
自主事業の事例 実施施設名

１．芸術文化活動の活性化事業
①活動の場の提供 可児市音楽祭 可児文化創造センター

技術スタッフのサポートによる舞台作品のクオリティ向上をめざした、市内文化団体やアマ
チュア等による発表機会の提供

いわき芸術文化交流館アリオス

②情報の収集・発信 ＦＭ番組、ＷＥＢサイト開設 いわき芸術文化交流館アリオス

機関誌『ala　TIMES』発行 可児文化創造センター

情報コーナー（DVDやVHSなどの映像資料、一般書籍や舞台に関する書籍など）の運営 可児文化創造センター

③芸術文化活動の支援 市民創造ミュージカル 新潟市民芸術文化会館りゅーとぴあ

市民参加型舞台（市民とプロが一緒になって作品を創造） いわき芸術文化交流館アリオス

劇場プロデュース公演（地域の存在をアピール） 北九州芸術劇場

公開リハーサルやプロによるアマチュア芸術家の指導 ティアラこうとう（江東公会堂）

芸術文化団体の発表公演活動の支援 ティアラこうとう（江東公会堂）

２．芸術文化の育成事業
①鑑賞機会の提供 新潟定期演奏会/東京交響楽団 新潟市民芸術文化会館りゅーとぴあ

「文学座」「新日本フィルハーモニー交響楽団」との地域拠点契約（公演） 可児文化創造センター

 提携団体定期公演（東京シティ・バレエ団と東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団） ティアラこうとう（江東公会堂）

②普及活動の展開 「文学座」「新日本フィルハーモニー交響楽団」との地域拠点契約（アウトリーチ事業など） 可児文化創造センター

高校生のための演劇塾 北九州芸術劇場

ジュニアバレエ教室 ティアラこうとう（江東公会堂）

ジュニア音楽教室（オーケストラ、邦楽） 新潟市民芸術文化会館りゅーとぴあ

演劇スタジオ　キッズコースＡＰＲＩＣＯＴ 新潟市民芸術文化会館りゅーとぴあ

おでかけアリオス（出張型事業） いわき芸術文化交流館アリオス

３．芸術文化の地域連携事業

①周辺公共施設の活用 北九州市立美術館協働プロジェクト 北九州芸術劇場

②地域の新たな文化活動の
創出と連携

地域感謝祭 ティアラこうとう（江東公会堂）

整備計画における事業方針に基づく自主事業の事例
自主事業の分類



 

