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平成３０年度 公益財団法人しまね文化振興財団 

事業報告 

 

「文化芸術基本法」「劇場・音楽堂等の活性化に関する法律」「島根県文化芸術振興条例」

等の趣旨に沿い、文化芸術のみならず、多様な分野の関係者と連携し協力を得ながら取組み

を進めた。 

指定管理施設（県民会館、グラントワ、風土記の丘）、管理運営受託施設（少年自然の家）

では、蓄積した運営ノウハウを基に施設の設置目的に沿った良質なサービス提供を行い、県

民に信頼される着実な運営に努めた。 

島根県の文化芸術の振興及び児童・生徒に対する教育の一翼を担うよう、財団の持つ専門

性やネットワークを活かし、様々な団体、芸術家等と協力・連携して県域で事業を展開した。 

平成 27年度から８年間の指定を受けた第３期指定管理期間の中盤に差し掛かり、今後の財

団の在り方を中長期的な視点で考えるため、若手、中堅職員の勉強会を継続して行ったほか、

個別事業の見直しを進めるなど財団運営の質を高めるべく取り組んだ。 

 

 

１．事務局 

所管する２事業（しまね文化ファンド、写真文化事業室）を実施したほか、財団全体の

経営基盤とガバナンスの強化のため、会計事務の集中化ならびに内部管理事務の効率化に取り

組んだ。 

また、働き方改革関連法案の施行に沿った働きやすい職場づくりを推進した。 

 

（１）公益信託「しまね文化ファンド」事務局運営事業 

県民の文化芸術活動を支援する助成制度「しまね文化ファンド」の事務局業務を受託

し、受託銀行の事務規定に則り、適正な運営を行った。 

他の中間支援組織と共同で「助成金合同説明会」を開催し文化ファンドの周知に努め

たほか、継続活動に対する助言やサポート、他の助成制度の斡旋やアドバイスも行い、

総合的な文化支援窓口としての役割を果たした。 

○助成金説明会 

合同説明会 日程等 参加団体 

第１回 

担当者の本音が聞け

る！助成金セミナー×

助成金合同説明会 

松江会場：4 月 5日 

出雲会場：4 月 6日 

浜田会場：4 月 11日 

大田会場：4 月 18日 

益田会場：4 月 19日 

隠岐会場：4 月 23日 

・島根県社会福祉協議会 

・島根県共同募金会 

・しまね自然と環境財団 

・しまね国際センター 

・しまね文化振興財団 

・しまね女性センター 

・ふるさと島根定住財団 
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第２回 

トヨタ財団×県内4団体

「助成金合同説明会」 

松江会場：9 月 26日 

浜田会場：9 月 27日 

海士会場：10 月 2日 

・トヨタ財団 

・しまね自然と環境財団 

・しまね文化振興財団 

・しまね女性センター 

・ふるさと島根定住財団 

 

○助成実績 

前期：4/1～3/31 に実施する事業 / 後期：9/1～3/31 に実施する事業 

平成 30年度 申請件数 採択件数 助成決定額 

前期 30件 30件 26,000 千円 

後期 18件 18件 16,700 千円 

合計 48件 

（H29年度 58件） 

48件 

（H29 年度 58件） 

42,700 千円 

（H29年度41,500千円） 

 

 

（２）写真文化事業 

島根ゆかりの写真家・並河萬里氏の写真・フィルムの保存整理やデジタルデータ化

を行い、作品の貸出や「季刊文化遺産」の販売等を通し、並河写真の周知と活用を図

った。 

今年度は、島根県立美術館ギャラリーにおいて、東京芸術大学ならびに山陰中央新

報社等との共催で、東京藝術大学クローン文化財展「甦る世界の文化財－法隆寺から

バーミヤンへの旅－」を開催し、並河氏が撮影したバーミヤン大仏等の文化遺産写真

29点を展示した。本展は大きな反響を呼び、平成 31年度以降も宮城県、福井県、愛媛

県等での巡回展が決まっている。 

   

○東京藝術大学クローン文化財展「甦る世界の文化財」 

開催期間 7 月 13日（金）～8 月 26日（日）（40日間） 

会場 島根県立美術館 ギャラリー全室 

入場者数 30,656人 

入場料金 一般 1,000 円（前売 800円）、小中高校生 500円 

関連イベント ギャラリートーク（写真文化事業室学芸員参加） 

ワークショップ、シタール演奏 等 

  

  〇写真貸出実績 

    ・島根県立古代出雲歴史博物館 企画展「隠岐の祭礼と芸能」展 
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（３）人材育成事業 

今年度より、従来各施設で行っていた研修に加え、人材育成費を新たに予算化し、

職員の資質向上につながる研修や他財団・劇場等の視察を行った。 

・新規採用職員研修、公益法人会計研修等 

・他県の劇場・財団等の視察（香川県県民ホール、（公財）置県百年記念香川県文化芸

術振興財団、上田市交流文化芸術センター、（一財）長野県文化振興事業団） 

・専門分野の研修（舞台技術、学芸、アートマネジメント等） 

・テーマを絞った研修（NIB研修「記事にしたくなるプレスリリース」） 

・施設運営上必要な資格の取得・更新費用の補助 

 

 

新規採用職員研修（先輩職員による事業説明） 

 

他県の劇場視察 

 

 

