
資料２

鹿児島市文化芸術推進基本計画（案）の関係事業一覧

分野 事業数 主な事業等（R4年度）

文化芸術 53

市民文化活動推進事業（ランチタイムコンサート、文化芸術イベント等の実施、かごしま文化情報センターの運営など）、自主文化事業補助事業、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、私立幼稚園等の運営に関する助成事業、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）、ふるさと文化財発見事業、郷土芸能保護事業、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 8 おはら祭開催事業、渋谷・鹿児島おはら祭開催事業、シブヤでかごしまフェスティバルの開催、“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、世界遺
産推進事業、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 10 天文館図書館管理運営事業、景観写真コンテスト、谷山ふるさと祭振興会負担金事業、地域まつり支援事業、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 110

主要 77
再掲 33
計 110



鹿児島市文化芸術推進基本計画（案）の関係事業一覧

基本方針 No 分野 事業名 事業概要 事業概要 新規拡充 実施主体 所管課
基本施策

1 文化芸術
市民文化活動推進事業（ランチタイ
ムコンサート）

主
毎週金曜日、市民アートギャラリーで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
市民文化活動推進事業（文化芸術イ
ベント、ワークショップの開催）

主

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（「TSUNAGU和のせかい～むすび
ゆく未来へ～」などを含む）
・市所管施設と連携して開催するワークショップの開催
※文化薫る地域の魅力づくりプラン推進事業にて実施

市民が文化芸術に触れ親しみ、活動を発表する機会として、本市の
文化資源を生かしたイベント等を実施するほか、アートマネジメント
を学ぶ講座を開催するとともに情報発信の充実を図る。
・文化芸術イベントの実施
・鹿児島市ふるさと芸能祭の開催
・文化芸術に関するワークショップの実施

市 文化振興課

3 文化芸術 自主文化事業補助事業 主 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
美術教育普及事業（美術講座、子供
向け講座等の開催）（再）

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

左記に同じ 市 美術館

5 教育 公民館講座等開催事業 主
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。
※公民館管理運営事業にて実施

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。

市 生涯学習課

6 教育 生涯学習プラザ事業 主
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

7 教育 勤労女性センター管理運営事業 主
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

8 教育 かごしま文化工芸村管理運営事業 主
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

9 まちづくり 地域まつり支援事業（再） 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)

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。

かごしま市商工会
（吉田・松元・郡
山）、実行委員会
（喜入）

吉田・喜入・松
元・郡山支所総

務市民課

10 文化芸術 鹿児島芸術鑑賞事業（再） 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。

左記に同じ 市 文化振興課

11 文化芸術
市民文化活動推進事業（文化芸術イ
ベント、ワークショップの開催）
（再）

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（「TSUNAGU和のせかい～むすび
ゆく未来へ～」などを含む）
・市所管施設と連携して開催するワークショップの開催
※文化薫る地域の魅力づくりプラン推進事業にて実施

市民が文化芸術に触れ親しみ、活動を発表する機会として、本市の
文化資源を生かしたイベント等を実施するほか、アートマネジメント
を学ぶ講座を開催するとともに情報発信の充実を図る。
・文化芸術イベントの実施
・鹿児島市ふるさと芸能祭の開催
・文化芸術に関するワークショップの実施

市 文化振興課

12 福祉
こころで描く絵画展
(精神障害者ふれあい交流事業)

主
 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。

 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。

実行委員会 保健支援課

R3年度 R4年度鹿児島市文化芸術推進基本計画（案） 主要
再掲

１ 文化芸術に
親しむ機会の充
実 ～触れる・
感じる～

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。

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 事業概要 事業概要 新規拡充 実施主体 所管課
基本施策