 
■全国の文化施設の事業実施例 

施設名 新潟市民芸術文化会館りゅーとぴあ 
施設概要 開 館：1998 年 10 月 

延床面積：25,100 ㎡ 

施設概要；コンサートホール（1884 席）、劇場（868 席）、能楽堂（382 席）、リハーサルスタジオ(2)、

練習室(8)  ほか 

構想・計画時の

理念・目標 「芸術・芸能文化の継承と発展」 

事業実施方針 1 市民による創造活動を支援する 

2 優れた芸術文化を積極的に提供する 

3 文化の担い手となる人材を育成する 

4 芸術文化関連情報の収集、発信を行う 

5 芸術文化を通じて国際交流を深める 

実施事業 ■ 自主文化事業：年間 286 公演、約 13 万人集客（H24 年度） 

■ 特徴ある事業の実施 

 レジデンシャルダンスカンパニー「Noism」 
芸術監督に金森穣を迎え、日本初の劇場専属舞踊団として所属ダンサーを抱える。国内ツアー

の他、これまでに海外7カ国10都市での公演実績がある。こども、学生、大人など対象をさまざ

まに設定したワークショップも実施。独自のフリーペーパーも発行している。 

 新潟定期演奏会/東京交響楽団 
定期演奏会を年６回開催するほか、キッズコンサート、小学校訪問（40 校）などを毎年実施。 

 新潟市ジュニア音楽教室（現在約 250 名） 
ジュニアオーケストラ、ジュニア合唱団、ジュニア邦楽の３つのジュニア育成のための事業を実

施。3教室とも、通年の練習と定期的な発表を行っている。 

 演劇スタジオ キッズ･コース APRICOT（現在約 60 名） 
小学 4 年生～高校生までの子どもたちが活動している劇団。定期的にダンス・ ヴォーカル・パフ

ォーマンスの各レッスンを行っている。毎年夏季と春季(または冬季)に舞台作品を創造し公演を

行っている。公演に併せて新団員を募集。 

 オルガン(パイプオルガン）事業 
オルガンシリーズのコンサートの他、普及プログラムとして以下を実施。 

 1．市民オルガン講座：グループレッスン 

 2．ジュニアコース：小 5～高校生まで 

 3．一般コース：経験者対象 40歳まで 

 4．応用コース：マスターコース 

 能楽事業 
施設の特性を活かし、定期的な公演を開催するほか、講座や小・中学校での子ども向けワーク

ショップなどを実施。 

 ホール体験事業 
ワンコインコンサート（入場料 500円）をランチタイム・コンサートとして定期的に実施（於：コンサー

トホール）。 

 りゅーとぴあ市民創造ミュージカル 
質の高いオリジナルのミュージカルを作り上げる試み。国内ツアーを展開している。 

 りゅーとぴあ能楽堂シェイクスピアシリーズ 
能楽堂で行う演劇シリーズ。オリジナル作品を創造し、国内ツアーを展開している。 

運営 公益財団新潟市芸術文化振興財団 

人材と職能 ● 職員体制（H24 年度）＊市派遣、正職員、任期付き、嘱託、臨時等全て含む 
支配人 1名、副支配人 1名（施設課長兼務）、庶務 5名、利用サービス 15名、舞台技術 15名（う

ち外部委託10名）、事業課長1名、事業課長補佐2名、事業担当15名（うちオルガニスト 1名）、

広報営業 4名、票券 4名     合計 63 名 

● 芸術監督等の配置：芸術監督 3名（音楽/演劇/舞踊）、オルガニスト 1 名（委託） 

 



 

 

