
（資料２－２）

現行計画の取組み状況（Ｈ26年度～Ｈ29年度）

評価 主な結果 評価 主な結果 評価 主な結果 評価 主な結果

江ノ島まうで舞をどり 488名
ほか関連企画：64名

- - -

リ・古典
-

県庁900名+大山674名+シ95名＝
1,669名 1,230名 1,500名

かながわ伝統芸能ワーク
ショップ（相模人形）

1,625名 964名 955名 1,005名

かながわ伝統芸能ワーク
ショップ（日本舞踊）

83名 101名 115名 115名

民俗芸能祭 384名 - - -

相模人形芝居大会 804名 - - -

歌舞伎鑑賞教室 1,382名 2,789名 1,388名 2,071名

人形浄瑠璃文楽 1,128名 1,079名 1,141名 1,378名

地芝居 738名 610名 765名 774名

（能・狂言等鑑賞教室）
能・狂言鑑賞体験教室（ｱｳ
ﾄﾘｰﾁ）

2,611名 2,347名 2,497名 1,930名

能楽ワークショップ（公募
型） 41名 47名 57名 56名

（文化芸術団体への支援や連携に
よる発表機会の確保）

要望団体数
53件 47件 46件 54件

助成団体数
25件 26件 35件 35件

助成金交付額
7,000千円 7,000千円 8,150千円 8,300千円

（子どもを対象とした民族芸能フェ
スティバル）

かながわこども民俗芸能
フェスティバル - 419名 264名 344名

○創作活動の支援
県美術展（中高生特別企
画展） 応募点数（87点）

入場者数（4,983名）
応募点数（326点）

入場者数（5,047名）

応募点数（377点）
入場者数（5,876名）

応募点数（248点）
入場者数（4,485名）

○アウトリーチの展開 音楽堂アウトリーチ 900名 352名 374名 485名

県民ホールアウトリーチ 41名

青少年ｾﾝﾀｰ①　舞台鑑賞
718名 293名 523名

733名
1,420名

青少年ｾﾝﾀｰ②　ﾀﾞﾝｽ鑑賞
283名 319名 309名

202名

　演劇・創作舞踊講習会 2,863 - - -

　発表会 6,204 - - -
　学校演劇ｴﾝﾊﾞﾜｰﾒﾝﾄﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ 580 - - -

藤野芸術の家①体験事業 46,046名 50,360名 41,931名 39,106名
　藤野芸術の家②学習事
業 320名 353名 334名 443名
　藤野芸術の家③創造事
業 250名 235名 159名 182名

　藤野芸術の家④活動支援事業 7,538名 9,195名 7,264名 6,050名
○効果的な取組みの促進 -

ＫＡＡＴ 3,504名 8,386名 4,009名 13,500名

音楽堂 1,295名 1,500名 1,410名 1,990名

近代美術館 193名 1,283名 1,195名 1731名

金沢文庫 3,323名 - - -

生命の星・地球博物館 5,465名 7,212名 8,162名 -

歴史博物館 9,005名 19,736名 5,338名 -

（文化芸術団体との連携による子ど
もたちを対象とした音楽体験事業）

子どもたちの音楽芸術体験
事業

62回/65,550名 62回/57,738名 56回/59,833名 48回/56,326名

（神奈川近代文学館での児童文学
を題材とした展覧会等）

企画展 9,057名
（うち中学以下　2,143名）

15,197名
（うち中学以下　1,760名）

6,521名
（うち中学以下　1,169名）

9,111名
（うち中学以下　1,721名）

（神奈川近代文学館での子どもた
ちが読書に親しむための事業）

夏/春

687名　/206名 618名　/130名 572名　/189名 561名　/204名

巡回公演 28校 27校 22校 25校

派遣事業 50校55件 32校34件 41校43件 39校40件

子供　夢・ｱｰﾄ・ｱｶﾃﾞﾐｰ 5校 2校 5校 3校

（県立高校における文化芸術にか
かわる科目等の充実及び文化芸術
の発展に寄与する人材の育成） ７校 ２校 ４校 農業高校 4校

文科省事業
３校（6・12・3回） ５校（6・8・3・4・5回） 1校6回 ３校（5・8・6回）

125名 293名 31名 64名

施策項目
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度

○伝統芸能を支える技術・技能の
継承者の育成・支援

（県立文化施設等での伝統芸能に
かかわる公演）

重
点
施
策
２

１ 文化芸術の鑑賞機会の提供
　現在の取組は、一定の効果を得ているものと
考えるが、こうした公演・展覧会について、より多
くの子どもたちに参加していただくため、毎年、
子どもたちが参加しやすい夏休み期間を中心に
開催するよう調整するとともに、学校等と連携し
て、より効果的な広報を行う必要がある。
　また、アウトリーチ事業等の開催地域が一部に
限られており、今後より多くの地域で実施するた
め、市町村や学校との更なる連携・協力を図ると
ともに、その際には、地域のニーズや関係者との
役割等に十分留意する必要がある。