R3年度 R4年度鹿児島市文化芸術推進基本計画（案） 主要
再掲

13 福祉 ゆうあい館交流事業 主

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。

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

14 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）

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

左記に同じ 市 美術館

15 文化芸術
市民アートフェアかごしま開催事業
（再）

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

16 文化芸術
児童文学振興事業（再）
（小学生を対象にした読み聞かせ）

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

17 文化芸術
「少年少女合唱団振興事業」運営委
託（再）

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

18 文化芸術 鹿児島芸術鑑賞事業（再） 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。

左記に同じ 市 文化振興課

19 福祉 すこやか長寿まつり開催事業 主
高齢者の社会参加や健康・生きがいづくりを促進するスポーツ・文化
のイベントを実施する。（新型コロナウイルス感染症の影響により中
止）

高齢者の社会参加や健康・生きがいづくりを促進するスポーツ・文化
のイベントを実施する。

鹿児島市 長寿支援課

20 福祉 わくわく福祉交流フェア 主

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。
（新型コロナウイルス感染症の影響のため中止）

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。

実行委員会 地域福祉課

21 教育 芸術文化活動の奨励（再） 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

22 教育
次世代を切り拓く青少年育成事業
（再）

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

23 国際交流 国際交流センター管理運営事業 主

 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。
令和２年４月供用開始

左記に同じ 市 国際交流課
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基本方針 No 分野 事業名 事業概要 事業概要 新規拡充 実施主体 所管課
基本施策

R3年度 R4年度鹿児島市文化芸術推進基本計画（案） 主要
再掲

24 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

主
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

25 文化芸術 市民文化ホール施設整備事業 主 鹿児島市民文化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

26 文化芸術 谷山サザンホール施設整備事業 主 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

27 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

主
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

28 文化芸術
近代文学館及びメルヘン館施設整備
事業

主
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

29 文化芸術 歴史・文化のデジタル化推進事業 主

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

30 文化芸術
市民文化活動推進事業（かごしま文
化情報センターの運営）

主

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

市民が文化芸術に触れ親しみ、活動を発表する機会として、本市の
文化資源を生かしたイベント等を実施するほか、アートマネジメント
を学ぶ講座を開催するとともに情報発信の充実を図る。
・かごしま文化情報センター（KCIC）の運営

拡充 市 文化振興課

31 文化芸術 企画展（特別企画・小企画） 主

・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

・常設展の開催
・特別企画展の開催「シダネルとマルタン展」「川瀬巴水展」
・小企画展の開催 「花鳥風月 響き合う日本画と工芸」他３回

市
（但し特別企画展
は実行委員会）

美術館

32 文化芸術 収蔵作品修復活用事業 主 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。 左記に同じ 市 美術館

33 文化芸術 美術館施設整備事業 主
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

34 文化芸術 美術品収集経費 主
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。

左記に同じ 市 美術館

35 教育 図書館雑誌スポンサー事業 主 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

36 教育 学び広がる図書館の窓口運営事業 主
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

37 まちづくり まちなか図書館（仮称）整備事業 主
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。

事業完了 市 図書館

38 まちづくり 天文館図書館管理運営事業 主 －
まちなかで誰もが気軽に本と触れ合うことができる天文館図書館を令
和4年4月に供用開始し、教育と文化の発展に寄与するとともに、いづ
ろ・天文館地区のにぎわいの創出を図る。

新規 市 図書館

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 事業概要 事業概要 新規拡充 実施主体 所管課
基本施策

R3年度 R4年度鹿児島市文化芸術推進基本計画（案） 主要
再掲

39 教育 図書館資料の充実 主
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

40 文化芸術 ふるさと考古歴史館管理運営事業 主
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。

市 文化財課

41 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）

主
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

42 文化芸術 郷土芸能保護事業 主
地域の貴重な伝統文化である郷土芸能等が伝承されるよう、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

43 文化芸術
市民文化活動推進事業（文化芸術イ
ベント、ワークショップの開催）
（再）

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（「TSUNAGU和のせかい～むすび
ゆく未来へ～」などを含む）
・市所管施設と連携して開催するワークショップの開催
※文化薫る地域の魅力づくりプラン推進事業にて実施