施設名 北九州芸術劇場 
施設概要 開 館：2003 年 8月 

施設概要；大ホール（1269 席）、中劇場（700 席）、小劇場（96～216 席）、創造工房、 

市民ギャラリー、芸術文化情報センター  ほか 

構想・計画時の

理念・目標 
事業目標：【劇場文化の創造】 

劇場を核とし、舞台芸術活動の「広がり」と「高み」を目指す事業を行うとともに、普遍性のある舞台芸

術を劇場内だけにとどめずに、演劇等をツールとした「劇場外活動」を通じてコミュニテイづくりに役立

てる等、幅広く市民に浸透させることにより、北九州独自の「劇場文化を創造」して行く 

事業の柱：【北九州劇場文化活性化事業】 

（１） 観客・人材育成 

（２） 舞台芸術のセンター化 

（３） 国内外の劇場等とのネットワーク形成・文化交流  

事業実施方針 ■「創る」「育つ」「観る」3 つの運営コンセプト 

  「創る」 創造事業／「育つ」 劇場の外での活動・学芸事業／「観る」 招聘・鑑賞 

■劇場の運営ポリシー 

「親切な劇場」であること／「市民とふれあう劇場」／「質の高い作品」があること 

実施事業 ●創造事業 

北九州発の作品創りを通して「ものづくりの街」北九州の誇りを再確認するとともにその存在をアピール

し、舞台芸術創造の発信拠点となることを目指している。アーティスティックな作品からエンターテイメ

ントまで、第一線の才能を集結した作品、地域の演劇人を中心とした作品、市民参加による作品、他

のプロダクションと手を組んだ作品など様々な試みを行っている。 

    ・北九州芸術劇場プロデュース公演 

    ・共同製作公演 

    ・リーディングセッション 

    ・市民参加企画 

●学芸事業 

学校や地域でのアウトリーチ（教育普及）活動や、作品の創造を支える専門家を育成する講座、舞台

芸術を身近に体験してもらうワークショップなどの学芸事業を展開している。 

 【劇場内での活動】 

 ・チャレンジ！えんげき 

 ・高校生のための演劇塾 

 ・劇場バックステージツアー 

 ・シアターラボ企画 

 ・創造工房「ステップアッププログラム」 

 ・劇場塾 

 ・10 歳の子ども企画 

【劇場外での活動】 

  ・北九州市立美術館共同プロジェクト 

  ・アーティスト往来プログラム 

  ・東筑紫学園高等学校演劇類型（演劇の専科）との連携事業 

  ・地域のアートレパートリー創造事業 

●公演事業（主催公演：平成 24 度実績で 18 事業） 

●共催・提携・協力事業：劇団やアーティスト、民間企業との事業提携等により、さまざまなジャンル

の公演を実施（平成 24 度実績で 9公演） 

運営 公益財団北九州市芸術文化振興財団 

人材と職能 ● 職員体制（H22 年度） 
館長 1 名、劇場支配人 1 名、管理課長 1 名、総務 6 名、施設 6 名、宣伝営業課長 1 名、営業 3

名、広報 5名、舞台事業課長 1名、事業 8名、制作 4名、学芸 6名、舞台技術課長 1名、テクニ

カルコーディネーター1名（音響兼務）、舞台機構 9名、照明 8名、音響 7名（1 名は兼務） 

プロデューサー3名、テクニカルアドバイザー1名、シアターコーディネーター1名、 合計 73 名 

● 芸術監督等の配置：・プロデューサー3名 

 
 



 

 

施設名 いわき芸術文化交流館アリオス 
施設概要 開 館：第 1次オープン：2008 年 4月／グランドオープン：2009 年 5月 

延床面積：27,547 ㎡ 

施設概要；大ホール（1705 席）、中劇場（687 席）、小劇場（233 席）、大・中リハーサル室、 

スタジオ（4 部屋）  ほか 

（別館）：音楽小ホール（200 席）、小練習室（4 部屋）、中練習室（2 部屋）、稽古場（4 部屋） 

施設の基本 

コンセプト 
1. 気軽に集い、ふれあい、楽しめるコミュニティであること 敷居の高い「文化の殿堂」ではなく、子ど
もから大人まで、多くの市民が自分らしい楽しみ方、自分の居場所が見つけられる、新たな『コミュ

ニティ空間』とします。 

2. 自分を磨き、新たな価値を生み出す創造的活動拠点であること 市民が日々の文化活動を通じ
て自らの感性や知性を磨き、芸術家や価値観の異なる人々との出会いが輪となって新たな価値

を生み出す『生産と創造の場』とします。 

3. みずみずしい芸術文化に触れ、地域への誇りをともに育む場であること 地域の伝統文化から先
駆的な舞台芸術まで、創造性と生命力にあふれる芸術文化にふれることで、地域に暮らす豊か

さを実感できる『感動と共感の舞台』とします。 

4. まちとつながり、まちを感じる賑わいの空間であること 人とまち、人と文化をつなぐ「文化交流ゾー
ン」の結節点として、芸術の力を通じながら、市街地の刺激と活気、潤いや安らぎが享受できる『ま

ちの広場』とします。 

5. 地域における公共劇場の新しいスタンダードであること 良質な響きへのこだわり、優れた舞台設
備、臨場感あふれる客席空間、サロンとしての雰囲気づくりなど、お客様の満足度を追求した『居

心地の良い劇場』とします。 

運営理念 1. 音楽、演劇等の舞台芸術に関するアートセンターである。いわきにおける舞台芸術の情報や知恵、
技術、人材の中心地として、高い志と優れた機能を持つ。 

2. 市民サービスの場である。熱意と愛情のある舞台芸術の専門スタッフを置き、その知識と経験によ
り、安全に配慮しつつ市民の興味・関心を引き出し、日々の文化活動をサポートする。 

