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令和元年度 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、長年培っ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、県民に信頼される運営に努めた。 

また、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。そのほか、若手、中堅職員の勉強会を継続して行うなど財団運営の質を高めるべく

取り組んだ。 

新型コロナウイルス感染症拡大により、令和２年２月下旬以降、自主文化事業の中止や延

期、貸館のキャンセルが多数発生するなど大きな影響を受けた。 

その後、４月７日の政府の緊急事態宣言により、各施設が休館となるなど影響は継続して

いる。一刻も早い収束を願いながら、今後文化芸術の果たす役割がより重要視され、県民に期

待されるものと考え、利用者と職員の安全を確保しながら、施設の活動再開に取り組んでい

く。 

 

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に継続して取り組んだ。 

また、働き方改革関連法案の施行に伴い、就業規程等の改正を行うなど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。 

 

○助成金説明会の開催 

 県内の助成団体と合同で年２回（春・秋）開催。  
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合同説明会 日程等 参加団体 

第１回 

クラウドファンディン

グ活用セミナー×助成

制度合同説明会 

松江会場：4月 10日（水） 

大田会場：4月 12日（金） 

益田会場：4月 16日（火） 

浜田会場：4月 17日（水） 

出雲会場：4月 19日（金） 

隠岐会場：4月 24日（水） 

・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 

第２回 

県内4団体 助成制度合

同説明会 

浜田会場：10月 1日（火） 

松江会場：10月 2日（水） 

西ノ島会場：10月 7日

（月） 

・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 

令和元年度 申請件数 採択件数 助成決定額 

前期 25件 25件 25,750千円 

後期 29件 29件 15,350千円 

合計 54件 

（H30年度 48件） 

54件 

（H30 年度 48件） 

41,100千円 

（H30年度42,700千円） 

 

 

（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

を進めるほか、作品の貸出や「季刊文化遺産」の販売等を通し、周知と活用を図った。 

昨年度島根県立美術館ギャラリーで実施した東京藝術大学クローン文化財展の巡回

展に共催し、並河氏が撮影したバーミヤン大仏等の文化遺産写真を展示し好評を博し

た。なお、本展は令和３年度以降も長野県、広島県で開催希望が寄せられている。 

また、島根県立大学の学術図書出版助成事業により、収蔵フィルム目録を更新し、美

術館・研究機関等へ活用を呼びかけた。 

 

○東京藝術大学スーパークローン文化財展開催実績 

会  場 開催期間 来場者数 

宮城県立東北歴史博物館 4月 19日（金）～6月 23日（日） 23,908人 

福井県立美術館 7月 12日（金）～8月 25日（日） 31,728人 
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（３）人材育成事業 

専門性の高い人材の確保は財団の強みであり、職員の資質向上につながる研修及び

勉強会を実施した。 

・新規採用職員研修 

・専門分野の研修（舞台技術、学芸、アートマネジメント等） 

・しまね文化振興財団を考える勉強会 

テーマ「“働き方改革”に対するホール運営と組織の在り方」（全６回開催） 

講師：綿江彰禅氏（一般社団法人 芸術と創造 代表理事）※第２回目講師 

植松侑子氏（NPO法人 Explat理事長）※第５回目講師 

永山恵一氏（株式会社政策技術研究所代表取締役）※第６回目講師 

・施設運営上必要な資格の取得・更新費用の補助 

 

（４）法人運営事業 

内容 開催日 詳細 

監事監査 5月 24日（金） １平成 30年度事業報告について 

２平成 30年度事業決算について 

第 29回理事会 5月 27日（月） １平成 30年度事業報告について 

２平成 30年度事業決算について 

３公益認定定期報告について 

４評議員会の開催について 

５役員変更について 

第 17回評議員会 6月 21日（金） １平成 30年度事業報告について 

２平成 30年度事業決算について 

３公益認定定期報告について 

４役員並びに評議員の変更について 

第 30回理事会 6月 21日（金） １代表理事（理事長）選定の件 

２代表理事（専務理事）選定の件 

平成 30年度事業に係

る経営評価 

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 30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） 

指定管理業務評価 7月 平成 30 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） 
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内容 開催日 詳細 

第 31回理事会 11月 29日 

（金） 

１令和元年度上半期事業報告について 

２令和元年度上半期決算について 

３規程の改正について 

第 32回理事会 2月 26日（水） １令和元年度事業計画の変更及び補正

予算について 

２令和２年度事業計画について 

３令和２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５年目となる令和元年度は、「文化芸術による新たな価値の創出」

