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１ 管理運営計画の策定にあたって 

(1) 計画策定の背景 

近年、少子高齢化、高度情報化など、地域社会を取り巻く環境は大きく変動し

てきました。そのような中、人々は心に潤いや安らぎを与え、人生に感動と活力

をももたらす芸術文化に大きな関心を寄せています。また、経済の成熟化や人々

の意識の多様化がますます進む中で、地域の活性化や都市の魅力の向上における

芸術文化の重要性が広く認識されるようになってきました。 

国においても、文化芸術振興基本法（平成１３年１２月）、劇場、音楽堂等の活

性化に関する法律（平成２４年６月、以下「劇場法」という。）などの法的整備が

進み、地方公共団体が文化振興施策に取り組むことの責務が明らかにされるとと

もに、劇場、音楽堂等を積極的に活用し、実演芸術の振興を図るための事業を企

画し実施することが求められています。 

本市においても、芸術文化に対する市民の関心が高まっており、活動・表現の

場であるホール整備の期待が寄せられていました。こうした中、長年にわたり、

市民の舞台芸術の鑑賞や文化活動の発表の場として、多くの市民から親しまれて

きた徳島市立文化センター（以下、文化センターという。）は、建設から約５０年

が経過し、老朽化が進むとともに、施設内容や設備等が多様な使用者のニーズに

十分対応できないことから、これに代わる新たなホール施設建設の検討が行なわ

れ、新町西地区市街地再開発事業の公共公益施設として、整備を目指すこととな

りました。 

平成１９年度には、「音楽・芸術ホール整備についての意見交換会」を開催し、

文化関係者や有識者である委員からの意見をもとに、新しいホール施設の整備に

関する基本的な考え方を示した「（仮称）音楽・芸術ホール整備計画」（平成２０

年３月、以下「整備計画」という）」を策定しました。 

このような中、平成２４年１１月には、新町西地区市街地再開発事業が都市計

画決定され、新ホールの一体的な整備を進めています。 

 (2) 計画策定の目的 

新ホールは、文化センターに代わる新しい芸術文化施設として、規模や内容を充

実させるとともに、さらに、周辺環境や施設等との調和を図ることにより、「市民

の芸術文化の創造拠点」にふさわしい施設となることを目指し、整備を進めていき

ます。 

こうした状況を踏まえ、平成２４年度から文化関係者や有識者等の委員で構成さ

れる「新ホール管理運営計画策定のための市民会議」を開催し、整備計画における

基本理念や基本方針を踏まえ、新ホールにおいて実施する事業や施設の管理運営方

法についての考え方を検討してきました。 

市民会議等の意見や他都市事例を踏まえ、新ホールの管理運営についての基本的

な指針を「新ホール管理運営計画」としてまとめました。  
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２ 新ホールが目指すもの 

(1) 新ホールの基本理念・基本方針・事業方針 

整備計画では、新しいホールの基本理念・基本方針・事業方針を次のとおり示

しています。 

① 基本理念・基本方針 

新ホールには、文化センターの代替機能を持った施設として、市民が芸術文化

を享受する場としてだけでなく、市民が活発に芸術文化活動を行う中心的な場と

して活用することで、本市の芸術文化の発展を促進するということが期待されま

す。また、これまでに市民が培ってきた伝統ある芸術文化活動をさらに活性化さ

せるとともに、幅広い芸術文化の交流を促進し、芸術文化を通じたネットワーク

を築くことで、新たな芸術文化が生み出される場となることを目指します。 

このように、この新ホールが市民の芸術文化を創造していく拠点となることを

基本理念として掲げます。 

 

 

 

 

 基本方針 

市

民

の

芸

術

文

化

の

創

造

拠

点 

芸術文化の 

創造活動を 

支援します 

これまで市民が培ってきた芸術文化の蓄積を活かし、新たな芸
術文化を創造する活動を支援するために必要な施設や機能の充
実を図ります。また、音楽や舞台作品の公演を行うためのホール
施設を充実するだけでなく、市民が行う様々な芸術文化の創造活
動を支援するための施設運営や事業運営を目指します。 

芸術文化の 

交流を推進 

します 

多くの市民が気軽に交流の場として施設を利用でき、また市民
と芸術文化団体、市民とアーティスト、市民と市民など様々な新
たな出会いと交流が生まれる機会をつくることで、芸術文化の交
流を促進します。また、市内外のホール、文化施設や芸術文化団
体とのネットワークを築き、活動状況等の情報交換ができるよう
な情報機能の充実に努めます。 

芸術文化の 

鑑賞機会を 

提供します 

子供から大人まで様々な市民が芸術文化を鑑賞できる機会を
増やし、また、これまで鑑賞する機会の少なかった舞台芸術など
の公演が可能となる上演空間を整備し、それを支える舞台設備や
機能の充実を図ります。さらに、他の公共施設等とも連携し、芸
術文化の魅力を普及する公演活動の相互支援や共同開催など幅
広い鑑賞機会の提供に努めます。 

  

基本理念  市民の芸術文化の創造拠点 
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② 事業方針 

市民の芸術文化への幅広いニーズに対応するだけではなく、音楽や舞台芸術に

対する新たな鑑賞意欲の創出、日常的な芸術文化活動の支援、市民や文化団体の

交流、施設運営への参加・参画の促進など、市民の芸術文化活動の向上を目指し

て積極的な事業の展開を行います。 

 