3. 市民と舞台芸術との出合いの場である。あらゆるバリアを取り除き、市民の誰もが芸術家と出会い、
互いに刺激し成長し合うための様々な機会を用意している。 

4. 発信の場である。いわきの芸術文化振興と市民生活の質的向上のために、自らが企画・制作する
自主的な文化事業を戦略的かつ継続的に行う。 

5. 創造の場である。常に自由な発想と進取の精神を持ち続け、独自の創造的事業にチャレンジす
る。 

6. 舞台芸術を通じたまちづくりに献身的な努力を注ぐ場である。芸術家と専門スタッフが、その営みを
通じて市民とともに共同体意識を育んでいく。 

7. 舞台芸術の社会的な価値を拓く場である。館に集う市民を起点に、その価値を地域全体に拡げて
いく。 

8. 市民とともに歩む場である。鑑賞にとどまることなく、市民との間に多様な回路を用意し、幅広い参
加の門戸を常に開いている。 

事業の方針 ●鑑賞・創造系事業（みる・つくる） 

   ・鑑賞：市民の舞台芸術に対する関心を高めるための良質な公演の開催 

        まずは「観たい、聴きたい」というニーズにしっかり応えます。 

   ・創造：市民参加型の舞台作品づくり、フェスティバル等の開催 

        一度立ったらクセになる舞台の喜びを、より多くの市民に体験していただきます。 

●普及・アウトリーチ系事業（ひろげる・ふれあう） 

   ・普及：音楽、演劇等に関する講座・ワークショップ等の開催 

        学校へ、子育てママへ、福祉施設へ、中山間地域へとおじゃまします。 

   ・交流：プロとアマチュア、あるいは地域やジャンルを超えた交流の促進 

        既成の枠にこだわらないコラボレーションによる刺激と付加価値を生み出します。 

●育成・支援系事業（そだてる・ささえる） 

   ・発表：市内文化団体やアマチュア等による発表機会の提供 

        技術スタッフのサポートによる舞台作品のクオリティ向上をめざします 

   ・支援：次世代の文化を担う人材を育てるための幅広い環境づくり 

        子どもや青少年（音楽、演劇、ダンス、舞台技術など）へのアプローチを充実させます。 



 

 
実施事業 【自主事業プログラム】 

■鑑賞公演・普及公演：東京で行われている作品を単に招聘するのではなく、アーティストとじっくり付
き合い、いわきの土地の魅力が作品づくりにも反映されるような作品として提

供している。 

■ワークショップ：トップレベルのアーティストを講師に迎え、長い時間をともに過ごすことによって、単に
技術を習得するだけでなく、そのアーティストの視点や方法論を一緒に体感で

きる機会を設けている。 

■市民参加型舞台：公募で集まった市民とプロのアーティストが一週間から数ヶ月に及ぶ稽古をじっく
りと重ね、一つの作品を創り上げる事業。 

■おでかけアリオス（出張型事業）：いわき市は市域が広いため、施設が立地する地区から離れた場
所の市民に対しても事業を提供していく趣旨で実施。各地域の学校、公民

館、お寺、病院、福祉施設などにアーティストとともに出向く出張型の事業を

展開している。 

■マーケティングプロジェクト：芸術に興味のない市民も気軽に集まれるよう、子どもたちが楽しみながら
社会のしくみを学ぶことができるイベントの開催や、街なかを使って「何かやっ

てみたい」という人々が参加できる枠組みづくりしている。 

■広報・パブリシティ：広報紙「Alios paper」、季節ごとに自主事業を知らせる「シーズン・ポスター」、
WEB サイト・メルマガ・DM サービス、FM 番組「Alios style」など。 

運営 いわき市 （維持管理のみ SPC（PFI 事業） 

人材と職能 ● 職員体制 
館長 1名、支配人 1名、チーフプロデューサー1名、制作 4名、コミュニティサービス 2名 

マーケティング部門 4名、施設サービス部門 6名、技術部門 18名、経営総務部門 5名  

合計 42 名（この他に外部委託、アルバイトあり） 

＊経験のある専門スタッフを市の嘱託職員として採用している 

 
   



 

  

施設名 可児市文化創造センター 
施設概要 開   館：2002 年 7月 

延床面積: 18,410.87 ㎡ 

施設概要；主劇場（1019 席）、小劇場（315 席）、 映像シアター:（約 100 人収容）、 

レセプションホール（約 150 人収容）、演劇練習室、音楽練習室（3） 

ワークショップルーム（2）、美術ロフト、演劇ロフト、音楽ロフト、木工作業室、 

創造スタッフ室、デジタルアート工房、ギャラリー、情報コーナー 

構想・計画時の

理念・目標 
【基本理念】 

１. 自然と調和した都市環境の中核となる施設 
２. 市民と共に歩む施設 
３. 市民の文化活動の中核となる施設 
４. 可児市の特色をアピールできる施設 
５. 鑑賞と創造を両立できる施設 
６. 人と自然に優しい施設 
７. 情報と交流拠点となる施設 
８. 文化活動を専門家が支援する施設 
９. 既存施設と連携した施設 
【事業計画】 

