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1　施設管理の充実

2　利用者サービスの向上

管理業務の実施状況

3　主催事業は別紙－米子市公会堂1のとおり

4　施設管理業務は別紙－米子市公会堂2のとおり

の収入実績

平成29年度　米子市公会堂の管理業務に関する事業報告書

施設の利用状況 施設の利用状況は別紙－米子市公会堂3のとおり

使用料（利用料金） 施設の利用収入は別紙－米子市公会堂3のとおり

(1)改修工事に含まれていなかった旧式の消火ポンプ起動盤の交換や、経年

劣化がみられた自家発冷却水ホース交換を実施した。  

 

(2)柱や扉の色塗りや襖の修理など館内の小修繕や、クッションガードの取り

付け等の作業を できる限り職員で行いコスト削減に努めた。  

 

(3)施設周辺の歩道を国交省の「ボランティアロード」として除草作業を行った

り、民間企業と協働で花壇の花植えを行ったりと、清掃や植栽に力を入れ地

域の環境美化に努めた。 

(1)大ホール舞台登壇用の階段に着脱可能な手摺を設置し、高齢者や子ども

たちにやさしい施設づくりを進めた。 

 

(2）インターンシップや若者サポートステーションなどの職場体験を積極的に

受け入れ、社会貢献に努めた。 

 

(3)公式Facebook等のインターネット分野と、テレビ・ラジオ等のマスコミ分野を

効果的に使い、市民へ向けての情報提供に努めた。 

 

(4)NHK交響楽団米子公演を開催し、普段地方では聴く機会の少ない、上質

な生演奏を市民に提供することができた。 

 

(5)市民交流事業として、地元米子出身の作曲家、高木東六を顕彰する 「高

木東六の世界」を開催し、声楽や舞踊を通して、大勢の市民に氏の素晴らし

さを知ってもらうことができた。    



別紙-米子市公会堂１

主催事業実施状況

区分 事　　業　　名 開催日
入場(参加）

者数
備　　　考

ホワイエコンサートを実施。地元を中心としたアーティ
ストによる演奏を気軽に楽しんでもらう。今年度は10
周年記念コンサートを大ホールで開催した。
会場：ホワイエ（②は大ホール）

①4/10(月)昼 159 「うららかな春の笛物語」

②9/18(月・祝)昼 783 虹のひろば１０周年記念コンサート

③11/17(金)夜 155 「トランペット・コンチェルトの夕べ」

④1/24(水)昼 88 「尺八と箏の調べ」

（共催：虹のひろば実行委員会） 入場料：一般500円　（②は1,000円）

4/24（月） 300

参加費無料

5/21(日） 1,102

（共催：鳥取県文化振興財団） 入場料：Ｓ席3,500円 A席3,000円　高校生以下2,000円

メイン事業

NHK交響楽団演奏会
米子公演

7/18(火） 1,002

（共催：鳥取県文化振興財団） 入場料：Ｓ席9,000円 A席7,500円　高校生以下2,000円

上妻宏之コンサート2017 9/2(土） 968

（共催：鳥取県文化振興財団） 入場料：一般4,500円　高校生以下2,000円

11/11（土） 271

（共力：米子シネマクラブ） 入場料　前売券500円、ペア券800円（当日100円増）

鳥取県文化振興財団と共催で、邦楽公演を開催。新
世代三味線の上妻宏光の演奏により、普段聴く機会
の少ない和の創作ステージを楽しんでもらった。
会場：大ホール

文化庁所蔵の懐かしい名画を大スクリーンで鑑賞す
る機会を市民に提供し、映画の良さを認識してもら
う。本年度は１日開催。ペア券を設定、地元歌手によ
る歌謡ショーを開催し集客に努めた。
会場：大ホール

公会堂　虹のひろば

Feelおでかけ事業
「JAZZを楽しもう！」

地元出身のドラマー横田誓哉が所属するブラックボト
ムブラスバンドによる市内小学校でのアウトリーチ。
小学生に生の演奏を身近で聴いてもらい音楽や楽
器の素晴らしさを体験してもらった。
会場：福生西小学校

鑑
賞
事
業

鳥取県文化振興財団と共催で、落語の独演会を開
催した。出演はテレビ等でも活躍中の春風亭昇太。
本格的な落語を市民に楽しんでもらった。
会場：大ホール

今年度のメイン事業として、鳥取県文化振興財団と
共催でクラシックコンサートを開催。ソリストにヴァイオ
リニストのレーピンを迎え、質の高いフルオーケストラ
の演奏を市民に提供した。
会場：大ホール

春風亭昇太　独演会

米子なつかしの名画劇場



区分 事　　業　　名 開催日
入場(参加）

者数
備　　　考

入場料：無料

①5/20(土)21(日) 500 春の文化祭(全館）

②7/14(金) 150 七夕まつり（前庭：米子南高校と共催）

③8/14(月) 250 「米子盆踊り」（前庭：米子盆踊り実行委員会に協力）

④8/19(土) 700 夏祭り（前庭：角盤町商店街振興組合と共催）

⑤10/14(土) 320
ハッピー・ハロウィン（前庭、近隣をパレード:角盤町
商店街振興組合と共催)

⑥10/21(土) 400 高木東六の世界（大ホール、ホワイエ)

⑦12/8(金） 200
マチナカクリスタル点灯式（前庭：米子南高、米子工
業、県電業協会西部支部と共催）

9/28(木) 872

（共催：米子市教育委員会） 入場料：無料（往復はがきによる抽選）

8/1（火) 12

（共催：米子高専） 参加費：無料

財団連携事業

お仕事チャレンジ大作戦
舞台体験コース

8/10（木） （20）

参加費：無料

財団連携事業

米子市文化財団フェスティバル 11/3（金・祝） （1081）

参加費：無料

8,232 （　）の人数は除く

（9333）

4年連続でＮＨＫ鳥取放送局、米子市と共催で公開
収録を実施。今年度は芸能ショーを開催し、大勢の
人気歌手やお笑いタレントが出演した舞台を市民に
楽しんでもらった。
会場：大ホール

