山公園自然の森再生事業 策定した保存活用計画に基づき、外来種駆除を行う。 左記に同じ 鹿児島市 公園緑化課

81 文化芸術 郷土芸能保護事業（再）
貴重な地域の伝統文化である郷土芸能等が正しく伝承されるように、使
用する用具の補修等及び運営費用に対して助成する。

左記に同じ 郷土芸能団体 文化財課

82 教育 郷土教育の取組（再）
校区の伝統・文化・歴史等を踏まえた郷土教育全体計画を作成し、総合
的な学習の時間や体育等の授業の中で郷土芸能の継承や発表など、それ
ぞれの地域や学校の特色を生かした教育活動を行う。

左記に同じ 小学校 学校教育課

83 まちづくり コミュニティビジョン推進事業
多くの協議会が文化の醸成を目的として伝統芸能の継承等の事業を地域
コミュニティプランに掲げ、活動している。

左記に同じ 市 地域振興課

84 教育 公民館管理運営事業（再）
地域公民館において、各地域コミュニティ協議会や各種文化芸術団体等
と連携し、地域総合文化祭への出演等を依頼するなど、活動機会の充実
を図る。

左記に同じ 市 生涯学習課

85 文化芸術
文化薫る地域の魅力づくりプラン推
進事業（再）
（小中学校へのチラシの配布等）

第2期文化薫る地域の魅力づくりプランに基づき、美術、音楽、地域伝統
芸能などを含めた幅広い分野の文化資源を生かした様々なイベント等を
実施することにより、元気な地域づくり・人づくりを進める。
・「音とあかりの散歩道」の開催
・「げいじゅつ たいけん！ワークショップ」の開催
・「かごしま伝統芸能ネットワーク事業」の開催
・かごしま文化情報センター（KCIC）の運営  など
（新型コロナウイルス感染症の影響により一部中止し、代替イベントを
実施）

第2期文化薫る地域の魅力づくりプランに基づき、美術、音楽、地域伝統
芸能などを含めた幅広い分野の文化資源を生かした様々なイベント等を
実施することにより、元気な地域づくり・人づくりを進める。
・かごしま文化情報センター（KCIC）の運営
・「音とあかりの散歩道」の開催
・市所管施設と連携して開催するワークショップの開催
・かごしま伝統芸能ネットワーク会議の開催  など

実行委員会 文化振興課

86 文化芸術
市民文化活動推進事業（再）
（伝統芸能を学ぶ児童の出演）

本市の伝統芸能等に対する理解と関心を深めるため、ふるさと芸能祭を
開催する。
（新型コロナウイルス感染症の影響により中止）

本市の伝統芸能等に対する理解と関心を深めるため、ふるさと芸能祭を
地域伝統芸能全国大会に合わせて開催する。
（新型コロナウイルス感染症の影響により中止）

市 文化振興課

②地域伝統芸能の担い手の育成
 本市の伝統的な文化の魅力や価値を次代へ伝える
ため、教育分野や地域コミュニティとの連携などに
より、地域伝統芸能の担い手の育成に取り組みま
す。
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事業概要鹿児島市文化芸術推進基本計画骨子案

87 観光 おはら祭開催事業

 新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえ、感染防止対策を行うほ
か、祭の開催規模を縮小し、総踊りを主体とすることで、郷土民謡「お
はら節」、「ハンヤ節」を後世に伝え、鹿児島市民を元気づける「新し
い生活様式」に基づく新たな型の祭として第６９回おはら祭を開催し
た。
  実施日：令和2年11月3日(火・祝)

 市制施行60周年を記念し、市民への寄与、併せて観光及び商工の発展
を期してスタートし、南九州を代表する市民のまつりとして、また、観
光イベントとして成長してきた「おはら祭」を、本市の観光振興に資す
る魅力的なイベントとして開催し、観光都市鹿児島のアピールにつなげ
る。

振興会 観光振興課

88 観光 渋谷・鹿児島おはら祭開催事業
 首都圏において「おはら祭」及び本市観光の情報を発信するととも
に、本市と渋谷区の交流を図るため、「渋谷・鹿児島おはら祭」を開催
する。（新型コロナウイルス感染症の影響により中止）

左記に同じ 実行委員会 観光振興課

89 観光
“美味のまち鹿児島”づくりイベント支
援事業

多くの観光客や市民に美味のまち鹿児島を体感し、楽しんでもらうた
め、食などの地域資源を生かした民間主催のイベントを支援する。（既
選定分２件、新規選定分２件）
【既選定分】
 ・鹿児島の食とビールを楽しむイベント開催事業 中止
 ・鹿児島クリスマスマーケット２０２０
   令和２年１２月３日～２５日開催予定
 ・食べて応援！かごしまテイクアウトキッチンinかんまちあ
   令和2年12月1日∼令和3年2月28日
 ・トトタベローネin桜島 令和2年8月17日∼R3年3月31日