（４）法人運営事業 

内容 開催日 詳細 

監事監査 5月 21日 １平成 29年度事業報告について 

２平成 29年度事業決算について 

第 25回理事会 5月 25日 １平成 29年度事業報告について 

２平成 29年度事業決算について 

３評議員会の開催について 

４公益認定定期報告について 

５役員選任について 

第 14回評議員会 6月 20日 １平成 29年度事業報告について 

２平成 29年度事業決算について 

３公益認定定期報告について 

４役員選任について 

第 26回理事会 6月 20日 １専務理事選定の件 

平成 29年度事業に係

る経営評価 

（島根県） 

7月 「島根県が出資する法人等の健全な運営

に関する条例」に基づく、平成 29 年度決

算における経営評価（団体のあり方：Ａ、

組織運営：Ｂ、事業実績：Ａ、財務内容：Ａ） 
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内容 開催日 詳細 

指定管理業務評価

（島根県） 

7月 平成 29年度指定管理業務についての外部

評価（県民会館：Ｓ評価、グラントワ：Ｓ評

価、風土記の丘：Ａ評価） 

第 27回理事会 11月 28日 １平成 30年度上半期事業報告について 

２平成 30年度上半期決算について 

３規程の改正について 

財政的援助団体等監

査（島根県監査委員） 

11月～ 

12月 

平成 30 年度財政的援助団体等監査 

（改善等を要する事項なし） 

公益認定立入検査

（島根県） 

1月 公益法人の運営組織及び事業活動の状況

に関する立入検査（指摘事項・法令違反 

なし） 

第 28回理事会 2月 13日 １平成 30年度事業計画の変更及び補正予

算について 

２平成 31年度事業計画について 

３平成 31年度事業予算について 
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２．島根県民会館 

 

（１）取組み概要 

指定管理第３期の４年目となる平成３０年度は、開館５０周年を迎える節目の年であ

った。  

特に開館月の９月は、島根県知事をはじめとする関係者の皆様にお集りいただき記念

セレモニー・杮落とし公演と同じ「松竹大歌舞伎」公演を開催したほか、県内の演劇団

体が一堂に会する演劇フェスティバルや５０周年感謝祭を行うなど、文化芸術を身近に

親しんでもらう機会を積極的に作ることができた。 

また、１～２月のダンスや伝統芸能を中心とした創造事業では、舞台スタッフの力を

活かした制作事業にも力を入れて取り組み、劇場の新たな魅力を発信することができた。 

 
 

【文化事業】 

■鑑賞事業 

館内では、県民ニーズに対応したコンサートや演劇、落語など様々なジャンルでの公

演を実施できた。また、館外でも中山間地域などにおいて鑑賞機会を提供する「地域

ステージ」事業を継続して実施した。 

■育成事業 

文化芸術による子供の育成事業（芸術家学校派遣）では、グラントワと連携・分担し

て地域密着と効率化を図り、島根県や教育委員会と連携することで地域間格差の解消

に努めながら実施することができた。 

■創造事業 

ダンス公演では、視覚障がい者がダンスワークショップを通じてダンサーとの共演を

果たし、新たな劇場の社会包摂機能の可能性を示した。 

■文化芸術活動支援事業 

しまね映画祭実行委員会や県内公立文化施設協議会の事務局をはじめ、様々な文化ネ

ットワークの支援と構築に努めた。また、県内の舞台技術者人材育成にも積極的に取

り組んだ。 

 

【広報・利用促進・賑わい創出】 

■広報 

情報誌「キャッチ」の毎月発行、プレスリリース、ウェブサイトなどで県民会館をは

じめ、県内の各種文化芸術情報を発信した。ホームページについては、主催公演やチ

ケット発売がある月などでアクセス数が増加したこともあり、年間を通じて増加した。 

■利用促進・賑わい創出 

ロビーコンサート、バックステージツアー、どう行列に合わせた屋上の撮影スポット

開放など、会館周辺で行われる地域イベントへの協力、支援を積極的に行った。 
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【貸館事業・サービス】 

■利用率・利用料収入 

大ホールは 61％（目標 66％）、中ホールは 73％（同 71％）となり、両ホールとも目

標をほぼ達成した。料金収入は、約 8,200 万円で目標の 7,000 万円を大きく上回った。

ホールは舞台機構・音響・照明などの特殊設備が多数あり、専門の舞台技術者の存在

が欠かせない。職員の資質向上に努め、取扱いの習熟に努めると共に、利用者に対し

ては、安全管理などの必要な情報提供を行い、利用しやすい環境づくりに努めた。 

 

（２）文化事業の実施状況  

３０年度は「次世代の劇場への転換」を掲げ、鑑賞事業、育成事業、創造事業の循環

サイクルによる事業展開を進めた。開館５０周年でもあり、視覚障がい者も参加するコ

ンテンポラリーダンス公演「ランウェイ」などの社会包摂事業、あるいは伝統芸能とコ

ンテンポラリーダンスのコラボレーションによる新たな創造事業「天守物語」を実施す

るなど、劇場の新たな価値の発信に努めた。 

① 鑑賞事業（おもな事業） 

   事業名 会場 開催日 入場者数 

館

内 

市川海老蔵「古典への誘い」 大ホール 11 月 20日（火） 2,444 人 

劇団四季「ソング＆ダンス」 大ホール 11 月 18日（日） 1,358 人 

プラハ放送交響楽団＆フジ

コ・ヘミング 

大ホール 7月 4日（水） 1,486 人 

館

外 

小田和正コンサート 松江市総合体育館 7 月 21 日（土）、22

日（日） 

9,737 人 

地域ステージ in美都 

      in美郷 

      in横田 

ふれあいホールみと 

都賀行コミセン 

横田コミセン 

8月 11日（土・祝） 

10 月 27日（土） 

12 月 15日（土） 

88 人 

54 人 

145 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市川海老蔵「古典への誘い」 

 

