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提言内容 令和２年度事業までの取組状況・課題 令和３年度以降の事業における取組予定

１　関係者のみならず幅広く市民に事業を周知し、事業の意義・目
的を理解してもらうために、広報の幅を広げるとともに、巡回展の
拡充や通年展示の検討など、市民がパラアートに触れる機会を増
やす取組が求められる。

２　障害の特性や遠方に在住、その他様々な事情により会場に来
られない人が事業に参加、鑑賞できるように、オンライン技術を積
極的に活用した取組が望まれる。

３　ダイバーシティ（多様性）とソーシャルインクルージョン（社会的
包摂）を、より一層推進するためには、関係者だけでなく、一般企
業、団体、市民との協働、連携を広げるための取組の充実や、そ
れらの連携先を巻き込んだ推進体制の構築が必要である。

４　東京２０２０オリンピック・パラリンピック後も、障害の有無にかか
わらず誰もが文化芸術に参加できる環境づくりを進めるため、長期
的な財源確保策を講じながら、参加しやすい事業内容や会場を選
択したり、常に新たなアーティストを発掘できるような仕組みづくり
を構築するなど効果的・効率的な手法により事業を継続することが
望まれる。

1　広報については、市政だより、チラシ、市ホームページ、文
化財団ホームページ等により、幅広く市民に事業を周知しま
す。巡回展については、実施回数の拡充に向け、また通年展
示については、実施に向け調査・検討を行い、市民がパラアー
トに触れる機会を増やす取組を行います。

２　パラアート展覧会のオンライン配信を実施するなど、オンラ
イン技術を積極的に活用した取組を行います。

３　一般企業、団体、市民との協働、連携について拡大すると
ともに、連携先を巻き込んだ推進体制の構築についても検討を
行い、ダイバーシティとソーシャルインクルージョンをより一層
推進します。

４　事業内容については、参加しやすくなるよう毎回改善すると
ともに、会場についてもアクセスやバリアフリー等に配慮しなが
ら選択し、新たなアーティストを発掘する仕組みの構築につい
ても検討することで、東京２０２０オリンピック・パラリンピック後
も効果的・効率的な手法により事業を継続します。

文化アセスメント対象事業経過報告書

事業名 パラアート推進事業

部署名 市民文化局 市民文化振興室
文化アセスメント
実施年度

令和元年度（令和２年１１月提言）



文化アセスメント対象事業経過報告書

事業名 市民ミュージアム管理運営事業

部署名 市民文化局 市民文化振興室
文化アセスメント
実施年度

平成３０年度（令和元年１０月提言）

提言内容 令和２年度事業までの取組状況・課題 令和３年度以降の事業における取組予定

１　大規模な施設や多種多様な収蔵品を活かした市民
ミュージアムならではの企画や調査研究をさらに進めてい
く必要がある。そのためには、企画や資料管理などを行う
学芸部門の強化が必要である。

２　更なる来館者の増加や来館者満足度の向上に向け
て、年間パスポートの販売や賛助会員制度、利用者の少
ない平日の来館者に対する追加サービスなど、地域住民
の関わりを増やしつつ、来館者数や利用頻度を上げるた
めの取組が求められる。

３　採算性や設備状況などにより、カフェやレストランの併
設が困難なことは理解しつつも、現状の飲食販売では十
分とは言えないため、キッチンカーの更なる誘致など飲食
サービスを充実する必要がある。

４　多様で多彩な施設の活用と企画をさらに充実していく
ことに加えて、増加する外国人市民に向けたパンフレット
や作品解説の多言語対応や子育て世代に向けたベビー
カーツアーの充実など、アクセスが決して良くない状況の
中でも、あらゆる人が来館し、楽しめる施設とするための
ミュージアムの魅力アップにつながる取組が必要である。

１　令和元年東日本台風により地階が浸水し、施設及び収蔵品に
甚大な被害が発生したため、被災した施設の復旧や収蔵品レス
キュー活動を中心とする取組を実施するとともに、被災後、館外に
おいて以下の展示会を実施しました。
・「第53回かわさき市美術展」（令和2年2～3月）
・「第54回かわさき市美術展」（令和3年2～3月）
・「昔のくらしと道具展」（共催事業）（令和2年12～令和3年2月）