市内小学生を対象に参加者を募集し、米子市文化
財団が管理している施設の解説とともに特色ある事
業（舞台の仕事）を体験して文化活動に対する関心
を高めた。
低学年コース・・・文化ホール（舞台技術体験）

合　　　　計

教
育
普
及
事
業

米子高専の電気情報工学科 石倉先生を講師とし
て、身近な材料を使って「クリップモーター」や「静電
気でおどるクラゲ」などを製作し、電気の持つ不思議
な力を学習した。
会場：集会室

米子市文化財団が管理している施設等が米子市児
童文化センターに集い、施設ごとの特色あるワーク
ショップ事業を体験してもらい、文化活動に対する関
心の向上につなげた。

参
加
型
事
業

公会堂を活用し、各団体や利用者、アーティストらと
連携を図りイベントを開催することで、市民交流やに
ぎわいを創出し中心市街地の活性化に努めた。
会場：ホワイエ、前庭、大ホール、える・もーる１番街

市民交流事業

NHK
五木先生の歌う!SHOW学校

米子高専連携事業

「電気の科学実験室」



別紙-米子市公会堂2

施設管理業務

前庭及び駐車場等清掃、館内定期清掃、シルバー人材センター前庭等清掃、エレベーター保
守点検、集会室柱補修下見、大ホール音響機器調整、集会室柱補修、受水槽・高架水槽清
掃、高架水槽漏水キャップ交換、花壇花植え、前庭他除草作業

その他

前庭及び駐車場等清掃、集会室空調異常停止確認、ヤマハピアノ保守点検、館内定期清掃、
舞台吊物保守点検、前庭芝サッチング、大ホール映像信号延長機修理

２月

３月

職員による館内日常点検巡回清掃（バス停含む）、日常清掃業務、夜間機械警備業務

前庭及び駐車場等清掃、制御盤保守点検、空気環境測定、前庭芝サッチング、発電機蓄電
池点検、電気設備点検、自家発電設備点検、集会室柱補修、大ホール客席空調機CO2濃度
計取付キット修繕、自家発冷却水ホース交換、消火ポンプ起動盤改造工事

前庭及び駐車場等清掃、シルバー人材センター前庭等清掃、空調設備保守点検、消防用設
備保守点検、スタインウェイピアノ保守点検、イルミネーション設置、舞台音響設備保守点検、
ホワイエピアノ保守点検、バス停清掃（ボランティア）、和室襖張替え

実施月 主な事項

４月
前庭及び駐車場等清掃、シルバー人材センター前庭等清掃、前庭他除草作業、前庭芝肥料
散布作業、エレベーター保守点検、大ホール棟扉塗装補修、大ホール楽屋扉他塗装補修、管
理棟玄関前朝顔植付、応接室ピクチャーレール取付

５月
前庭及び駐車場等清掃、シルバー人材センター前庭等清掃、前庭他除草作業、空気環境測
定、電気設備点検、前庭他植込み剪定、舞台吊物機構保守点検、和室廊下側襖補修

前庭及び駐車場等清掃、飲料水水質検査、電気設備点検、空気環境測定、段差解消装置点
検、駐車場側植込み剪定、エレベーター保守点検、管理棟1階女子トイレ漏水修理、和室障子
張替

１１月
前庭及び駐車場等清掃、シルバー人材センター前庭等清掃、舞台吊物機構保守点検、イルミ
ネーション設置、前庭他除草作業、電気設備点検、門柱取替工事、植込み芝刈り、管理棟集
会室扉塗装補修、空気環境測定

１２月

９月

１０月

１月

６月

前庭及び駐車場等清掃、舞台吊物機構点検、前庭他除草作業、前庭他植込み剪定作業、舞
台音響設備保守点検、電気設備点検、空気環境測定、自家発電機点検、舞台照明保守点
検、管理棟２階ベランダ扉丁番・プレハブ倉庫引戸戸車取替、舞台ライトボーダーケーブル交
換

前庭及び駐車場等清掃、前庭他植込み剪定作業、前庭高木選定作業、大ホール他扉補修、
大ホール反響板修理、空調設備保守点検、消防用設備保守点検、館内定期清掃、大ホール
客席扉調整

７月
前庭及び駐車場等清掃、前庭他除草作業、空気環境測定、電気設備点検、エレベーター保
守点検、飲料水水質検査、大ホール段差解消装置保守点検、ホワイエ展示ナビライン補修、
ホール棟上手側スプリンクラーポンプ交換

８月
前庭及び駐車場等清掃、プレハブ引戸及び管理棟階段踊り場非常口不良個所確認、前庭他
除草作業、前庭芝刈り、ホール棟上手スプリンクラータンクボールタップ修繕



別紙-米子市公会堂3

施設の利用状況

開館日数：359日

ホワイエ単独利用のみ

前庭単独利用のみ

677,690

4,717,240

405,173

8,800

ホワイエ

358

前　　庭

6,369208

38,680

3,565

30,135176149

和　　室 236

17,538,992

437,400－

145,207

食　　堂

－

－－

4,455合　　計

10,790,859

237 494 5,582 501,830

60,876大ホール 169

集会室

171

188

3,099

290

利用日数
(日)

利用者数
(人)

利用件数
（件）

備　考
利 用 料

(円)

リハーサル室



平成２９年度　米子市文化ホールの管理業務に関する事業報告書

1　施設管理の充実

（4）舞台照明設備改修工事を行い、照明システムを改善した。

2　利用者サービスの向上

3　主催事業は別紙－米子市文化ホール1のとおり

4　施設管理業務は別紙－米子市文化ホール2のとおり

（1）建物や設備品が経年劣化しており、不具合が生じないよう館内外の巡回点検を引
き続き強化した。イベントホール雨漏りの原因（汚泥による排水口の詰まり）を素早く掴
み適切に対応した。