 

劇団四季「ソング＆ダンス」 

 

 

山本光洋パントマイム(美都) 
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② 育成事業（おもな事業） 

   事業名 会場 開催日 参加者数 

館

内 

ステージクリエイター養成

講座 

中ホール他 12 月～2月 144 人 

館

外 

文化芸術による子供の育成

事業 

県内学校 35 ヵ所 9月～2月 1,789 人 

アウトリーチモデル事業 松江市立 

母衣小学校 

1月 28日（月） 50 人 

 

ステージクリエイター養成 

 

文化芸術による子供の育成 

 

アウトリーチモデル事業 

 

③ 創造事業（おもな事業） 

   事業名 会場 開催日 入場・参加者

数 

館

内 

県民参加創作舞台 

「天守物語」(プレ含む) 

中ホール(本番) 

興雲閣 

松江歴史館 

2月 10日（日） 

11 月 11日（日） 

12 月 15日（土） 

419 人 

田畑真希ダンス公演 

「ランウェイ」 

中ホール 1月 27日（日） 141 人 

島根県民会館 

 開館 50周年感謝祭 

（マルシェ、メイン・どこ

でもステージ、こども広場） 

全館 9月 17日（月・祝） 5,139 人 

しまね演劇フェスティバル 

（演劇セミナー、演劇大賞

受賞公演、演劇コンクール） 

中ホール 他 4 月 28 日（土）～

30 日（月・祝） 

9月 9日（日） 

9月 17日（月・祝） 

730 人 

館

外 

地域アーティスト発掘公演 

（隠岐）（美保関）（平田） 

隠岐島文化会館 

メテオプラザ 

プラタナスホール 

11 月 11日（日） 

12 月 9日（日） 

12 月 22日（土） 

141 人 

122 人 

310 人 

しまね映画塾 浜田市 9 月 22（土）～24

日（月・祝） 

11 月 25日（日） 

550 人 
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天守物語 

 

ダンス公演「ランウェイ」 

 

しまね演劇フェスティバル 

 

50 周年感謝祭（どこでもステージ） 

 

50 周年感謝祭（こども広場） 

 

 

50 周年感謝祭(メインステージ) 

 

 

④数値目標  

区分 開催場所 目標人数 実績 

鑑賞事業 

入場者数 

会館内で行うもの 26,000 人 25,426 人 

会館外で行うもの 16,500 人 13,237 人 

合計 42,500 人 38,663 人 

育成創造事業 

参加者数 

会館内で行うもの 1,000 人 6,243 人 

会館外で行うもの 4,000 人 2,962 人 

合計 5,000 人 9,205 人 

  

■文化事業の成果と課題 

〇成果 

・開館５０周年にあたり、鑑賞事業は大規模公演も多く実施して鑑賞機会の充実を図

った。入場者数は目標人数には届かなかったが、前年度からは大幅にアップした（29

年度実績 21,822人）。 

・創造事業では、劇場が近年求められている社会包摂機能を模索し充実させるための

事業展開となった。特に、創作ダンス公演では、視覚障がい者を対象に体を動かし

表現することの楽しさを体験してもらうワークショップから始めて、その中から 3

名が一般参加者(健常者)やプロのダンサーとともに安全に同じ舞台に立つための稽

古を重ねて本番を迎えた。あわせて、「舞台芸術における音声ガイド解説者」の育成

ワークショップを実施して、公演本番にはワークショップ参加者もガイドを行った。 
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舞台芸術を障がいのあるなしに関わらず享受できる「バリアフリーな文化芸術活動」

と「鑑賞サポート」の取り組みは、次年度以降これまでの経験を活かしながら「イ

ンクルーシブ・シアター・プロジェクト」として総合的に進めていく。 

・育成事業では、子どもたちに芸術を届けるアウトリーチ、芸術の持つ可能性を考え

るアウトリーチモデル事業など継続してきた結果、派遣アーティストの候補リスト

も充実してきており、派遣先の状況や要望に応じたプログラムもブラッシュアップ

されてきた。今後も離島・中山間地域など県内開催地のバランスを考慮しながら展

開していく。 

 

〇課題 

・地域の鑑賞機会格差を埋める「地域ステージ事業」では、人口減少等の地域課題が

浮彫りとなった。県内各地の公立文化施設を地域活性のためのコミュニティとして、

さらなる機能アップさせることが必要である。 

 

（３）文化芸術活動支援事業の実施状況 

①県民、文化芸術団体の文化芸術活動支援 

・相談窓口・公演支援 

舞台技術の専門知識や施設運営のノウハウを活かし、実際の舞台に関するアドバ

イス、情報の提供などを行う相談支援を実施した。 

 