芸術文化活動の活性化事業 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

芸術文化の育成事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

●活動の場の提供 

市民に対して音楽や舞台芸術など様々な芸術文化活動を自主的に創造し、発表す

る場を提供します。そのためには、施設や設備を貸し出すだけでなく、活動に必要

な人材や情報・ノウハウを提供するとともに、効率的な施設利用について検討して

いきます。 

●情報の収集・発信 

芸術文化活動を行う市民や団体をはじめ、広く市民に提供するための音楽や舞台

芸術活動の参考となる資料の収集、提供に努めます。また、市内外のホールと情報

交流を行い、様々な芸術文化活動に役立つような情報ネットワークの構築を目指す

ことで、施設間の文化活動の活性化を図ります。 

●芸術文化活動の支援 

芸術文化活動に対して意欲を持つ市民や、地域で様々な芸術文化活動をしている

団体、市民に対して、さらにその活動をステップアップするための支援が行える機

能の充実や機会の提供に努めます。 

●鑑賞機会の提供 

市民が期待する音楽や舞台芸術をより身近に鑑賞できる機会の提供とともに、今

まで徳島市で紹介されることが少なかった国内外の多様な音楽や舞台芸術の鑑賞機

会の提供に努めます。また、市民がより深く音楽や舞台芸術に関心を持ち、文化的

な刺激を受けるような鑑賞方法について検討していきます。 

●普及活動の展開 

アーティストを学校等に派遣するなど、生の音楽、舞台芸術等に触れる機会など

を提供することで、市民が新たに芸術文化に関心を持ち、理解を深めようとする仕

組みを検討します。また、福祉、環境、まちづくり等の活動と連携し、幅広い分野

への普及活動を目指します。 
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芸術文化の地域連携事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 新ホールの使命（ミッション） 

「劇場法」では、その前文において、劇場、音楽堂等に期待される役割が以下の

ように規定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新ホールは、「市民の芸術文化の創造拠点」として、整備計画において示された

基本的な考え方、さらに、「劇場法」において規定されている劇場、音楽堂等に期

待される役割等をもとに、次の３つの使命（ミッション）を担います。 

 

新ホールの使命（ミッション） 

 

 

 

 

３つの使命（ミッション）を達成するために、市民、ＮＰＯ、関係団体、事業者、

行政等が協力・連携を図りながら、効果的・効率的な管理運営を進めていきます。

●周辺公共施設の活用 

広場、歩道等、新ホール周辺の空間を利用し、芸術文化活動を実施するほか、

周辺施設や水際公園、阿波おどり会館などの施設を複合的に利用し、参加市民と

一緒に活動を実施することで、新ホールから周辺地域に芸術文化活動を広げてい

くための仕組みを検討します。 

●地域の新たな文化活動の創出と連携 

本市の中心市街地に立地する新ホールの条件を活かし、新町川や周辺の公園、

アーケードなどを活用した文化活動イベントを企画・検討することにより、周辺

地域の新たな芸術文化活動を推進します。 

●文化芸術を継承し、創造し、発信する場であること 
●人々が集い、人々に感動と希望をもたらし、人々の創造性を育み、人々が共に

生きる絆を形成するための地域の文化拠点であること 
●すべての国民が、潤いと誇りを感じることのできる心豊かな生活を実現するた

めの場であり、常に活力ある社会を構築するための大きな役割を担っているこ

と 
●人々の共感と参加を得ることにより「新しい広場」として、地域コミュニティ

の創造と再生を通じて、地域の発展を支える機能も期待されていること 

◆市民とともに、徳島に根ざした新たな芸術文化を創造・発信します。

◆市民とともに、未来の芸術文化を担うひとを育てます。 

◆市民とともに、いきいきとした魅力あるまちを創ります。 
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３ 事業について 

(1) 事業展開について 

新ホールがその使命（ミッション）を達成するためには、新ホールにおいて実

施する事業の方向性や事業展開が非常に重要なものとなります。 

新ホールでは、整備計画における３つの基本方針と３つの事業方針を踏まえ、

自ら舞台作品を創造し、交流促進、人材育成等を積極的に行う自主事業と市民、

団体、事業者等に施設を貸出し、市民の文化活動をサポートする貸館事業とのバ

ランスを保ちながら、多彩な事業を計画的に実施していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

徳島に根ざした舞台芸術作品を制作し上演することを目指し、アーティ
ストと市民が一体となった創造活動を行います。また、新ホールを活動拠
点とする専属市民グループの創設を目指し、ワークショップや講座等を通
じて、市民の芸術文化活動への参加機会の提供や人材育成を積極的にサポ
ートします。 

創造 

事業 

交流 

事業 

文化情報を積極的に発信し、市民と市民、市民とアーティストとの出会
いや交流が生まれる場所として、芸術文化の交流拠点を目指します。 
また、文化活動団体等や周辺施設とのネットワークを作り、新ホールフ

ェスティバルなどの事業を連携して展開します。さらに、ホール周辺の公
園、学校や福祉施設に出向いてのミニコンサートなど、多くの皆さんに芸
術文化に直接触れ合える機会を提供し、芸術文化活動を広げて行く仕組み
をつくります。 

鑑賞 

事業 

市民の多種多様な鑑賞ニーズに応えるとともに、子供から大人まで、幅
広い世代の市民が芸術文化を鑑賞できる機会を増やすために、貸館事業と
あわせて、様々な作品を上演します。さらに、公演にあわせ、鑑賞をより
深めるための関連講座等を開催します。 