（2）展示室及び応接室の壁クロスを張替えし利用に支障がないよう修繕した。

（3）空調機器改修工事を行い、空調システムを改善した。

（5）引き続き、施設周辺・歩道等のごみ拾いや除草・剪定を行うとともに、米子高校か
ら寄贈を受けた花苗を生徒たちと一緒に多目的広場のプランターへ植栽するなど周
囲の環境整備に努めた。

（1）利用者が安全に使用できるように楽屋トイレに手摺りを取付けた。
また、利用者が快適に使用できるようにロビーにソファーを追加設置するなど、利用者
の視点に立った管理を適切に行った。

使用料（利用料金） 施設の利用収入は別紙－米子市文化ホール3のとおり

の収入実績

（2）市民交流事業では米子市観光協会が取りまとめる「農と食のフェスタinせいぶ」に
参画した。多目的広場はステージでの発表、オープンスペースはスイーツ通りを開催
した。新たにメインホール及びイベントホールでの催しも加え、多くの来場者を集め米
子駅前周辺の活性化に繋げた。

（3）貸館業務では更なる利用者サービスの向上を目指し、受付案内をより迅速に行え
るようにするため、引き続き臨時職員を１人増員し、接客対応の充実を図った。

（4）利用促進を図るために、ホームページは適宜イベント（催し）やホール等の空き情
報を更新し、フェイスブックでは自主事業の様子を動画投稿するなど情報発信した。
また、館内情報コーナーでは、より分かり易いポスター掲示とチラシ設置に努め、利用
者から求められる情報を速やかに提供した。

施設の利用状況 施設の利用状況は別紙－文化ホール3のとおり

管理業務の実施状況



別紙-米子市文化ホール１

主催事業実施状況

区分 事　　業　　名 開催日 入場(参加）者数 備　　　考

連携事業

米子歴史絵巻「伊勢大神楽」 9/2(土） 370
米子市立山陰歴史館と共催で歴史的遺産を活用した事業「伊勢大神
楽」を解説を交え実施した。

（米子市立山陰歴史館共催）
（米子市児童文化センター協力）

会場：湊山公園　日本庭園
入場料：無料

連携事業

劇団四季ミュージカル
「ガンバの大冒険」

10/12(木） 1,154
米子市内の小学校６年生を対象に（財）舞台芸術センターが“こころの
劇場”として全国公演をしている劇団四季ミュージカル「ガンバの大冒
険」公演を米子市教育委員会と共催で実施した。

（米子市教育委員会共催）
会場：メインホール
入場料：無料

連携事業

ピアノと物語「ジョルジュ」 11/19(日） 350
鳥取県文化振興財団、BSS山陰放送と共催でピアノと物語ジョルジュ
公演を開催した。

（鳥取県文化振興財団共催）
（BSS山陰放送共催）

会場：メインホール
入場料：指定一律3,800円

2,576
（延べ人数）

地元の音楽団体による演奏会をジャンル別に開催し、演奏レベルの
向上と音楽活動の普及を図った。
サロンコンサートとして「イーライ・ガーフピアノコンサート」を開催した。
また、広報として米子市美術館と連携し第57回米子市美術展覧会の
オープニングで合唱の部に参加したグループが「米子市の歌」を披露
した。

入場料：サロンコンサート　一般500円　高校生以下無料

入場料：4コンサート共通券　一般500円　高校生以下無料

　6/11(日) (901) 合唱　　会場：米子市公会堂

　6/17(土) (500) ジャズ　　会場：米子市文化ホールメインホール

　6/18(日) (154) サロン　　会場：米子市文化ホールイベントホール

　6/24(土) (261) フリージャンル＆アカペラ　会場：米子市淀江文化センター

　6/25(日) (305) フリージャンル　会場：米子市淀江文化センター

　7/2(日) (455) アコースティック　　会場：米子市公会堂

童謡講座
市民へ童謡の普及を図るため、参加者が講師と一緒に歌う童謡講座
を実施した。

　　　　月曜コース（懐かしい童謡） 主に毎月第2月曜日10回 3，116
（延べ人数）

申込者数　379人　　　　  参加費　1,000円

　　　　木曜コース（新しい童謡） 主に毎月第4木曜日11回 784
（延べ人数）

申込者数　69人　　　　　　参加費　1,000円

　　　　チャイルドコース 主に毎月第4木曜日11回 246
（延べ人数）

幼児99人、大人147人　　無料

        わらべ館コンサート 6/5(月) ― わらべ館との連携講座、参加者数（313人）は月曜コースに含む。

　　　　童謡特別講座 3/4（日） 532 ゲストの歌手の指導によりコンサート形式で開催した。　入場無料

会場：（月曜・特別講座）メインホール

　　  　（木曜・チャイルド）イベントホール

1,234
（延べ人数）

ダンス・踊りの発表の場を提供するとともに、出演団体同士の相互交
流を図った。
会場：米子市公会堂

1/20(土） (635) 出演者数：446人

1/21(日） (599) 出演者数：375人

参加費：2,000円　入場料：各日1,000円

鑑
賞
事
業

参
加
型
事
業

第59回　米子市音楽祭

ダンス・フェス１ver.９



区分 事　　業　　名 開催日 入場(参加）者数 備　　　考

市民交流事業

「ネギ来ステージinスワンひろば・
ネギ来スイーツ通り」

10/21（土）
10/22（日） 4,000

多目的広場とオープンスペースを活用して、「農と食のフェスタinせい
ぶ実行委員会」と連携し、多目的広場で地元の名物料理などを販売
する「せいぶの農と食まつり」や「ステージイベント」を、オープンスペー
スで「スイーツ通り」を開催した。同日に米子コンベンションセンターで
「JAふれあいまつり」「米フェスタ」、米子駅前で「ネギ来まつり＆米子
駅まつり」が開催され、米子駅前周辺の回遊性創出に向けた事業が
展開でき、地域の活性化を図ることにつなげた。新たにメイン及びイベ
ントホールでの催しも加え実施した。