２　被災後、施設内で実施していた社会科教育推進事業を出張事
業に切り替え、以下の通り実施し、日常生活や学校教育の場では
得られないような体験の機会を創出し、地域住民との関わりの確
保に努めました。
＜出張授業＞
・令和元年度（被災後）　25校
・令和2年度　37校

３　令和元年東日本台風による浸水被害により令和元年10月12日
以降休館しているため、飲食サービスは実施していません。

４　被災後のレスキュー活動で蓄積した経験や外部支援団体から
得られた知見などを記録として残すため、1年間のレスキュー活動
を振り返る動画や記録集として作成し、市民ミュージアムのホーム
ページ上で公開したほか、新たに実店舗に代わるオンラインショッ
プを立ち上げ、過去に開催した企画展図録、市内の社会福祉法人
が製作した商品等を販売した。

１　令和元年東日本台風による浸水被害により令和元年10月
12日以降休館中であるものの、館外での企画展や被災収蔵品
レスキュー活動に係る事項を中心とする取組を実施していきま
す。

２　令和元年東日本台風による浸水被害により令和元年10月
12日以降休館中であり、来館者数や利用頻度を上げるための
取組の実施は困難な状況ですが、他施設の利用、学校への出
張事業や屋外事業を中心に、日常生活や学校教育の場では
体験の機会が少ない事業を実施し、文化財や美術作品に親し
み、知識・理解を深める機会を創出するなど、地域住民との関
わりの確保に努めます。

３　令和元年東日本台風による浸水被害により令和元年10月
12日以降休館中であり、飲食サービスの充実は困難な状況で
す。

４　令和元年東日本台風による浸水被害により令和元年10月
12日以降休館中であり、施設の活用や企画のさらなる充実は
困難な状況ですが、市民の共感・理解を得られるよう、ＨＰ等を
通じて被災収蔵品レスキュー活動状況を発信するほか、市民
の文化芸術の創造につながるよう講演会やワークショップなど
のミュージアムの魅力アップにつながる取組を実施していきま
す。



、

文化アセスメント対象事業経過報告書

事業名 プラチナファッションショー

部署名 市民文化局 市民文化振興室
文化アセスメント
実施年度

平成３０年度（令和元年１０月提言）

提言内容 令和２年度事業までの取組状況・課題 令和３年度以降の事業における取組予定

１　現行事業は、参加者の満足度は一定程度得られているもの
の、参加者数は極めて限られており、事業効果の広がりがみられ
ていない。また、費用についても舞台関係をまとめて委託している
など詳細が不透明といった課題があるため、今後は、事業効果及
び費用対効果の観点に留意しながら、実施の主体や手法を含め
抜本的に見直す必要がある。

２　見直しにあたっては、若手の育成支援、企業や団体、他のイベ
ント等との協力・連携などの視点が必要である。

平成２５年度から各区巡回方式で実施してきましたが、令和元年
度の麻生区での開催（前日リハーサル・本番は、新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため中止）により、全区で事業を実施したため、
本事業を終了することといたしました。



、

文化アセスメント対象事業経過報告書

事業名 かわさきジャズ

部署名 市民文化局 市民文化振興室
文化アセスメント
実施年度

平成２８年度（平成２９年９月提言）

提言内容 令和２年度事業までの取組状況・課題 令和３年度以降の事業における取組予定

１　幅広い世代の参加に向けて、人材育成プログラムについては、
開催日時やイベントの時間の長さを工夫する必要がある。また親
子向けプログラムについては、参加者層に合わせた曲目を演奏し
たり、参加型企画を充実させるといった取組が必要である。

２　市内外からより一層の参加を促すため、地域連携イベントにつ
いては市外での実施も含めて内容を拡充する必要がある。また、
事業の周知拡大を図るためＳＮＳ・口コミによる発信・拡散などを活
用したり、イベントの担い手としての参加拡大に向けてボランティア
活動を拡充するといった取組が必要である。

３　ジャズの愛好家のみならず幅広い市民にジャズの魅力を発信
するため、イベントの企画段階からジャズの専門家に限らず多様な
メンバーが参加することが必要である。また、公演の出演者やジャ
ズに関する知識がない人でも公演に参加しやすくし、また公演に対
する満足度を高めるため、公演によっては演奏する内容を事前に
公表するよう出演者に働きかけるといった取組が必要である。