多くの観光客や市民に美味のまち鹿児島を体感し、楽しんでもらうた
め、食などの地域資源を生かした民間主催のイベントを支援する。（既
選定分４件）
 ・鹿児島の食とビールを楽しむイベント開催事業
   開催時期未定
 ・鹿児島クリスマスマーケット２０２１
   令和３年１２月開催予定
 ・食べて応援！かごしまテイクアウトキッチンinかんまちあ
   開催時期・開催形態未定
 ・海と食の地域モデルｉｎかごしま
   令和3年7月22日～令和4年3月31日

民間団体
観光プロモー

ション課

90 観光 観光イベント創出支援事業

民間団体が新たに創出した、多くの観光客や市民を呼び込めるイベント
に対し引き続き助成する。（既選定分 ２件）
 ・焼酎ストリート 令和２年１１月上旬 中止
 ・鹿児島ジャズフェスティバル 中止

民間団体が新たに創出した、多くの観光客や市民を呼び込めるイベント
に対し引き続き助成する。（既選定分 ２件）
 ・焼酎ストリート 令和３年１１月上旬 開催予定
 ・鹿児島ジャズフェスティバル 開催時期未定

民間団体
観光プロモー

ション課

91 観光 映画撮影等誘致支援事業
鹿児島の魅力の発信につなげるため、ロケの誘致や支援を行うととも
に、映画撮影等に対し助成する。

鹿児島の魅力の発信につなげるため、ロケの支援を行う。 市
観光プロモー

ション課

92 観光 鹿児島ぶらりまち歩き推進補助金
ボランティアガイドの案内を聞きながら気軽に鹿児島の歴史や文化を楽
しめる ｢ 鹿児島ぶらりまち歩き ｣ を実施する鹿児島観光コンベンション
協会に対し助成を行う。

左記に同じ
鹿児島観光コンベ

ンション協会
観光プロモー

ション課

93 産業 クリエイティブ産業創出支援事業
市内デザイナー等のスキルアップや製造業者等のデザイン面での事業革
新を支援するため、「かごしまデザインアワード」や人材育成セミナー
を開催するほか、受賞作品の商品化支援等を実施する。

新型コロナウイルス感染症の影響により実施なし 市 産業創出課

94 産業 クリエイティブ人材誘致事業
製品の高付加価値化等に必要なクリエイティブ人材を誘致するため、Ｕ
ＩJターンイベントの開催や移住に係る経費の助成のほか、移住体験イベ
ントの期間等の拡充やＳＮＳを活用した移住に関する情報発信を行う。

製品の高付加価値化等に必要なクリエイティブ人材を誘致するため、移
住に関する情報発信を行う。

市 産業創出課

95 産業
鹿児島・渋谷クリエイティブシンポ
ジオン開催事業

本市のクリエイティブ産業振興の取組等を全国へ情報発信するため、渋
谷区の協力を得て同区において、クリエイティブ産業の振興をテーマと
したイベントを開催する。

新型コロナウイルス感染症の影響により実施なし 市 産業創出課

96 産業
クリエイティブ産業創出拠点施設企
画運営事業

クリエイティブ産業の振興を図り、地域経済の活性化に資するため、ク
リエイティブ人材等の育成等を行う拠点施設「マークメイザン」の企画
運営を行うほか、本市のクリエイティブ事業者の技術や取組等を首都圏
等へ情報発信する。

クリエイティブ産業の振興を図り、地域経済の活性化に資するため、ク
リエイティブ人材等の育成等を行う拠点施設「マークメイザン」の企画
運営を行うほか、本市のクリエイティブ事業者の技術や取組等を情報発
信する。

市 産業創出課

５ 文化芸術を
生かしたまちづ
くりの推進 ～
生かす～

①観光、国際交流、福祉、教育、産業等の分野との
連携によるまちづくりの推進
 文化芸術を生かした観光イベントの開催や国際交
流の取組など各分野において地域の文化資源を活用
した事業がさらに展開されるよう関係部署間の連携
を図ります。
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事業概要鹿児島市文化芸術推進基本計画骨子案

97 産業 伝統的工芸産業の活路開拓支援事業
伝統的工芸産業の産地組合が行う活路開拓事業に対する経費を助成する
ことにより、本市の伝統的工芸産業の振興や販路拡大を図る。

左記に同じ 各産地組合 産業支援課

98 産業 鹿児島市農林水産まつり
「鹿児島市農林水産まつり」を開催し、農林水産物の消費拡大と農林水産業へ
の理解を深める。（新型コロナウイルス感染症の影響で、開催可能なイベント
のみ実施）

「鹿児島市農林水産まつり」を開催し、農林水産物の消費拡大と農林水
産業への理解を深める。

鹿児島市農林水産
まつり実行委員会

生産流通課

99 産業 地域農業まつり
「地域農業まつり」を開催し、地域農業への市民の理解と地産地消の促進を図
る。（新型コロナウイルス感染症の影響で、イベント中止）

「地域農業まつり」を開催し、地域農業への市民の理解と地産地消の促
進を図る。

各地域農業まつり
実行委員会

生産流通課

100 国際交流 アジア青少年芸術祭開催事業

 新型コロナウイルス感染症の影響のため中止したが、代替としてオン
ライン交流会を開催した。
（参考）アジア各国や市内の青少年が合唱、合奏、伝統舞踊などを披露
する青少年音楽祭や、アジア料理の屋台、アジア文化体験ブースを展開
するアジア青少年芸術祭を開催する。