入場料：無料

「イルミネーション点灯式」 12/2（土） 117

多目的広場にイルミネーションを設置し、市民が憩える場を提供した。
点灯式（YONAGOファンタジア）をゴスペルオーブの合唱により開催し
た。

（鳥取県電業協会西部支部共催） 入場料：無料

「アカペラライブ＆YONAGOファンタジア」 12/16（土） 102
多目的広場でYONAGOファンタジア開催中にアカペラライブを開催し
た。

入場料：無料

鷲見三郎顕彰事業

入場料：無料(整理券発行）

Ｆeelおでかけ事業

「こたか保育園童謡コンサート」 5/24(水） 74

日頃、ホール等に足を運ぶ機会の少ない園児に手遊び歌を交えた参
加型の童謡コンサートを実施した。

場所：こたか保育園

出張料：無料

「まちジャズ」 8/19(土） 293

日頃、ホール等に足を運ぶ機会の少ない人に気軽に音楽イベントの
臨場感を味わっていただきたく中心市街地に出向き、ジャズコンサー
トを実施した。
　
場所：える・もーる商店街

出張料：無料

情報提供事業

通年 ―

文化ホール、公会堂、淀江文化センターの利用促進や事業告知をす
るためにホームページ等の更新を随時行った。新たに文化ホールの
フェイスブックを立ち上げた。3館の施設イベント案内情報誌Feelを毎
月発行し、友の会会員等に配布した。
発行数：月3,000部
会員数：155人

財団連携事業

お仕事チャレンジ大作戦！ 8/10（木) 20
　　　　　　　　　　　　　　舞台体験コース 低学年コース

会場：メインホール（舞台技術）
参加費：無料

財団連携事業

米子市文化財団フェスティバル 11/3(金・祝） [1,081]

場所：米子市児童文化センター
入場料：無料

15,438 [ 　]の人数は除く。

教
育
普
及
事
業

参
加
型
事
業

市内小学生を対象に参加者を募集し、米子市文化財団が管理してい
る施設の解説とともに特色ある事業（舞台の仕事）を体験して文化活
動に対する関心を高めた。

合　　　計

3/25（日） 470

学校や音楽教室の枠を越えた青少年管弦楽演奏者を育成し、音楽
文化振興に努めた。年間を通じた練習活動を実施し、年1回発表会を
行った。
演奏者数：米子ユースオーケストラ54人　ストリングジュニア11人
会場：メインホール

第25回　米子ユースオーケストラ演奏会

米子市文化財団が管理している施設等が米子市児童文化センターに
集い、施設ごとの特色あるワークショップ事業を体験してもらい、文化
活動に対する関心の向上につなげた。
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施設管理業務

実施月 主な事項

４月
上水道水質検査、空調衛生設備点検、加湿器点検他、敷地内樹木点検、花壇手入れ、ごみ置場
ボックス脚修理、暖房用ボイラー点検、パッケージエアコン点検、印刷機保守点検、ロビートイレひび
割れ補修、研修室ドアクローザー取替、イベントホール仮設ステージ金具２台分取替、施設周辺清掃

５月

上水道水質検査、電気設備点検、空調・衛生設備点検、空気環境測定、空調自動制御機器点検（省
エネチューニング含む）、舞台吊物点検、花壇手入れ、駐車券処理機点検、ロビーコピー機不具合点
検、和室エアコン不具合調整、ホワイエエアコン不具合調整、コピー機保守点検、印刷機保守点検、
せせらぎの川タイル補修、ロビー及びホワイエフロンガス漏れ修繕、施設周辺清掃

６月

上水道水質検査、エレベーター定期点検、花壇手入れ、雨漏り箇所現認調査、駐車券処理機不具
合点検、ツツジ剪定及び消毒、クスノキ剪定及び消毒、AEDパッド交換、コピー機保守点検、イベント
ホール雨漏り応急処置、多目的広場敷石補修、公用車点検、展示室ドアクローザー取替、施設周辺
清掃

７月

上水道水質検査、事務室空調設備改修工事、ガス設備安全点検、雨漏り箇所現認調査、飲料水水
質検査、消防用設備保守点検、電気設備点検、空気環境測定、イベントホール仮設ステージ金具６
台分取替、イス１０脚溶接修繕、消火器消火剤粉末８本分詰替、誘導灯５本分部品取替、トイレ水洗
バルブ取替、応接室クロス貼替、施設周辺清掃

８月

上水道水質検査、イベントホール及び展示室空調設備改修工事、雨漏り箇所現認調査及び清掃、
受水槽・高架水槽清掃、花壇手入れ、舞台吊物点検、駐車券処理機点検、舞台吊物点検、防火ダン
パー部品取替、ロビー電球LEDソケット取替、展示室クロス貼替及び扉塗装修繕、雨漏り箇所屋根補
修、楽屋洋式トイレ補助バー取付、施設周辺清掃

９月
上水道水質検査、クスノキ剪定、花壇手入れ、空気環境測定、空調設備不具合点検、電気設備点
検、自家発電設備点検、高圧電気メーター取替、雨漏り箇所現認調査、コピー機不具合点検、折りた
たみイス滑り止め部品取替、施設周辺清掃

１０月
上水道水質検査、ヤマハピアノ保守点検、中央監視盤不具合調整、オープンスペース自動販売機入
替、雨漏り箇所現認調査、多目的広場草刈作業、施設周辺清掃

１１月

上水道水質検査、多目的広場イルミネーション設置作業、電気設備点検、空調・衛生設備点検、コ
ピー機保守点検、ボイラー点検、空気環境測定、空調加湿器・全熱交換器点検、舞台吊物点検、中
央監視装置不具合復旧作業、花壇手入れ、楽屋トイレ配管詰まり修繕、多目的広場照明安定器２台
分取替、施設周辺清掃

