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1　施設管理の充実

管理業務の実施状況

2　利用者サービスの向上

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３０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)除雪機や舞台・ホワイエ用の椅子、ステージ用LED照明などを購入し、施設

備品の充実を図った。 

 

(2)館内の壁の色塗りや襖の修理、点字ブロックの補修など小修繕をできる限り

職員で行いコスト削減に努めた。  

 

(3)大ホールや事務室の場所、ホワイエのトイレ位置が分かりにくいため、看板を

設置した。 

  

(4）ホワイエの電源増設を行い、これまで不便であったホワイエでの電気機器の

利用を容易にした。 

 

(5)ホワイエの吊り下げ照明や事務室前照明をLED化し、コスト削減を図った。  

(1)近隣駐車場の公会堂利用者への駐車料金1時間無料サービスの周知を図り、

お客さまの利便性の向上に努めた。 

 

(2）大規模ホールでは県内初となる防災コンサートを、鳥取県米子警察署協力、

市内小学校参加で開催し、お客さまが安全・安心に利用いただける施設の提

供に努めた。 

 

(3)公会堂開館60周年記念として、記念式典をはじめ、地元出身演奏家による

オペラコンサートやジャズコンサート、ピアノをテーマにしたコンサートなど数多

くの記念事業を開催し、大勢の市民に楽しんでもらうとともに公会堂について広

く周知した。 

 

(4)市民交流事業として、様々な団体と連携して事業を行い、賑わい創出や中

心市街地活性化に協力した。 
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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。
会場：ホワイエ（②は大ホール）

①4/23(月)夜 132 「ピアノと弦楽四重奏の夕べ」

②8/26(日)昼 488 「地元出身の若き音楽家による演奏会」

③11/15(木)昼 171 「二胡・ピアノ・箏　トリオコンサート」

④3/25(月)昼 118 「フルート＆ヴァイオリン　スプリングコンサート」

（虹のひろば実行委員会共催）
入場料：一般500円
（②は一般700円、高校生以下300円）

米子市公会堂開館60周年記念

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～

7/15（日） 1,045

（鳥取県文化振興財団・BSS山陰放送共催） 入場料：一般4,000円 高校生以下2,000円　

8/19（日） 515

（鳥取県文化振興財団共催）
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

9/1（土） 349

入場料：一般500円、高校生以下100円、ペア券800円

米子市公会堂開館60周年記念

ブラック・ボトム・ブラス・バンド
25周年コンサート

10/28（日） 470

（鳥取県文化振興財団・BSS山陰放送共催） 入場料：一般3,000円　高校生以下1,000円

米子市公会堂開館60周年記念

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） 869

（鳥取県文化振興財団共催）
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

米子市公会堂　虹のひろば

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。オペラを聴く機会の少
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。
会場：大ホール

鑑
賞
事
業

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。
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、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。
会場：大ホール

風間杜夫ひとり芝居「ピース」

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。
会場：大ホール

米子なつかしの名画劇場

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。
会場：大ホール
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区分 事　　業　　名 開催日
入場(参加）

者数
備　　　考

米子市公会堂開館60周年記念

NHK　新・BS日本のうた 5/31(木) 937

（米子市共催） 入場料：無料（往復はがきによる抽選）

参加費無料(⑩のみ一般1,000円、中高生500円）

①5/18(金） 300 米子市公会堂60周年記念式典(大ホール：米子市と共催）

②5/19(土)、20(日) 500 春の文化祭(全館）

③7/13（金） 200 七夕まつり（前庭：米子南高校と共催）

④7/28（土） 60 モーニングカフェ（集会室：コンサート米子と共催）

⑤7/29（日） 60 わらべ館おもちゃ教室(集会室：わらべ館共催）

⑥8/14(火) 650 米子盆踊り大会（前庭：米子盆踊り実行委員会に協力）

⑦8/18(土) 800 夏まつり（前庭：角盤町商店街振興組合と共催）

⑧10/27(土) 300
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)