１ 文化芸術の鑑賞機会の提供
　現在の取組みは、一定の効果を得ているもの
と考えるが、こうした公演・展覧会について、より
多くの子どもたちに参加していただくため、毎
年、子どもたちが参加しやすい夏休み期間を中
心に開催するよう調整するとともに、学校等と連
携して、より効果的な広報を行う必要がある。
　また、アウトリーチ事業等の開催地域が一部に
限られており、今後より多くの地域で実施するた
め、市町村や学校との更なる連携・協力を図ると
ともに、その際には、地域のニーズや関係者との
役割等に十分留意する必要がある。

１ 文化芸術の鑑賞機会の提供
　現在の取組みは、一定の効果を得ているもの
と考えるが、こうした公演・展覧会について、より
多くの子どもたちに参加していただくため、毎
年、子どもたちが参加しやすい夏休み期間を中
心に開催するよう調整するとともに、学校等と連
携して、より効果的な広報を行う必要がある。
　また、アウトリーチ事業等の開催地域が一部に
限られているため、地域差を無くしていく必要も
ある。

○ワークショップ等の体験活動の充
実

（県立文化施設での子どもたちを対
象とした鑑賞事業）

重
点
施
策
１

○文化資源や伝統芸能を活用した
文化芸術の発信

　現在の取組は一定の効果を得ているものと
考えるが、より多くの県民等に伝統芸能の普及
啓発、鑑賞・発表機会の提供ができるよう、今後
は、県内市町村との連携をいっそう深めながら、
各事業の参加者や対象地域を広げていくととも
に、地域に根付かせる取組を検討していく。

　伝統芸能を再発信する取組については、今後
も継続して実施する方向だが、より多くの県民等
に関心を持っていただくため、特に、広報につ
いて、より効果的な手法を検討していく必要があ
る。

　現在の取組みは一定の効果を得ているものと
考えるが、より多くの県民等に伝統芸能の普及
啓発、鑑賞・発表機会の提供ができるよう、今後
は、県内市町村との連携をいっそう深めながら、
各事業の参加者や対象地域を広げていくととも
に、地域に根付かせる取組みを検討していく。

　ワークショップについては、参加者への十分な
指導を行うため、少人数での開催とするなど、担
い手の育成・支援に向け、より効果的な手法で、
取組みを継続していく。
　
　　伝統芸能を再発信する取組みについては、
神奈川県が実施する2020年東京オリンピック・パ
ラリンピックの文化プログラムの企画の１つとして
も実施予定となっており、今後とも継続して実施
する必要がある。

　現在の取組みは一定の効果を得ているものと
考えるが、さらに効果を上げるためには、実施地
域や回数を増やす必要がある。今後は、より多く
の県民等に伝統芸能の普及啓発、鑑賞・発表
機会の提供ができるよう、取組みを進めていく。

２ 文化芸術活動の体験機会の充実
　一定の効果を得ているものと考えるが、より多く
の子ども・青少年に参加していただくため、今後
は、学校や県内市町村等との連携をいっそう深
め、参加者や対象地域を広げていく必要があ
る。
　また、既存事業には、恒例行事として定着して
いるものもあるが、これにとどまらず、子どもたち
の興味や関心をより強く意識した事業を行うとと
もに、広報の充実を図る必要がある。

３学校教育における文化芸術に関する体験学
習等の充実
　現在の取組は一定の効果を得ているものと考
えるが、より多くの子どもたちが体験学習等を経
験できるよう、各事業の参加者や対象地域を広
げていく。
　特に、学校においては、教育現場とのネッワー
クづくりを重視した連携を図りながら、ワーク
ショップ等、児童や生徒対象の鑑賞教育支援事
業を拡充していく。