１. 市民や地域との連携事業 
２. 創造型事業 
３. 情報サービス事業 
４. 鑑賞型事業 
５. 国際交流事業 
６. 貸し館事業 

施設の特徴 ■芸術の殿堂ではなく、人間の家。 

すべての市民の経験と思い出の詰まっている人間の家を目指し、健全な地域社会の形成に寄与する

社会機関として劇場経営を行っています。 

■もっと市民へ！もっと地域へ！ 『ala まち元気プロジェクト』 

文化芸術を通して、人々が出会い、思い出を共有し、お互いを理解する。そこから新しい絆と活力が生

まれてきます。高齢者・子ども・外国人・障がい者といった様々な人々が住むこの可児市で、アーラは

文化芸術の持つ力で市民に元気と明日への希望を届けています。 

■地域からの創造発信 『ala Collection シリーズ』 

アーラの充実した施設群を活用し、一流のキャスト・スタッフが 1 ヶ月半可児市滞在しながら演劇製作

を行う ala Collection シリーズ。可児市から全国に発信する質の高い作品づくりを目指しています。可児

市で稽古を重ねた後、当地での約一週間公演、東京での約一週間公演、その後に全国公演へと、可

児市から全国へ演劇を発信し、一極集中の日本の演劇界に対して、新しい演劇の波を地域から起こし

ていくプロジェクトです。 

実施事業 ■鑑賞体験促進事業：公演本数 14本（平成 23 年度） 

■市民交流促進事業（まち元気）：  

アウトリーチ／ala Collection シリーズ公演／音楽祭／市民劇団支援／ワークショップリーダー養成講座

／ホームカミング／音楽クリニック／美術展、文芸祭         など 27 事業 

 

●地域拠点契約 

2008年度より「劇団文学座」と「新日本フィルハーモニー交響楽団」の2団体と地域拠点契約を結び、

公演のほかワークショップや学校・福祉施設などに出向いたアウトリーチ活動などをプログラミングした包

括的な事業を行っている（上記の 2種の事業を包括して展開している） 

【平成 25 年度 地域拠点プログラム】 

 文学座 
 文学座「くにこ」（11 月 1日～2日 2 ステージ） 

 演劇って面白い！プロから学ぶ演劇塾 2013（6 月 全 12 回） 

 おでかけ朗読公演「朗読落語」（11/13,14 全 4 回） 



 

  