４　市民が音楽を気軽に楽しめる環境の提供や地域の賑わいと
いった事業全体の趣旨を考慮しつつも、音楽公演プログラムに関
しては収入や来場者率を更に向上させる必要がある。そのために
は、若年層向けチケットを販売したり、公演の規模や内容に応じて
適切な会場を選定するといった取組を実施するとともに、公演の一
層の周知を図るため、費用対効果を考慮したより効果的な広報を
実施する必要がある。

１　令和２年度はジャズアカデミーを、平日に全４回講座を開催し、
未来に輝く人材を育成そしてサポートする「ミライ研究室（公認レ
ポーター育成ワークショップ）」を土曜日に開催しました。また、コロ
ナ禍において参加できなかった方や、自宅で楽しめるコンテンツと
してアーカイブ映像を発信しました。さらに親子向けプログラムにつ
いては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、演奏参加
等のプログラムではなく、水族館と連携し、親子で楽しめるぬりえを
取り入れたマスクケース作りを実施することで、親世代へのイベン
ト全体への参加を促しました。

２　新型コロナウイルス感染拡大防止を配慮し、大田区等との広報
媒体による連携・交流を図りました。また、新たにコロナ禍での取
組として「つながる」をテーマに楽曲に合わせて自由に踊ったダン
ス等をＳＮＳを活用しアップすることで、イベント情報の発信を行い
ました。コロナ禍へ対応したグッズ（マスク）を制作し、SNS等で発信
しました。さらに無観客によるオンラインでのライブ配信を行い、多
くの視聴者を獲得しました。ボランティア運営専用のＳＮＳを新たに
開設し、積極的な周知を図りました。

３　公演会場となるホールのスタッフに委員として企画に加わっても
らい、ホールの特性に合った多彩な公演を企画しました。川崎で活
躍する若手キーアーティストを起用し、地域の商業施設等と連携し
館内放送を活用するなど、子どもから高齢者まで、公演に参加する
きっかけ作りを展開したり、川崎競馬や工場夜景クルーズなど川崎
の資源を活かした話題性のあるイベントを開催したことにより、メ
ディアにも取り上げられ「かわさきジャズ」の認知向上につながりま
した。

４　有料公演のチケット販促については、引き続き学生券の販売、
webでの広報の充実、音楽大学メンバーのステージ出演協力など
により、若い層への販売強化に努めました。また、公演内容やサー
ビスの広がりにより、幅広い世代の客層に向けた効率的な広報を
行いました。

１　ジャズアカデミーについては、ターゲットを明確にし、内容を
再検討することにより、学生等を含めさらに幅広い世代の参加
を促します。
　親子向けプログラムは、新型コロナウイルス感染拡大防止に
配慮しながら、商業施設等、まちなかで通りがかりの方など、
気軽に参加できる環境づくりの取組に努めます。

２　引き続き近隣自治体との交流・連携を深め、市外での周知
拡大を図り、ＳＮＳでの拡散を意識したグッズも作成し、ジャズ
ファンに限らない幅広い層への周知を目指します。ボランティ
アについては、様々な関わり方ができるように内容を検討し、
引き続き新たな担い手を増やす取組を行います。

３　会場ごとのホール特性に合った公演内容を引き続き企画す
るとともに、新型コロナウイルス感染拡大防止に配慮しながら、
街なかイベントでは、企業や商業者、市民団体と連携しながら
幅広い層の参加を促します。

４　公演ラインナップ等がわかりやすく把握できるようなＨＰの
作成に努めるなど、効果的な周知や、webを積極的に活用した
広報、手に取ってもらえるようなパンフレットの作成等により、
効率的な広報を行い、販売促進の強化に取り組みます。



文化アセスメント対象事業経過報告書

事業名 「映像のまち・かわさき」推進フォーラムの取組

部署名 市民文化局 市民文化振興室
文化アセスメント
実施年度

平成２８年度（平成２９年９月提言）

提言内容 令和２年度事業までの取組状況・課題 令和３年度以降の事業における取組予定

１　映像制作授業について、より簡易な機材や短期間で実施可能
なメニューを拡充するとともに、事業の効果や現場の意見・ニーズ
をより的確に把握するため、学校側への意見聴取の方法を工夫
し、把握した意見等を今後の実施内容により一層フィードバックさ
せていくことが必要である。