２ 文化芸術活動の体験機会の充実
　現在の取組みは、一定の効果を得ているもの
と考えるが、より多くの子ども・青少年に参加して
いただくため、今後は、学校や県内市町村等と
の連携をいっそう深め、参加者や対象地域を広
げていく必要がある。
　また、既存事業には、恒例行事として定着して
いるものもあるが、これにとどまらず、子どもたち
の興味や関心をより強く意識した事業を行うとと
もに、広報の充実を図る必要がある。

３学校教育における文化芸術に関する体験学
習等の充実
　現在の取組みは一定の効果を得ているものと
考えるが、より多くの子どもたちが体験学習等を
経験できるよう、各事業の参加者や対象地域を
広げていく。
　特に、学校においては、教育現場とのネット
ワークづくりを重視した連携を図りながら、ワーク
ショップ等、児童や生徒対象の鑑賞教育支援事
業を拡充していく。

２ 文化芸術活動の体験機会の充実
　現在の取組みについては、恒例行事として定
着しているものもあり、一定の効果を得ているも
のと考えるが、今後はより多くの子ども・青少年
に参加していただくよう、新たな事業にも取り組
んでいく必要がある。

３学校教育における文化芸術に関する体験学
習等の充実
　現在の取組みは一定の効果を得ているものと
考えるが、より多くの子どもたちが体験学習等を
経験できるような工夫が必要である。

（文化芸術による子どもの育成事業
（文化庁事業））

芸術家等や文化芸術団体との連携
した教育



（資料２－２）

現行計画の取組み状況（Ｈ26年度～Ｈ29年度）

評価 主な結果 評価 主な結果 評価 主な結果 評価 主な結果施策項目
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度