 保育士のための朗読ワークショップ（7 月 全 4 回） 

 おはなし DecoBee（8 月 25 日） 

 新日本フィルハーモニー交響楽団 
 アルミンク＆新日本フィルハーモニー交響楽団 

 サマー・コンサート 2013（7 月 21 日） 

 ニューイヤーコンサート（2014 年 1月 5日） 

 ホームカミング（6 月 27 日） 

 音楽クリニック 

 アーラ芸術宅配便（8 月・2 月 全 6 カ所） 

運営 公益財団可児市文化芸術振興財団 

人材と職能 職員体制（平成 23 年度） 

館長 1 名、事務局長 1 名、総務 5 名、顧客コミュニケーション 3 名、事業制作 7 名、舞台技術 5 名

合計 22 名 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

施設名 ティアラこうとう（江東公会堂） 
施設概要 開   館：1994 年 12 月 

延床面積: 13,090 ㎡ 

施設概要；大ホール（1,234 席）、小ホール（140 席）、リハーサル室、練習室（5）、 

大会議室、中会議室、特別会議室など 

事業実施方針 ■地域と協働で交流事業を行い、地域ににぎわいを創出します。 

■舞台芸術への関心を高め、理解を深める事業を実施します。 

■新たな地域文化、芸術の創造に取り組みます 

実施事業 ■地域と協働で交流事業を行い、地域ににぎわいを創出します。 

区民、地域の企業・団体との協働を組み入れた「地域コミュティの形成」を重要課題として取り組んで

いる。 

 江東区芸術提携団体との交流会 

 地域感謝祭 

 こどもまつり 

 こどものためのオーケストラ＆バレエ体験 など 

■舞台芸術への関心を高め、理解を深める事業を実施します。 

区民が身近に舞台芸術に触れる機会を創出し、なかでも次世代の育成を重要課題として取り組んで

いる。 

 ティアラ・ジュニアバレエ教室／ティアラこうとうジュニアオーケストラの運営による人材育成 

 区内芸術文化団体の発表公演活動の支援 

 公開リハーサルやプロによるアマチュア芸術家の指導  など 

■新たな地域文化、芸術の創造に取り組みます 

東京シティ・バレエ団と東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団の 2 団体と芸術提携を結び、協力・

連携しながら事業展開を行っている。 

 提携団体定期公演 

 芸術鑑賞会 

運営 公益財団江東区文化コミュニティ財団 

人材と職能 合計 12名 

 



 

 

 

 

 

■所在地 

新潟県新潟市一番堀通町 3-2 

■設計 

長谷川逸子建築計画工房 

■所管 

市 文化観光・スポーツ部 文化政策課 

■管理運営機関 

(公財)新潟市芸術文化振興財団 

■竣工年 

1998 年 6 月 5 日 

■施設規模 

敷地面積：11,726 ㎡ 

建築面性：10,062 ㎡ 

延床面積：25,100 ㎡ 

■施設構成 

コンサートホール： 1,884 席 

劇場： 最大 868 席 

能楽堂：  382 席 

スタジオ A： 242.5 ㎡ 

スタジオ B： 257.9 ㎡ 

練習室×8 室： (29.8～110.3 ㎡) 

ギャラリー： 322.2 ㎡ 

空中庭園 

屋上庭園 

展望ラウンジ 

レストラン 

カフェ 

他 

      

 

 

          

 

 

新潟市民芸術文化会館  

りゅーとぴあ 

 

 

 

 

コンサートホール 平面図 劇場 平面図 能楽堂 平面図 

スタジオＡ 

スタジオＢ 

練習実 5 練習実 7 

コンサートホール 劇場 能楽堂 



 

 

 

 

 

■所在地 

福岡県北九州市小倉北区室町 1 丁目 1-1-11 

リバーウォーク内 

■設計 

（株）日本設計 

■所管 

市 市民文化スポーツ局 文化振興課 

■管理運営機関 

(公財)北九州市芸術文化振興財団 

■竣工年 

2000 年 7 月 

■施設規模 

敷地面積：22,000 ㎡（リバーウォーク全体） 

建築面積：18,200 ㎡（リバーウォーク全体） 

延床面積：18,000 ㎡（北九州芸術劇場部分） 

■施設構成 

大ホール： 1,269 席 

中劇場： 700 席 

小劇場： 96～216 席（可動席） 

プレイガイド 

インフォメーション 

アートライブラリー 

市民ギャラリー 

他 

 

 

 

 

 

北九州芸術劇場 

 

大ホール(舞台) 大ホール(客席) 

大ホール 平面図・断面図 

中劇場 平面図・断面図 中劇場(舞台) 中劇場(客席) 

小劇場 平面図・断面図 

小劇場 小劇場 

市民ギャラリー 

アートライブラリー 



 

 

 

 

 

■所在地 

福島県いわき市平字三崎 1－6 

■設計 

佐藤尚巳建築研究所他共同企業体 

■所管 

市 市民協働部 

■管理運営機関 

直営（維持管理のみ SPC(ＰＦＩ事業)） 

■竣工年 

2007 年 8 月 31 日 

■施設規模 

敷地面積：11,160 ㎡ 

建築面積： 9,185 ㎡ 

延床面積：27,547 ㎡ 

■施設構成 

大ホール： 1,705 席 

中劇場： 687 席 

小劇場： 233 席 

大リハーサル室： W15.3m・D15.9m・H7.3m 

中リハーサル室： W15.2m・D11.3m・H4.5m 

スタジオ 1： 41.7 ㎡ 

スタジオ 2： 16.4 ㎡ 

スタジオ 3： 17.2 ㎡ 

スタジオ 4： 22.4 ㎡ 

キッズルーム 

アリオスラウンジ(市民活動室) 