・学校活動等支援 

学校活動の支援は、地域の文化芸術活動を支える人材を育成することにつながる

ため、継続的に実施している。今年度の特徴は、島根県立大学総合文化学科観光

文化ゼミの学生に対して、県民会館バックステージツアーを開催した。 

 

■島根大学連携 

島根大学が実施する人材育成講座を受け入れ、アートマネジメントに関する研

修会を開催した。 

■島根県立大学 

島根県立大学保育教育学科が実施する「ほいくまつり」について、学生が行な

う舞台進行、音響操作、照明操作やロビー運営に関して、準備から公演日まで

の舞台支援を行なった。また、総合文化学科観光文化ゼミを受け入れ、学生に

対する「バックステージツアー」を開催した。その他、地域連携を模索する「連

携推進会議」を開催した。 

■島根県高等学校文化連盟 

島根県下の高等学校演劇活動を支えるため、「高校演劇講習会」（舞台進行監

督、音響操作、照明操作、演技、発声、表現などの方法）を開催した。 
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・プラットフォーム支援 

県民会館で育成した団体や会館が発信地となり県域に展開して様々な人が関わっ

ていくプラットフォームの機能を活用して、県内公立文化施設や関係団体との連

携により、「県民手作り第九コンサート」、「しまね映画祭事務局」などの支援

を行った。 

 

②公立文化施設等の能力向上 

   ・公立文化施設協議会 

県内３０の公立文化施設が加盟し島根県民会館が事務局を務めている。定期総

会・幹事会、あるいは研修会を開催し、情報交換や公立文化施設の抱える諸問題

について協議を行った。 

    

 ・舞台技術の能力向上 

離島や中山間地域で不足している舞台技術者を育成するため、（一財）地域創造

の助成を受けて、現地に出向き施設の機材を使用して「ステージテクニカルアカ

デミー2018」（出前研修会）を開催した。今年度の研修開催地は、研修の公募に

応募した文化施設での開催とし、実際の機材を使用しながら実践も交え、舞台運

営の方法、音響・照明機材の操作方法に関する研修を行った。 

また、事前打合せの際に、「専門の舞台技術者を配置していないことによる舞台

運営の悩み」が当面の課題として浮かび上がったため、今後の相談先となるよう

外部講師を招き、関係づくりの場を提供した。 

 

③活動を支援する人材の育成 

   ・アートマネジメント講座 

視覚障がい者との創作ダンス公演事業に合わせ、一般参加を募り「音声ガイド」

養成のための講座と実施研修を行った。 

 

 ・舞台技術者の育成 

公立文化施設及び舞台技術事業者向けに、外部講師を招き舞台技術に関する知識

を専門に学ぶ機会として年1回「島根県舞台技術研修会」を開催してきた。今年度

は開館５０周年を記念し、県民も参加できる研修会としてウィーン在住のオペラ

演出家・高島勲氏を講師に招き「オペラセミナー」を開催した。オペラ制作に必

要な基礎知識（組立て・予算）、演出方法、明り（舞台照明）を年3回に分けて開

催し、島根県においても知識を習得できる機会とした。 

また、地域の活動（祭りの音響、イベントのスタッフなど）を支えるスタッフを

育成するため、県民を対象に「スタッフ研修会」（全11回）を通年で開催した。 

 

④芸術文化情報の収集・提供 

・島根文化情報誌「キャッチ」編集・発行 

県内のコンサートや映画、美術展情報などを網羅した文化情報誌「キャッチ」を
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毎月発行し、県内外の公立文化施設・図書館・道の駅・コンビニエンスストアな

ど 500ヶ所以上に配布した。 

 

・県民会館イベントスケジュール発行 

県民会館で行われる催し物情報をまとめた「イベントスケジュール」を毎月発行

し、近隣商店街全店舗や観光施設等を中心に配布した。 

 

 

ステージテクニカルアカデミー 

 

 

スタッフ研修会 

 

 

オペラセミナー 

 

 

■文化芸術活動支援事業の成果と課題 

〇成果 

・松江市と共同で開催した「松江クラシックス音楽祭 松江城野外コンサート」「ロビ

ーコンサート」の舞台プランから照明演出などの舞台製作を行ない、クラシック音

楽を身近にする活動を支援した。 

・公演制作を通して協力することの大切さを学ぶ島根県立大学保育教育学科「ほいく

まつり」では、舞台進行監督のアドバイスや音響、照明演出の指導など、連携支援

を実施した。 

・公立文化施設の能力を向上させる研修会は、離島や中山間地域に出向く出前研修会

を実施した。また、拠点の能力を向上させるための研修会や県民が学べるセミナー

を開催した。 

 

〇課題 

・公立文化施設が抱える問題は、支える人材の不足によるところが大きい。その問題

を解決していくため、研修会や講習会を開催しているが、県民会館の閑散期に開催せ

ざるを得ない状況にあることから、開催地との日程調整が難しい。 

・当財団職員が講師となって開催している研修事業をより充実させていくため、職員

自身の学ぶ機会・観る機会を増やし、知識や情報を習得していく必要がある。 
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（４）広報・利用促進事業の実施状況 

①広報事業 

ポスター・チラシ、CM、情報誌、WEB 等の自ら発信する情報、マスコミへのプレス

リリースも行い、県民会館の活動への理解が広がるよう、情報発信に努めた。 

また、開館５０周年を記念するロゴを制作した。 

 

 

開館５０周年ロゴ 

 