大小ホールをはじめ各施設の貸出しや市民の文化活動のサポートを行
います。 

自 

主 

事 

業 

貸館事業 
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【事業展開（例）】 

 

   

内 容 実施場所

新ホール
プロデュース公演

新ホールが企画・制作したコンサートや演劇作品の公演を行う。
大ホール
小ホール

新ホール
専属市民グループの育成

参加者が活動を継続する場として、ホール専属市民グループを設
立し、定期的な作品創造と公演活動を行う。

大ホール
小ホール
活動室など

参加体験型
ワークショップ

芸術文化に関心を持つ人を増やすための入門型のワークショップ
を行う。

活動室など

養成講座
（単発）

音楽や舞台芸術などの講座を実施し、市民の芸術文化への関心を
高める。

活動室など

連続養成講座
（5回程度）

演出家や舞台スタッフによる舞台芸術に関連する連続講座を実施
し、専門分野における人材育成を進める。

活動室など

新ホール
フェスティバル

市民とアーティストが一体となって、様々な分野の公演を周辺施設
や地域等と連携して複合的に開催する。

全施設

ロビーコンサート等
エントランスやロビーなど、大小ホール以外の場所において、
気軽に楽しめるコンサートを開催する。

エントランス
ロビー等

バックステージツアー
ホール施設を理解してもらうために、普段は立ち入れない舞台裏
などを案内する。

大ホール
小ホール

アウトリーチ活動
教育機関や福祉施設などにア－ティストが出向いて、演奏やダンス
などの出前公演を行う。

外部施設

機関誌発行
公演の周知や活動参加者を増やすことを目的に広報誌やWEB
ページによりホールの活動について広報を行う。

―

情報コーナー
（交流サロン）

徳島市内、県内だけでなく、全国の芸術文化に関する情報や公演
に関する情報の収集と提供を行う。

ロビーなど

演劇・舞踊公演
比較的規模の大きい演劇・舞踊（バレエ、ダンス、日舞など）の鑑賞
機会を提供する。

大ホール
小ホール

伝統芸能公演
阿波おどり・人形浄瑠璃・歌舞伎・能・狂言・民謡など伝統芸能の鑑
賞機会を提供する。

大ホール
小ホール

ミュージカル公演 ミュージカルの鑑賞機会を提供する。
大ホール
小ホール

大規模音楽系公演
オーケストラ、オペラ、ポップス、邦楽等大規模の音楽公演の鑑賞
機会を提供する。

大ホール

小規模音楽系公演
室内楽等、ジャンルにこだわらず自由に音楽を楽しめるホールオリ
ジナルコンサートを実施する。

小ホール

鑑賞講座 公演に合わせ、鑑賞をより深めるための関連講座を実施する。
大ホール
小ホール
活動室など

共催・提携・後援公演
新聞社、放送局などマスメディアや民間事業者などと共同で鑑
賞機会を提供していく。

大ホール
小ホール

市民や活動団体等に対して、大小ホールなど各施設の貸出しを行
うとともに、必要に応じて技術面等での助言やサポートなど行う。

全施設貸館事業

事 業

自

主

事

業

創
造
事
業

交
流
事
業

鑑
賞
事
業



  

 

【年間事業実施スケジュール（例）】 

  

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

創造事業

交流事業

鑑賞事業

※実施内容、開催回数については事業展開（例）の想定に基づく

貸館事業

自
主
事
業

機関誌発行／情報コーナーの運営

貸館事業

共催・提携・後援公演の適宜開催

鑑賞講座1 鑑賞講座2

新ホールプロデュース公演（創作活動） 公演

ﾐｭｰｼﾞｶﾙ公演 ﾎﾟｯﾌﾟｽｺﾝｻｰﾄ室内楽２
（ﾎﾟｯﾌﾟｽｺﾝｻｰﾄ)

演劇・舞踊公演 室内楽１
（ｸﾗｼｯｸｺﾝｻｰﾄ）

伝統芸能公演 ｸﾗｼｯｸｺﾝｻｰﾄ
（ｵ-ｹｽﾄﾗ）

鑑賞講座3

新ホ－ル
フェスティバル

ｱｳﾄﾘｰﾁ活動ロビーコン
サートなど

ﾊﾞｯｸｽﾃｰｼﾞ

ﾂｱｰ
ﾊﾞｯｸｽﾃｰｼﾞﾂｱｰｱｳﾄﾘｰﾁ活動 ｱｳﾄﾘｰﾁ活動 ｱｳﾄﾘｰﾁ活動 ロビーコン

サートなど
ロビーコン
サートなど

ロビーコン
サートなど

体験型
ワークショップ

連続養成講座

養成講座養成講座 体験型
ワークショップ

新ホール専属市民グループの育成（日常的な活動） 公演

7 
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(2) 中長期的な事業の考え方 

事業による文化振興の効果は、新ホールが開館されてすぐに現れるものではな

く、それを評価として得られるには十分な時間が必要となります。そのため、開

館前から中長期的な計画を立て、段階的な事業展開を行っていくこととします。 
また、その計画は、社会環境の変化や市民ニーズ等に柔軟に対応できるものと

し、定期的な評価を実施し、事業の見直しを行っていきます。 
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(3) 市民参加 

① 市民参加の考え方 

新ホールでは、市民とともに芸術文化の創造拠点としての機能を創り上げて

いくために、その活動に多くの市民や団体が参加できる市民参加の仕組みづく

りを進めていきます。 

基本的な考え方は、次のとおりとします。 

●新ホールの事業や運営に参加する機会を提供し、市民の文化活動への関心や

理解を深めていきます。 

●市民が持つ経験や専門知識等を活用し、新ホールの事業や運営を効果的・効

率的に推進します。 

●新ホールに関わる市民同士の交流によりネットワークを形成することで、さ

らなる市民の芸術文化活動の活性化を図ります。 

 

