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平成３０年度自主事業の実施状況について 

 



平成30年度　米子市公会堂自主事業報告 実施中か今後実施予定

区分 参加者数 収入額（円） 支出額（円）

米子市公会堂　虹のひろば ①4/23(月)夜 132

②8/26(日)昼 488

③11/15(木)昼 171

④3/25(月)昼

予定 1,100 160,000 260,000

（虹のひろば実行委員会共催） 結果

米子市公会堂開館６０周年記念

7/15（日）

予定 1,000 4,200,000 5,200,000

（鳥取県文化振興財団・BSS山陰放送共催） 結果 1,045 5,934,000 6,152,389

風間杜夫ひとり芝居「ピース」 8/19（日）

予定 990 0 0

（鳥取県文化振興財団共催） 結果 515 0 0

米子なつかしの名画劇場 9/1（土）

予定 300 200,000 300,000

(米子シネマクラブ協力) 結果 349 169,700 255,260

米子市公会堂開館６０周年記念

10/28（日）

予定 800 0 0

（鳥取県文化振興財団・BSS山陰放送共催） 結果 470 0 0

米子市公会堂開館６０周年記念

予定 1,065 0 0

（鳥取県文化振興財団共催） 結果 869 0 0

「ピアノと弦楽四重奏の夕べ」

「地元出身の若き音楽家による演奏会」

「フルート＆ヴァイオリン　スプリングコンサート」

「二胡・ピアノ・箏　トリオコンサート」

大阪交響楽団オペラコンサート
～山本耕平・佐田山千恵を迎えて～

鳥取県文化振興財団と共催で舞台・映画・テレビなどで活
躍する俳優、風間杜夫による公演を実施。市民へ演劇公演
の鑑賞の機会を提供し、演劇愛好者の拡大を図った。
入場料：一般5,000円 高校生・大学生2,000円
中学生・小学生1,000円  会場：大ホール

公会堂開館60周年記念として、米子出身のメンバーを擁す
る、ブラック・ボトム・ブラス・バンドのコンサートを地元で活
動する３団体をゲストに招き開催。地元音楽文化の活性化
に努めた。
入場料：一般3,000円　高校生以下1,000円
会場：大ホール

ブラック・ボトム・ブラス・バンド
２５周年コンサート

わっしょい米子まつり

公会堂開館60周年記念として、大阪交響楽団によるオペラ
コンサートを開催。ソリストは地元出身の山本耕平、佐田山
千恵の両名。オペラになじみの少ない市民に良質な演奏を
聴いていただき、広く音楽文化に興味関心を持ってもらう機
会とした。
入場料：一般4,000円 高校生以下2,000円　会場：大ホール

区
分

事　　業　　名 開催日
内　　容

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、地元出身の若
き音楽家の発表の場「おさらい会」と共催で、大ホールでも
開催した。
入場料：一般500円（②は一般1,000円、高校生以下500円）
会場：ホワイエ（②は大ホール）

鑑
賞
事
業

ウィーン・リング・アンサンブル
ニューイヤー・コンサート

1/6(日）

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、日本映画の良さを認識してもらう。本年度
は女優シリーズを上映した。
入場料：一般500円、高校生以下100円、ペア券800円
会場：大ホール

公会堂開館60周年記念として、鳥取県文化振興財団と共
催でアンサンブル・コンサートを開催。ウィーン・フィルの名
手たち９人がニューイヤーを彩る極上の演奏を披露した。
入場料：Ｓ席7,500円 A席6,000円　高校生・大学生2,000円
小学生・中学生1,000円　会場：大ホール
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区分 参加者数 収入額（円） 支出額（円）

区
分

事　　業　　名 開催日
内　　容

米子市公会堂開館６０周年記念

　　NHK 　

新・ＢＳ日本のうた 5/31（木）

予定 989 0 0

（米子市共催） 結果 937 0 0

①5/18(金） 300

②5/19(土)、20(日) 500

③7/13（金） 200

④7/28（土） 60

市民交流事業 ⑤7/29（日） 60

⑥8/14(火) 650

⑦8/18(土) 800

⑧10/27(土) 300

⑨12/7(金） 250

⑩3/8（土）

予定 2,000 300,000 900,000

結果

米子高専連携事業

8/4（土)

予定 30 0 0

（米子高専共催） 結果 30 0 0

10/25（木）

予定 800 0 50,000

結果 800 0 50,000

財団連携事業

米子市文化財団フェスティバル 11/10（土)

   予定 1,000 0 0

結果 1,996 0 0

Feelおでかけ事業

「体感しよう！ＪＡＺＺの世界」

米子市公会堂60周年記念式典(大ホール：米子市と共催）

モーニングカフェ（集会室：コンサート米子と共催）

春の文化祭(全館）

米子盆踊り大会（前庭：米子盆踊り実行委員会に協力）

七夕まつり（前庭：米子南高校と共催）

公会堂開館６０周年としてＮＨＫ鳥取放送局、米子市と共催
で公開収録を実施。今年度はを音楽ステージを開催し、時
代を超えて愛されている日本の名曲の数々をゲスト歌手の
競演で市民に楽しんでもらった。
入場料：無料（往復はがきによる抽選）　会場：大ホール

参
加
型
事
業

「リサイクル工作で
インテリア雑貨を作ろう」

わらべ館おもちゃ教室(集会室：わらべ館共催）

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）

米子高専の上田輝美先生を講師として、家の中にある身近
な材料を使ってインテリア雑貨を製作した。
参加費：無料（材料費別途）　会場：集会室

夏祭り（前庭：角盤町商店街振興組合と共催）

ミュージック・ハロウィン・ストリート（前庭、近隣をパ
レード:角盤町商店街振興組合と共催)

教
育
普
及
事
業

「米子城フェスタ」に合わせ、当財団が管理している施設が
一堂に介し、各施設が特色あるワークショップ等を開催する
ことにより、米子市文化財団の認知度を高めるとともに、文
化活動への関心を広げた。ホール３館で協力して、オリジ
ナルカスタネットやミニオカリナ作りを行った。
会場：米子城跡三の丸広場（米子市営湊山球場）

Piano Piano コンサート(大ホール）

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を昨年に引き続
き実施。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。
参加費無料　会場：彦名小学校、福米東小学校

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。
参加費無料(⑩のみ一般1,000円、中高生500円）
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平成30年度　米子市文化ホール自主事業報告 実施中か今後実施予定

区分 参加者数 収入額（円） 支出額（円）

(米子市教育委員会共催) 予定 1,100 0 0

結果 1,154 0 0

(山陰歴史館共催) 予定 150 0 150,000

結果 132 0 125,198

2/12（火）

(米子市教育委員会共催) 予定 900 0 0

結果 0 0 0

6/3(日)アコー
スティック 450

6/9(土)ジャズ 523

第60回　米子市音楽祭 6/17(日)合唱 1,062

＆メモリアルコンサート
6/23(土)フリージャ
ンル(アカペラ・バン
ド)

266

6/24(日)フリージャ
ンル（その他） 578

7/1(日)メモリアル 970

（米子市音楽祭実行委員会共催） 予定 3,260 2,300,000 3,400,000

結果 3,849 2,798,500 3,151,739

童謡講座

　　　　懐かしい童謡（月曜コース） 毎月第2月曜日

　　　　新しい童謡（木曜コース） 毎月第4木曜日 申込者数85人、参加費　1,000円

　　　　チャイルドコース 毎月第4木曜日 　無料

        わらべ館コンサート 9/10(月)

　　　　童謡特別講座 3/16(土） 童謡の会講師の指導により発表会形式で開催する。入場無料

予定 5,500 600,000 1,000,000

結果 0 0 0

2/9(土）

2/10(日）

予定 1,200 1,150,000 1,600,000

結果 0 0 0

月曜コースの9月をわらべ館との連携講座として実施　337人

会場：（月曜・特別）メインホール、（木曜・チャイルド）イベントホール

申込者数390人、 参加費　1,000円

区
分

事　　業　　名

劇団四季　ミュージカル

鑑
賞
事
業

米子歴史絵巻

日生劇場がお届けする児童・青
少年向け鑑賞教室

開催日
内　　容

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
童謡講座を実施する。

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。
メモリアルコンサートとして「心の色を音にのせコ
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58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。
会場：米子市文化ホール、米子市公会堂、米子
市淀江文化センター
入場料：一般500円、高校生以下無料
メモリアルコンサート：一般1,000円　高校生以下
無料

米子市内の小学校６年生を対象に（一財）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「魔法をすてたマジョリン」公演を米子市教育委
員会と共催で実施した。
会場：メインホール　　　入場料：無料

7/18(水）

米子市内の小学校３年生を対象に（公財）ニッセイ文化振興
財団が全国公演をしているニッセイ名作シリーズ「エリサと白
鳥の王子たち」公演を米子市教育委員会と共催で実施す
る。
会場：メインホール　　　入場料：無料

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
「新田人形浄瑠璃芝居相生文楽」を解説を交え実施した。
会場：米子市立山陰歴史館　　　入場料：無料12/1(土）