ＴＰＡＭ

延べ参加人数：約14,200名 延べ参加数：約19,000名 延べ参加数：約24,000名 延べ参加数：28,203名

（ＫＡＡＴ　信号がない　ベト
ナム）

- - 510名 470名

KAAT「A O SHOW」
- - - 2,094名

三県省道　スポーツ交流事
業

140名 151名 147名

中止

三県省道　交流会議開催
事業

平成26年8月27日に遼寧省で開催

- -

平成29年11月10日韓国・京畿道
にて開催

書家・金沢翔子作品展
4,850名 - - -

県内民俗芸能団体による
公演 500名 - - -

出前マグカル劇場
560名 742名 - -

県庁民俗芸能スクエア（獅
子舞） - 900名 - -

熊本マリピアノリサイタル
- 200名 - 約400名

熊本マリふれあいコンサー
ト - - - 716名

ストリートダンスバトル
- - 239名 -

ｽｷﾔｷ・ｿﾝｸﾞ世界発信ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ - - 1,739名 -

市民ﾐｭｰｼﾞｶﾙ・ｻﾐｯﾄ
- - 650名 -

地劇ﾐｭｰｼﾞｶﾙ
- - 728名 2,090名

【再掲】「A O SHOW」
- - - 【再掲】　2,094名

野外劇「実朝出帆」
- - - 476名

マグカルナイト
- - - 802名

○「マグカル」の全県展開 【再掲】リ・古典 省略 省略 省略 省略

かながわ文化プログラム認
証制度 - - - 認証件数　47件

マグカル全県展開推進事
業

- - -

調査実施件数…46件
「場」の調査…39件

「コンテンツ」調査…９件
＊重複２件

「マッチング提案」…33件
●H29年度中事業実施…５件

★ﾏｸﾞｶﾙ・ﾄﾞｯﾄ・ﾈｯﾄ（掲載
件数） 2,419件 2,754件 3,784件 4,159件

○パフォーミングアーツ人材の育成

★ﾏｸﾞｶﾙ・ﾊﾟﾌｫｰﾐﾝｸﾞｱｰ
ﾂ・ｱｶﾃﾞﾐｰ （第１期）合格者27名

（第２期）合格者数25名
（第1期からの継続含む）

（第３期）受講者：33名
（第１期からの継続者含む）

（第４期）合格者数36名
（第１期からの継続者含む）

新春特別講座
-

演技参加者数：20名
観覧者数：161+180名

- -

バイトショウＹＯＫＯＨＡＭＡ
- -

公演来場者：965名 公演来場者：744名

マグカル劇場①青少年の
ための芝居塾 67名 1,051名 751名 675名

マグカル劇場②ﾏｸﾞｶﾙ・ｼｱ
ﾀｰ 3,598名 5,619名 5,680名 5,425名

マグカル劇場③ﾏｸﾞｶﾙ・ﾌﾗ
ｲﾃﾞｰ 1,891名 1,144名 637名 715名

マグカル劇場④ﾏｸﾞｶﾙ・ﾊｲ
ｽｸｰﾙ演劇ﾌｪｽﾀ 2,879名 2,592名 2,356名 1,821名

マグカル劇場⑤ﾏｸﾞｶﾙ・ﾊｲｽｸｰﾙ
inKAAT(野外編) - - 202名 375名

劇王天下統一大会
867名 - - -

かもめ短編演劇祭
- 810名 841名 755名

５公演 ５公演 ６公演 3公演

9,750 35,949 34,054 34,312名

（文化芸術団体・芸術系大学等との
連携による先駆的で発信性の高い
文化芸術の創造）

昭和音楽大学　協働
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ基礎：51+62名
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ実践：90名 -

藤沢市白旗神社野外演劇
202名

【再掲】野外劇「実朝出帆」
（秦野市）　476名

コンクール
-

参加者：994名
/鑑賞者数：延4,200名

参加者：992名
/鑑賞者：延4,050名

参加者：931名
/鑑賞者：延3,200名

若手演奏者とオーケストラ
共演 - - 鑑賞者：577名 鑑賞者：567名

○三県省道等との文化交流事業の
推進

重
点
施
策
３

○神奈川の文化芸術の海外発信

　2019 年のラグビーワールドカップ日本大会
や、東京2020 オリンピック・パラリンピック競技大
会に向けて、日本を訪れる方々に、神奈川らし
い、神奈川オリジナルの魅力的な舞台芸術作品
の制作や上演を充実させる必要がある。
　また、ＴＰＡＭについては、今後は一般の方々
にも親しんでいただけるような作品の創作や広
報を工夫して行っていく必要がある。
こうした文化芸術を通じた海外との相互交流の
取組みを積み重ねていくことで、将来的には、
神奈川発の文化芸術の海外への発信などにつ
なげていく必要がある。

　2019 年のラグビーワールドカップ日本大会
や、東京2020 オリンピック・パラリンピック競技大
会に向けて、日本を訪れる方々に、神奈川らし
い、神奈川オリジナルの魅力的な舞台芸術作品
の制作や上演を充実させる必要がある。
　また、ＴＰＡＭについては、今後は一般の方々
にも親しんでいただけるような作品の創作や広
報を工夫して行っていく必要がある。
こうした文化芸術を通じた海外との相互交流の
取組みを積み重ねていくことで、将来的には、
神奈川発の文化芸術の海外への発信などにつ
なげていく必要がある

　2019年のラグビーワールドカップ日本大会や、
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に
向け、神奈川オリジナルの魅力的な舞台芸術作
品の制作や上演を充実させ、日本を訪れる方々
に向けて情報発信するとともに、大会終了後も、
レガシーとして残る国際文化交流となる事業を
実施していく必要がある。
　また、ＴＰＡＭ（国際舞台芸術ミーティングin 横
浜）については、今後は一般の方々にも親しん
でいただけるような作品の創作や広報を工夫し
て行っていく必要がある。
こうした文化芸術を通じた海外との相互交流の
取組みを積み重ねていくことで、将来的には、
神奈川発の文化芸術の海外への発信などにつ
なげていく必要がある。

重
点
施
策
４

○神奈川発のコンテンツの創出

１ 創造的活動の推進と発信
　新作・新演出の舞台芸術作品の公演について
は、演出家や出演者の知名度はもとより、劇場
の広報宣伝力、さらには劇場そのものの知名度
等で集客の度合いが左右されると考えることか
ら、神奈川芸術劇場においてもこうした点に留意
しながら、引き続き神奈川発のコンテンツを生み
出す劇場としての役割を果たしていく必要があ
る。

２ 文化芸術事業の発信力の強化
　「マグカル・パフォーミングアーツ・アカデミー」
については、モチベーションの維持・継続のため
にも、即戦力となるレベルの高い生徒を確保す
るため、年１回行なっている成果発表会のような
発表の回数を半年に１回に増やすなど、レッス
ンの目標となる機会を作るとともに、魅力的なコ
ンテンツの上演を行なうことで、その公演への参
加を希望する質の高い生徒を集め、アカデミー
受講者数を上げることで、神奈川発の魅力的な
舞台芸術人材育成を推し進めることが必要であ
る。
また、短編演劇コンテストの全国大会「マグカル
presents 劇王天下統一大会2015～ベイシティ・
ロワイヤル！in KAAT～」等の事業については、
演劇に親しみのない方にも劇場を訪れてもらい
やすくなるような広報の展開をより充実すること
が課題である。
今後の方向性としては、出口をしっかりと提示し
た人材育成の在り方を検討していく必要がある。