をテーマに、伝統芸能をはじめとする地域の特色ある文化芸術活動を発信する取組み、

あるいは次世代を担う子供達や障がい者などに対し文化芸術に親しむ機会を提供すると

いった社会包摂を目指した取組みを積極的に進めた。また、舞台芸術の専門性も加えた

ステージテクニカルアカデミーや舞台技術研修会を通じて、人材や団体の育成・支援に

も力を入れて取組み、２月末までは順調に実施していた。 

しかし、新型コロナウイルスの感染拡大により、３月に予定していた主催事業（「芸

能開闢古事記」「名画劇場」「スタ研まつり」「県内アーティスト発掘公演」）が中止とな

ったほか、貸館事業も軒並みキャンセルとなり対応に追われることとなった。 

 
 

【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

演を実施した。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・分担した

ほか、島根県や教育委員会とも連携し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 

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するダンス公演では、

昨年と同様に劇場の社会包摂機能の可能性を示した。また、「芸能開闢古事記」では、

能楽とコンテンポラリーダンスのコラボレーション作品に地元キャストが出演する公

演として準備をしていたが、新型コロナウイルスのため公演延期となった（２年度実

施予定）。 

■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ほか、県内の舞台技術者人材育成にも積極的に取り

組んだ。 

また、文化芸術活動支援として「高等学校文化連盟」「島根県立大学」「島根大学」等と

の連携による技術研修や講習の開催、「まつえ市民大学」との共催による文化講座も行

った。 

 

【広報・利用促進・賑わい創出】 

■広報 

情報誌「キャッチ」、プレスリリース、ウェブサイトなどで文化芸術情報を発信した。
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なお、２６年間発行を行ってきた県内全域の文化情報誌「キャッチ」については、県民

会館の情報発信に重点を置いた情報誌（隔月発行）として２年度にリニューアル予定

である。 

■利用促進・賑わい創出 

小学生向けの「夏休みバックステージツアー」「乗り物ひろば」、どう行列に合わせた

屋上の撮影スポット開放、イルミネーション企画など、幅広い年代が楽しめる内容で

行った。 

 

【貸館事業・サービス】 

■利用率・利用料収入 

新型コロナウイルスの影響で最終的に大ホール 55％（目標 66％）、中ホール 66％

（同 71％）となった。２月まで順調に推移していたため、利用料収入は目標の 7,000

万円を上回る 7,800 万円超となったが、8,000 万円を超える見込みだっただけに大変

残念であった。 

 

 

（２）文化事業の実施状況  

令和元年度は「文化芸術による新たな価値の創出」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。特に社会包摂事業として新たな柱とな

っている視覚障がい者も参加するコンテンポラリーダンス公演を継続して実施したほか、

新型コロナウイルス感染拡大により公演は中止となったが、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創造事業「芸能開闢古事記」として県民参加での展

開を進める取組みなど、劇場の新たな価値をこれまで以上に発信した。 

① 鑑賞事業（おもな事業） 

   事業名 会場 開催日 入場者数 

館

内 

「クラッシャー女中」（演劇） 大ホール 4月 23日(火） 1,380人 

還暦&噺家生活 40周年記念  

桂米團治独演会(落語) 

中ホール 6月 29日(土） 513人 

NHK 公開収録 わんわんワン

ダーランド（2回公演） 

大ホール 10月 6日(日） 2,790人 

劇団四季「エビータ」 大ホール 11月 28日（木） 1,400人 

館

外 

地域ステージ「山本光洋パン

トマイムシアター」 

プラサ枕瀬 

(日原) 

8月 10日(土） 

 

75人 

地域ステージ「アルケミスト

コンサート」 

隠岐島文化会館 10月 19日(土) 287人 
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「クラッシャー女中」 

 

 

 

 

 

 

劇団四季「エビータ」 

 

 

 

 

 

 

地域ステージ 

 

 

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

養成講座（次世代育成） 

県民会館大ホール

ほか 

5月 23 日（木） 

～24日（金） 

161人 

舞台専門人材育成事業「ステー

ジテクニカルアカデミー」演劇

のための舞台技術相談会 

中ホール他 8月 21 日（水） 12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 2,000人 

ステージクリエイター養成講座 加茂文化ホール 12月 14日（土） 100人 

舞台専門人材育成事業「ステー

ジテクニカルアカデミー」マイ

ク・ライトの講習会 

スサノオホール 

（出雲市佐田町） 

9月 9日（月） 7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 

しまね演劇大賞受賞記念 

幻影舞台「はだしのゲン」 

中ホール 4月 28日(日) 456人 

田畑真希おどる、みる、きくダン

ス公演「ハコニワ」 

中ホール 1月 19日（日） 263人 

伝統芸能創造発信事業 

「芸能開闢古事記」 

中ホール 3月 1日（日） 延期（新型コロナ

ウイルス感染症拡大

防止のため） 
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館

外 

しまね映画塾 2019in隠岐の島町 

・映画塾ガイダンス（隠岐、松江） 

・撮影講習会(隠岐)・撮影合宿

(隠岐)・編集講座・作品発表 

 