新型コロナウイルス感染症の影響のため休止。
代替として各国とオンラインによるイベントを開催する。

実行委員会 国際交流課

101 国際交流
国際交流センター管理運営事業
（再）

 国際交流に関する機会を創出し、国際相互理解を促進することによ
り、本市の国際交流を推進するため、国際交流センターを拠点として、
異文化体験講座や日本語支援教室等の各種事業に取り組む。
２年４月供用開始

左記に同じ 市 国際交流課

102 環境 かごしま環境未来館管理運営事業

（公財）かごしま環境未来財団を指定管理者として、参加体験型の環境
学習講座等の各種事業を実施する。
・地球を守るぞ！エコ保育所・幼稚園・認定こども園促進事業
（エコ保育所等宣言園の年長児を対象としたスケッチ大会の開催）
・環境アートフェスティバルの開催
・環境フォトコンテスト

左記に同じ 市 環境政策課

103 環境
ごみの減量化・資源化とまち美化児
童作品コンクール

児童の環境教育の一環として、ごみの減量化・資源化とまち美化に関す
る児童作品コンクールを実施し、意識の醸成を図るとともに、入賞作品
の活用により児童をはじめとする市民のごみの減量化・資源化意識の向
上を図る。

左記に同じ 市
資源政策課
環境衛生課
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基本方針 No 分野 事業名 R２年度 R3年度 実施主体 所管課
基本施策

事業概要鹿児島市文化芸術推進基本計画骨子案

104 まちづくり 地域まつり支援事業

地域住民のふれあいと地域社会の活性化を促進し、地域の振興を図るた
め、各地域の地域まつりに対し、交付対象経費の一部を助成する。
吉田・喜入・松元：新型コロナウイルス感染症の影響により中止したこ
とに伴い、９月補正により全額減額(計：4,500千円)
郡山：春まつり、夏まつり実施

地域住民のふれあいと地域社会の活性化を促進し、地域の振興を図るた
め、各地域の地域まつりに対し、交付対象経費の一部を助成する。
郡山：春まつりは規模を縮小して実施済。夏まつりは中止とし、「Web
版夏まつり」をSNS上に動画配信した。
吉田、喜入、松元：新型コロナウイルス感染症のまん延状況により主催
者が中止を決定した。

かごしま市商工会
（吉田・郡山・松
元）、実行委員会
（喜入）

吉田・喜入・松
元・郡山支所総

務市民課

105 まちづくり
吉田校区新春厄払い鬼火焚き巡り
（よしだ農土風体験事業の一部）

 吉田校区思川沿いの集落が一斉に鬼火焚きを行い、地域外からの参加
者に対して「おもてなしコーナー」を設置する。
 新型コロナウイルス感染症の影響により実行委員会の決定により中
止。

 新型コロナウイルス感染症の影響により実行委員会の決定により中
止。

実行委員会
吉田支所

総務市民課

106 まちづくり
シブヤでかごしまフェスティバルの
開催

新型コロナウイルス感染症の影響のため中止。
（参考）渋谷・鹿児島おはら祭の時期にあわせ、渋谷区と共催で「鹿児
島焼酎&ミュージックフェス」を開催し、本市の多彩な魅力の発信と新
たなイメージの周知を図る。

新型コロナウイルス感染症の影響のため実施なし 実行委員会 広報戦略室

107 まちづくり 景観写真コンテスト（隔年実施） 実施なし（原則隔年実施） 新型コロナウイルス感染症の影響のため実施なし 鹿児島市 都市景観課

108 産業 鹿児島市農林水産まつり（再）
「鹿児島市農林水産まつり」を開催し、農林水産物の消費拡大と農林水
産業への理解を深める。

左記に同じ
鹿児島市農林水産
まつり実行委員会

生産流通課

109 産業 地域農業まつり（再）
「地域農業まつり」を開催し、地域農業への市民の理解と地産地消の促
進を図る。

左記に同じ
各地域農業まつり

実行委員会
生産流通課

110 まちづくり
コミュニティビジョン推進事業
（再）

多くの協議会が文化の醸成を目的として伝統芸能の継承等の事業を地域
コミュニティプランに掲げ、活動している。

左記に同じ 市 地域振興課

111 教育 公民館管理運営事業（再）
地域公民館において、各地域コミュニティ協議会や各種文化芸術団体等
と連携し、地域総合文化祭への出演・展示等を依頼するなど、活動の充
実を図る。

地域公民館において、各地域コミュニティ協議会や各種文化芸術団体等
と連携し、地域総合文化祭への出演・展示等を依頼するなど、活動機会
の充実を図る。

市 生涯学習課

②文化芸術を生かした地域の活性化
 地域の文化芸術を生かした取組を支援し、地域の
魅力の再発見や多世代交流などにつなげ、地域の活
性化を図ります。
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