２　映像制作授業やワークショップの実施校数の増加に向けて、学
校側への説明の際に、これまで実施した学校での効果を伝えたり
実施の様子を映像で紹介するなど、事業のイメージをより効果的に
伝えるための工夫が必要である。

３　「映像のまち」の取組の浸透に向けて、「映像のまち・かわさき」
フェスティバル等のイベント系事業について、多数の市民の参加を
図るとともに、参加者に「映像のまち」の取組であることが明確に伝
わるよう、展示内容等に工夫が必要である。

４　事業費の大部分が市の補助金で賄われており、限られた予算
の中で効果的に事業を展開するためには、事業実施や広報など各
場面において多くの企業・団体の協力を得ながら進めるとともに、
多様に展開されている事業が推進フォーラムとしての目的に沿っ
たものとなっているかどうかの検証が必要である。

１　映像制作授業については、長期のものだけでなく、短期の映像
ワークショップの開催等での体験も可能であることなどを学校や教
育委員会担当者等に説明しました。また、授業やワークショップに
事務局職員が同行し、講師派遣のみではなく、教師や実施主体か
らの意見の聴取に努めました。

２　寺子屋推進フォーラムに参加し、市内の寺子屋関連団体に
フォーラムの映像ワークショップ及び講師派遣事業をPRすることが
できました。

３　「映像のまち・かわさき」フェスティバル期間として、「映画と川崎
を元気にしたい！」という想いをこめて、１年間に川崎市内で観た
映画の中から一番心に残った作品名を募集する「かわさきシネマ
アワード」を開催しました。コロナ禍であり人を集めるイベントができ
ない中で、パンフレット等で広報し、映像のまち・かわさきの取組を
知ってもらう機会を創出しました。

４　かわさきシネマアワードなどの市民向けパンフレットでの広告協
賛募集のほか、映像アーカイブの上映会やアートセンターが事務
局を担う川崎・しんゆり芸術祭、芸術祭に関連するアート講座での
後援などを通し、市内関連団体と映像のまち・かわさき推進フォー
ラムの連携に努めました。また、フォーラムの運営委員会で各種の
映像に関する事業について、後援事業も含め、フォーラムの目的
に沿った事業かどうかを確認しました。

１　今後も、映像制作授業を実施する学校や寺子屋などの教
育現場において実施にあたっての課題がないか等を確認し、
短期の映像ワークショップ等よりよい企画を提案するなどして、
より簡便に、より多く映像制作の体験ができるように取り組みま
す。

２　教育委員会の情報誌や教員研修等において、フォーラムの
人材育成事業の取り組みを説明していきます。また、映像制作
授業の導入授業等を紹介する動画を作成するなどして、事業
をよりわかりやすく発信していく取組を進めます。

３　今後も映像に関する取組を実施または支援し、映画館用の
「映像のまち・かわさき」PR動画を市内の映画館のスクリーンで
流すなど、「映像のまち・かわさき」の周知をしていきます。

４　今後も運営委員会を中心に各種事業内容を確認しながら
フォーラム全体交流会やフェスティバル等のイベントを通し、映
像のまち推進に向けた取組の充実を図ります。



文化アセスメント対象事業経過報告書

事業名 日本民家園運営管理事業

部署名 教育委員会事務局 日本民家園
文化アセスメント
実施年度

平成２７年度（平成２８年１０月提言）

提言内容 令和２年度事業までの取組状況・課題 令和３年度以降の事業における取組予定

１　日本民家園の開園５０周年（２０１７年）及び２０２０年東京オ
リンピック・パラリンピック大会を契機に、これまでの高いレベル
での古民家の保存・活用の実績を基にしながら、民家園の写
真・絵画等の公募作品展など、古民家や伝統文化の教育普
及、理解促進を更に図るための催し、話題作り、内外への情報
発信を強化することが必要である。

２　休日の催し開催時は入園者がキャパシティの限界に近いこ
とから、平日に近隣の住民や子どもたちの来園を促す企画を
行うなど、地域との関係を重視しながら、入園者の満足度を高
める方策を併せて検討することが求められる。

３　今後、これまで以上に多くの外国人観光客が訪れると期待
されることから、日本の伝統文化の理解促進を図るために外
国人からのアンケートやヒアリングを通じて、外国語ガイド等を
充実させるなど、外国人の視点からの運営改善の促進が求め
られる。