市民が文化芸術に触れ親しみ、活動を発表する機会として、本市の
文化資源を生かしたイベント等を実施するほか、アートマネジメント
を学ぶ講座を開催するとともに情報発信の充実を図る。
・文化芸術イベントの実施
・鹿児島市ふるさと芸能祭の開催
・文化芸術に関するワークショップの実施

市 文化振興課

44 文化芸術 自主文化事業補助事業（再） 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

45 文化芸術 ランチタイムコンサート（再） 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

46 文化芸術 市民アートフェアかごしま開催事業 主
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

47 文化芸術 鹿児島芸術鑑賞事業 主
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。

左記に同じ 市 文化振興課

48 文化芸術
ふれてみよう！かごんま弁事業
（再）

再
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。

左記に同じ 市 文化振興課

49 教育 芸術文化活動の奨励 主
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。

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。

市 学校教育課

50 教育 全国高等学校総合文化祭の開催 主
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

51 教育 郷土教育の取組 主
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。

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。

小学校 学校教育課

52 教育 勤労青少年ホーム管理運営事業 主
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。

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。

市 青少年課

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。

３ 次代の文化
芸術の担い手の
育成 ～育む～

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。
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基本方針 No 分野 事業名 事業概要 事業概要 新規拡充 実施主体 所管課
基本施策

R3年度 R4年度鹿児島市文化芸術推進基本計画（案） 主要
再掲

53 まちづくり
コミュニティビジョン推進事業
（再）

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

54 教育 公民館講座等開催事業 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
機会の充実を図る。
※公民館管理運営事業にて実施

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

55 文化芸術 児童文学振興事業 主
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

56 文化芸術
私立幼稚園等の運営に関する助成事
業

主
私立幼稚園等に対し「絵本に親しむ活動費」及び「読み聞かせ奨励
費」を助成することで、文化芸術の鑑賞機会の提供を推進する。

左記に同じ 市 保育幼稚園課

57 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）

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。
※子ども・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

58 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）

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。
※子ども・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

59 文化芸術
地域の文化芸術サポート事業（春の
新人賞）

主 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

60 文化芸術
市民文化活動推進事業（アートマネ
ジメント人材育成講座の開催）

主 －

市民が文化芸術に触れ親しみ、活動を発表する機会として、本市の
文化資源を生かしたイベント等を実施するほか、アートマネジメント
を学ぶ講座を開催するとともに情報発信の充実を図る。
・アートマネジメント人材育成講座の開催

拡充 市 文化振興課

61 文化芸術 京都賞受賞者講演会 主
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。

次代を担う本市の高校生や大学生などに国際感覚や幅広い視野を養う
機会を提供し、その文化的・学術的意識の高揚を図るため、京都賞受
賞者鹿児島講演会等の開催を支援する。

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

主
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）

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）

再 新型コロナウイルス感染症の影響により実施なし

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」を開催するほ
か、受賞作品の商品化支援や取組の情報発信等を実施し、クリエイ
ティブ産業の振興を図る。

拡充 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 事業概要 事業概要 新規拡充 実施主体 所管課
基本施策

R3年度 R4年度鹿児島市文化芸術推進基本計画（案） 主要
再掲

65 産業 クリエイティブ人材誘致事業（再） 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、
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、
ＵＩＪターンイベントの開催や移住に係る経費の助成のほか、移住し
たクリエイティブ人材のコミュニティ形成や事業支援に取り組む。

拡充 市 産業創出課

66 文化芸術 美術教育普及事業 主
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

左記に同じ 市 美術館

67 教育 音楽等文化活動に対する助成事業 主
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。

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
を助成するとともに、文化活動の専門的な指導者を必要とする市立
中、高等学校に委嘱外部指導者を派遣する。

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 主
「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
市民アートフェアかごしま開催事業
（再）