 

県庁・松江城側入口 

 

②誘客促進事業 

  事業名 会場 開催日 参加者数 

ロビーコンサート 

（松江市と共催） 

共用ロビー 10月13日（土） 150人 

夏休み親子バックステージツアー 

（松江歴史館、山陰中央新報社と共催） 

大ホール 8月18日（土） 55人 

どう行列での県民会館屋上解放 屋上 10月21日（日） 47人 

 

③入場券の販売促進  

・プロムナードギャラリー、ポスター掲示コーナー 

・総合インフォメーション、オンラインチケット 

来館者が文化・観光情報の収集ができる環境を提供するとともに、県内を中心に

行われる公演などの入場券の販売を行うことで、文化芸術を身近に感じる機会を

作るよう努めた。 

 

④地域との連携 

地域住民や近隣施設で行われるイベントやお祭り等との連携、あるいは市・市教

育委員会等と連携する事業などを通じて、県民会館ならではの魅力発信に努めた。 

事業名 会場 開催日 参加者数 

搬入口ライブ 

（南殿町商店会と共催） 

大ホール 

搬入口 

9月15日（土） 300人 
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ロビーコンサート 

 

親子バックステージツアー 

 

搬入口ライブ 

 

⑤利用促進 

〇入館者数実績 

入館者数 
30年度実績 29年度実績 

454,268 人 492,043 人 

※ホール入口及び正面入口（県庁側）に設置した電子カウンターによる計測値。 

 

■広報・利用促進事業の成果と課題 

〇成果 

・県民会館を身近に感じてもらう機会を作り、夏休みに親子で参加できるバックステ

ージツアーや県内で活動する演奏家によるロビーコンサート、あるいは地域のイベ

ントとの協働により賑わいを創出することができた。 

 

〇課題 

・ホームページについて、当初想定した以上にサーバーへの負荷などのため、アクセ

スに時間がかかるようになっている。また、全体的なアクセス数は増加しているも

のの、主催公演やチケット発売がある月でアクセス数が増加したためと思われ、よ

り見やすいものへの継続的な見直しが必要と考えている。 
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（５）貸館事業の実施状況 

①施設利用の実績 

耐震工事後初の通年営業だった２９年度は目標を上回る利用料収入であったが、３

０年度もほぼ前年度並みに推移し、目標を上回る利用料収入となった。 

 

〇稼働率・利用料金収入実績 

施設名 年間目標 30年度実績 29年度実績 

大ホール 66％  61％  65％  

中ホール 71％ 73％ 73％ 

リハーサル室 72％ 86％ 70％ 

会議室 46％ 43％ 43％ 

展示・多目的ホール 46％ 46％ 47％ 

利用料金収入 70,000,000 円 82,018,285 円 82,388,045 円 

 

②利用料金の設定 

a通常期・冷暖房オフシーズンの料金表表示 

冷暖房料金が加算される通常期（冷暖房適用期間：6/1～9/30、11/1～3/31）の

実際にかかる利用料金が一目で分かるよう、利用料金表を「通常期」と「冷暖房

オフ期間」の 2種類表示している。 

bモデル料金の設定 

 催事内容に応じた設備器具の料金を専門知識のない利用者にも分かりやすく伝

えるため、「講演会モデル」「録音モデル」などのモデル料金を設定している。 

■利用料金表 

         

■モデル料金表 
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c割引料金の設定 

 ■大・中ホール早期申込み割引 

  固定客の確保と早期の利用日確定の狙いから、大・中ホールについて、利用日

の 10 ヶ月前までに本予約を行いかつ料金支払いを完了した場合、利用料金の

20％を割引する割引料金を設定している。 

  [平成 30年度の適用件数：4件] 

■オフシーズン割引 

  大・中ホールの 3ヶ月先の月間予約状況が 50％を割りこむと予想され、利用日

の 60 日前から 10 日前までに予約し利用申込書を提出する場合、利用料金の

20％を割引する「オフシーズン割引」を設定している。  

■大・中ホール練習利用直前割引 

  大・中ホールを、県民会館での本番を伴わない練習・リハーサルで利用する場

合、従来通り利用日の 30日前から 10 日前までの予約で 50％割引としている 

■平日夜間会議室割引 

  利用率の低い平日夜間の会議室について、利用日の 10 日前から当日までに予

約した場合、減免申請書の記載なしで 20％割引とし、会合等の利用を促進した。 

[平成 30年度の適用件数：51件] 

d 延長料金設定 

午前 9時から午後 10 時の開館時間帯以外の深夜及び早朝の利用については 20％

の割増料金を設定している。開館時間外の利用・要望は増えており、今後も可能

な限り対応して、利用しやすい環境を提供したいと考えている。 

②減免の実施 

従来どおり小・中学校に加え、保育所及び幼稚園が行う幼児を対象とする教

育的、文化的催し物も未来の投資として5割減免とした。また、島根県文化団

体連合会加盟団体の行う文化活動を始めとする県民の主体的な文化活動につ

いては、2割減免を行ったほか、通常は一年前からの予約受付を13ヶ月前から

優先的に受け付け、重点的に支援した。 

 
   a減免規程 

〈利用料金の減免 条例第１５条〉 

第５条 

条例第15条の規定により利用料の減免を受けようとするときは、利用料減免申込書(

様式6号)を、利用申込を行う際に提出しなければならない。 

２ 利用料金を減免する対象事項と減免率は、次のとおりとする。 
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b減免適用 