② 市民参加の活動内容 

市民参加の活動内容には、様々な形態があります。 

【市民参加の形態の分類】 

市民参加の形態 概 要 

鑑賞者としての参加 

公演や展示など、施設が行う事業を鑑賞します。施設の認知
度の向上につながり、活動規模の拡大へとつなげます。 
友の会の設立など、鑑賞者としての参加の枠組みを設けるこ

とも想定されます。 

参加型事業への参加 

ワークショップ、講座や創作事業など、参加型の事業へ参加
します。自ら体験することにより知識や経験をより深めるとと
もに、参加者同士の交流を生み出します。 

施設運営への参加 

施設が実施する事業への運営補助として参加します。運営に
対しての理解を深めるとともに、社会経験や生きがいへ貢献す
る役割も果たします。 
ボランティアとして、広報誌の製作協力、公演の際の客席案

内などのフロントスタッフ業務、来場者への手話サービスの提
供を行うなど、様々な場面での参加が期待できます。 

事業企画運営への参加 

市民が自ら事業を企画し、施設を利用して実践します。事業
の企画についての専門的知識が身に付き、市民の主体的な活動
へとつながります。 

評価への参加 

公演やワークショップなどの参加者に、その事業の満足度や
ホールの運営についてアンケートやインタビューを行います。 
施設の自己評価等と併せて、市民による評価を行います。新

ホールの設置目的や基本理念に対しての施設評価、管理運営を
担う組織に対する施設運営の評価などがあります。 
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【市民参加のイメージ】 

 

 

 

③ 市民参加から協働へ 

新ホールにおける事業計画を具体化していく中で、誰もが参加できる気軽な参

加体験から、舞台作品の企画、公演や施設運営などに関わる参加など様々な参加

方法について検討していきます。 

さらに、将来的には、市民やＮＰＯ、関係団体等と行政が一体となり、協働に

よる新ホールの魅力づくりに取り組んでいけるような仕組みについても検討し

ます。 
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(4) プレ事業及びオープニング記念事業 

① プレ事業の考え方 

新ホールが開館することを広く周知し、新ホールに対する期待を高めること

を目的として、開館するまでの期間を利用してプレ事業を実施します。 

また、事業への参加者や活動を支える市民を増やすとともに、開館に向けて

施設管理者の事業実施や施設運営についてのノウハウを習得する機会とします。 

 

② プレ事業の内容 

プレ事業としては、創造事業に向けたワークショップ事業の開催や市民参加

グループによる舞台公演、交流事業での展開が想定されているアウトリーチ事

業の実施を計画します。また、開催場所については、建設地周辺の公園やアー

ケードをはじめ市内の公共施設等での実施を検討します。 

 

③ オープニング記念事業の考え方 

オープニング記念事業は、本市の新ホールの開館を市民だけでなく、県内や

全国の多くの人に広く発信する貴重な機会となります。 

新ホールが、今後どのようにして活動を行っていくかを知ってもらうだけで

なく、備えている設備や機能をＰＲし、どのような使い方ができる施設なのか

を周知する機会となるため、開館直後だけでなく、プレ事業との関連性を考慮

し計画していきます。 

 

④ オープニング事業の内容 

他都市ホール等の事例では、開館を祝う記念式典や記念公演等が実施されて

います。これらオープニング事業は、新ホールのイメージに大きな影響を与え

ることから、大小ホール、リハーサル室、活動室など全施設において一体的に

開催するとともに、周辺地域との連携事業や市民参加型事業により、新ホール

の開館にふさわしい魅力的な内容となるよう十分な検討を行ないます。 
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(5) 広報活動 

① 広報活動の考え方 

新ホールでは、鑑賞者をはじめ利用者や参加者の拡大をはかるため、展開する

事業や活動、また施設機能の周知を継続的に行っていくことが必要です。 

このことから、開館前の段階から様々な広報媒体を活用して、効率的かつ効果

的な広報活動を展開していきます。 

 

② 広報媒体 

次のような広報媒体を効果的に活用します。 

【広報媒体（例）】 

媒体 展開例・効果 

掲示板・街頭広告、交通広告 

・特定の地域や施設など対象者を絞り込み
やすく、施設の認知度向上にも有効で
す。 

インターネット 

・ホームページを作成し、公演情報、施設
貸出情報（使用料金、申請方法、舞台図
面等）を掲載し利便性の向上を図りま
す。 

・メールマガジン、ソーシャル・ネットワ
ーキング・サービスなどで頻繁に情報更
新を行い、情報発信を促進します。 

施設案内リーフレット、年間公

演スケジュール冊子等の印刷物 

・施設の基本情報や年間事業スケジュール
など必要な情報を一覧できるように作
成し、様々な場所や機会で配布します。 

チラシ及びポスター 
・公演などの実施事業ごとに作成し、情報
発信を行います。 

情報誌及び機関紙 
・友の会等の会員向けの情報提供媒体とし
て公演情報等を提供します。 

市広報紙等 

・広報とくしま、市政だより、ホームペー
ジなど市の広報媒体を活用し、市民への
情報提供を行います。 

報道機関・出版社等（記者発表、

プレスリリース） 

・主催事業に関する広報をはじめ市民参加
の取組みなど新ホール全体の活動につ
いても積極的な情報提供を行います。 

  