１ 創造的活動の推進と発信
　新作・新演出の舞台芸術作品の公演について
は、演出家や出演者の知名度はもとより、劇場
の広報宣伝力、さらには劇場そのものの知名度
等で集客の度合いが左右されると考えることか
ら、神奈川芸術劇場においてもこうした点に留意
しながら、引き続き神奈川発のコンテンツを生み
出す劇場としての役割を果たしていく必要があ
る。

２ 文化芸術事業の発信力の強化
　「マグカル・パフォーミングアーツ・アカデミー」
については、モチベーションの維持・継続のため
にも、即戦力となるレベルの高い生徒を確保す
るため、年１回行なっている成果発表会のような
発表の回数を半年に１回に増やすなど、レッス
ン
の目標となる機会を作るとともに、魅力的なコン
テンツの上演を行なうことで、その公演への参加
を希望する質の高い生徒を集め、アカデミー受
講者数を上げることで、神奈川発の魅力的な舞
台芸術人材育成を推し進めることが必要であ
る。
また、短編演劇コンテストの全国大会「神奈川か
もめ短編演劇祭」等の事業については、演劇に
親しみのない方にも劇場を訪れてもらいやすく
なるような広報の展開をより充実することが課題
である。
今後の方向性としては、出口をしっかりと提示し
た人材育成の在り方を検討していく必要がある。

１ 創造的活動の推進と発信
　新作・新演出の舞台芸術作品の公演について
は、その創造性・芸術性でなく、演出家や出演
者の知名度はもとより、劇場の広報宣伝力、さら
には劇場そのものの知名度等で集客の度合い
が左右されている。

２ マグネット・カルチャーのブランド力の向上
　「マグカル・パフォーミングアーツ・アカデミー」
については、モチベーションの維持・継続のた
め、即戦力となるレベルの高い受講生を確保
し、年１回行なっている成果発表会のような発表
の回数を半年に１回に増やすなど、レッスンの目
標となる機会を作るとともに、さらに、魅力的なコ
ンテンツの上演を行なうことで、その公演への参
加を希望する質の高い受講生を集め、アカデ
ミー受講者数を上げるなどの底上げをすること
で、神奈川発の魅力的な舞台芸術人材育成を
推し進めることが必要である。
また、短編演劇コンテストの全国大会「神奈川か
もめ短編演劇祭」等の事業については、演劇に
親しみのない方にも劇場を訪れてもらいやすく
なるような広報の展開をより充実することが課題
である。
今後の方向性としては、出口を考えた人材育成
の在り方を検討していく必要がある。

（県立文化施設における新たな舞
台芸術作品等の創造・発信）

ＫＡＡＴ

（新進芸術家等への支援の検討）



（資料２－２）

現行計画の取組み状況（Ｈ26年度～Ｈ29年度）

評価 主な結果 評価 主な結果 評価 主な結果 評価 主な結果施策項目
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度

県民ホール

●県民ﾎｰﾙ本館改修及び耐震補
強工事費（353,347千）
〇小ホール休憩禁煙表示設備改
修工事（2,644千）
〇正面広場点字ブロック改修工
事（2,243千）

●県民ﾎｰﾙ本館電気設備改修工
事実施設計費（17,496千）
〇展示室他塗装工事（4,612千）

●県民ﾎｰﾙ本館舞台設備改修工
事実施設計費（50,873千）
●県民ﾎｰﾙ本館電気設備改修工
事費
（0千　Ｈ28～Ｈ29）
〇6階大会議室他壁・天井等塗装
補強工事（3,478千）
〇防災盤用直流電源装置更新工
事（3,413千）

●平成30年３月　県民ホール本
館電気設備改修工事完了
●平成２９年７月　県民ホール本
館舞台設備改修工事着工（～平
成３０年５月まで）

音楽堂 -

●県立音楽堂改修工事調査・基
本設計費（17,800千）

●県立音楽堂改修工事実施設計
費（75,535千）
●県立音楽堂舞台設備改修工事
実施設計費（5,562千）

各種工事の契約を締結
①建築工事：平成30年１月15日
②空調工事（衛生含む）：平成30
年１月30日
③電気工事（舞台照明：舞台音響
含む）：平成30年２月９日
④舞台機構：平成30年２月20日
建築工事管理業務委託：平成30
年２月27日