参
加
型
事
業

「ダンス・フェス１ver.10」 会場：公会堂大ホール
参加費：2,000円　入場料：各日1,000円

ダンスの発表の場を提供するとともに、団体間の相互交流を
図る。また、10周年の節目として特別チームを編成し披露す
ることにより、ダンスへの理解と技術の向上を図る。
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区分 参加者数 収入額（円） 支出額（円）

区
分

事　　業　　名 開催日
内　　容

8/8（水） 31

10/20(土) 5,600

市民交流事業 10/21(日) 6,400

11/30（金） 243

3月

予定 4,000 0 200,000

結果 12,274 0 87,266

2/9（土）

(NHK鳥取放送局共催) 予定 100 0 0

結果 0 0 0

鷲見三郎顕彰事業

　第26回

米子ユースオーケストラ演奏会 3/31(日）

予定 450 0 1,400,000

(鷲見三郎顕彰事業実行委員会共催) 結果 0 0 0

8/18(土） 335

9/14(金） 73

予定 100 0 100,000

結果 408 0 71,233

情報提供事業 通年

予定 0 200,000 400,000

結果 0 0 0

財団連携事業

米子市文化財団フェスティバル 11/10（土）

予定 1,000 0 0

結果 1,996 0 0

農と食のフェスタinせいぶの一環でステージイベン
ト、スイーツ通り（多目的広場、オープンスペース）
全体で32,000人

市民が広く芸術文化に触れることができる機会の提供をす
るため、NHK　BSプレミアムの鉄道番組「中井精也のてつた
び」で山陰本線を紹介するのにあわせて、トークショーと写
真撮影のワンポイントレッスンをNHK鳥取放送局と共催で実
施する。
会場：イベントホール　　　入場料：無料（事前申込み）

舞台裏をのぞいてみよう！（メインホール）

米子高校生徒による花壇デザイン（多目的広場）

Feelおでかけ事業

普段、ホールに出かける機会の少ない方を対象に
ホールではない場所へ地元の演奏家等を派遣し、ミ
ニコンサートを実施した。

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城跡三の丸
広場（米子市営湊山球場）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。

文化ホール（多目的広場等）を活用して市民が集
い、憩える場所を提供し地域活性化の一端を担う。ま
た、文化事業の啓発を図る。

まちジャズ（角盤町える・もーる一番街）

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る。年間を通じた練習活動を実施
し、年1回発表会を行う。

会場：メインホール　　入場料：無料(整理券発行）

多目的広場イルミネーション点灯式YONAGOファン
タジア（多目的広場、鳥取県電業協会西部支部共
催）

「中井精也のてつたび」
ファンミーティング＠米子

参
加
型
事
業

農と食のフェスタinせいぶの一環でステージイベン
ト、スイーツ通り（多目的広場、オープンスペース）
全体で28,000人

文化ホール・公会堂・淀江文化センターの利用促進や事業
ＰＲをするために随時更新を行っている。3館の施設イベント
案内情報紙Feelを毎月発行し、友の会会員等に配布。

童謡コンサート（高齢者向け施設）

 ６



平成30年度　米子市淀江文化センター自主事業報告

区分：（人） 参加者数 収入額（円） 支出額（円）

予定 264 149,000 414,000

結果 311 116,300 287,670

予定 100 60,000 70,000

結果 131 64,400 -

ファミリーコンサート
～音楽のおもちゃ箱～

12/15(土)

予定 540 220,000 260,000

結果 298 128,300 -

①4/28（土）
～5/7（月）

822

②1/14(月・祝） 106

③4/1(日)～現
在

市民交流事業 ④4/10、5/8、
6/12、7/10、8/7、

9/11、10/9、
11/13、12/11、
1/8、2/12、3/12

（火)

⑤2/1（金）～
2/11（月・祝）

予定 3,000 35,000 105,000

結果 - - -

予定 100 0 100,000

結果 - - -

季節感を取り入れながら、地元で活躍しておられる音楽グ
ループの発表の場を作るとともに、鑑賞型のミニコンサート
「桜奏（ハルカナデ）」を開催した。
出演者：琴アンサンブル安田会Jr.、坂上達也・和佳子、輝
空（teru-sora)、みわ
入場料：大人500円　高校生以下300円（膝上未就学児無
料）　　会場：ロビー

実施中か今後実施予定

区
分

Ｆａｎｔａｓｔｉｃ　Ｆｏｕｒ（坂上和佳子、佐々木まゆみ、渡邉芳恵、
上萬雅洋）により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、一緒に口ずさんだり鈴を鳴ら
して楽しんでいただいた。また、毎年恒例の木のおもちゃ体
験コーナーなども大変好評であった。
入場料：大人500円、中学生以下300円（当日各200円増）
会場：大ホール

定点カメラでみつけた日吉神社に集まるどうぶつ
たち展

さなめ木彫会作品展示

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、気軽にレコードを鑑賞できる場や落語を聞く機会を提
供した。

事　　業　　名 開催日
内　　容

さなめラララ♪すてーじ

（さなめラララ♪すてーじ実行委員会共
催）

7/21(土)

さなめ亭新春寄席
出演：桂小文吾、わらべ家伊予太郎

今回で10回目を迎え、通常の演奏者に加え特別に合唱団
優喜(鳥取市)を招聘し開催した。
ホール内では、宮沢賢治原作の「双子の星」を朗読、楽器と
合唱による生演奏で紹介するとともに、天候に恵まれた屋外
では天体望遠鏡で実際の星を観察していただいた。
入場料：一般500円、高校生以下300円、親子ペア700円、
膝上未就学児無料(当日各100円増) 　　会場：大ホール

4/6(金)

(特定非営利活動法人こども未来ネット
ワークと連携)鑑

賞
事
業

普段、ホールに出かける機会が少ない入院患者の方や、デ
イサービス利用者を対象にアウトリーチを行う。
桂小文吾さんや米子市児童文化センターの落語クラブのわ
らべ家一門に出演にしてもらい落語を楽しんでいただく予
定。

会場：米子東病院

淀江魅力再発見！フォトコンテスト2018展示

（音の絵本制作委員会、よなご星の会、
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）

ランチタイムレコード
平日の昼間にLPレコード鑑賞の機会と、40回記
念には蓄音機でSPレコードを聞く機会を提供し
た。

会場：イベントホールまたはロビー

Fｅｅｌおでかけ事業 3/22（金）

星空コンサート
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区分：（人） 参加者数 収入額（円） 支出額（円）

区
分

事　　業　　名 開催日
内　　容

こども夢広場 10/21(日)

予定 3,500 0 0

結果 4,140 0 0

利用促進事業

予定 11 (14,190） 0

結果 31 （20,530） 0

米子高専連携事業

夏休みこども体験教室

予定 50 0 0

結果 33 0 0

財団連携事業

米子市文化財団フェスティバル 11/10(土)

予定 1,000 0 0

結果 1,996 0 0

スマートフォン教室

予定 32 0 0

結果 - 0 0

50

工作教室「発泡材を切り抜いて動物のかたちを
つくろう！」では、発泡スチロールカッターを使っ
て様々な形の動物を作った。
（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：450円
連携：米子市美術館

8/20（月） 59

科学教室「電気でおどるクラゲを作ろう！明るい
光を出す簡単な電子回路(ＬＥＤ）を作ろう」で
は、実際には見ることのできない「電気」につい
て実験を行った。
（小学4年～6年生対象）
会場：イベントホール　　参加費：400円

第35回よどえ夢まつりに協賛して「おはなし広場、TOY POP
とバルーンで遊ぼう！、紙芝居ヒーローになりたい！、ミニ四
駆とカプラ(積み木）で遊ぼう！」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

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んで
いただいた。

教
育
普
及
事
業

8/28(火)
10/23(火)
12/18(火)
2/26(火)

参
加
型
事
業

開放舞台。

（よどえ夢まつり実行委員会と連携）

9/15(土)
 9/16(日）

ホールの利用促進に繋げるために、大ホールでは、反響板
とベーゼンドルファーピアノ、イベントホールではヤマハピア
ノを低料金で利用していただいた。

会場：大ホール舞台、イベントホール

（米子高専･米子市美術館と連携）

「米子城フェスタ」に合わせ、当財団が管理している施設が
一堂に介し、各施設が特色あるワークショップ等を開催する
ことにより、米子市文化財団の認知度を高めるとともに、文
化活動への関心を広げた。
ホール３館で協力して、オリジナルカスタネットやミニオカリ
ナ作りを行った。