４　生田緑地への来訪は、公共交通機関を使用することが基
本であるが、土日祝日の公園駐車場の満車状態が慢性化して
いるため、生田緑地の駐車場について、緑地外の増設等の対
応策も視野に課題を検討していくことが求められる。

５　ボランティアの活動時間帯の柔軟化など、ボランティアがよ
り円滑に活動できるよう支援するとともに、ボランティアグルー
プと意思疎通を図り、良好な連携関係を更に維持・進展させる
ことが望まれる。

６　年間約12万人の入園者が園内や周辺で買い物や食事をす
ることで、観光振興や地域活性化につながるよう、施設の充実
や地域と連携した取組を進める必要がある。また、地域との連
携については、昔話の催しで川崎の民話を取り入れるなど、多
面的に進めることが望まれる。

1　 企画展として令和２年度は「うんことくらし－便所から肥やしまで－」（令和
元年度に臨時閉園を実施したため会期延長）、「暑さ寒さも彼岸まで－民家と
四季－」の２本を開催しました。いずれも展示室と園内の文化財建造物を併せ
て見学することで完結する民家園ならではの取組です。情報発信の取組として
は、新型コロナウイルス感染症拡大に対応し、来園しなくても楽しむことのでき
る動画コンテンツを公式サイトで公開しました。

２　令和２年度は新型コロナウイルス感染症拡大により、集客力の高い催し物
についてはほぼ全てが中止となりました。一方、屋外施設は感染リスクが低い
と捉えられていること、県をまたぐ移動の自粛が求められている中で身近な施
設が見直されていることから、地域のファミリー層の利用が増えています。

３　令和２年１０月に来園者アンケートを実施し４００サンプルを採取、うち１９名
が外国人でした。新型コロナウイルス感染症拡大により訪日外国人の利用は
ほぼなかったと考えられ、外国人の年間来園者数は1,597人と、前年の6,847人
に対し23.3％にとどまりましたが、引き続き企画展の解説パネルやキャプション
の英文併記、広報についても日本語と並行して英語のツイートをするなど、外
国人向けのサービス向上及び情報発信を行いました。

４　民家園単独では解決できない問題であり、生田緑地各施設、整備事務所、
指定管理者とともに検討を行っています。

５　令和２年度も元年度に引き続き、新型コロナウィルス感染症の流行によりボ
ランティアや市民団体の活動に大きな影響がありました。いずれの団体も高齢
者層が多いことから、密接に連絡を取り合いながら、活動の時間短縮や休止な
ど、柔軟な対応を行いました。

６　古民家カフェの事業者が変更になり、多摩区ソーシャルデザインセンターが
運営に当たることになりました。この団体はコミュニティづくりや地域課題の解
決に取り組む一般社団法人であり、協働することで地域連携を進めています。
このほか地域連携の一環として、近隣小学校２校において郷土資料室の展示
サポートを実施しました。なお、地域の大学との連携事業として日本女子大学
の研究活動への協力が予定されていましたが、新型コロナウイルス感染症拡
大の影響で延期となりました。

１　東京オリンピック・パラリンピックが令和３年度に開催されま
したが、無観客だったこと、非常事態宣言下だったことから集
客には結び付きませんでした。今後も新型コロナウイルス感染
症の流行が継続すると考えられるため、感染防止対策を最重
視した催し物の開催方法を検討するとともに、YouTubeチャン
ネルの開設等、引き続き来園しなくても楽しめるコンテンツの充
実に努めます。

２　感染症の流行終息後もこうした地域のファミリー層に引き続
き親しんでいただけるよう、親子で予約なしに楽しめる展示や
催し物を工夫していきます。

３　感染症の流行終息後は外国人利用者が戻ってくることが予
想されるため、案内表示の多言語化や英語による情報発信
等、引き続き外国人の受入態勢の充実に努めます。また、来
日できない外国人向けのサービスとして、企画展図録の英語
版PDFを公式サイトで公開します。

４　向ケ丘遊園跡地の再開発に伴い、現在、生田緑地全体の
計画見直しが進んでいます。駐車場問題についてもこうした枠
組みの中で検討していきます。

５　今後の活動については、国や県の動向を確認するととも
に、活動再開に向け、他都市でのボランティアの活動状況や活
動のガイドライン等の情報収集を行い、ボランティア等ときめ細
かな意思確認をしていきます。