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

70 文化芸術 文化財保護管理事業 主
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

71 文化芸術 郷土芸能保護事業（再） 再
地域の貴重な伝統文化である郷土芸能等が伝承されるよう、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

72 文化芸術
市民文化活動推進事業（伝統芸能
ネットワーク会議の開催）

主

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。
・伝統芸能ネットワーク会議の開催
※文化薫る地域の魅力づくりプラン推進事業にて実施

市民が文化芸術に触れ親しみ、活動を発表する機会として、本市の
文化資源を生かしたイベント等を実施するほか、アートマネジメント
を学ぶ講座を開催するとともに情報発信の充実を図る。
・伝統芸能ネットワーク会議の開催

市 文化振興課

73 観光 世界遺産推進事業 主
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。

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、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。

拡充 市・民間
世界遺産・ジオ
パーク推進課

74 文化芸術 世界遺産保全・活用事業 主
「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。

「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、旧集成館機械工場（尚古集成館）の耐震補強工事に対する補
助などを行う。

拡充 市 文化財課

75 文化芸術
旧鹿児島紡績所技師館（異人館）管
理運営事業

主
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

76 文化芸術 旧島津氏玉里邸庭園管理運営事業 主
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

77 文化芸術 日本遺産魅力発信推進事業 主
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。

日本遺産「薩摩の武士たちが生きた町」の魅力を高めるため、対象エ
リアである鹿児島城周辺地区と喜入旧麓地区及びその構成文化財
の情報発信や環境整備等を行う。

拡充 市 文化財課

78 文化芸術 ふるさと文化財発見事業 主 －
本市に関わりが深く、郷土や国の発展に功績のあった先人の生き方
から歴史や文化財を学び、郷土学習に活用できる人物史伝を刊行
するための編集・執筆を行う。

新規 市 文化財課

79 観光
鹿児島ぶらりまち歩き推進補助金
（再）

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する。

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

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 事業概要 事業概要 新規拡充 実施主体 所管課
基本施策

R3年度 R4年度鹿児島市文化芸術推進基本計画（案） 主要
再掲

80 文化芸術 ふれてみよう！かごんま弁事業 主
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。

左記に同じ 市 文化振興課

81 文化芸術 城山公園自然の森再生事業 主 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 市 公園緑化課

82 文化芸術 郷土芸能保護事業（再） 再
地域の貴重な伝統文化である郷土芸能等が伝承されるよう、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

83 教育 郷土教育の取組（再） 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

84 まちづくり コミュニティビジョン推進事業 主
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

85 教育 公民館講座等開催事業 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
機会の充実を図る。
※公民館管理運営事業にて実施

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

86 観光 おはら祭開催事業 主

 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。

左記に同じ 振興会 観光振興課

87 観光 渋谷・鹿児島おはら祭開催事業 主
 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）

 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。

実行委員会 観光振興課

88 まちづくり
シブヤでかごしまフェスティバルの
開催

主 新型コロナウイルス感染症の影響のため実施なし
渋谷区において、渋谷・鹿児島おはら祭に合わせたイベントを開催す
ることにより、本市のＰＲ効果を高め、首都圏における都市イメージ
の向上を図る。

実行委員会 広報戦略室

89 観光
“美味のまち鹿児島”づくりイベント
支援事業

主

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）
・鹿児島の食とビールを楽しむイベント開催事業 開催中止
・鹿児島クリスマスマーケット２０２１
  令和３年１２月３日～１２月２５日
・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
  開催中止
・海と食の地域モデルｉｎかごしま
  令和３年７月２２日～令和３年１２月５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2件）
・鹿児島の食とビールを楽しむイベント開催事業
  例年5月、9月
・海と食の地域モデルｉｎかごしま
  例年7月～

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 主

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 開催中止
・鹿児島ジャズフェスティバル 開催中止

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 例年１１月上旬
・鹿児島ジャズフェスティバル 例年9月