文化団体 700 件、教養講座 368件、学校関係 264件、その他 124 件、合計 1,456 件

の減免を適用し、活発に利用された。 

※④鑑賞団体・⑤NPO法人等は、⑥の文化団体の枠で減免を行っている。 

 

 

 

 

 

減免対象事項 減免率 

1 

教育委員会、児童福祉法第 39 条第１項に定める保育所（以下「保育

所」という。）又は学校教育法第１条に定める学校（以下「学校」と

いう。）が主催して、乳幼児、小学生及び中学生のために教育的、文

化的な催し物を行うとき。 

５割 

2 
教育委員会又は学校が主催して、生徒（ただし、中学生を除く。）及

び学生のために教育的、文化的な催し物を行うとき。 
２割 

3 公共的団体が、慈善を目的として行う芸術文化公演事業 ３割 

4 
芸術文化鑑賞を目的とする団体が、年間４回以上行う芸術文化鑑賞事

業。(鑑賞団体対象) 
２割 

5 
芸術文化活動や文化振興を目的とする公共的団体(公益団体等)が行

う芸術文化公演事業。(NPO等の法人・団体を対象とする) 
２割 

6 
島根県文化団体連合会及び島根県芸能文化協会またはそれらの加盟

団体が行う芸術文化(公演・展示）事業。 
２割 

7 
月２回以上定期的に利用する場合で、理事長が認めるもの。(教室を

対象とする。） 
２割 

8 その他、理事長が特に認めるもの。 ２割 

〔備考〕                                                   

１.1号 2 号において、教育委員会、保育所又は学校に準じるものが、乳幼児、児童、

生徒及び学生等のために教育的、文化的な催し物を行うときも同様とする。                             

２.1号、2号において、鑑賞を目的として、乳幼児、児童、生徒及び学生が出演しな

い場合は、｢入場料 1,000円以下｣の使用料とする。                                

３.1 号で定める乳幼児、小学生又は中学生、2 号で定める生徒又は学生の両方を対象

として教育的、文化的な催し物を行う場合、２号を適用する 

４．6 号においては、主として当該団体が出演又は出品する場合とする。 
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（６）利用者サービス向上  

①利用者サービス 

a 舞台運営サービス 

大、中ホールの利用にあたっては、舞台技術の専門職員が公演準備から舞台進行監

督、音響操作、照明操作、映写等を担当したほか、外部技術者が行なう舞台設営では、

安全管理や利用指導を行った。 

事前の利用打合せにおいては、利用者が組み立てる公演への助言やノウハウを活か

したアドバイスを通して、納得の行く舞台公演を実現させた。 

舞台技術職員を直接雇用していることで、過去に蓄積したデータから催し物に応じ

た対応を行っており、利用者それぞれが抱える公演への不安や悩みの解決を行なった。 

また、公演当日は限られた利用時間の中で、準備からリハーサル、本番まで行われ

る事から、実際の現場で利用者に寄り添った運営を行ない、安全・安心して利用でき

る施設運営に努めた。 

このほか、音響・映像機器は、会議室などにも設置してあることから、機器の突発

的な不具合などは、専門職員が駆けつける体制としており、利用者の満足度も高く、

結果的にリピーター獲得につながっている。 

 

 b主催者支援 

催し物の企画・運営・舞台進行などについて「舞台相談窓口」で相談を受け付け

たほか、文化団体や学校教育機関からの依頼を受け、館外公演支援も行った。また、

チケットの預かり販売、コイン式コピー機の設置、FAX サービス、宅配便受付、傘の

無料貸出（松江だんだん傘）、主催者への駐車場割引機貸出など様々なサービスを通

して、使いやすい環境づくりに努めた。 

 

c 鑑賞サポート・バリアフリー機能強化 

主催公演時の無料託児サービスが県民に浸透してきたことから、貸館事業でも託

児サービスを行う主催者も増えており、子育て支援に繋がっている。 

大・中ホールの「磁気ループ補聴器対応エリア」は常時使用できる状態にしてお

り、座席表や公演パンフレットなどでご案内しているほか、車椅子の貸出（4台設置）、

子ども用の高さ調節クッション・ひざかけの貸出、オペラグラスの貸出といった様々

な鑑賞サポートを行い、誰もが楽しめる鑑賞環境づくりに努めた。 

 

②利用時間、休館日 

a利用時間 

開館時間は原則として午前9時から午後10時までであるが、準備・撤去において利

用時間の繰り上げ（早朝利用）、延長（深夜利用）の必要があると認めた場合には利用

を許可し、柔軟な対応を行った。 

また、開館時間である午前 9時の利用開始前の気象条件が利用者の安全に配慮がで

きないような場合において、受け入れ準備が整っている施設への入館を許可した。 
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b休館日 

条例どおり毎月第 2・4 月曜日及び年末年始（12/29～1/3）を休館日としつつ、月

曜日が祝日にあたるときは開館した。 

 

   ③利用者の要望、苦情その他の対応状況 

トラブル、苦情・要望については、設置者である県への報告、設備の故障等への対

応など必要な措置を適切に行っている。 

 

 

 

 

 