  

13 

(6) 地域の関係機関等との連携 

近年では、芸術文化を教育、福祉、観光、産業など様々な分野において活用す

ることで、その効果が現れている事例もあり、各関係機関等との連携を図り、実

施できる事業の可能性について検討していきます。 

また、中心市街地など地域の活性化に寄与する取組みについても周辺地域をは

じめ市内外の関係施設、関係機関との連携を図っていきます。 

 

【連携を図ることが想定される機関、施設】 

・学校等の教育機関 

・高齢者施設等の福祉施設 

・観光協会、商工団体等 

・近隣商業施設等 

・シビックセンター等その他関係施設 

 

(7) 評価 

事業内容や取組みの成果等の分析を通じて、新ホールの使命（ミッション）が

どの程度達成されているかを評価します。評価方法については、事業への参加状

況や施設の利用率等、数値データに基づく定量的な評価以外に、参加者、利用者

の満足度など事業の特性を踏まえた定性的な評価の実施についても検討します。 

さらに、評価結果に応じて事業計画等の見直しや新たな目標設定を行うなど、

今後の事業展開等に反映できる仕組みづくりについても検討を行います。 
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４ 運営について 

(1) 施設運営の考え方 

新ホールは、整備計画で定めた管理運営方針に基づき、利用者の立場に立ち、わか

りやすく安心して便利に利用できる柔軟な対応、さらに、計画的で効率的な管理運営

を目指します。 

 

 

 

  

きめ細やかなサービスを提供します 

市民が日常的にも訪れたくなるような雰囲気づくりや、来場者や利用者に満足

されるサービスが提供できるようなホスピタリティのある運営をスタッフ全員

が行えるような体制づくりに努めます。また、高齢者、障がい者、子供や子供連

れの方などにも優しく、安心で居心地の良い環境を提供できるように努めます。

柔軟性のある施設運営を行います 

市民や文化団体、事業者等からの意見を反映し、運営方法を適宜見直すこと

ができる施設として、また、市民等利用者の創造性が十分に発揮できるよう、

柔軟性のある施設運営を目指します。 

計画的・効率的な施設管理を行います 
来場者や利用者の安全と安心を確保し、安全対策や防災対策などに十分に配

慮した施設や設備の維持管理に努め、新ホールの様々な事業や活動を安定的に

継続していくために、計画的かつ効率的な維持管理を目指します。 

芸術文化に関する専門性を確保します 

新ホールは、市民の芸術文化の創造拠点として、質の高い文化事業を提供し、

未来を担う次世代への人材育成を図るため、芸術文化に関する専門性を確保す

るとともに、芸術文化と市民をつなげるコーディネーターとしての専門性も確

保します。 

周辺地域、関係機関とのパートナーシップを構築します 

新ホールの施設機能と立地環境を最大限に活かし、周辺地域の施設や様々な

分野の関係機関と連携を図ることにより、本市だけでなく徳島県における芸術

文化の拠点施設としての役割を果たしていきます。 
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(2) 貸館システム 

新ホールは、市民の芸術文化の創造拠点として、様々な事業を展開していく自

主事業と、大小ホールをはじめ、リハーサル室や活動室などの各施設を数多く日

常的に利用していただくための貸館事業とのバランスを考慮し、効果的、効率的

な運営に努めていきます。 

貸館事業については、市民の利用機会の促進と使用料収入の確保という面から、

利用者のニーズ等を把握し、柔軟な対応が図れる貸館システムを検討していきま

す。 

 

① 開館時間、休館日、時間区分の設定 

■開館時間 

午前９時～午後１０時を基本的な開館時間として検討します。 

※早朝利用や延長利用などには、事前の打ち合わせをもとに、柔軟に対応で

きるように配慮します。 

※利用申込みの受付時間は、利便性の向上を図るため、適切な時間設定を図

ります。 

■休館日 

基本的に年末年始を休館日として検討します。 

※近隣施設等の状況も考慮するとともに、指定管理者制度導入の場合は、指

定管理者による臨時開館の対応を可能とします。 

※保守点検や工事により利用できない日も想定されますが、支障のない部分

は使用可能とするなど、可能な限り利用者の意向をふまえた対応ができる

よう検討します。 

■時間区分 

次の一般的な利用区分例を基本として、各施設ごとに検討します。 

【一般的な例】 

○午前：９時～１２時   ○昼 間（午前午後）： ９時～１７時 

○午後：１３時～１７時  ○昼夜間（午後夜間）：１３時～２２時 

○夜間：１８時～２２時  ○全 日 ： ９時～２２時 

※シビックセンターや県内の他の文化施設の設定状況を考慮し、施設の有効

利用が図られるよう検討します。 

※活動室、スタジオなど各施設の性質に応じて、市民が日常的な活動等に利

用しやすいよう、時間単位での利用設定等、柔軟な対応が図れるように検

討します。 
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② 利用手続きの考え方 

新ホールは、市民が芸術文化を享受する場としてだけでなく、活発に文化活動

を行う中心的な場として、本市の芸術文化の発展を促進することが期待されてい

る施設です。 

施設の本来の目的を重要視して、芸術文化事業の積極的な受け入れを促進する

とともに、市民のニーズ等を考慮し、より幅広い事業分野からの利用についても

推進していきます。また、利用申し込み方法についても、公平性と透明性を前提

として、利用目的に応じた対応を検討していきます。 

 