１２月

上水道水質検査、ロビー及びイベントホールパッケージエアコン不具合点検、漏電調査、スタインウェ
イピアノ保守点検、舞台音響保守点検、舞台照明設備保守点検、展示室空調ダクト不具合調整、メイ
ンホール空調機器不具合調整、ロビー及びイベントホール空調機クランクケース取替、事務室照明安
定器１台分取替、事務室外壁雨漏り修繕、施設周辺清掃、年末休館中の建物及び敷地内巡回点
検、公用車スタッドレスタイヤ交換

１月

上水道水質検査、飲料水水質検査、舞台吊物点検、空気環境測定、電気設備点検、消防設備点
検、ボイラー機器保守点検、大楽屋アップライトピアノ調律保守点検、パッケージエアコン不具合点
検、ロビートイレ配管詰まり修繕、消火器９本分消火剤詰替、施設周辺清掃、年始休館中の建物及び
敷地内巡回点検

２月
舞台照明設備改修工事、舞台系統空調設備改修工事、上水道水質検査、文化ホール案内銘板等
設置、コピー機保守点検、駐車券処理機点検、ホワイエ防火扉部品取替、メインホール空調機器客
席用霜取り部品取替、公用車ドアミラー部品取替、花壇手入れ、施設周辺清掃

３月
上水道水質検査、電気設備点検、空気環境測定、自家発電点検、公用車点検、公用車普通タイヤ
交換、ロビートイレ配管取替工事、多目的広場イルミネーション撤去、施設周辺清掃

その他 夜間機械警備業務、日常清掃業務、定期清掃業務、エレベーター保守点検毎月1回実施
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施設の利用状況

開館日数：309日

施設名
利用日数

(日)
利用件数

(件)
利用者数

(人)
利 用 料

(円)
備　考

メインホール 192 203 49,753 11,468,638
2/1（木）～2/28（水）は舞台照明
設備改修工事のため使用停止

大楽屋 12 12 138 16,120 (単独使用件数のみ)

イベントホール 268 426 16,595 3,694,640
8/7（月）～8/18（金）は空調設備

改修工事のため使用停止

展示室 189 213 7,477 1,687,520
8/1（火）～8/31（木）は空調設備

改修工事のため使用停止

和　　室 206 248 2,894 851,110

研修室 296 759 11,202 1,723,470

練習室 290 642 4,622 810,700

オープンスペース 47 51 13,565 17,490

広　　場 40 42 7,155 1,550

合　　計 － 2,596 113,401 20,271,238



１　施設管理の充実

　　　機の不具合の発見に努めた。

　　　り・樹木剪定などを行うとともに、季節に応じてチューリップや水仙、ユリ、
　　　パンジーなどプランターを設置し、環境美化に努めた。

２　利用者サービスの向上

管理業務の実施状況

　　　外のダンスグループや、吹奏楽、ピアノ練習など幅広く利用していただいた。

　　　イベントホールの空き状況やイベント情報を随時提供した。

　　　館とともに出掛けて行き、持参した蓄音機やＳＰレコードに触れてもらった。
 　　　　また、高齢者施設に琴の演奏グループとともに出向き、生演奏を楽しんでい
 　　　ただいた。

３　主催事業は別紙-米子市淀江文化センター１のとおり

４　施設管理業務は別紙-米子市淀江文化センター２のとおり

施設の利用状況は別紙－米子市淀江文化センター３のとおり

施設の利用料収入は別紙－米子市淀江文化センター３のとおり

　（５）　事務室内に３種類の度数の老眼鏡を設置し、使用申請書の記入時など
　　　に貸し出しを行った。

使用料(利用料金)
の収入実績

施設の利用状況

　（１）　建設から２０年が経ち、設備や建物が経年劣化してきている。
　　　イベントホール空調室外機の２台のうち１台は、霜取機能が故障しており、

　（６）　ロビー及び事務室の照明器具の一部をLED化し、経費削減に努めた。

　（４）　降雨時や降雪時には、特に館内外を念入りに巡視し、雨漏りや空調室外

　（５）　来館者に気持ちよくご利用いただくため、こまめに施設周辺の除草・草刈

　（１）　身体障がい者等の駐車場スペースの白線を専門業者に引き直してもらうと
　　　ともに駐車スペースの表示三角コーンを設置し、分かりやすくした。

　（２）　大ホールやイベントホールの時間単位の練習利用を広くＰＲし、米子市内

　（３）　大ホールホワイエのブラウン管型モニタ２台を液晶型モニタ２台に変更し、

　（６）　市内の小学３年生を対象にした「古い道具と昔のくらし」に山陰歴史

　（３）　大ホール客席ストッパーゴム＜114席分(２期目）＞を年次的に交換して、

　（４）　ホームページ・Facebook・中海テレビ文字情報等を利用し、大ホールや

　　　より高画質で視聴できるようにした。

平成２９年度　米子市淀江文化センターの管理業務に関する事業報告

　　　お客様に快適に過ごしていただけるよう努めた。

　（２）　毎日館内外の巡回点検を行い、天井灯の電球をこまめに交換したり、第２
　　　会議室の壁クロスの一部を貼るなど小修繕は職員が行った。

　　　冬季になると逐一職員が屋上に上がり霜取りを行った。暖房の効きが悪い

　　　サービス低下とならない対応を行った。
　　　場合に備え、米子市役所淀江支所から大型灯油ストーブを借りて利用者
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主催事業実施状況　　　　　　　　　　　　

区分 事　　業　　名 開催日
入場(参
加）者数

備　　　考

星空コンサート

（音の絵本制作委員会、米子星の会、さ
なめラララ♪すてーじ実行委員会、米子
市児童文化センターと連携）

「桜奏（ハルカナデ）」と題して、満開の桜を見ていただき
ながら、琴アンサンブル、声楽、サックスと手回しオルガ
ンなど様々な楽器によるコンサートを実施した。

会場：ロビー
入場料：一般500円、高校生以下300円

クリスマスジャズナイトと称して「Trio de amizade」のフ
リューゲルホルン、フルート、ピアノの編成のコンサートを
子どもから大人まで楽しんでいただいた。