【主なトラブル】 

・有料駐車場の発券機から発

券出来ない（機械の故障） 

・大ホール４Ｆ北側ﾛﾋﾞｰ天井

より水漏れ 

・会議室利用者より喫茶に対

する対応への不満 

【主な苦情・要望】 

・駐車場が少ない、場所が分

かりにくい（来館者） 

・洋式トイレが少ない（ホー

ル・会議室来館者） 

・客席の座席が狭い、窮屈（ホ

ール来館者） 

・座席に荷物を入れるポケッ

トが欲しい（ホール来館者） 

・喫煙場所をなくして欲しい

（来館者） 

・ホールが寒い、または暑い

（ホール来館者） 



20 

 

主催事業で公演来場者へのアンケートを実施し分析を行った。 

 

（７）施設の維持管理・危機管理の実施状況 

築５０年を超えた施設であり、耐震補強はされたものの、施設・設備の老朽化が進

んでおり、その更新が必要となっている。こうした中でも、平素からトラブルや動作

不良が出ないように適切な維持管理に努めた。 

 

 ①施設の維持管理について 

a外部委託内容、進行管理 

○再委託を行う対象業務 

・特殊専門性を必要とする業務 

・スポット的で単発的な業務 

・設備・備品製造元から維持管理事業者が指定されている業務 

・専門事業者に再委託した方が、適切な業務を安価に実施できる業務 

 

○再委託先の選定方法の考え方 

・基本として県内業者優先で入札 

・特殊業務で県内に該当の事業者がいない場合は、県外事業者も対象 

・特殊業務で対応できる事業者が限定される場合には、随意契約 

・故障が発生した場合、早急に対応できる事業者を優先 

・専門的な技術力の保持、製造メーカーの研修に参加している事業者を優先 

  

○再委託業務の進行管理方法  

再委託も利用者からみれば県民会館業務であり、その品質管理責任は県民会館に

あることから、以下の方法で進行管理を行った。 

・仕様書は、業務に求める内容、要素を明確にする 

〇回 収 率 

３０～５０％ 

 

〇性   別 

 女性が６０～８０％を占めている 

 

〇情報入手方法／来場のきっかけ 

友人・知人・家族などの紹介による鑑賞が非常に多く、チケット購買データと

組み合わせた分析が必要と感じる。しかし、友の会の会員情報あるいはチケッ

ト購買履歴などのデータ管理が整理しきれておらず、チケットシステムの運営

方法を含めた見直しを検討していきたい。 
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・作業報告書の提出、現場確認をする 

・事前協議の場を設け、職員と情報を共有する 

・定期的に連絡会議を開催し双方のコミュニケーションを図る  

 特に、警備・清掃業者とは定期的に連絡会を行うほか、日々の利用状況等の情

報交換を実施 

・防災訓練等にも参加してもらうよう働きかける 

   

b補修・修繕の状況 

急を要する修繕や軽微修繕５５件を指定管理者負担で実施した。 

 

cホール運営業務 

大、中ホールの舞台機構や音響・照明設備を安全に利用するため、舞台専門職員に

よる管理運営を行った。また、予期せぬ不具合や故障を防ぐため、日々の自主点検や

委託保守管理を行い、予防保全に努めた。 

大、中ホールで開催されるコンサート等では、会館設備に重大な損害が生じないよ

う、事前の打合せや会館設備が持つ機能の範疇において、利用してもらうよう指導や

助言を行ない、安全な運営を行なった。 

また、消防法や労働安全衛生法など関連法令に定められた必要な資格や特別教育を

受講し、法令順守に努めた。 

 

○舞台で使用する仮設足場に関する法令（平成２７年７月１日施行） 

足場の組立て等作業主任者（２名） 

○高所作業に関する特別教育（平成３１年２月１日施行） 

フルハーネス型墜落制止用器具使用作業特別教育修了者（７名） 

 

②危機管理体制について 

日常点検やヒヤリ・ハット事例の蓄積を中心にして日々事故防止に取り組んでいる。

特殊な機器が多いホール運営では、劇場等演出空間運用基準協会の安全衛生管理をも

元に教育指導等を通して安全に努めた。 

また、３０年度は人事異動も多かったことから、災害のなかでも火災が発生した際の

基礎的な対応を中心として、火災設備等の操作～現場確認～通報～避難誘導という一

連の流れに力を入れて取り組んだ。 

 

a 危機への備え 

○ＡＥＤの設置 

○緊急情報の収集（防災メールへの登録） 

○防災備品の設置 

○警察官立ち寄り所機能、交番へ日々の催事情報の提供 

○応急手当普及員の配置 

○防災訓練、シミュレーション訓練 
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   ・避難誘導訓練の実施 

〇松江地区テロ等抑止ネットワークへの参加（松江警察署ほか） 

  

  b 危機管理マニュアルの整備状況 

基本 危機管理マニュアル 

・基本方針 

・判断基準・行動基準 

・基本組織体制 

・危機管理教育 

・危機管理関連書類 

・危機管理関係予算及び執行 

事故 テロ・騒動 自然災害 

・火災 

・停電 

・人身事故 

・設備損壊 

・周辺施設の事故 

・不審者侵入 

・爆破予告、爆弾騒動 

・悪臭騒ぎ 

・感染症 

・嘔吐物対応 

・地震 

・風水害 

 