会場：米子城跡三の丸広場（米子市営湊山球場）

（株式会社中海テレビ放送と連携）

8/20(月)
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平成２９年度事業報告 

及び５年間の運営状況の推移 



１　施設利用状況

29年度計(a) 28年度計(b) 増減(a)-(b) 前年度比

開館日数(日) 359 359 0 -

利用日数(日) 169 203 △ 34 83.3%

利用件数(件) 188 217 △ 29 86.6%

利用人数(人) 60,876 70,409 △ 9,533 86.5%

使用料(円) 10,790,859 12,225,138 △ 1,434,279 88.3%

利用日数(日) 237 241 △ 4 98.3%

利用件数(件) 494 457 37 108.1%

利用人数(人) 5,582 3,922 1,660 142.3%

使用料(円) 501,830 312,012 189,818 160.8%

利用日数(日) 171 170 1 100.6%

利用件数(件) 208 197 11 105.6%

利用人数(人) 6,369 4,775 1,594 133.4%

使用料(円) 405,173 373,307 31,866 108.5%

利用日数(日) 358 356 2 100.6%

利用件数(件) 3,099 2,959 140 104.7%

利用人数(人) 38,680 37,641 1,039 102.8%

使用料(円) 4,717,240 4,354,020 363,220 108.3%

利用日数(日) 236 221 15 106.8%

利用件数(件) 290 255 35 113.7%

利用人数(人) 3,565 3,913 △ 348 91.1%

使用料(円) 677,690 582,710 94,980 116.3%

利用日数(日) 149 148 1 100.7%

利用件数(件) 176 177 △ 1 99.4%

利用人数(人) 30,135 7,965 22,170 378.3%

使用料(円) 8,800 11,330 △ 2,530 77.7%

食堂 使用料(円) 437,400 437,400 0 100.0%

利用件数(件) 4,455 4,262 193 104.5%

利用人数(人) 145,207 128,625 16,582 112.9%

使用料(円) 17,538,992 18,295,917 △ 756,925 95.9%

前庭

合　計

平成29年度　　米子市公会堂事業報告書

室　名

大ホール

リハーサ
ル室

集会室
(公民館使用含む)

和室

ホワイエ

11,051  

8,550  

13,245  

9,453  

14,070  

30,859  

10,965  

15,927  

9,788  

8,423  

5,141  

7,735  
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平成29年度 月別利用状況 

利用人数 利用件数 

（件） （人） 

大ホール 

4.2% 

ホワイエ 

11.1% 

リハーサル室 

4.7% 

集会室  

69.6% 

和室  

6.5% 

前庭 

4.0% 

平成29年度 部屋別利用状況（件数割

合） 
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２　　主催事業実施状況

年度:(人) 入場(参加）者数 収入額（円） 支出額（円）

①4/10(月)昼 159

②9/18(月・祝)昼 783

公会堂　虹のひろば ③11/17(金)夜 155

④1/24(水)昼 88

29年度 1,185 1,225,700 1,234,769

(虹のひろば実行委員会共催) 28年度 467 289,900 253,224

4/24(月） 300

29年度 300 - 50,972

28年度 258 － 50,000

5/21(日） 1,102

29年度 1,102 － －

(鳥取県文化振興財団共催) 28年度 － － －

7/18（火） 1,002

29年度 1,002 － 1,000,000

(鳥取県文化振興財団/BSS山陰放送共催) 28年度 － － －

　

9/2(土） 968

29年度 968 － －

(鳥取県文化振興財団共催) 28年度 － － －

米子なつかしの名画劇場 11/11（土） 271

29年度 271 156,500 245,893

（米子シネマクラブ共催） 28年度 392 201,200 269,862

鑑
賞
事
業

区
分

事　　業　　名 開催日
内　　容

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　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

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　入場料：一般4,500円　高校生以下2,000
円

NHK交響楽団演奏会
米子公演

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　入場料　前売券500円、ペア券800円（当
日100円増）

ホワイエコンサートを開催して、地元を中心に活動している
アーティストによる演奏を気軽に楽しんでもらった。２9年度
は「うららかな春の笛物語」、「トランペット・コンチェルトの夕
べ」、「尺八と箏の調べ」の3公演をホワイエで実施。また１０
周年記念として大ホールでの演奏会も開催した。
会場：ホワイエ、（②大ホール）　入場料：一般500円（②
1,000円）

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　参加費：無料

春風亭昇太　独演会

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　入場料：Ｓ席3,500円 A席3,000円　高校生
以下2,000円

 １１



年度:(人) 入場(参加）者数 収入額（円） 支出額（円）

市民交流事業

「春の文化祭」 ①5/20(土）、21（日） 500

「七夕まつり」 ②7/14(金) 150

「米子盆踊り大会」 ③8/14(月) 250

「夏祭り」 ④8/19(土) 700

「ハッピー・ハロウィン」 ⑤10/14(土) 320

「高木東六の世界」 ⑥10/21(土） 400

「マチナカクリスタル点灯式」 ⑦12/8（金） 200

29年度 2,520 1,010,138 1,098,705

28年度 3,123 20,200 551,822

　

9/28(木) 872

29年度 872 － －

（米子市教育委員会共催） 28年度 － － －

8/1（火) 12

29年度 12 － －

（米子高専共催） 28年度 64 － －

財団連携事業

8/10(木) [20]

29年度 [20] － [26,758]

28年度 － － －

財団連携事業

11/3（金・祝）

29年度 [1081] － －

28年度 [805] － －

8,232 2,392,338 3,630,33929年度事業　　　合計

収支差額がマイナスとなる事業は、積立金取崩金から補てん

29年度事業　合計欄の入場（参加）者数及び支出額は、［　］を除く

米子高専連携事業
「電気の化学実験室」

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　参加費：無料

お仕事チャレンジ大作戦！
舞台体験コース

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。
参加費：無料
支出額は財団連携事業「お仕事チャレンジ大作戦」に含
む。

[1081]

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）

米子市文化財団フェスティバル

教
育
普
及
事
業

区
分

NHK
五木先生の歌う!SHOW学校

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　入場料：無料（往復はがきによる抽選）

公会堂の前庭やホワイエを活用し、近隣の各団体と連携を
図りイベントを開催することで、にぎわいを創出し中心市街
地の活性化に努める。
会場：ホワイエ、前庭、大ホール、える・もーる１番街
入場料：無料

参
加
型
事
業

事　　業　　名 開催日
内　　容
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３　特記事項

　　（1）　施設管理の充実　

　　（2）　利用者サービスの向上

・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。  

 

・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。  

 

・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。 

  

・ホワイエ及び楽屋の照明をLEDに交換し、コスト削減を図った。  

・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。 

 

・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。 

 

・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。 

 

・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。 

 

・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。    
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25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

利用人数（人） 820 107,613 129,579 128,625 145,207

利用件数（件） 12 2,962 4,086 4,262 4,455

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

利用収入（円） 0 13,826,382 16,616,203 18,295,917 17,538,992

平成25～29年度　米子市公会堂運営状況
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１　施設利用状況

29年度計（a) 28年度計（b) 増減（a)-(b) 前年度比

開館日数(日) 309 310 △ 1 99.7%

利用日数(日) 192 214 △ 22 89.7%

利用件数(件) 203 241 △ 38 84.2%

利用人数(人) 49,753 57,983 △ 8,230 85.8%

使用料(円） 11,468,638 13,664,306 △ 2,195,668 83.9%

利用日数(日) 12 10 2 120.0%

利用件数(件) 12 10 2 120.0%

利用人数(人) 138 65 73 212.3%

使用料(円） 16,120 13,270 2,850 121.5%

利用日数(日) 268 297 △ 29 90.2%

利用件数(件) 426 468 △ 42 91.0%

利用人数(人) 16,595 21,138 △ 4,543 78.5%

使用料(円） 3,694,640 4,396,340 △ 701,700 84.0%

利用日数(日) 189 227 △ 38 83.3%

利用件数(件) 213 249 △ 36 85.5%

利用人数(人) 7,477 9,904 △ 2,427 75.5%

使用料(円） 1,687,520 2,008,720 △ 321,200 84.0%

利用日数(日) 206 195 11 105.6%

利用件数(件) 248 256 △ 8 96.9%

利用人数(人) 2,894 2,631 263 110.0%

使用料(円） 851,110 929,000 △ 77,890 91.6%

利用日数(日) 296 279 17 106.1%

利用件数(件) 759 724 35 104.8%

利用人数(人) 11,202 9,727 1,475 115.2%

使用料(円） 1,723,470 1,612,590 110,880 106.9%

利用日数(日) 290 279 11 103.9%

利用件数(件) 642 650 △ 8 98.8%

利用人数(人) 4,622 6,130 △ 1,508 75.4%

使用料(円） 810,700 894,550 △ 83,850 90.6%

利用日数(日) 47 47 0 100.0%

利用件数(件) 51 54 △ 3 94.4%

利用人数(人) 13,565 11,946 1,619 113.6%

使用料(円） 17,490 12,820 4,670 136.4%

利用日数(日) 40 94 △ 54 42.6%

利用件数(件) 42 99 △ 57 42.4%

利用人数(人) 7,155 9,879 △ 2,724 72.4%

使用料(円） 1,550 3,990 △ 2,440 38.8%

利用件数(件) 2,596 2,751 △ 155 94.4%

利用人数(人) 113,401 129,403 △ 16,002 87.6%

使用料(円） 20,271,238 23,535,586 △ 3,264,348 86.1%

＊8/1（火）～8/31（木）は空調設備改修工事のため使用停止（展示室）

＊8/7（月）～8/18（金）は空調設備改修工事のため使用停止（イベントホール）

＊2/1（木）～2/28（水）は舞台照明設備改修工事のため使用停止（メインホール、楽屋）

合 計

平成２９年度　　米子市文化ホール事業報告書

室　名
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大 楽 屋
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10,918  
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平成29年度 月別利用状況 
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２　主催事業実施状況