  (さなめラララ♪すてーじ実行委員会共催)
会場：イベントホール
入場料：一般500円、高校生以下300円

 (特定非営利活動法人こども未来ネットワークと連携)

地域の人たちの作品展示の場としてロビーを提供し、地
域活性化の一端を担った。
また、平日や日曜日の昼間にレコードを鑑賞できる場を
提供した。（総計5,263人）

4/1（土)～
3/31(土)

3,138 さなめ木彫会作品展示　

4/29（土・祝）
～5/7（日）

719 ちょこっと寫眞展　町住喜画　‐よどえ今昔‐

2/2（金）～12
（月・祝）

773
淀江の魅力再発見！「フォトコンテスト2017写真展」
（よどえまちづくり推進室共催）

4/11・5/9・
6/13・7/11・
8/8・9/12・

10/10・11/７・
12/5・1/9・
2/6・3/13

（火)、
10/15（日)

436

ランチタイムレコード

平日の昼間を中心にLPレコードを鑑賞できる場を提供
し、リクエストに応え日曜日にも1度開催した。

また、40回記念には蓄音機でSPレコードを聴く機会を提
供し、多くの方にアナログレコードの良さを再認識してい
ただくとともに、音楽を通じて文化向上に努めた。

2/19(月） 107

米子市立山陰歴史館学芸員とともに、小学３年生の社
会科「古い道具と昔のくらし」のゲストティーチャーとし
て、持参した蓄音機とＳＰレコードなどに触れてもらった
り、音楽を聞いてもらったりした。

会場：米子市立福米西小学校

3/3(土） 90

毎年恒例のロビーコンサート「さなめラララ♪すてーじ桜
奏」の出演者とともにいずみの苑に出掛け、施設の方に
琴３面の生演奏を楽しんでいただいた。

会場：いずみの苑

さなめラララ♪すてーじ

4/8（土） 115

ファミリーコンサート

～音楽のおもちゃ箱～

110

10/9（月・祝） 336

373

勝田町一番地寄合楽団による演奏で、親子でゆったり
音楽鑑賞していただくファミリー向けコンサートを1日２ス
テージ実施した。
音楽鑑賞だけでなく、ホワイエでの木のおもちゃ体験
コーナーも大変好評であった。

会場：大ホール
入場料：大人500円、中学生以下300円（当日各200円
増）

12/8（金）

鑑
賞
事
業

星がきれいに見える淀江をＰＲするため、朗読と生演奏
で星に纏わる物語「モチモチの木」や「ソメコとオニ」を紹
介した。今年は、天候が悪く屋外で星の観察はできな
かった。

会場：大ホール
入場料：一般500円、高校生以下300円、親子ペア700
円、未就学幼児無料(当日各100円増)

7/22(土)

市民交流事業

Feelおでかけ事業



区分 事　　業　　名 開催日
入場(参
加）者数

備　　　考

こども夢広場

 （よどえ夢まつり実行委員会と連携）

 利用促進事業

～おためし練習利用～

開放舞台。

 財団連携事業

お仕事チャレンジ大作戦！
舞台体験コース

（米子高専･美術館と連携） 8/21（月） 26

科学教室「色つきスライムづくり」「ドライアイスで遊ぼう」
（小学４年～６年生対象）

会場：イベントホール
参加費：100円

財団連携事業

米子市文化財団フェスティバル

スマートフォン教室
2/27(火)
3/27(火)

14

株式会社中海テレビ放送と連携して、スマートフォン教
室を開催し、スマートフォンの安全な使い方などの初歩
を学習してもらった。

参加費：無料

8,960 〔　　〕の人数は除く。

教
育
普
及
事
業

米子市文化財団が管理している施設等が米子市児童
文化センターに集い、施設ごとの特色あるワークショップ
事業を体験してもらった。
米子市淀江文化センターは『ランチタイムレコード』を実
施。

会場：米子市児童文化センター

〔1,081〕11/3(金・祝)

 米子高専連携事業

　　　　夏休みこども体験教室

自由工作「こまの不思議を体験しよう」では、まわる秘密
を探ったり、さまざまな形のコマを作った。
（小学1年～３年生対象、保護者同伴）

会場：イベントホール、参加費：100円
連携：米子市美術館

市内小学生を対象に参加者を募集し、米子市文化財団
が管理している施設の解説とともに特色ある事業（舞台
の仕事）を体験してもらい、文化活動に対する関心を高
めた。

会場：米子市文化ホール（舞台技術体験）
参加費：無料

10/15（日） 2,644

10/13（金）・
10/14（土）

合　　　　計

52

8/21（月） 27

8/10（木） 〔20〕

参
加
型
事
業

第34回よどえ夢まつりに協賛して「おはなし広場・ランチ
タイムレコード」のほか、Dr.ＹＵＢＩによる音楽ショーなど
を実施した。

会場：イベントホール・ホワイエ・玄関前広場
入場料：無料

ホールの利用促進に繋げるために、大ホールで反響板
とベーゼンドルファーピアノを低料金で利用いただい
た。

会場：大ホール舞台



別紙-米子市淀江文化センター２

施設管理業務

日常清掃業務、定期清掃業務、夜間機械警備業務

７月
ゴキブリ駆除剤設置、会議室机キャスター交換、イベントホール机キャスター点検、搬入口樹木
殺虫剤散布、駐車場・中庭・裏玄関・楽屋外の草刈、電気設備定期点検、空気環境測定、ロ
ビー排煙窓点検

８月
雨漏り点検、点字ブロック再貼付、１階ロビー室内機修理、中庭等除草剤散布、排水路清掃、
駐車場及び中庭草刈、冷温水発生機点検、駐車場周辺・楽屋裏草刈り、空調機器中間点検