⑨12/7(金） 250
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）

⑩3/2（土） 701
米子市公会堂開館60周年記念
Ｐｉａｎｏ Ｐｉａｎｏ コンサート(大ホール）

米子高専連携事業

「リサイクル工作で
インテリア雑貨を作ろう」

8/4（土) 30

（米子高専共催） 参加費：無料（材料費別途）

Feelおでかけ事業

「体感しよう！ＪＡＺＺの世界」 10/25（木） 800

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 11/10（土） （1,996）

参加費：無料

合　　　　計

教
育
普
及
事
業

米子高専から講師を招き、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。
会場：集会室

「米子城フェスタ」に合わせ、当財団が管理している
施設が一堂に会し、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）

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

参
加
型
事
業

市民交流事業

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。
会場：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。
会場：彦名小学校、福米東小学校

9,745 （　）の人数は除く
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別紙-米子市公会堂2

施設管理業務

６月

前庭及び駐車場等清掃、雨漏り点検、自家発電設備保守点検、音響室他漏水箇所確認、舞
台空調異音修理、大ホール漏電確認、前庭他除草作業、大ホール棟点字ブロック補修、空気
環境測定、大ホール客席清掃、電気設備点検、舞台照明保守点検、管理棟2階扉塗装補修

前庭及び駐車場等清掃、前庭芝生刈込作業、大ホール他扉補修、前庭他植込剪定作業、舞
台音響設備保守点検、消防用設備保守点検、館内定期清掃、空調設備保守点検、集会室トイ
レ補修

７月
前庭及び駐車場等清掃、前庭植込他剪定作業、前庭他除草作業、飲料水水質検査、エレ
ベーター保守点検、電気設備点検、空気環境測定、受水槽・高架水槽清掃、ホワイエトイレ案
内看板設置、ガス設備点検、大ホール段差解消装置保守点検、大ホール音響室雨漏り調査

８月
前庭及び駐車場等清掃、水質検査、前庭芝刈り、ホワイエ扉フランス落し交換、オーケストラ
ボックスステン縁貼り補修、集会室扉塗装剥がれ補修、カーペット調査、楽屋各扉ペイント補
修、舞台吊物機構保守点検

前庭及び駐車場等清掃、空気環境測定、エレベーター保守点検、自転車置き場屋根清掃、空
調設備保守点検、消防用設備保守点検、電気設備点検、飲料水水質検査、ヤマハピアノ保守
点検、ホワイエ点字鋲取付、大ホール段差解消装置保守点検、楽屋廊下消火栓ホース交換

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、前庭他剪定作業、空気環境測
定、電気設備点検、イルミネーション設置、前庭他除草作業、前庭芝サッチング、ホワイエ天井
補修、舞台吊物機構保守点検

１２月

９月

１０月

１月

実施月 主な事項

４月
前庭及び駐車場等清掃、前庭他除草作業、エレベーター保守点検、前庭芝サッチング、地震
発生点検、前庭芝肥料散布作業、シルバー人材センター前庭等清掃、地下機械室バッテリー
点検、大ホール客席座面調整、身障者用トイレ便器補修、ホワイエ照明ランプ取替工事

５月
前庭及び駐車場等清掃、前庭他除草作業、シルバー人材センター前庭等清掃、空気環境測
定、非常用放送設備修理、電気設備点検、舞台吊物機構保守点検、ホワイエ下手扉鍵交換

前庭及び駐車場等清掃、前庭他除草・剪定作業、エレベーター保守点検、館内定期清掃、シ
ルバー人材センター前庭等清掃、大ホールチケット売り場扉調査、楽屋3階扉枠補修、和室ふ
すま張替え