年度：(人) 入場(参加）者数 収入額（円） 支出額（円）

米子歴史絵巻「伊勢大神楽」 9/2(土）

（山陰歴史館共催）
（米子市児童文化センター協力）

29年度 370 － 24,592

28年度 - － －

劇団四季ミュージカル
「ガンバの大冒険」

（米子市教育委員会共催）

29年度 1,154 － －

28年度 1,170 － －

ピアノと物語「ジョルジュ」

（鳥取県文化振興財団共催）
（BSS山陰放送共催）

29年度 350 － －

28年度 - － －

　6/11(日)

　　第59回 　6/17(土)

米子市音楽祭 　6/18(日)

　6/24(土)

　6/25(日)

　7/2(日)

29年度 2,576 1,590,500 1,497,621

28年度 3,124 2,260,000 2,272,677

童謡講座

　　　　月曜コース（懐かしい童謡） 主に毎月第2月曜日10回

　　　　木曜コース（新しい童謡） 主に毎月第4木曜日11回

　　　　チャイルドコース 主に毎月第4木曜日11回

        わらべ館コンサート 6/5(月)

　　　　童謡特別講座 3/4（日）

29年度 4,678 489,200 991,637

28年度 5,111 538,400 941,936

参
加
型
事
業

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。

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

アコースティック　455人　　会場：米子市公会堂

ジャズ　500人　　会場：メインホール

サロン　154人　　会場：イベントホール

フリージャンル＆アカペラ　261人　　会場：米子市淀江文化センター

フリージャンル　305人　　会場：米子市淀江文化センター

合唱　901人　　会場：米子市公会堂

別紙-米子市文化ホール1

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。

10/12(木）
会場：メインホール
入場料：無料

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。

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。

会場：湊山公園　日本庭園
入場料：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

申込者数　379人　　延3,116人　  参加費　1,000円

申込者数　　69人　　延784人　　参加費　1,000円

幼児99人、大人147人　延246人　　無料

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。

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

区分 事　　業　　名 開催日
内　　容

11/19(日）

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。

会場：メインホール
入場料：指定一律3,800円

鑑
賞
事
業
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1/20(土）

1/21(日）

29年度 1,234 1,282,000 1,209,187

28年度 1,164 1,342,000 1,691,294

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）

「イルミネーション点灯式」 12/2（土）

（鳥取県電業協会西部支部共催）

「アカペラライブ＆YONAGOファンタジア」 12/16（土）

29年度 4,219 － 144,206

28年度 4,682 － 69,012

鷲見三郎顕彰事業

　第25回

29年度 470 6,375 1,860,459

28年度 507 － 2,565,506

Ｆeelおでかけ事業

「こたか保育園童謡コンサート」 5/24(水）

「まちジャズ」 8/19(土）

29年度 367 － 75,055

28年度 312 － 44,785

情報提供事業

29年度 － 187,120 444,488

28年度 － 248,780 447,656

参
加
型
事
業

教
育
普
及
事
業

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。
（102人）

入場料：無料

3/25（日）

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　ｽﾄﾘﾝｸﾞｼﾞｭﾆｱ11人
　
会場：メインホール

米子ユースオーケストラ演奏会

入場料：無料(整理券発行）

文化ホール（多目的広場等）を活用して市民が集い、憩える場所を提供した。

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
と食のまつり」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繋げた。
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。
（4,000人）

ダンス・フェス１ver.９

普段、ホールに出かける機会の少ない方を対象にホールではない場所へ地元
の演奏家等を派遣し、ミニコンサートを実施した。

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。
（74人）

場所：こたか保育園

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。　　　　　　　　　　　　　　　（293人）
　
場所：える・もーる商店街

出張料：無料

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

通年

ダンス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

出演者数：821人

参加費：2,000円　入場料：各日1,000円

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。
（117人）

入場料：無料

入場料：無料
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財団連携事業

お仕事チャレンジ大作戦！ 8/10（木)
　　　　　　　　　舞台体験コース

29年度 20 － 26,758

28年度 20 － 29,206

財団連携事業

米子市文化財団フェスティバル 11/3(金・祝）

29年度 [1,081] － 「26,758」

28年度 [805] － －

15,438 3,555,195 6,274,003

16,606 4,389,180 8,062,072

・

・

・

・

・

　(2)　利用者サービスの向上

・

・

・

・

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。

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。

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。

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。

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。

利用者が安全に使用できるように楽屋トイレへ手摺りを取付けた。
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。

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。

空調設備改修工事を行い、空調システムを改善した。

舞台照明設備改修工事を行い、照明システムを改善した。

　(1)　施設管理の充実

29年度事業　　　合計

28年度事業　　　 実績

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　収支差額がマイナスとなる事業は、積立金取崩金から補てん

３ 特記事項

会場：米子市児童文化センター
入場料：無料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29年度事業　合計欄の入場（参加）者数は、[  ]の人数を除く

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い、文化活動に対する関
心の向上につなげた。

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
会場：メインホール（舞台技術）
参加費：無料
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２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度

利用人数（人） 139,354 122,373 120,812 129,403 113,401

利用件数（件） 3,673 3,359 2,834 2,751 2,596

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度

利用収入（円） 22,910,092 22,755,508 20,777,642 23,535,586 20,271,238

平成２５～２９年度　米子市文化ホール運営状況
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１　施設利用状況

29年度計（a) 28年度計（ｂ） 増減（a)-(b) 前年度比

開館日数(日) 308 307 1 100.3%

利用日数(日) 136 152 △ 16 89.5%

利用件数(件) 144 166 △ 22 86.7%

利用人数(人) 24,767 30,050 △ 5,283 82.4%

使用料（円） 5,722,892 6,443,967 △ 721,075 88.8%

利用日数(日) 5 5 0 100.0%

利用件数(件) 5 5 0 100.0%

利用人数(人) 0 0 0 -

使用料（円） 9,340 8,700 640 107.4%

利用日数(日) 168 139 29 120.9% 　　

利用件数(件) 186 153 33 121.6%

利用人数(人) 11,741 11,451 290 102.5%

使用料（円） 1,573,088 1,126,075 447,013 139.7%

利用日数(日) 244 252 △ 8 96.8%

利用件数(件) 456 447 9 102.0%

利用人数(人) 7,274 8,294 △ 1,020 87.7%

使用料（円） 958,840 911,610 47,230 105.2%

利用日数(日) 27 31 △ 4 87.1%

利用件数(件) 27 31 △ 4 87.1%

利用人数(人) 2,261 4,923 △ 2,662 45.9%

利用件数(件) 818 802 16 102.0%

利用人数(人) 46,043 54,718 △ 8,675 84.1%

使用料（円） 8,264,160 8,490,352 △ 226,192 97.3%

※大ホール、イベントホール利用継続のまま、10/2～10/20にボイラー工事を行った

前広場

合 計

平成29年度　　米子市淀江文化センター事業報告書

室　名
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イベント
ホール

会議室等

2,267  
2,366  

3,327  
3,021  

2,597  

1,938  

7,883  

11,163  

3,000  

2,451  

3,191  
2,839  

67  

58  

80  

69  
66  

60  

79  

87  

68  

55  

67  
62  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

4
月
 

5
月
 

6
月
 

7
月
 

8
月
 

9
月
 

1
0
月
 

1
1
月
 

1
2
月
 

1
月
 

2
月
 

3
月
 

利用人数(人） 利用件数(件) 

平成29年度 月別利用状況 

(件） （人） 

大ホール 

17.6% 

楽 屋 

0.6% 

イベント

ホール 

22.7% 

会議室等 

55.7% 

前広場 

3.3% 

平成29年度 部屋別利用状況(件数割合) 

 ２０



２　　主催事業実施状況

年度：(人） 入場(参加)者数 収入額（円） 支出額（円）

29年度 373 140,000 269,740

28年度 345 134,500 336,813

29年度 225 109,100 109,850

28年度 219 132,100 113,081

ファミリーコンサート
～音楽のおもちゃ箱～

10/9(月・祝)

29年度 336 159,800 192,349

28年度 541 250,600 219,901

　　①4/1(土)
　　　　～3/31(土) 3,138

　　②4/29（土・祝）
　　　　～5/7（日） 719

市民交流事業

　　③4/11・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

　　④2/2（金）
　　　～12（月・祝） 773

29年度 5,066 23,300 44,515

28年度 5,664 26,000 87,899

　　　　(特定非営利活動法人
　　 　　こども未来ネットワークと連携)

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。

区
分

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、木のおもちゃ体験コーナーも
大変好評であった。
　
入場料：大人500円、中学生以下300円（当日各200円増）
会場：大ホール

季節感を取り入れながら、地元で活躍しておられる音楽グ
ループの発表の場を作るとともに、鑑賞型のミニコンサートを
開催した。

ちょこっと寫眞展　町住喜画　～よどえ今昔～

さなめ木彫会作品展示

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）

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。

事　　業　　名 開催日
内　　容

さなめラララ♪すてーじ

　　　　（さなめラララ♪すてーじ実行
　　　　 委員会共催）

7/22(土)

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。

入場料：大人500円、高校生以下300円、親子ペア700円(当
日各100円増) 　　会場：大ホール

桜奏（ハルカナデ）「琴アンサンブル安田会Jr、
佐々木まゆみ、SAX BOX、のざかふみえ」

クリスマス　ジャズ　ナイト「Trio de amizade」

入場料：大人500円　高校生以下300円（膝上未
就学児無料）　　会場：ロビー

鑑
賞
事
業

115

110

①4/8(土)