６月
避雷針点検、駐車場・楽屋裏除草、前庭剪定、玄関入り口照明（キャノピー）全ボルト交換、舞
台吊物保守点検、舞台照明点検、雨漏り点検、１階ロビーエアコン室内機ドレン排水漏れ修
理、会議室机キャスター交換、ユリプランター設置、身障者駐車場白線引き

実施月 主な事項

４月
トイレフロート修理、客席足元灯電球交換、ボイラー臨時点検、雨漏り点検、駐車場清掃、駐車
場・玄関アプローチ周辺草刈、排水路及び屋上清掃、チューリップ及び匂い水仙のプランター
設置

５月
前庭・駐車場の草刈、玄関及び裏玄関前除草剤散布、楽屋屋上泥除去及び清掃、第１会議室
の蜂の巣撤去、空気環境測定、電気設備定期点検、空調機冷暖房切替

３月

雨漏り点検、第２会議室長机ネジ締め、電気設備定期点検及び臨時点検、空気環境測定、舞
台吊物設備保守点検、自家発電設備点検、誘導灯バッテリー交換、第２会議室壁紙補修、
チューリップ・水仙・ムスカリプランター設置、ロビー４カ所・事務室内５灯ＬＥＤ化改修工事、屋
上柱型笠木補修工事、屋上冷温水ポンプ整備、事務室空調機モーター交換

２月

雪かき、ホワイエトイレ灯・ホワイエ２階天井灯・楽屋通路天井灯・風除室天井灯球交換、冷温
水発生機点検、消防設備点検、イベントホール室外機故障応急復旧(未修理）、大ホール手す
り修理、地下タンク点検、ピアノ庫加湿器増設、大ホール客席ストッパーゴム交換、イベントホー
ル横玄関柱補修工事

９月

大山消防立ち入り検査、ホワイエ非常口ドア調整、大ホール掛け階段滑り止め素材貼り、イベ
ントホール横出入口風除室床目地補修、電気設備定期点検、舞台吊物保守点検、自家発電
設備定期点検、空気環境測定、玄関前・中庭・駐車場周り除草及び草刈り、上手袖幕縫合、雨
漏り点検、スズメ蜂の巣撤去、搬入口樹木オコゼ駆除、消防設備機器点検、ホワイエガラス交
換、油地下タンクマンホールパッキン取替、ホワイエ非常口ドアチェック交換

１０月

吸収式冷温水発生機改修工事、搬入口けやき付近の中海ケーブル線にカバー設置、けやき
剪定、搬入口樹木剪定及び殺虫剤散布、空調機冷暖房切替、点字ブロック再貼付、雨漏り点
検、２階ロビー女子トイレ換気扇修理、駐車場の泥及びがれき除去、テレビ受信障害対策工
事、駐車場花壇に水仙・チューリップ等の球根植付

１１月
前庭・駐車場及び中庭落葉清掃及び溝清掃、雨漏り点検、男性楽屋洋式トイレ修理、プラン
ター植え替え、２階ロビ－女子トイレ及び多目的トイレ手洗い水栓目詰まり清掃、空調フィル
ター清掃、空気環境測定、電気設備定期点検、イベントホール横玄関フロアヒンジ取替工事

１２月
ホワイエ女子洋式トイレ修理、公用車タイヤ交換、第２会議室ブラインド修繕、ヤマハピアノ保守
点検、イベントホール天井灯球交換、音響設備点検、誘導灯バッテリー交換、舞台吊物保守点
検、つつじ2本植栽

１月
１階ロビー天井灯球交換、空気環境測定、ベーゼンドルファーピアノ保守点検、イベントホール
室外機故障応急復旧、空調自動制御装置点検、電気設備定期点検、駐車場周辺樹木剪定、
玄関点字ブロック再貼付、雪かき

その他



別紙-米子市淀江文化センター３

施設の利用状況

308 日

利用日数
(日)

利用件数
(件)

利用者数
(人)

利 用 料
(円)

施 設 名

開館日数：

5,722,892

5 5 0 9,340

136 144 24,765

楽屋

958,840

168 186 11,741

7,274

1,573,088

備　考

イベントホール

会 議 室 等

前　広　場

合　　  計

0

― 818 46,041 8,264,160

27 27 2,261

244 456

大 ホ ー ル



 様式第３号(第3条関係）

金　　額 金　　額

指定管理料収入 163,477,000 人件費 74,344,573

館長（２人）

利用料収入 46,074,390 副館長（２人）

企画員（２人）

事業収入 5,253,595 企画員兼事務員（２人）

管理員兼事務員（１人）

舞台技術員（３人）

管理員（７人）

事務員（４人）

施設費 111,717,367

旅費交通費 47,582

通信運搬費 990,880

手数料 437,940

広告料 0

消耗什器備品費 540,664

消耗品費 2,211,505

補助金等収入 526,138 修繕費 4,379,642

印刷製本費 317,516

雑収入 947,636 燃料費 1,071,477

光熱水料費 30,545,298

賃借料 809,008

保険料 484,230

租税公課 9,308,000

支払負担金 226,134

委託費 60,347,491

施設事業費 10,499,798

事務局費 14,968,000

収支差額 4,749,021

216,278,759 216,278,759

＊ 3館合計では、財団繰入金と収支差額を相殺し記載しているため、各施設の合計額とは異なる。

合　　計 合　　計

米子市公会堂・同文化ホール・同淀江文化センターの管理業務の実施に係る収支状況（平成29年度）

収　入　（円） 支　出　(円）

項　　　目 項　　　目



 様式第３号(第3条関係）

金　　額 金　　額
指定管理料収入 60,413,000 人件費 21,996,868

副館長（１人）
利用料収入 17,101,592 企画員（１人）

舞台技術員（１人）
食堂使用料 437,400 管理員（４人）

事務員（１人）
食堂光熱水費 400,035

事業収入 1,266,200 施設費 41,600,240
①なつかしの名画劇場 156,500 旅費交通費 31,470
②虹のひろば 1,075,700 通信運搬費 338,210
③市民交流事業 34,000 手数料 227,124
④Feelおでかけ事業 0 広告料 0
⑤NHK交響楽団演奏会 0 消耗什器備品費 90,990