カスケード(交流ロビー) 

カンティーネ 

屋上テラス 

レストラン＆ショップ 他 

(別館) 

音楽小ホール 200 席 

中練習室 1： 102.0 ㎡  中練習室 2： 98.0 ㎡ 

小練習室 1： 30.2 ㎡  小練習室 2： 30.2 ㎡ 

小練習室 3： 58.3 ㎡  小練習室 4： 58.3 ㎡ 

稽古場 1： 58.3 ㎡  稽古場 2： 58.3 ㎡ 

稽古場 3： 106.9 ㎡  稽古場 4： 103.0 ㎡ 他 

 

  

 

 

いわき芸術文化交流館 

いわきアリオス 

 
 

 

大ホール(舞台) 

中劇場 

大ホール 断面図・平面図 

中劇場 断面図・平面図 

小劇場 断面図・平面図 

大ホール(客席) 

中劇場 

大リハーサル室 

スタジオ 1 

カスケード(交流ロビー) アリオスラウンジ(市民活動室) 

大ホール(客席) 

小劇場 



 

 

 

 

 

■所在地 

岐阜県可児市下恵土 3433-139 

■設計 

(有)香山壽夫建築研究所 

■所管 

市 市民部 生涯学習文化室 

■管理運営機関 

(公財)可児市文化芸術振興財団 

■竣工年 

2002 年 3 月 20 日 

■施設規模 

敷地面積：33,555 ㎡ 

建築面積： 8,743 ㎡ 

延床面積：18,411 ㎡ 

■施設構成 

主劇場〈宇宙のホール〉： 1019 席 

小劇場〈虹のホール〉： 315 席 

映像シアター： 約 100 人収容 

レセプションホール： 約 150 人収容 

演劇練習室： 約 81 ㎡ 

音楽練習室×3 室： 約 24 ㎡、約 20 ㎡、約 20 ㎡ 

ワークショップルーム×2 室： 約 35 ㎡、約 105 ㎡ 

美術ロフト： 約 178 ㎡ 

演劇ロフト： 約 198 ㎡ 

音楽ロフト： 約 180 ㎡ 

木工作業室： 約 65 ㎡ 

創造スタッフ室 

デジタルアート工房 

ギャラリー 

情報コーナー 

レストラン 

他 

 

  

 

 

   
可児市文化創造センター: ala 

 

主劇場(舞台) 

主劇場(客席) 

小劇場(客席) 

小劇場(舞台) 

映像シアター レセプションホール 演劇練習室 

音楽練習室 ワークショップルーム(和室) 
 

美術ロフト 
 

演劇ロフト 
 

木工作業室 
 

創造スタッフ室 
 

2 階 

1 階 

ＧＦ 

断面図 



 

 

 

 

 

■所在地 

東京都江東区住吉二丁目 28-36 

■設計 

(株)久米設計 

■所管 

区 地域振興部 文化観光課 

■管理運営機関 

(公財)江東区文化コミュニティ財団 

■竣工年 

1994 年 9 月 30 日 

■施設規模 

敷地面積： 6,352 ㎡ 

建築面積： 1,996 ㎡ 

延床面積：1,3090 ㎡ 

■施設構成 

大ホール： 1234 席 

小ホール： 140 席 

リハーサル室： 110.77 ㎡ 

第 1 練習室： 60.46 ㎡ 

第 2 練習室： 32.96 ㎡ 

第 3 練習室： 32.64 ㎡ 

第 4 練習室： 61.2 ㎡ 

第 5 練習室： 72.00 ㎡ 

大会議室（2 室に分割利用可能）： 503.04 ㎡ 

中会議室（2 室に分割利用可能）： 151.11 ㎡ 

特別会議室(小会議室) ： 51.81 ㎡ 

レストラン 

他 

 

 

 

江東公会堂 ティアラこうとう 

 

大ホール(舞台) 

小ホール 

リハーサル室 

第 4練習室 第 2練習室 

小ホール 平面図 

大会議室 平面図 

中会議室・特別会議室 平面図 

大会議室 

中会議室 

特別会議室 

大ホール(客席) 

第 1練習室 