②12/8(金)

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）

入場料：大人500円　高校生以下300円（膝上未
就学児無料）　　会場：イベントホール
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年度：(人） 入場(参加)者数 収入額（円） 支出額（円）

区
分

事　　業　　名 開催日
内　　容

2/19(月） 107

Fｅｅｌおでかけ事業

3/3(土） 90

29年度 197 0 5,760

28年度 27 0 70,060

こども夢広場 10/15(日)

29年度 2,644 0 0

28年度 4,530 0 0

利用促進事業

29年度 52 (20,040) -

28年度 8 （8,700） -

財団連携事業

8/10（木）

29年度 （20） - (26,758)

28年度 20 - 29,206

米子高専連携事業

夏休みこども体験教室

29年度 53 - 0

28年度 109 - 0

10/13（金）
10/14（土）

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

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

27

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

お仕事チャレンジ大作戦！
舞台体験コース

（よどえ夢まつり実行委員会と連携）

～おためし練習利用～
開放舞台。

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
ドなどに触れるとともに音楽を聞いてもらった。

会場：米子市立福米西小学校

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

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

（米子高専･美術館と連携）

教
育
普
及
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

8/21（月）

参
加
型
事
業

日頃、ホールに来る機会が少ない市民等を対象に、淀江文
化センターの事業を届けるワークショップを実施した。

鑑
賞
事
業
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年度：(人） 入場(参加)者数 収入額（円） 支出額（円）

区
分

事　　業　　名 開催日
内　　容

財団連携事業

米子市文化財団フェスティバル 11/3(金・祝)

29年度 (1,081) - -

28年度 (805) - －

スマートフォン教室

29年度 14 - -

（株式会社中海テレビ放送と連携） 28年度 - - －

29年度 8,960 432,200 622,214

３　特記事項

・建設から２０年が経ち、設備や建物が経年劣化している。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、冬季になると逐一職員が屋上に上がり霜取りを行った。

  その他、イベントホール横玄関の柱のさび止め及び補修工事、同玄関フロアヒンジ取替工事、

　大ホールホワイエ非常口ドアチェック取替、大ホールホワイエガラス交換、誘導灯バッテリー交換

　なども行った。

・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、お客様に快適に過ごし

　ていただけるよう努めた。

・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。

・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

　一部を貼り替えるなど小修繕は職員が行った。

・降雨時や降雪時には、特に館内外を念入りに巡視し、雨漏りや空調室外機の不具合の発見に

　努めた。

・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。

・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。

・大ホール客席内の掛け階段に滑り止め素材を取り付け、安全性を増した。

・大ホールホワイエにある２台のモニタをブラウン管型から高画質な液晶型に更新した。

収支差額がマイナスとなる事業は、積立金取崩金から補てん

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。
参加費：無料

会場：米子市児童文化センター
※支出額は財団連携事業「お仕事チャレンジ大作戦！」に
含む。

2/27(火)
3/27(火)

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。

会場：第１会議室　　　参加費：無料

 (1)　施設管理の充実

(2)　利用者サービスの向上

29年度事業　合計

合計欄の参加者数、収入など（　）内を除く

教
育
普
及
事
業
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・カセットデッキ２台更新、マイクスタンド（ショートブーム）1本追加購入、フラメンコ練習用コンパネ

  合板10枚、ＨＤＭＩ‐ＶＧＡ変換アダプタ1個の新規購入など利用者のリクエストに応えた。

・スタンド式工場扇１台を購入し、ホワイエの冷暖房の効率を良くした。

・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。

・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。

・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。

・地元ケーブルテレビと連携してスマートフォン教室を開催し、機器を初めて使用する方にも安全

  な使い方などを体験していただいた。

・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。
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２５年度 ２６年度 ２７年度 ２8年度 ２9年度

利用人数（人） 54,245 42,170 47,431 54,718 46,043

利用件数（件） 804 753 716 802 818

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度

利用収入（円） 8,824,749 6,899,248 6,785,898 8,490,352 8,264,160

平成25～29年度　米子市淀江文化センター運営状況
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平成３１年度自主事業計画（案）について 



平成３1年度　米子市文化ホール系３館事業計画書(案）

１　基本方針

(１)地域に根ざした芸術文化振興の拠点として安全で快適な施設づくり

(２)利用者の視点に立った対応による利用促進

(３)米子市、各種団体等又は当財団が管理・受託する施設との連携

(４)地元又は地元出身のアーティストの育成・支援

(５)市民が広く芸術文化に触れることができる機会の提供

(６)指定管理対象施設のそれぞれの特性や地域性を大切にした事業展開

２　重点施策

(１)芸術文化の鑑賞機会の提供

　　　市民の皆様の文化活動に対する意識の高揚を図り、自主的な芸術文化活動の振興を図るた

　　め、地方では鑑賞機会の少ない優れた舞台芸術、音楽、講演会などの自主事業を開催し、優

　　れた芸術文化を提供する。

　　○メイン事業　「鷲見恵理子＆米子ユースオーケストラ」　　　

　　○リチャード・クレイダーマン２０１９

　　○ファミリーコンサート　　　　○米子歴史絵巻　　　

　　○なつかしの名画劇場　　　　　○星空コンサート

　　○劇団四季ミュージカル　　　　○日生劇場がお届けする児童・青少年向け鑑賞教室

　　

(２)市民の皆様との連携による自主事業の推進

　　　自主事業の実行委員会や地域の芸術文化団体等との連携により、市民の皆様の声を活かし

　　た自主事業を積極的に推進し、一層の芸術文化の振興と育成を図る。

　　○米子市音楽祭　　　　　　　　○童謡講座　　　　　

　　○鷲見三郎顕彰事業　　　　　　○米子高専連携講座

　　○ダンス・フェス１　　　 　　 　　　

　　○こども夢広場　　　　        〇開放舞台。

　　○淀江ゆめ講演会　　　　　　　○淀江魅力再発見！フォトコンテスト2019       　

(３)鑑賞・参加の機会提供

　　　日頃ホールを利用される機会が少ない市民の皆様に、ホール以外の場所で鑑賞やワークシ

　　ョップに参加する機会を提供するとともに、市民の皆様の発表や交流の場としてロビーや広

　　場を活用していただく。そして、広く鑑賞・参加していただけるよう情報提供に努める。

　　○市民交流事業　　　　　　　　○Ｆeelおでかけ事業

　　○情報提供事業

(４)利用者サービスの向上

　　　公平公正を重視し、利用者の視点に立ったサービスにより市民福祉の充実を図る。アンケ

　　ートなどによる市民の皆様のご意見を参考にしながら、サービスの向上に努めるとともに利

　　用促進を図る。　

　　○虹のひろば　　　　　　　　　○公開収録番組

　　○財団フェスティバル　　　　　○さなめラララ♪すてーじ
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平成31年度　自主事業計画　(案) 平成31年1月現在

米子市公会堂

区分 事　業　名 内容・入場料 開催日

事業収入 0円

リチャード・クレイ
ダーマン２０１９

支　出 0円

(鳥取県文化振興財団共催）

差　額 0円

事業収入 200,000円

米子なつかしの
名画劇場

9月予定 支　出 300,000円

(米子シネマクラブ協力)
差　額 　△100,000円

事業収入 160,000円

虹のひろば 支　出 260,000円

(虹のひろば実行委員会共催)
差　額 △100,000円

事業収入 0円

鳥取県文化振興財団等
共催事業

支　出 0円

差　額 0円

事業収入 300,000円

市民交流事業 支　出 900,000円

差　額 △600,000円

事業収入 0円

NHK公開収録 未定 支　出 0円

（米子市共催）
差　額 0円

参
加
型
事
業

前広場や大ホールを会場にコンサー
ト、まつり、展示などの催しを実施す
る。継続事業①春の文化祭②夏祭り③
米子盆踊り(協力）④ハロウィン⑤イ
ルミネーション大会・マチナカクリス
タルほか

①5月予定
②8月予定
③8月予定
④10月予定
⑤12月予定

開催申請中。

備　考

鑑
賞
事
業

鳥取県文化振興財団と共催でリチャー
ド・クレイダーマンによるピアノコン
サートを開催。ジャンルを超えた音楽
性とピアノ愛に溢れる上質なコンサー
トを提供する。
S席7,500円、A席6,500円、高校生・大
学生2,000円、小学・中学生1,000円
　　　　　　　　　　　　（980人）

5/13(月）

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。
前売500円(ペア券800円)
高校生以下、Feel会員等割引あり
　　　　　　　　　　　　 (400人)

実行委員会形式でホワイエコンサート
を開催する。31年度は3回を予定。地
元のアーティストを中心とした演奏を
気軽に楽しんでもらう。
前売・当日とも500円
　　　　　　　　　　　　 (400人)