かながわアートホール

〇空調機更新設計業務委託（496
千）
〇ホール系統空調機部分改修工
事管理業務委託（496千）
〇ホール系統空調機部分改修工
事（4,987千）

●かながわｱｰﾄﾎｰﾙ舞台照明設
備改修工事費（9,202千）
〇ホール系統空調機器部分改修
工事（5,616千）
〇PAS,高圧ケーブル、VCB棟更
新工事（5,368千）

〇トイレ改修工事（954千）
〇正面入口階段手摺設置等工事
（497千）

神奈川近代文学館 -

〇ハロゲン化物消化設備ハロゲ
ボンベ取替工事（11,556千）
〇本館棟自動火災報知設備（感
知器）取替工事（3,402千）
〇UGS更新工事（1,332千）
〇本館空調機冷温水コイル及び
温水コイル交換工事（1,367千）

〇（展示館）トイレ改修工事（2,873
千）

近代美術館鎌倉別館 - - -

平成30年２月　近代美術館鎌倉
別館改修工事着工
(～平成31年３月まで)

歴史博物館 - - -

平成29年12月　歴史博物館空調
設備改修工事完了

★施設の利用者数 （名） （名） （名） （名）

　（近代美術館） 77,288 168,012 71,774 128,927

　（青少年ｾﾝﾀｰ） 152,371 152,376 161,740 166,069

　（近代文学館） 73,379 71,521 73,166 75,601

　（かながわｱｰﾄﾎｰﾙ） 46,581 49,936 54,059 55,438

　（音楽堂） 171,344 169,143 174,871 184,821

　（ＫＡＡＴ） 187,974 199,212 217,833 267,667

　（県民ﾎｰﾙ） 367,289 653,996 702,181 200,164

○施設の機能としての人材育成
ダンス指導者養成講座

224名 - - -

ＫＡＡＴ①若手演出家Ｐ
- 2名 2名 -

ＫＡＡＴ②劇場運営イン
ターン 14名 8名 6名 2名
ＫＡＡＴ③舞台技術イン
ターン 8名 8名 8名 12名

ＫＡＡＴ④研修生受入れ
- - 1名 -

KAAT ⑤劇場間人材交流
- - - 13名

舞台技術ワークショップ
50名 167名 - -

音楽堂　音楽作りワーク
ショップ 68名 97名 92名 72名

重
点
施
策
５

○県立文化施設の計画的な維持・
保全等

　施設の老朽化に伴い、工事が必要な個所は多
岐にわたり、限られた予算の中では直ちにすべ
てを改修・修繕することは困難であることから、特
に施設の安全面や施設運営に支障をきたす恐
れのある個所を優先的に、改修工事を進めてい
く必要がある。
　また、人材育成に関する取組みについても、
ワークショップやインターン等の開催日数が短期
間であることから、実施回数や日数を増やすな
ど、より効果的な取組みとなるような検討を行う
必要がある。
　なお、県立近代美術館について、鎌倉館の一
般公開は2016年1月31日までで終了し、建物は
鶴岡八幡宮に引き継ぐ方向で調整中。今後は、
鎌倉別館と葉山館の二館体制で行う予定。

　施設の老朽化に伴い、工事が必要な個所は多
岐にわたり、限られた予算の中では直ちにすべ
てを改修・修繕することは困難であることから、特
に施設の安全面や施設運営に支障をきたす恐
れのある個所を優先的に、改修工事を進めてい
く必要がある。
　また、人材育成に関する取組みについても、
ワークショップやインターン等の開催日数が短期
間であることから、実施回数や日数を増やすな
ど、より効果的な取組みとなるような検討を行う
必要がある。

　施設の老朽化に伴い、工事が必要な個所は多
岐にわたり、限られた予算の中では直ちにすべ
てを改修・修繕することは困難であることから、特
に、施設の安全面や施設運営に支障をきたす
恐れのある個所について、優先的に改修工事を
進めていく必要がある。
　また、人材育成に関する取組みについても、
ワークショップやインターン等の開催日数が短期
間であるため、検討することが必要である。