その他

前庭及び駐車場等清掃、前庭芝サッチング、ホワイエ点字鋲取付、館内定期清掃、制御盤保
守点検、舞台吊物機構保守点検、ヤマハピアノ保守点検

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、管理棟壁化粧直し、空気環境測定、電気設備点検、前庭芝サッチン
グ、自家発電設備保守点検、ホワイエピアノ保守点検、発電機蓄電池点検、前庭他清掃、事務
所前電灯機器交換、ホワイエコンセント増設、段差解消装置修理、スライディングウォール調整

前庭及び駐車場等清掃、前庭他剪定作業、シルバー人材センター前庭等清掃、イルミネー
ション設置、スタインウェイピアノ保守点検、舞台照明配線修理、舞台音響設備保守点検、管理
棟2階柱・壁塗装修繕、除雪機納入、空調設備緊急点検、バス停清掃（ボランティア）
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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

314

室名
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

大ホール 212

集会室

163

232

2,988

11,537,738

226 395 4,564 321,000

73,946

17,566,246

437,400－

150,701

食　　堂

－

－－

4,289合　　計

676,850

4,243,170

344,828

5,260

ホワイエ

356

前　　庭

4,932180

40,848

3,317

23,094180163

和　　室 247
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平成３０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

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

2　利用者サービスの向上

（1）

（2）

（3）

（4）

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

　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。

　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。

　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。

　鳥取県立米子高等学校美術部の生徒に米子市文化ホールの多目的広場
（水鳥広場）内に設置してある花壇13ケ所を“文化芸術・白鳥・大山・日野川”
などをテーマにデザイン・装飾していただき、地域住民や利用者をはじめ通行
人の憩いやふれあいの空間とし、多目的広場の利用拡大に努めた。

　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、Facebook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。

の収入実績
施設の利用収入は別紙－米子市文化ホール3のとおり

　イベントホール及び展示室のイスや長机の溶接修理を行った。

　メインホール照明設備改修工事を行い、漏電対策を行った。

施設の利用状況

管理業務の実施状況

使用料（利用料金）

　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。

　メインホール前室カーペットを張替えし、利用に支障がないよう修繕した。

施設の利用状況は別紙－文化ホール3のとおり
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主催事業実施状況 別紙-米子市文化ホール１

区分 事　業　名 開催日 入場(参加)者数 備　　　考

会場：メインホール

　(共催：米子市教育委員会) 入場料：無料
連携事業

第77回米子歴史絵巻
「新田人形浄瑠璃芝居相生文楽」

米子市指定文化財である山陰歴史館（歴史的遺産）
を活用して、県内の伝統芸能（民俗）を紹介した。

会場：山陰歴史館
入場料：無料

日生劇場がお届けする児童・青少年向
け鑑賞教室

「エリサと白鳥の王子たち」

会場：メインホール

　(共催：米子市教育委員会) 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。
60回記念として「メモリアルコンサート」を実施、
米子市出身のピアニスト松本哲平氏らをゲストに招
き、米子市近郊で音楽活動を行っているアーティス
トの共演機会を作るとともに音楽を通じて地域文化
の向上に努めた。「心の色を音にのせ」を全ての
ジャンルのコンサートで編曲し演奏することで、広
く市民に曲を知っていただく契機とした。
また、広報活動の一環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。

入場料：メモリアルコンサート　1,000円/4ジャン
ルコンサート共通券一般500円　高校生以下無料

6月3日(日) (450)
アコースティック　会場：米子市文化ホールメ
インホール（出演団体/11）

6月9日(土) (523)
ジャズ　会場：米子市文化ホールメインホール
(出演団体/10）

6月17日(日) (1,062)
合唱　会場：米子市公会堂大ホール
（出演団体/14）

6月23日(土) (266)
フリージャンル(アカペラ・バンド）　会場：米
子市淀江文化センター大ホール(出演団体/14）

6月24日(日) (578)
フリージャンル(その他）　会場：米子市淀江文
化センター大ホール(出演団体/17）

 (共催：米子市音楽祭実行委員会)
7月1日(日) (970)

メモリアルコンサート「心の色を音にのせ」
会場：米子市公会堂大ホール

5,108　
(延べ人数)