①7月予定
②10月予定
③1月予定

公共機関や公共性の高い民間機関(報
道機関等)と共催することで、より多
くの事業を市民に提供する。内容は検
討中。

未定
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区分 事　業　名 内容・入場料 開催日

事業収入 0円

Feelおでかけ事業 未定 支　出 50,000円

差　額 △ 50,000円

米子高専連携事業 事業収入 0円

連携講座 支　出 0円

（米子高専共催）
差　額 0円

事業収入 0円

当財団施設連携事業 支　出 0円

差　額 0円

備　考

教
育
普
及
事
業

普段、ホールに出かける機会の少ない
方を対象に、ホールではない場所(小
中学校や病院など）へ地元の演奏家な
どを派遣し、ミニコンサートなどを実
施する。

米子高専と連携して,子供向けの科学
教室や高齢者向けの健康講座を開催す
る。31年度の内容は検討中。

未定

米子市文化財団が管理している施設等
が集い、施設ごとの特色あるワーク
ショップ事業等を体験してもらい、文
化活動に対する関心の向上につなげ
る。

未定
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米子市文化ホール

区分 事　業　名 内容・入場料 開催日

事業収入 0円

劇団四季
ミュージカル

7月17日(水) 支　出 0円

(米子市教育委員会共催)
差　額 0円

事業収入 0円

米子歴史絵巻 支　出 150,000円

（山陰歴史館共催）
（児童文化センター協力）

差　額 △150,000円

事業収入 0円

日生劇場がお届けする
児童・青少年向け鑑賞

教室
調整中 支　出 0円

(米子市教育委員会共催)
差　額 0円

事業収入 1,500,000円

第61回米子市音楽祭 6月～7月 支　出 1,500,000円

(米子市音楽祭実行委員会共催)

差　額 0円

事業収入 600,000円

支　出 1,000,000円

差　額 △400,000円

事業収入 1,150,000円

「ダンス・フェス１
ver.11」

支　出 1,600,000円

差　額 △450,000円

事業収入 0円

市民交流事業 支　出 200,000円

差　額 △ 200,000円

2月8日（土）
・9日（日）

文化ホール（多目的広場等）を活用し
て市民が集い、憩える場所を提供し、
地域活性化の一端を担うとともに文化
事業の啓発を図る。
①「お仕事チャレンジ舞台体験」
②「香道体験講座」
③「ネギステージ、ネギ来スィーツ通り」
④「イルミネーション点灯式」

① 8月予定
② 9月予定
③10月予定
④11月予定

備　考

米子市内の小学校6年生を対象に（一
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
ミュージカル公演を米子市教育委員会
と共催で実施する。
会場：メインホール
入場料：無料　　　　(1,100人)

第8回目を迎える。歴史的遺産を活用
した事業を行う。
入場料無料　(150人)

10月27日(日)

童謡、唱歌、新しいこどもの歌まで、楽し
く歌えるよう指導し、音楽文化振興を図
る。　移動わらべ館コンサートや特別講座
を開講し、会場とステージが一緒になって
楽しめるイベントを実施する。
月曜コース 1,000円/年(500人)
木曜コース 1,000円/年(100人)
チャイルドコース無料(180人)

月曜・木曜
・ﾁｬｲﾙﾄﾞｺｰｽ

通年

特別講座
3月

鑑
賞
事
業

参
加
型
事
業

童謡講座

米子市内の小学校3年生を対象に（公
財）ニッセイ文化振興財団が全国公演
をしているニッセイ名作シリーズ公演
を米子市教育委員会と共催で実施す
る。
会場：メインホール
入場料：無料　　　　(900人)

地元の音楽団体による音楽演奏会を開催
し、演奏レベルの向上と音楽の普及を図
る。公募によるコンサート(合唱・ＪＡＺ
Ｚ・アコ－スティック・フリージャンル・
アカペラ/バンド)を開催する。イベント
ホールでサロンコンサートも開催する。
　会場：米子市文化ホール、米子市公会
堂、米子市淀江文化センター
　入場料：一般500円、中学生以下無料（5
コンサート共通券）、サロンコンサート
1,000円　　(2,460+150＝2,610人)

ダンスの発表の場を提供するととも
に、団体間の相互交流を進めることに
より、文化の振興と育成を図る。
　入場料1,000円
  参加費2,000円
　　　　　　　　　(1,200人)
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区分 事　業　名 内容・入場料 開催日

鷲見三郎顕彰事業 事業収入 5,000円

第27回米子ユース
オーケストラ演奏会
-鷲見恵理子＆米子

ユースオーケストラ-

支　出 2,005,000円

(鷲見三郎顕彰事業
実行委員会共催)

差　額 △ 2,000,000円

事業収入 0円

財団連携事業 未定 支　出 0円

差　額 0円

事業収入 0円

Ｆeelおでかけ事業 未定 支　出 100,000円

差　額 △ 100,000円

事業収入 1,748,000円

情報提供事業 通年 支　出 1,555,000円

差　額 193,000円

備　考

教
育
普
及
事
業

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
努める。年間を通じた練習活動を実施
する。
入場料：無料(整理券発行）
　本年は鷲見三郎没後35周年にあたり
記念事業として孫のヴァイオリニスト
鷲見恵理子さんをゲストに迎え演奏会
を開催する。

3月22日(日)

文化ホール・公会堂・淀江文化セン
ターなどの利用促進や事業ＰＲをする
ために随時ホームページを更新すると
ともに、3館の施設イベント案内情報
紙Feelを毎月発行する。
従来の友の会事業と相互に協力し充実
強化を図る。

米子市文化財団が管理している施設等
が集い、施設ごとの特色あるワーク
ショップ事業等を体験してもらい、文
化活動に対する関心の向上につなげ
る。

普段、ホールに出かける機会の少ない
方を対象に、ホールではない場所(小
中学校や病院など）へ地元の演奏家な
どを派遣し、ミニコンサートなどを実
施する。
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区分 事　業　名 内容・入場料 開催日

星空コンサート
事業収入 149,000円

7月20日(土) 支　出 414,000円

差　額 △ 265,000円

事業収入 60,000円

さなめ
ラララ♪すてーじ

4月6日(土) 支　出 70,000円

(さなめラララ♪すてーじ
実行委員会と共催)

差　額 △ 10,000

事業収入 220,000円

ファミリーコンサート
～音楽のおもちゃ箱～

9月21日(土) 支　出 260,000円

(特定非営利活動法人こど
も未来ネットワークと連
携)

（予定）
差　額 △ 40,000円

事業収入 35,000円

市民交流事業 支　出 155,000円

差　額 △ 120,000円

事業収入 0円

Feelおでかけ事業 通年 支　出 50,000円

差　額 △ 50,000円

事業収入 0円

こども夢広場 10月20日(日) 支　出 0円

(よどえ夢まつり実行委員
会と連携)

差　額 0円

利用促進事業
事業収入 0円

開放舞台。 年1回程度 支　出 0円

差　額 0円

参
加
型
事
業

内容は、よどえ夢まつり実行委員会と
調整する。　　　　　　　(4,000人)

大ホール及びイベントホールでピアノ
を低料金で利用いただき、ホールの利
用促進に繋げる。　　　　　　(11人)

米子市淀江文化センター

備　考

鑑
賞
事
業

家族・親子で楽しめる事業を開催する
ことで、ホールへの興味関心を高めて
もらうために、物語やお話の世界を音
楽で表現する。晴天時には屋外で天体
観測会を実施する。
　一般500円、小中学生・高校生300
円、親子ペア700円(当日各100円増)
(400人)

（音の絵本制作委員会・よ
なご星の会・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）

季節感を取り入れながら、地元で活躍
している音楽グループの発表の場を作
るとともに鑑賞型のコンサートを開催
する。
  一般・大学生500円、小中学生・高
校生300円　(120人)

乳幼児から大人まで幅広く楽しんで頂
けるコンサートを地元の演奏家と企画
し、午前と午後の2ステージ実施す
る。

　高校生以上一般500円、０才から中
学生300円(当日各200円増)（550人）

①ロビーを地域の人たちの作品展示の
場として提供し、地域活性化の一端を
担う。
②平日のランチタイムにレコードを鑑
賞する場を提供する。
③フォトコンテストで淀江の魅力を再
発見してもらう。
④淀江ゆめ講演会を通して、地域振興
を図る。
⑤さなめ亭寄席で落語を鑑賞する場を
提供する。

①通年
②毎月１回

③5月1日(水)
～2020年3月
31日(火)予定
④11月17日

(日)
⑤未定

普段、ホールに出かける機会の少ない
方を対象に、ホールではない場所(小
中学校や病院など）へ地元の演奏家な
どを派遣し、ミニコンサートなどを実
施する。

 ３２



区分 事　業　名 内容・入場料 開催日

米子高専連携事業
事業収入 0円

夏休みこども
体験教室

夏休み
期間中

支　出 0円

(米子高専・美術館と連携）

差　額 0円

事業収入 0円

当財団施設連携事業 未定 支　出 0円

差　額 0円

事業収入 0円

スマートフォン教室 未定 支　出 0円

（株式会社中海テレビ放送と
連携）

差　額 0円

備　考

教
育
普
及
事
業

子どもたちを対象に科学や工作の教室
を開催し、科学の不思議や面白さ、も
の作りの楽しさを体験してもらう。
(50人)

米子市文化財団が管理している施設等
が集い、施設ごとの特色あるワーク
ショップ事業等を体験してもらい、文
化活動に対する関心の向上につなげ
る。

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
学習してもらう。
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モニタリングについて 

 