③ 使用料金の設定 

施設の使用料金については、適正な受益者負担の考え方を基本とし、他の文化

施設等の状況を参考に、市民が利用しやすい料金設定や利用目的に応じた減免の

あり方についても検討していきます。 
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(3) 利用者サービス 

新ホールでは、次のような利用者サービスについて、今後、サービスの提供に

要する経費、人員や運営形態等を踏まえて、実施の可能性を検討していきます。 

 

【利用者サービスの例】 

名称 内容 

託児サービス 公演などを行う際に、未就学児等を預かるサービス 

バリアフリー対応 
手話、介助、通訳、車椅子への対応など、施設利用上の障
壁を取り除くために必要な支援を行うサービス 

クロークサービス 
公演などを行う際に、大きな荷物や衣服などを預かるサー
ビス（コインロッカーの設置等による代替も可能） 

情報提供サービス 催し物のチラシ、その他必要な情報を閲覧できるサービス 

ビュッフェサービ

ス 

ホワイエなどで、公演の休憩時間等に飲み物や軽食を販売
するサービス 

その他のサービス 

資料や調べ物などへの対応（レファレンス）、印刷・製本・
折り機などの機械や作業場所の提供）、出演者やスタッフ
への食事等の手配（ケータリング）など 
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(4) リスクマネジメント 

施設の管理運営におけるリスクの発生を未然に防ぐとともに、トラブルに適切

に対応するため、法令等を遵守するとともに、次のような取組みを行います。 

 

① 防災対策等 

日常の防火・防災に努めるとともに、定期的に訓練や研修を実施します。緊

急時の対応体制を明確にするとともに、想定される緊急事態ごとにマニュアル

を整備し、災害や事故等が発生した場合は、直ちに必要な措置を講じます。 

また、新ホールの役割のひとつとして災害時にも大きな力を発揮することが

期待されています。大規模災害の発生時には、一時的な避難施設として使用さ

れることを想定し、必要とされる対応策や体制等について検討します。 

なお、災害時の二次的な支援として、芸術文化が被災者の心を癒し、市民に

生きる力を与えることができるよう、被災後、新ホールの早期運営再開が可能

となる対応策等についても検討します。 

 

② 施設・設備維持管理 

建物や各種設備の保守管理や警備を効率的に行い、来館者の安全を確保する

とともに、財産の保全を図ります。また、清掃や定期的な環境測定等を行い、

施設を快適かつ清潔に保ちます。 

特に、ホールとしての機能を持つ施設は、様々な危険を含む特殊設備である

舞台設備を有しています。自由な創造活動を行うため、舞台設備をはじめとす

る設備・機器の適切な運用に配慮し、観客や出演者、スタッフ等の安全を確保

します。事故防止のため、作業マニュアル等を整備し、定期的な点検や技術者

の研修を実施します。 

異常が発生した場合は、施設の運営に支障をきたすことのないよう適切な措

置を講じます。 

 

③ 個人情報保護 

業務上知り得た個人情報の取扱いによる個人の権利利益の侵害の防止のため

に、必要な措置を講じます。 
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５ 組織について 

(1) 運営組織の考え方 

新ホールの基本理念や基本方針を実現するためには、「専門性の確保」と「市民

参加」の考えのもと、市民と専門家とがお互いに連携、協力し合えるような組織

づくりが必要です。また、「劇場法」においても、制作者、技術者、経営者、実演

家など事業を行うために必要な専門的能力を持つ人材を養成、確保することが求

められています。 

このことから、施設を代表するとともに、総務、事業、技術など全業務を統括

する「館長」（統括責任者）や新ホールの芸術的方向性を示唆し、芸術文化活動を

行う市民や利用者を効果的にサポートする専門家「芸術監督」の配置について、

他都市ホールの事例等を参考に検討していきます。 

 

(2) 組織体制 

新ホールの管理運営においては、専門的知識・経験を有する人材の確保が必要

であり、事業計画等から次のとおりの組織体制が想定されます。ただし、配置す

る人材は、固有の専門性に縛られず横断的に業務を担い、業務の推進が図れるよ

う、弾力性をもった柔軟な体制を持つものとします。 

 

【組織体制のイメージ】 
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【新ホールの管理運営において必要な業務（例）】 

部門等 主な業務内容 

館 長 経営統括責任者 

芸術監督 事業展開の方向付け、事業企画のプログラミング 

総
務
系 

総務責任者 総務関連業務の責任者 

庶 務 庶務担当業務 

経 理 経理担当業務 

施設管理 施設の維持管理に関する業務 

事
業
系 

事業責任者 事業実施における責任者 

営 業 チケットセールス及び貸館利用の促進を図る 

票 券 チケットの配券、予約、発券、代金管理 

広 報 
施設広報及び事業の広報、定期刊行物等出版に関する
業務 

情 報 情報関連事業の企画・推進 

企画制作 自主事業の企画制作から実施に至る業務 

普及育成 友の会運営、ボランティア組織などの運営業務 

貸 館 貸館事業の受付調整業務、ホール・各室の管理業務 

受付・チケッ

ト販売 
チケット販売、施設提供事業等の窓口業務 

ﾚｾﾌﾟｼｮﾆｽﾄ 公演等の事業を行う際のチケットもぎりや案内業務 

技
術
系 

舞台責任者 技術管理部門における責任者 

舞 台 
舞台機構設備の管理運営、大道具備品の管理運営、技
術に関する育成事業、自主事業の舞台運営責任者 

照 明 
舞台照明設備の管理運営、舞台照明備品の管理運営、
技術に関する育成事業、自主事業の舞台照明責任者 

音 響 
舞台音響設備の管理運営、舞台音響備品の管理運営、
技術に関する育成事業、自主事業の舞台音響責任者 

技術調整 各施設における舞台技術支援及び調整業務 

※その他、作品づくり、ワークショップやアウトリーチなどを行うクリエイター、ア

ーティストを配置する例もあります。  
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(3) 管理運営方法の検討 