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 主 鹿児島の魅力の発信につなげるため、ロケの支援を行う。
鹿児島の魅力の発信につなげるため、新たにＪＦＣ全国ロケ地フェア
に出展するなど、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。

拡充 市
観光プロモー

ション課

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。

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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基本方針 No 分野 事業名 事業概要 事業概要 新規拡充 実施主体 所管課
基本施策

R3年度 R4年度鹿児島市文化芸術推進基本計画（案） 主要
再掲

92 観光 鹿児島ぶらりまち歩き推進補助金 主
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する。

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 主 新型コロナウイルス感染症の影響により実施なし

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」を開催するほ
か、受賞作品の商品化支援や取組の情報発信等を実施し、クリエイ
ティブ産業の振興を図る。

拡充 市 産業創出課

94 産業 クリエイティブ人材誘致事業 主
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。

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、
ＵＩＪターンイベントの開催や移住に係る経費の助成のほか、移住し
たクリエイティブ人材のコミュニティ形成や事業支援に取り組む。

拡充 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

主 新型コロナウイルス感染症の影響により実施なし
本市のクリエイティブ産業振興に係る取組等を全国へ情報発信するた
め、渋谷区と鹿児島市を会場とする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。

拡充 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

主

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。

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、スタートアップ創出の機運を高めるためのプロ
グラムを実施する。

拡充 市 産業創出課

97 産業 伝統的工芸産業の活路開拓支援事業 主
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。

伝統的工芸品産業の産地組合が行う活路開拓事業に対し助成するほ
か、伝統的工芸品をテーマにしたイベントを仙巌園で開催する。

拡充 各産地組合 産業支援課

98 産業 鹿児島市農林水産まつり 主
「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

99 産業 地域農業まつり 主
「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

100 国際交流 アジア青少年芸術祭開催事業 主

 アジア各国と鹿児島市の青少年が一堂に集い、音楽を中心とする芸
術を通して、青少年の国際性を育み、郷土への誇りと熱い志を持つ青
少年の育成を図るとともに、市民の国際交流意識の高揚を図る。
(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。)

 アジア各国と鹿児島市の青少年が一堂に集い、音楽を中心とする芸
術を通して、青少年の国際性を育み、郷土への誇りと熱い志を持つ青
少年の育成を図るとともに、市民の国際交流意識の高揚を図る。
(新型コロナウイルス感染症の影響のため休止。
代替イベントとしてオンライン交流会を開催予定。)

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）

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 主

（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

（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）
・環境フォトコンテスト

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

主

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

104 まちづくり 谷山ふるさと祭振興会負担金事業 主
地域住民の交流やふれあいを促進し、地域の振興・発展を図るため、
谷山ふるさと祭への支援を行う。(新型コロナウイルス感染症の影響に
より中止）

地域住民の交流やふれあいを促進し、地域の振興・発展を図るため、
谷山ふるさと祭への支援を行う。

振興会 谷山支所総務課

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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基本方針 No 分野 事業名 事業概要 事業概要 新規拡充 実施主体 所管課
基本施策

R3年度 R4年度鹿児島市文化芸術推進基本計画（案） 主要
再掲

105 まちづくり 地域まつり支援事業 主
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)

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。

かごしま市商工会
（吉田・松元・郡
山）、実行委員会
（喜入）

吉田・喜入・松
元・郡山支所総

務市民課

106 まちづくり 景観写真コンテスト（隔年実施） 主 新型コロナウイルス感染症の影響のため実施なし 新型コロナウイルス感染症の影響のため開催見送り 市 都市景観課

107 産業 鹿児島市農林水産まつり（再） 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

108 産業 地域農業まつり（再） 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

109 まちづくり
コミュニティビジョン推進事業
（再）

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

110 教育 公民館講座等開催事業 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
機会の充実を図る。
※公民館管理運営事業にて実施

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

の活性化を図ります。
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