１ モニタリングの定義 

  モニタリングとは「指定管理者による業務において、条例及び規則並びに協定書等

に従い、適切かつ確実なサービスの提供が確保されているかを市が確認する行為」で

す。また「安定的、継続的にサービスを提供することが可能であるか監視し、必要に

応じ改善に向けた指導、助言を行い、管理運営の継続が適当でないと認めるときは指

定の取消し又は管理業務の停止を行うこと」も含めたチェック体制でもあります。 

 

 

２ モニタリングの目的 

⑴  施設の設置目的の達成 

市民の利用状況や評価、指定管理者による管理運営が施設の設置目的のためにど

のような成果を上げたかを把握し、必要な指導を行うことで、より効果的、効率的

な管理運営を図ります。 

 

⑵  リスクの軽減 

指定管理者のモニタリングを実施することにより、施設における重大な事故又は

その予兆を見逃したり、指定管理者の運営業務や組織そのものが破綻し、施設の運

営が継続できないといった状況やコスト削減による公共サービスの水準の低下、管

理が不適切であったため行政コストが高くなるといった状況が発生するリスクを

軽減します。 

 

⑶  透明性の確保 

   市の施策や指定管理者の指定に関し、市民に対する説明責任の観点から、施設の

管理運営の状況を適切に把握し、その成果を評価し、及び検証し、並びに公表しま

す。 

 

 

３ 第三者評価 

  指定管理者による施設の管理運営業務のサービス水準の維持・向上及び財務状況等

について市が実施した調査・評価などのモニタリング結果について、より客観性を高

めるため評価委員会等から、モニタリングの結果について検証と評価をいただきます。 

 



 

３６ 

 

（別紙３） 

文起第９１６号‐１ 

平成３０年９月２５日 

 

（施 設 名）米子市公会堂 

（指定管理者）一般財団法人 米子市文化財団 

（代 表 者 名）理事長 杉原 弘一郎 様 

 

米子市長 伊 木 隆 司 ○印 

 

平成２９年度「米子市公会堂」指定管理者業務評価書 

 

施設名 米子市公会堂 

施設所管課 経済部文化観光局文化振興課 

指定管理者名 一般財団法人 米子市文化財団 

指定期間 平成２８年４月１日 ～ 平成３３年３月３１日（２年目） 

 

【モニタリング終了後の総評】 

【施設所管課】 

ブラックボトムブラスバンドによるアウトリーチを市内小学校で実施したり、「春の文化祭」を初めて

開催するなど自主事業の内容を工夫し、新たな利用者獲得に努めていることや、「虹のひろば１０周年記

念コンサート」と同日に前庭で開催された「山陰いいものマルシェ」では、２万人を超える来場者がある

など、前庭・ホワイエの単独利用を含めた施設の利用促進に努め、施設の利用件数及び利用者数が前年を

上回る高い水準であったことは評価できる。また、小規模な修繕を職員で迅速に行うなど施設の維持管理

も適切に行われている。 

 

【第三者評価】 

① 施設について 

○米子市公会堂は改修工事が行われたが、部分的には建物部分や備品など経年変化は付きものである。事

業報告書によると、２９年度も細やかに対処・改善をすすめていることがうかがえた。消化ポンプ起動

盤の交換や自家発冷却水ホースの交換、また小修繕として柱や扉の色塗りや襖の修理など。職員作業に

よるコスト削減にも努力がうかがわれ、小修繕に加え施設周辺歩道の除草作業や清掃・植栽など環境美

化にも努力がうかがえた。また、民間企業と協働での花壇の花植えは、大変意義あるものと感じられた。 

○また、利用者サービスについても、大ホール舞台登壇用の手摺りの設置や職場体験の受け入れ・インタ

ーネットやマスコミを通じての情報提供など、努力が感じられた。 

○毎回のイベントやコンサートに出席したわけではありませんが、お年寄りも多く、休憩時のトイレの順

番待ちが多くありました。お客さんの数に対しトイレの数の基準があるのか知れませんが、トイレの数

が少ない様に思いました。 

○おおむね良好 

○市の中心にある公会堂は何回か改善を経て現在にいたっているが、前庭や駐車場から事務所への入口に

季節の花を植えてウエルカム感を感じる。新しくなってきれいだが、やはり大ホール集会室の入口が区

切りがつきにくい。常にていねいに備品も管理されている。 

○職員による軽微な修繕や経年劣化に伴う部材の交換等、施設の維持管理業務等について適正に実施され

ている。また、民間企業や市民と共に進める公会堂周辺の除草活動等は、今後も積極的にかかわってい

ただきたい。 
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②管理について 

○２／８文化運営委員会の時、私の提案、開演に先立ち「携帯電話の電源をお切りください」と提案、出

席者の中に私の提案に賛成してくださった方は、大変うれしく思いました。確かに、主催者側の問題で

すが、管理者として、主催者に、ていねいなお願いがあってもいいのではないかと思います。プラカー

ドを持って「携帯電話の電源をお切りになるか、マナーモードへ」とありました。管理側も努力されて

いると嬉しく思います。 

○開館日数・利用者数の結果にニーズの高さを感じる。 

○災害の話を一緒にしてもらったが、とても良かった。日々確認をされている様子なので安心できる。大

がかりな訓練を各席も含め一緒にできたらと思う。職員の人数が、ぎりぎりなのではないかと思う。研

修を一同に集まってということができないと思う。もう少し人員を増やしてもらえるよう米子市も予算

をつけてはどうか。もう少し利用者もまきこんでボランティアできるところはしてもらってはどうか。 

○前庭の開放やホワイエの活用等、公会堂が市民にとってより身近な施設となってきているように感じま

す。 

 

③事業について 

○今年度も多くの質の良い事業が実施されていると感じられた。特にNHK交響楽団の米子公演を実現し、

普段では視聴することができにくいフルオーケストラの魅力を存分に市民に提供できたことは意義深

いものがある。また、市民交流事業として地元米子出身の名作曲家「高木東六」氏を顕彰する『高木東

六の世界』を開催し、氏の音楽の素晴らしさを大勢の市民に紹介できたこともすばらしいことであった。 

○イベントやコンサートの企画以外に地元文化の向上のため、努力されている姿につくづく感心しまし

た。今後とも、更に努力（我々運営委員も）を重ね、米子市の文化の向上を図りたいと思います。 

○地元出身の若き音楽家を応援したいと思います。 

○利用者数が前年比１１２．９％アップで開館３５９日にもかかわらず、事業収入（入場料収入）が３１．

３％減、事業収支も２５％減になっていることの分析 

○ハロウィン、ダンスなど積極的な取り組みを以前からされていたが、春の文化祭など利用者が参加しや

すく喜ばれる事業はすばらしい。公会堂の前庭を利用される催しと大ホールの催しが連携できていくの

も良い取り組みと思う。 

○今後もインターネットやＳＮＳ、マスコミを十分に活用し、幅広い情報発信、情報交換に努めてほしい。 

○昨年度、ホール前広場のイルミネーション等の展示について意見があったがその後の進展について伺い

たい。７月２８日の「コンサート米子」の催しに対し全面的な協力があったことへは感謝したい。 

 

 

【今後の業務改善方策等の特記事項】 

【施設所管課】 

 引き続き適切な施設管理に努め、多くの市民が利用できる環境を整えるとともに、ホワイエや前庭の利

活用方法などについてのＰＲ活動を継続し、ホールの客席数や音響等の施設の特性をいかしたイベント等

の誘致活動に努めてほしい。 

 

【第三者評価】 

○駐車場利用料金の割引き等があるといいと思います。 

○特にはないが、今後も細やかな施設管理に努めていっていただきたい。 

○駐車場が少ないのが、なんといっても難点。「やよい」撤去あとの新しい駐車場と「ふれあいの里」の

駐車場に期待をかけたいところ。市役所駐車場同様、カード式無料化となれば、利用者としては大変あ

りがたいのであるが…。 

○コンサートについて、数１０年前に比べ、確かにマナーはよくなりました。携帯電話の響きはありませ

んでしたが、演奏中にひそひそ話が少し気になります。少しずつ改善すべきでしょう。 
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○駐車場について、公会堂周辺に増えましたが、私は市役所の無料駐車場を活用させていただきました。 

○指定管理で貸館という中で、やはり市の予算付けが必要ではないか。文化施設は経営黒字ということは

むずかしいと思う。人が集う場所なのでそこにいる人も豊かであってほしい。米子市は３ホール、児童

文化センター、歴史館、福市遺跡、米子城跡、妻木晩田と多くの施設、文化遺産をもっているので、様々

な動きや情報をコーディネートしていく人材も必要ではないかと思う。 

○公会堂の前庭は、米子の中心市街地の顔。 

○隣接する高島屋やえる・もーる一番街、ひまわり駐車場との連携による、面としての積極的な展開が望

まれる。 
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（別紙３） 

文起第９１６号‐１ 

平成３０年９月２５日 

 

（施 設 名）米子市文化ホール 

（指定管理者）一般財団法人 米子市文化財団 

（代 表 者 名）理事長 杉原 弘一郎 様 

 

米子市長 伊 木 隆 司 ○印 

 

平成２９年度「米子市文化ホール」指定管理者業務評価書 

 