隠岐の島町、 

県民会館 

6月 9日（水） 
6月 15日（土） 
8月 24日（土） 
9月 21日（土）
～23日（月） 
10月 9日（水）
～15日（火） 
11 月 23 日
（日） 

527人 

県内アーティスト発掘公演 隠岐島文化会館、 

ともいきの郷 

10 月 26 日

（土） 

10 月 27 日

（日） 

472人 

 

 

 

 

 

 

 

しまね演劇大賞受賞記念公演 

 

 

 

 

 

 

ダンス公演「ハコニワ」 

 

 

 

 

 

 

「芸能開闢古事記」 

 

 

 

 

 

 

しまね映画塾 しまね映画祭クロージング 

 

 

 

 

 

 

県内アーティスト発掘公演 

  

■文化事業の成果と課題 

〇成果 

・入場者数については、５０周年の昨年度（H30 年度）よりは減少したが、29 年度よ

りは 5,000人増加した。（本年度 26,949人、29年度 21,822人） 

・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に「インクルーシ

ブシアター・プロジェクト」事業を起ち上げて、総合的に劇場や舞台芸術へのバリア

フリー化に取り組んだ。知的障がい児（者）に向けた公演「劇場って楽しい」、各公

演の鑑賞サポート、音声ガイド育成講座、劇場関係者向けの障がい者接遇研修など、

各関係団体に協力を得ながら進めている。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。 

・来年度にいわみ芸術劇場と協働で計画している「しまね伝統芸能祭」に向け、本年は
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島根県所縁の「古事記」をテキストに、地域伝統芸能の出雲神楽と能、音楽、ダンス

をコラボレートしたオリジナル作品「芸能開闢 古事記」を創作した。新型コロナウ

イルス感染症拡大防止のため公演直前にやむなく中止としたが、来年度の「しまね

伝統芸能祭」の中で、プログラムの 1つとして初演が迎えられるよう調整中である。 

・育成事業では、子どもたちに芸術を届けるアウトリーチ事業を、県西部のいわみ芸

術劇場と協力して県内全域 35の学校で実施することができた。また、特別支援学級

や盲学校では派遣アーティストや先生と検討を重ねながら環境やプログラムを工夫

して実施している。 

 

〇課題 

・年度末には、新型コロナウイルス感染症の広がりにより事業中止が相次いだ。文化・

芸術の素晴らしさを県民が広く享受できるために、事業を企画し実施してきたが、

観客や参加者、アーティストの安全をも深く考える年となった。今後長引くことも

予想されるだけに、「文化芸術の灯を絶やさない」「県民が文化芸術を享受できる機

会を失わない」ために、劇場に何ができるかを考え実行していく必要がある。 

 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止・延期となった事業一覧 

実施予定日 事業名 中止・延

期 

3 月 1 日（日） 伝統芸能創造発信事業「芸能開闢 古事記」／創造事

業 

延期 

3 月 7 日（土） 名画劇場（3 月上映）／鑑賞事業 中止 

3 月 14 日（土） 

15 日（日） 

県内アーティスト発掘公演（飯南町）／創造事業 中止 

3 月 29 日（日） 春のスタ研まつり／文化芸術活動支援事業 中止 

 

 

（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 

地域の文化芸術活動を支える人材の育成、また、舞台公演に必要な知識の習得機

会を提供している。 

 

■島根大学連携 

島大教育学部の金管楽器専科生のブラスアンサンブルコンサートの開催に協力

した（新型コロナウイルス感染症拡大のため中止）。 
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2名の教育学部の学生に創造事業「芸能開闢 古事記」の制作補助として、地域

イベントへの関わりや、広く公募で集まった子ども達への指導方法を学んでも

らった。 

■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、照明操作や会場運営に関して、舞台公演に必要な知識を習

得する機会と公演支援を行った。また、島根県立大学松江キャンパスにおいて、

「しまね文化論」として、財団の役割や文化事業について学ぶ機会を提供した。

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 

島根県内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。 

 

・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、「県民手づくり第九コンサート」、「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

助成を受けて行う研修会や、先端技術を学ぶ研修会を実施した。 

■ステージテクニカルアカデミー2019（出前研修及び実践研修）《再掲》 

■島根県舞台技術研修会（演出効果機器の情報提供、機能を学ぶ聴講型研修会） 

 