６　地域連携、及び地域の活性化については、指定管理者や
生田緑地整備事務所、多摩区役所等と連携し、生田緑地全体
として取り組んでいきます。施設の充実については、バリアフ
リーの観点を重視し、今後も園路の整備を中心に進めていきま
す。



１ 事業の波及効果を更に高めるためにも、プログラムに参加
団体の活動内容や活動場所を記載するなど、新たな参加者
を増やすための試みが必要である。

２ 地域の老人クラブへの周知など、広報の幅を広げていく取
組や、団体が活動計画を作成する時期に合わせた周知など、
参加者の裾野を広げていく取組が必要である。

３ 鑑賞者を増やすために、音楽プログラムのレベルアップを
図るとともに、近隣のデイサービスなど福祉施設の利用者を
招待するなどの試みが求められる。

４ シニアも含めたボランティアの活用や、音楽大学生・文化団
体などの企画・運営への参加など、事業を支える主体を幅広
く募っていくことにより、事業の広がりや世代間の交流に繋げ
ていく体制づくりが求められる。

５ 費用については、アマチュア音楽という性質や鑑賞者の生
きがいづくりにつなげる趣旨から、入場料の設定はなじまない
が、スポンサーの獲得などの努力が求められる。

【令和２年度の取組状況】
高齢者が対象となる事業で新型コロナウイルス感染による重
篤化のリスクが特に高いことから中止としました。

【令和元年度までの取組状況】
１　参加団体に対して事前に調査を行い、当日配布されるプロ
グラムに団体紹介や連絡先を記載することにより、音楽文化
活動への参加機会を新たに創出し、参加者を増やす試みを
行いました。

２　いこいの家、いきいきセンターや老人クラブなど高齢者が
多用する施設等に参加団体募集チラシの配架依頼を行い、
市民の方々へ周知を行いました。beyond2020にも登録を行
い、広く市外への周知も行いました。

３　演奏会場であるミューザ川崎シンフォニーホール近隣の老
人福祉施設と連絡を取り、施設に開催チラシを置いていただく
など協力していただき集客向上を図りました。

４　ミューザ川崎シンフォニーホールのオルガンレッスン受講
生の小学生やプロのオルガニストに特別出演していただき、
参加団体および来場者と合同合唱を行うことで音楽を通した
世代間交流に貢献することができました。

５　ミューザ川崎シンフォニーホールと共催事業とすることで、
より質の高い音楽プログラムの策定が望めるだけでなく会場
費の支出を抑えることができました。

【令和３年度の予定】
高齢者が対象となる事業で新型コロナウイルス感染によ
る重篤化のリスクが特に高いことから中止としました。

【令和４年度以降の予定】
１　コロナ禍での新型コロナウイルス感染症拡大防止対策
を踏まえたイベント開催を検討します。

２　参加団体に対して事前に調査を行い、当日配布される
プログラムに団体紹介や連絡先を記載することにより、音
楽文化活動への参加機会を創出し、参加者を増やす試み
を行います。

３　いこいの家、いきいきセンターや老人クラブなど、これ
まで依頼を行ってきた各団体に対し、引き続き、募集チラ
シの配架依頼を行うなど、広報活動を行います。

４　演奏会場であるミューザ川崎シンフォニーホール近隣
の老人福祉施設に対し、引き続き、開催チラシの配架依
頼を行う等、集客向上に取り組みます。

５　引き続き市内の児童合唱団やミューザ川崎シンフォ
ニーホールのオルガンレッスン受講生の学生、プロのオル
ガニストに特別出演していただき、参加団体および来場者
と合同合唱を行うなど、音楽を通した世代間交流の取組を
実施します。

６　引き続きミューザ川崎と共催事業とすることでより質の
高い音楽プログラムの策定が望めるだけでなく会場費の
支出を抑えていきます。

文化アセスメント対象事業経過報告書

提言内容

事業名

部署名

高齢者による音楽イベント事業（プラチナ音楽祭）

市民文化局 市民文化振興室 平成２７年度（平成２８年１０月提言）
文化アセスメント
実施年度

令和２年度事業までの取組状況・課題 令和３年度以降の事業における取組予定