施設名 米子市文化ホール 

施設所管課 経済部文化観光局文化振興課 

指定管理者名 一般財団法人 米子市文化財団 

指定期間 平成２８年４月１日 ～ 平成３３年３月３１日（２年目） 

 

【モニタリング終了後の総評】 

【施設所管課】 

空調設備及び舞台照明設備の改修工事により施設の一部で使用停止期間があった影響もあってか、施設

の利用件数、利用者数とも前年をやや下回ったが、引き続き、地元の人材等を活かした多様な自主事業を

行い、利用者の拡大に努めることで、一定の高い水準を維持していることは評価できる。また、老朽化し

た施設の不具合にいち早く対処している点も評価できる。 

 

【第三者評価】 

① 施設について 

○良い 

○建物部分及び備品等、経年変化はつきものであるが、細やかに対処・改善を進めていることがうかがえ

る。イベントホールの雨漏りの対応・展示室や応接室の壁クロスの張り替え・空調システムや照明シス

テムの改善などに加え、施設周辺や歩道等のゴミ拾いや除草・剪定なども引き続き実施されている。今

後も細やかな点検・対処をすすめていって欲しい。 

○また、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されたこと

は、外部団体との連携の一環として大変意義深いと感じた。 

○加えて、利用者サービスとしても、楽屋トイレに手すりを取り付けたり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努力や配慮が感じられた。 

○くまなく見たわけではありませんが、施設について特に問題点はありませんでした。 

○おおむね良好 

○とても老朽化していて淋しい。外観、メインホールのイスなど予算をつけて改善を望む。 

○館内の巡回点検に伴う対応等、施設の維持管理業務等について適正に実施されている。また、施設周辺

の清掃活動や高校との協働作業などは評価できる。今後も、地域との交流や協働を意識した施設運営が

望まれる。 

○ホール内投影機器（プロジェクター等）の充実を望む。それらの準備、配慮については満足のいくもの

と感じている。 
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②管理について 

○良い 

○７／１５大阪フィルとオペラコンサートのチケットを求めるにホールの担当者は、ご親切に公会堂と調

整していただき、よりよい席のチケットを手配してくださった事に感謝しております。※販売から３週

間以上経過していたため、希望者が無かったため係の人が公会堂に問い合わせていただいたのです。 

○他施設と比較しても１０％前後高い人件費であるが、費用対効果はどうか。 

○事務所が広いこともあるが、淋しい感じがする。事務所の方が事務所前に行くと用件を聞きに出てこら

れるので話しやすい。 

○今後も、前庭空間など、米子駅前の顔として、より一層の米子の顔づくりや安全性、親しみやすさを意

識した管理を行ってほしい。 

○臨時職員増員による、接客対応の充実に期待する。 

 

③事業について 

○良い 

○多くの質の良い事業が実施されていると感じられた。映画や音楽等を中心に、米子の文化向上に資する

ものである。参加型事業も教育普及事業も、貴重な取り組みであると感じた。また、市民交流事業とし

て『農と食のフェスタせいぶ』に参画し、多目的広場でのステージ発表他メインホールやイベントホー

ルでの催し物にも参加、米子駅前周辺の活性化にも協力できたことは大変意義あることと感じられた。 

○イベントやコンサートの企画のみならず、地域発展のため文化の向上のため、いろいろな企画があるこ

とは大変良いと思います。 

○利用者数事業収支減の分析とその方策 

○今後もインターネットやＳＮＳ、マスコミを十分に活用し、幅広い情報発信、情報交換に努めてほしい。 

 

 

【今後の業務改善方策等の特記事項】 

【施設所管課】 

利用者が使用しやすい中規模ホールで立地条件も良いことから、稼働率の高い施設であり、今後も引き

続き利用者が安心して使用できるよう、適切な施設管理を継続していただきたい。自主事業については、

引き続き幅広い市民のニーズを捉えながら内容を精査し、本市の芸術文化の振興に資するものとなるよう

努めてほしい。 

 

【第三者評価】 

○立地条件も良く、利用しやすいと思います。 

○米子駅前という好立地、「サティ」の駐車場の共用という利便性を生かし、メインホールと事務室側と

の間のオープンスペースなど、市公会堂とはまた異なった特色を持っている文化ホールである。今後も、

その特色・特性を生かした事業等を行っていっていただきたい。 

○ビッグシップ等との大イベントが重なった際、駐車場周辺が大渋滞となることがあった。主催者側にて

早めの運転者連絡（プラカード等による渋滞連絡など）をアドバイスできると良いかも知れない（運転

者は、別の駐車場を考えることができる…。） 

○私は毎月の「童謡をみんなとうたう会」に特に出席させていただいておりますが、たいへん楽しく歌わ

させていただいております。参加者の多くが壮年です。皆さん楽しそうでした。 

○施設の改善を予算をつけて行ってほしい。 

○隣接するイオンやビッグシップ、駅前通り（宿泊施設・飲食施設）、または、中心市街地のもう一方の

核である角盤町エリアとの連携による、面としての積極的な展開の検討が望まれる。 
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（別紙３） 

文起第９１６号‐１ 

平成３０年９月２５日 

 

（施 設 名）米子市淀江文化センター 

（指定管理者）一般財団法人 米子市文化財団 

（代 表 者 名）理事長 杉原 弘一郎 様 

 

米子市長 伊 木 隆 司 ○印 

 

平成２９年度「米子市淀江文化センター」指定管理者業務評価書 

 

施設名 米子市淀江文化センター 

施設所管課 経済部文化観光局文化振興課 

指定管理者名 一般財団法人 米子市文化財団 

指定期間 平成２８年４月１日 ～ 平成３３年３月３１日（２年目） 

 

【モニタリング終了後の総評】 

【施設所管課】 

淀江という立地をいかした企画や駐車場との距離が近く車で来館しやすいという特徴をいかした、子供

や家族連れ等を対象とした事業展開を行い、他館との区別化を図っている点は評価できる。また、老朽化

した建物や設備の不具合にいち早く対処するなど、施設管理に対する取組みも評価できる。 

 

【第三者評価】 

① 施設について 

○建物や備品など、経年劣化が考えられるが、小修繕は職員で行うなど、節約や維持管理に努力している

ことがうかがわれる。イベントホール空調室外機の１台が不具合になるなど、メンテナンスに対する配

慮が今後も重要であると感じた。 

○大ホール座席のゴムストッパーの交換（第２期目）やロビー・事務室の照明器具の一部LED化など、利

用者サービスや経費削減にも心を配っていることがうかがわれた。環境整備にも、努力が感じられた。 

○利用者サービスの一環として、駐車場白線の引き直し等や大ホールホワイエのモニターTVをブラウン管

から液晶へ変更するなど、時の推移に対応した環境整備の努力も感じられた。また、会場やホールの練

習場所としての PR や、ホームページ・フェイスブック・中海テレビ文字情報などを活用した広報活動

にも努力が感じられた。更に、小学３年生の「古い道具と昔のくらし」の学習への山陰歴史館同行や高

齢者施設への琴演奏への同行など、館外活動への協力は意義深いことと感じる。 

○特に問題ありませんでした 

○老朽化、劣化への対策に苦慮されている現状がみられる。今後の対応はどうか。 

○なかなか行く機会が少ないが、行くといつもきれいと思う。 

○職員による軽微な修繕や経年劣化に伴う部材の交換や点検、巡視、環境美化活動等、施設の維持管理業

務等について適正に実施されている。 

 

②管理について 

○職員の対応はよいと思います。 

○利用者数減少の分析と対策 
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③事業について 

○多くの鑑賞事業・参加型事業・教育普及事業に加え、淀江地区をテーマとした事業とか「ランチタイム

レコード」という定期的なイベント事業など、特色ある事業が定着しつつある。ロビー等の活用も含め、

事業アイディアの努力がうかがえる。 

○ランチタイムレコードなんて、いい企画です。 

○イベントやコンサートの企画のみならず、地域文化の向上のため、いろいろと努力されていることを感

じました。 

○おおむね良好 

○ランチタイムレコードなど、継続する中で５０回、参加者も増えていると聞いている。ホールの良さを

発信していると思う。 

○地域としての継続的な自主事業実施について評価できる。 

○今後も、インターネットやＳＮＳ、マスコミを十分に活用し、幅広い情報発信、情報交換等により、利

用者の増加に努めてほしい。 

○「ランチタイムレコード」は画期的な事業として評価できる。 

○大山開山１３００年に際しては、もう少し統一的な催しを期待していた。 

 

 

【今後の業務改善方策等の特記事項】 

【施設所管課】 

今後も適切な施設管理を維持するとともに、地域の特色をいかした企画や立地条件をいかした子供向

け、家族向けのイベントなどに取組み、他館との区別化をさらに図ることで施設の存在感を高めてほしい。 

 

【第三者評価】 

○淀江ならではの催し物も多く、とても良いと思います。 

○米子市の旧市街地から離れた立地条件ではあるが、今後も淀江地区の特色を生かした事業や旧市街地の

米子市民が出掛けたくなるような事業アイディアの推進に期待したい。 

○特に業務改善事項はありません。 

○車で行った時の駐車地図、いっぱいになった時に置ける所を示してはどうか。 

○米子の中心市街地ではない、地域の特性を活かした文化・芸術・生活の拠点としての機能を維持してほ

しい。 

 

 