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。 

 ・地域活動を支える人材の育成 

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」を通年で開催した。 
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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。1994 年以来、26 年間に渡り発行してきたが、3 月末の発行

が最終号となった（令和２年度に県民会館の情報誌としてリニューアルを予定）。 

 

・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 

 

舞台技術研修会 

 

  

■文化芸術活動支援事業の成果と課題 

〇成果 

・舞台公演を支えるために必要な人材の充実を図るため、ターゲットごとの研修会を

組立てるとともに、実践する機会を提供した。また、地域との連携による魅力向上や

舞台公演に必要な知識を習得できる講座など、学校との連携を継続して行った。 

・公立文化施設の能力を向上させる研修会は、助成金などの活用により、中山間地域

に出向く出前研修会のほか、外部講師を招いた研修会を実施した。 

 

〇課題 

・島根県の文化芸術活動を支えるためには、舞台技術者の人材育成や公演制作のノウ

ハウを学ぶ機会の提供が必要である。今年度も課題の解決に向けて研修会の開催や

情報提供を継続しているが、年々参加者が減少している傾向にある。 

・地域や施設ごとに課題が違うため、実情に合わせた組立を行う工夫が必要である。 

 

 

（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。 
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②誘客促進事業 

  事業名 会場 開催日 参加者数 

夏休み企画☆乗り物ひろば 

     『おはなしレストラン』 

共用ロビー 8月 17日（土） 300人 

夏休み親子バックステージツアー 大ホール 8月23日（金） 34人 

どう行列での県民会館屋上解放 屋上 10月20日（日） 48人 

クリスマスイルミネーション企画 

『カスタム雪だるま』 

共用ロビー 11月17日（日）～

12月25日（水） 

－ 

 

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。 

親子バックステージツアー 夏休み企画☆乗り物ひろば まつえ市民大学 

 

⑤利用促進 

〇入館者数実績 

入館者数 
令和元年度実績 平成 30年度実績 

423,066 人 454,268 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。 

 

 

事業名 会場 開催日 参加者数 

まつえ市民大学連携「ふるさと発見コー

ス」「第7回しまねを元気にする文化の

殿堂「島根県民会館」の機能を探る！」 

大 ホ ー ル

ほか 

9月 20日（金） 55人 
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■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として、子供向けイベント「乗り物ひろば」・

「バックステージツアー」やどう行列に合わせた屋上の撮影スポット開放、イルミ

ネーションの参加型コーナー設置など賑わい創出に努め、親しみを持つことへもつ

なげた。 

〇課題 

・情報誌「キャッチ」は、県内の文化情報を集めた情報誌として 26 年間に渡り発行し

てきたが、スマートフォンなどで情報収集する人が増えてきており、県内全域の文化

情報としては紙媒体よりも WEBを中心にすべきという意見が多くなってきた。 

・一方、県民会館自体の情報提供を行う媒体は、WEBと紙媒体のイベントカレンダーで

行っているが、県民会館自体の取組みが充分に知られていないという意見が多く聞か

れており、発信すべき情報を整理しより良い形にしたいと考えている。 

 

 

（５）貸館事業の実施状況 

①施設利用の実績 

新型コロナウイルス感染症拡大前は前年度を大きく上回る見込みで推移したが、３

月利用が軒並みキャンセルとなった。キャンセルに際し、主催者が新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止の観点から行った場合、県の要請により利用料は徴収しないこ

ととし、納付済みの利用料については返還を行った。こうした対応もあったが、２月

までの利用料収入が好調だったため、年度当初の目標は上回ることができた。 

 

〇稼働率・利用料金収入実績 

施設名 年間目標 令和元年度実績 平成 30年度実績 

大ホール 66％  55％ 61％  

中ホール 71％ 66％ 73％ 

リハーサル室 72％ 82％ 86％ 

会議室 46％ 42％ 43％ 
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展示・多目的ホール 46％ 47％ 46％ 

利用料金収入 70,000,000 円 78,192,340円 82,018,285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 

 

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。 

  [令和元年度の適用件数：1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 
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■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。 

[令和元年度の適用件数：56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。 

このほか、従来は、「公共的な活動を行う障がい団体・福祉団体等が主催す

るもので広く県民福祉の向上に資する内容と判断されるもの」については「そ

の他、理事長が特に認めるもの」として減免対象としていたが（年間1～2件程

度）、規程上も明示した方が良いという意見があったことから、改正し対応を

行った。 

 

   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。 

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 
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b減免適用 

文化団体 677 件、教養講座 328 件、学校関係 206 件、その他 43 件、合計 1,254 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。 