ｃ ＢＣＰ（事業継続計画書）への取組み 

災害や事故で被害を受けても、重要業務が中断しない、または中断しても短い期間

で再開するための方法や手段を取り決めておく「事業継続計画」を策定している。 

 

③個人情報の取り扱いについて 

ａ 個人情報の取得 

施設利用者や事業参加者、友の会会員、記名アンケート等、利用目的を特定し適

正な方法で取得している。 

ｂ 個人情報の利用 

個人情報保護の重要性を認識し、利用目的の範囲内で利用している。 

ｃ 個人情報の管理 

6か月以上使用する個人情報については、利用目的の範囲内で事実と合致するよ

うにし、個人情報管理台帳を作成し、漏えい・滅失・毀損等の防止について安

全対策を実施している。 

委託先において個人情報を取り扱う場合、委託先に対し適切に管理・監督を行

っている。 

 

■管理体制 

・個人情報保護士（2名が取得）、各課責任者、ネット対応チームによるチェックの実施  

・問題があれば総括責任者に報告し即時改善する。 

・業務を外部に委託する場合、契約書に個人情報管理について必ず盛り込み、個人情

報管理状況について確認を行っている。 

  

 ■管理方法 

 ・個人情報管理台帳により、個人情報の種類、件数、保管場所等について当財団で取

り扱っている個人情報を洗い出し、管理している。 
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（８）管理運営の体制 

「総務広報課」「施設利用課」「文化事業課」の３課を設置し、時差勤務や長時間勤務・

短時間勤務の組み合わせなど、柔軟な勤務シフトによる効率的・効果的な運営を行った。 

また、仕様書に定められた資格者を配置し、利用される方の安心・安全の確保に努め

たほか、職員研修の機会を確保することで職員の資質向上に努めた。 

 

a組織図、人員体制

 

 

b 職員研修の実施状況 

研修名 場所 日程 参加者 

全国公立文化施設協会定期総会・研究大会 高知市文化プラザ 6/7-8 1 

全国公立文化施設協会・中四国支部業務管

理研究会 

倉吉未来中心 11/29-30 5 

全国公立文化施設協会・中四国支部舞台技

術研修会 

高知県立県民文化

ホール 

1/17-18 2 

公共劇場舞台技術者連絡研修会 札幌市 6/25-27 3 

舞台音響基礎編 広島市 6/10 1 

ステージラボ滋賀セッション びわ湖ホール 7/3-6 1 

財団勉強会：香川県視察 香川県民ホール他 9/3-4 2 

県公文研修会（アウトリーチ） グラントワ 12/17-18 10 

鑑賞支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ育成講座 大阪 12 月 1 

新入職員ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修ｸﾞﾗﾝﾄﾜ グラントワ 1/11-13 1 
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研修名 場所 日程 参加者 

照明技術者技能認定 2級試験 広島市 2/12・13 2 

全国劇場音楽堂等職員アートマネジメン

ト・舞台技術研修会 

国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青

少年総合ｾﾝﾀｰ 

2/6-8 3 

文化施策推進体制構築ﾌｫｰﾗﾑ アクトシティ浜松 2/1 1 

びわ湖ホール舞台技術研修 びわ湖ホール 3/10-17 2 

甲種防火管理者再講習 松江市消防本部 8 月 1 

ﾌﾙﾊｰﾈｽ型安全帯使用作業特別教育 出雲建設会館 2/19 2 

消防訓練（夏） 島根県民会館 8 月 全職員 

非常放送設備等操作研修 島根県民会館 11 月 全職員 

消防訓練（冬） 島根県民会館 2 月 全職員 

バリアフリー、人権・障がい研修 

（手話講座研修） 
島根県民会館 ８月 全職員 

 

 

 ｃ勤務シフト 

○開館時間：午前 9時～午後 10時 

○受付時間：午前 9時～午後 7時（チケット業務は午前 10時～午後 6時） 

 

■勤務シフト例 

長時間勤務 短時間勤務 時差勤務 

８：３０～１８：１５ ８：３０～１６：１５ ９：３０～１８：１５ 

８：３０～１９：１５ ８：３０～１５：１５ 1０：３０～１９：１５ 

８：３０～２０：１５ ８：３０～１３：１５ １１：３０～２０：１５ 

８：３０～２１：１５ ８：３０～１２：１５ １２：３０～２１：１５ 

１０：３０～２０：１５ ９：３０～１７：１５ ９：４５～１８：３０ 
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（９）収支状況 

利用料金収入については、前年度と同様、全国大会やコンベンション利用、文化団体

の利用などが多く、堅調に推移した。文化事業では、県全体で実施する学校へのアウト

リーチ事業など、開催日程・講師などの調整を集約し、経費の効果的・効率的な執行を

心掛けた。また、積極的な外部資金の獲得にも努めた。 

○外部資金の活用 

事業名 助成 

文化庁「芸術家の派遣事業」 文化庁委託事業 

しまね演劇フェスティバル  

天守物語  

地域アーティスト発掘事業  

ステージクリエーター講座  

地域ステージ事業  

アウトリーチモデル事業  

文化庁（しまね地域連携文化芸術創造発

信実行委員会） 

公共ホール現代ダンス活性化支援事業

助成金 

一般財団法人地域創造 

ｽﾃｰｼﾞﾃｸﾆｶﾙｱｶﾃﾞﾐｰ 2018   一般財団法人地域創造 

 