消耗品費 859,434
修繕費 980,640

補助金等収入 526,138 印刷製本費 157,490
燃料費 0

雑収入 190,464 光熱水料費 10,336,901
電気代 8,472,021
ガス代 1,071,712
水道代・下水道代 793,168

賃借料 178,836
保険料 121,590
租税公課 4,811,200
支払負担金 66,508
委託費 23,399,847

施設内及び公衆便所清掃費
敷地内清掃・樹木剪定費
受水槽・高架水槽清掃費
エレベーター保守点検
空調設備保守点検費
RF-1(地下リターンファン）
客席保守点検費
自動制御設備
非常用バッテリー保守点検費
自家発電設備保守点検費
消防設備点検費
舞台照明設備点検費
舞台音響設備点検費
舞台吊物点検費
スタインウエイ保守点検費
ヤマハピアノ保守点検費
寄贈ヤマハピアノ保守点検
舞台設備操作費
夜間警備委託
空気環境測定費
昇降機保守点検

施設事業費 3,630,339
①なつかしの名画劇場 245,893
②虹のひろば 1,234,769
③市民交流事業 1,098,705
④Feelおでかけ事業 50,972
⑤NHK交響楽団演奏会 1,000,000

事務局費 6,579,000
収支差額 6,528,382

80,334,829 80,334,829合　　計 合　　計

米子市公会堂の管理業務の実施に係る収支状況（平成29年度）

収　入　（円） 支　出　(円）

項　　　目 項　　　目



 様式第３号(第3条関係）

金　　額 金　　額
指定管理料収入 64,870,000 人件費 36,221,753

館長（１人）
利用料収入 20,271,238 副館長（１人）

企画員（１人）
事業収入 3,555,195 企画員兼事務員（１人）

①米子市音楽祭 1,590,500 管理員兼事務員（１人）
②童謡講座・特別講座 489,200 事務員（３人）、管理員（２人）
③米子ユースオーケストラ 6,375 施設費 41,451,314
④ダンス・フェス１ 1,282,000 旅費交通費 10,240
⑤市民交流事業 0 通信運搬費 360,069
⑥Feelおでかけ事業 0 手数料 171,828
⑦情報提供事業 187,120 消耗什器備品費 243,580
⑧歴史絵巻 0 消耗品費 778,406

修繕費 2,176,474
印刷製本費 139,996
燃料費 61,131
光熱水料費 13,643,247

電気代 12,425,603
ガス代 455,397
水道代・下水道代 762,247

雑収入 283,659 賃借料 440,105
自動販売機電気代、コピー代金 283,659 保険料 187,160

租税公課 3,175,300
支払負担金 88,188

財団繰入金 1,058,220 委託費 19,975,590
清掃委託費
施設外清掃費（樹木管理含む）
受水槽・高架水槽清掃費
警備費
昇降機保守点検費
自家発電設備保守点検費
消防用設備機器保守点検費
舞台照明保守点検費
舞台機構保守点検費
舞台音響保守点検費
舞台設備操作費
ヤマハピアノ保守点検費
スタインウェイピアノ保守点検費
カワイピアノ保守点検費
空調自動制御点検費
空調パッケージ保守点検費
空調設備維持管理費
ボイラー衛生換気保守点検費
空気環境測定費

施設事業費 6,247,245
①米子市音楽祭 1,497,621
②童謡講座・特別講座 991,637
③米子ユースオーケストラ 1,860,459
④ダンス・フェス１ 1,209,187
⑤市民交流事業 144,206
⑥Ｆeelおでかけ事業 75,055
⑦情報提供事業 444,488
⑧歴史絵巻 24,592

事務局費 6,118,000

90,038,312 90,038,312合　　計 合　　計

米子市文化ホールの管理業務の実施に係る収支状況（平成29年度）

収　入　（円） 支　出　(円）

項　　　目 項　　　目



 様式第３号(第3条関係）

金　　額 金　　額

指定管理料収入 38,194,000 人件費 16,125,952
館長（１人）

利用料収入 8,264,160 企画員兼事務員（１人）
舞台技術員（２人）

事業収入 432,200 管理員（１人）
①星空コンサート 140,000
②ラララ♪すてーじ 109,100
③ファミリーコンサート 159,800 施設費 28,665,813
④市民交流事業 23,300 旅費交通費 5,872
⑤Feelおでかけ事業 0 通信運搬費 292,601

手数料 38,988

消耗什器備品費 206,094
消耗品費 573,665

補助金等収入 0 修繕費 1,222,528
印刷製本費 20,030
燃料費 1,010,346
光熱水料費 6,565,150

雑収入 73,478 電気代 6,099,785
ガス代 1,684
水道代・下水道代 463,681

賃借料 190,067
財団繰入金 721,141 保険料 175,480

租税公課 1,321,500
支払負担金 71,438
委託費 16,972,054

清掃委託費

自家発電設備保守点検費

警備費

消防用設備機器保守点検費

舞台照明保守点検費

舞台吊物装置保守点検費

AV設備保守点検費

舞台設備操作費

舞台照明設備操作委託費

ベーゼンドルファーピアノ保守点検

ヤマハピアノ保守点検

スタインウェイピアノ保守点検

空調設備維持管理費

空気環境測定費

樹木剪定費

スズメ蜂駆除

施設事業費 622,214
①星空コンサート 269,740
②ラララ♪すてーじ 109,850
③ファミリーコンサート 192,349
④市民交流事業 44,515
⑤Feelおでかけ事業 5,760

事務局費 2,271,000

47,684,979 47,684,979合　　計 合　　計

米子市淀江文化センターの管理業務の実施に係る収支状況（平成29年度）

収　入　（円） 支　出　(円）

項　　　目 項　　　目