 

（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、照明、映写等、公演に必要な技術を提供した。また、外部技術者が乗り込

んで行なう舞台公演では、公演計画に沿った技術サポートや安全管理、施設のルール

による利用指導を行った。 

事前打合せの充実、CADを利用した舞台図面による見える化、公演への助言、ノウ

ハウを活かした舞台作り等、納得の行く舞台公演を実現させて利用者満足度の向上を

図っており、毎年開催される催し物については、過去に蓄積したデータから、準備時

間の効率化や過去に抱えた課題の解決を行なった。 

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。 

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 
公共的団体のうち、障がい団体・福祉団体等が主催して行う大会等で

理事長が認めるもの。 
２割 

9 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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 b主催者支援 

催し物の企画・施設の運営・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。また、チケット預かり販売、コイン式コピー機設置（原稿流し込みができる

機種に変更）、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、子育て支援につながっている。 

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）、

子供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。 

   

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、その翌平日を休館日として対応した。 

 

   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】 

・有料駐車場での事故 

（利用者の不注意によるもの） 

・利用者の体調不良 

（救急車手配ほか） 

・新型コロナウイルス関連 

（払戻、貸館催事の延期・中止の

要望又は抗議） 
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主催事業については、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 

1968年9月の開館以来、５１年が経過しており、耐震補強はされたものの、施設・設

備の老朽化が進んでいる。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 

大変満足

78%

まあ満足

21%

やや不満

1%

非常に不満

0%

公演満足度

（無回答除く）

【主な苦情・要望】 

・駐車場が少ない（来館者） 

・大ホールの階段が急で怖い、上

り下りが大変、身体が不自由な方

には無理（ホール来館者） 

・客席の座席が狭い、窮屈（ホール

来館者） 

・トイレが少ない、古い、ウォシュ

レット希望（ホール来館者） 

・楽屋が少ない（ホール利用者） 

・ホールが寒い、または暑い（ホー

ル来館者） 

8 月に行ったチケット販売シス

テムの切替えに際し、クレジッ

ト決済やコンビニ発券が増える

よう WEB 上の案内の見直しを

行った。 

システムで管理することで、購

買履歴などのデータが整理でき

るようになってきており、満足

度だけでなく販売促進に向けた

データ管理を今後も進めて行き

たいと考えている。 
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○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、特命随意契約 

・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、海外製品などは、国内代理店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 

・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 41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施設のルールを定め、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
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元に教育指導等を通して安全に努めた。 

特に、災害のなかでも火災が発生した際の実践的な対応を中心に、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のポイントを絞り訓練を行った。 

 

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 

   ・避難誘導訓練の実施 

  

  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。 
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■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。 

 

（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 日程・開催地 参加者 

公共劇場舞台技術者連絡会総会 5/7-8大阪 3 

舞台音響入門講座 5/9 東京（世田谷） 1 

舞台照明入門講座 5/10 東京（世田谷） 1 

全公文中四国支部委員会 6/27-28高知 1 
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地域創造ﾌｪｽ、ﾁｹｯﾄかながわ視察 7/30-8/1東京 2 

ﾁｹｯﾄかながわ視察 7/31-8/1東京 1 

劇場演出空間技術展 8/30-31東京 1 

舞台技術者連合「基礎」講座 9/10 広島 2 

ｽﾃｰｼﾞﾗﾎﾞ富士見ｾｯｼｮﾝ 6/25-28埼玉（富士見市） 1 

公共劇場舞台技術者連絡会 9/3-4東京 1 

全公文第 2回支部委員会 10/17-18米子 1 

国際放送機器展 Inter BEE  11/13-14千葉 1 

中四国業務管理研究会 11/14 高松 1 

全公文中四国業務管理研究会 11/14～15高松 1 

地域別舞台技術職員研修会 1/16-17岩国 1 

全国ｱｰﾄﾏﾈ・舞台技術研修会 2/5-7東京 1 

全公文第 3回支部委員会 2/13～14高知 1 

公共劇場舞台技術者連絡会 2/19～21長野（上田市） 2 

消防訓練（夏） 8 月 全職員 

消防訓練（冬） 2 月 全職員 

バリアフリー、人権・障がい研修

（視覚障がい者対応） 

9 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 

   

 

 

（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。 
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○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 

インクルーシブ・シアター  

伝統芸能発信公演「芸能開闢古事記」 

県内アーティスト発掘事業 

地域ステージ事業  

文化庁（しまね地域連携文化芸術創造

発信実行委員会） 

しまね伝統芸能祭  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 2019   一般財団法人地域創造 

 

 

 

 