公の施設の管理運営の方法は、市が直接管理運営を行う「直営」か、特定の事

業者を「指定管理者」として指定し、管理運営業務を委託するかのいずれかにな

ります。 

現在、本市の施設管理は、原則として指定管理者制度を導入していることから、

指定管理者制度を基本に、新ホールにふさわしい管理運営方法について検討して

いきます。 
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６ 収支について 

(1) 収支の考え方 

新ホールが、市民の芸術文化の創造拠点として、芸術文化を通じたひとづくり、

まちづくりに貢献していくためには、安定した施設運営を行い、計画的な事業展

開を図っていく必要があります。そのため、継続的な財源の確保に努めるととも

に、費用対効果の高い管理運営を目指していきます。 

 

(2) 収支の構成 

一般的な公立文化施設の収支には、次の項目があります。新ホールの収支につい

ては、この基本項目に基づき、事業展開例や他都市ホールの事例を参考として、具

体的に検討を進めていきます。 

 

① 収入 

一般的に、公立文化施設の収入には、次の項目があります。 

事業収入 事業における入場料や参加費、外部からの助成金・協賛金など 

使用料収入 

（貸館事業） 
施設使用料、付帯設備使用料 

市からの収入 指定管理料（指定管理者制度導入の場合）、事業受託料など 

その他収入 チケット販売、自動販売機等による収入など 

 

●事業収入 

事業費における自己財源比率の向上を図るため、公的な助成制度や補助制度の活

用、企業協賛などの獲得に向けた活動を行います。 

●使用料収入 

使用料金については、受益者負担の考え方を基本として適切な料金を設定すると

ともに、営業活動を行い使用料の確保に努めます。 

●市からの収入 

指定管理者制度導入の場合、自主事業の実施や、施設・設備等の状態を良好に保

ち、芸術文化創造の拠点としての機能を十分に発揮するため、必要な経費の予算化

に努めます。 
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② 支出 

一般的に、公立文化施設の支出には、次の項目があります。 

事業費 自主事業等に係る経費 

人件費 施設運営や事業展開のために配置が必要な職員に係る経費 

維持管理費
設備メンテナンス、警備、清掃、舞台設備保守点検、光熱水

費など建物や設備の維持管理に係る経費 

事務費 
各種機器のリース代や消耗品費、保険料、通信料など施設の

運営業務に係る経費 

 

●事業費 

新ホールの自主事業等は、費用対効果、長期的成果などを十分に検討した上で

実施します。優れた鑑賞事業や市民参加による創作事業、アーティストによる創

作事業など、多様な事業を展開していくことを考慮して、県都の拠点施設にふさ

わしい一定の事業費の確保を目指します。 

●人件費 

職員の人数は、事業計画と必要な組織体制について検討を行った後、専門的な

人材を配置する中で、業務を横断的に遂行できる柔軟な組織体制を構築し、適切

な人件費での運営を行います。 

●維持管理費 

保守点検費、警備・清掃費、光熱水費など建物や設備の維持管理にかかる費用

（ランニングコスト）については、施設や設備内容、管理方法等にあわせて試算を

行っていきます。また、施設・設備等の機能を維持するため、中長期的な視点に

より、修繕費や改修費の試算を行ないます。 

●事務費 

運営関係事務費として、備品・消耗品費、保険料、通信料などを確保する必要

があり、これらについては、事業計画や備品計画について検討を行った後、試算

を行います。特に備品については、経年劣化に伴う修理・交換や市民ニーズの変

化に伴う買い替えに対応できるよう予算の確保に努めます。 
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７ その他 

(1) 開館までの準備について 

開館前の準備業務は、専門性が高く内容も多岐にわたるため、早い時期から、

専門家等の協力により、十分に活動できる体制を整える必要があります。 

また、運営の一貫性を確保するためには、開館準備業務の実施主体が開館後も業

務を継続して行うことが望ましいことから、施設の運営主体の検討を行う際には、

開館準備業務についても考慮しながら進めていきます。 

 

(2) 開館までのスケジュール 

 

 

(3) 施設の名称について 

現在、「新ホール」として整備を進めていますが、開館までに「市民の芸術文化

の創造拠点」にふさわしい施設の名称を決定します。 

その名称は広く市民に親しんでもらうために、施設の愛称を設ける事例もあり、

愛称を導入する場合には、公募することも含め、その選定方法を検討します。 

 

(4) 具体的な管理運営方法の検討に向けて 

本計画は新ホールにおいて実施する事業や施設の管理運営方法等についての基

本的な指針を示したものです。 

今後、ホール整備の進捗状況に合わせ、本計画に基づき、さらに詳細な検討を

進めていきます。
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■参考資料：公立文化施設の運営状況 

 

施設Ａ（自治体人口：約27万人） 

開 館 年：昭和63年 

専有延床面積：約15,000㎡ 

施 設 内 容： 

 

 

 

 

 

 

施設稼働率： 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※小数点以下は四捨五入 

運 営 形 態：指定管理者 

常勤職員数：合計22人（うち舞台技術者3人） 

事 業：鑑賞事業（公演数19回）、普及事業他 

 

収 支： 

[収入] 

内 訳 収入額（千円） 備 考 
事業収入 36,000 外部からの助成金等を含む 

貸館事業（使用料）収入 
92,000 施設使用料、付帯設備使用料な

ど 
自治体からの収入 225,000 指定管理料、事業受託料など 
その他収入 39,000 基本財産運用収入を含む 

合 計 392,000  

[支出] 

内 訳 支出額（千円） 備 考 
事業費 73,000  
人件費 113,000  

維持管理費 
175,000 舞台技術者委託費、修繕費、光

熱水費を含む 

事務費 
24,000 備品・消耗品費、保険料、通信

料など 
合 計 385,000  

主な諸室 規模 
大ホール 約1,400席 
小ホール 約400席 
レセプションホール 115㎡ 
リハーサル室 170㎡ 
練習室 2室 
会議室 3室 
展示室 約260㎡ 

諸室 稼動率（％） 
大ホール 65 
小ホール 73 
レセプションホール 98 
リハーサル室 99 
練習室 96 
展示室 67 
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施設Ｂ（自治体人口：約11万人） 

開 館 年：平成３年 

専有延床面積：約11,000㎡ 

施 設 内 容：  

 

 

 

 

 

 

施設稼働率： 

 

 

※小数点以下は四捨五入 

運 営 形 態：指定管理者 

常勤職員数：合計12人（うち舞台技術者3人） 

事 業：鑑賞事業（公演数50回）、普及事業他 

 

収 支： 

[収入] 

内 訳 収入額（千円） 備 考 
事業収入 92,000 外部からの助成金あり 
貸館事業（使用料）収入 67,000  
自治体からの収入 208,000 指定管理料 
その他収入 3,000  

合 計 370,000  

[支出] 

内 訳 支出額（千円） 備 考 
事業費 149,000  
人件費 112,000  
維持管理費 108,000 修繕費、光熱水費を含む 

事務費 1,000 
備品・消耗品費、保険料、通信
料など 

合 計 370,000  

 

主な諸室 規模 
大ホール 約1,300席
小ホール 約450席
ギャラリー 180㎡
リハーサル室 １室
練習室 2室 
会議室 3室 

諸室 稼動率（％） 
大ホール 90 
小ホール 96 
ギャラリー 76 
リハーサル室 100 
練習室（平均） 91 



  

27 

施設C（自治体人口：約10万人） 

開 館 年：平成14年 

専有延床面積：約18,500㎡ 

施 設 内 容：  

 

 

 

 

 

施設稼働率： 

 
 
 

※小数点以下は四捨五入 

運 営 形 態：指定管理者 

常勤職員数：合計31人（うち舞台技術者11人） 

事 業：鑑賞事業（公演数74回）、普及事業他 

 

収 支： 

[収入] 

内 訳 収入額（千円） 備 考 
事業収入 114,000 外部からの助成金等を含む 
貸館事業（使用料）収入 32,000 施設使用料、付帯設備使用料など 
自治体からの収入 467,000 指定管理料、事業受託料など 
その他収入 6,000 基本財産運用収入を含む 

合 計 619,000  

[支出] 

内 訳 支出額（千円） 備 考 
事業費 187,000  
人件費 209,000 舞台技術者人件費を含む 
維持管理費 184,000 修繕費、光熱水費を含む 
事務費 20,000 備品・消耗品費、保険料、通信料など 

合 計 600,000  

主な諸室 規模 
大ホール 約1,000席
小ホール 約300席
ギャラリー 約50㎡
音楽スタジオ 約200㎡ 
演劇スタジオ 約200㎡ 

諸室 稼動率（％） 
大ホール 75 
小ホール 71 
ギャラリー 86 
音楽スタジオ 93 
演劇スタジオ 99 



  

28 

施設D（自治体人口：約7万人） 

開 館 年：平成12年（平成20年増築） 

専有延床面積：約11,000㎡ 

施 設 内 容：  

 

 

 

 

施設稼働率： 

 
 
 

※小数点以下は四捨五入 

運 営 形 態：指定管理者 

常勤職員数：合計21人（うち舞台技術者4人） 

事 業：鑑賞事業（公演数13回）、普及事業他  

 

収 支： 

[収入] 

内 訳 収入額（千円） 備 考 
事業収入 43,000 外部からの助成金等を含む 
貸館事業（使用料）収入 23,000 施設使用料、付帯設備使用料など 
自治体からの収入 251,000 指定管理料、事業受託料など 
その他収入 3,000 基本財産運用収入を含む 

合 計 320,000  

[支出] 

内 訳 支出額（千円） 備 考 
事業費 64,000  
人件費 62,000  

維持管理費 191,000 
舞台技術委託料、修繕費、光熱水費を
含む 

事務費 3,000 租税公課など 
合 計 320,000  

 
 
※他県自治体の公立文化施設を参考に作成し、人口規模の多い順に記載。 

※各施設データは平成24年度の実績を基に概算で作成。 

※「事業：鑑賞事業（公演数）」は（公社）全国公立文化施設協会「平成24年度自主文化事業実

施状況調査」による。 
 

主な諸室 規模 
大ホール 約1,000席
小ホール 約300席
ギャラリー 約200㎡
リハーサル室 4室 

諸室 稼動率（％） 
大ホール 55 
小ホール 68 
ギャラリー 50 
リハーサル室（平均） 85 