主に毎月第2月曜日

11回

主に毎月第4木曜日

11回

主に毎月第4木曜日

11回

わらべ館コンサート 9月10日(月) －
わらべ館との連携講座。参加者数（337人）は月曜
コースに含む

「みんなの童謡コンサート」と題し、コンサート形
式で実施。

入場料：無料

会場：（月曜・特別講座）メインホール、

会場：（木曜・チャイルド）イベントホール

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「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。

12月1日(土)

チャイルドコース　幼児116人、大人160人
参加費無料

鑑
賞
事
業

童謡講座

こころの劇場
劇団四季ミュージカル

「魔法をすてたマジョリン」

参
加
型
事
業

木曜コース　申込者数　085人　　参加費　1,000円(854)木曜コース（新しい童謡）

チャイルドコース

3月16日(日)童謡特別講座

月曜コース（懐かしい童謡） (3,427)

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。

（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した。

132

9132月12日(火)

(共催：とっとりの文化遺産魅力発掘
プロジェクト実行委員会、米子市立山
陰歴史館)

1,1757月18日(水)

3,849
(延べ人数)

第60回米子市音楽祭&
メモリアルコンサート

(276)

月曜コース　申込者数　390人　　参加費　1,000円

(551)
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区分 事　業　名 開催日 入場(参加)者数 備　　　考

1,568
(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。今回は第10回記念企
画とし、特別チームを編成し盛り上げた。
会場：米子市公会堂 （出演：78団体＋特別編成）

2月9日(土) (751) 出演者数：467人

2月10日(日) (817) 出演者数：565人

参加費：2,000円　入場料：各日1,000円

市民交流事業

参加費：無料

10月20日(土) 5,600

入場料：無料

Yonagoファンタジア点灯式 11月30日(金) 243

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。鳥取県立米子東高等学校合唱部
（20名） 、翔英学園米子北斗中学校・高等学校音
楽部(23名)の合唱により開幕した。

（共催:一般社団法人鳥取県電業協会
西部支部） 入場料：無料（出演者43人）

3月2日(土)
～3月30日(土)

「中井精也のてつたび」
ファンミーティング＠米子

２月9日(土) 130

NHK BSプレミアムの鉄道番組「中井精也のてつた
び」で山陰本線の紹介にあわせて、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
と共催でイベントホールを会場に実施した。

（共催：ＮＨＫ鳥取放送局） 参加費：無料

鷲見三郎顕彰事業

演奏者数：米子ユースオーケストラ56人
ジュニアストリングス10人
会場：メインホール

(共催：鷲見三郎顕彰事業実行委員会) 入場料：無料

当財団施設連携事業

毎年、米子市文化財団が夏休み期間に小学生を対象
に実施していた体験事業を、米子市文化ホールの自
主事業として継続した。
夏休みの子どもたちを対象に実施し、米子市文化
ホールの仕事を知ってもらう機会とした。
Aコース16人/Bコース15人

3月31日(日) 504

教
育
普
及
事
業

ダンス・フェス１ver.10

米子市文化財団が管理している施設の紹介の一環と
して、米子城跡三の丸広場（米子市営湊山球場）を
会場に施設ごとの特色あるワークショップ等の事業
を体験してもらい、文化活動に対する関心の向上に
つなげることが出来た。
文化ホール等ホール系3館は楽器作り体験コーナー
を実施した。（参加者300人）

第26回米子ユース
オーケストラ演奏会

－

31

参
加
型
事
業

アートプロジェクトin スワン広場

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。

「ネギ来ステージinスワンひろば
・ネギ来スイーツ通り」

10月21日(日) 6,400

8月8日(水)
「米子市文化ホールの舞台裏を

のぞいてみよう！」

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
に繋げた。

鳥取県立米子高等学校美術部の生徒に米子市文化
ホールの多目的広場（水鳥広場）内に設置してある
花壇13ケ所を“文化芸術・白鳥・大山・日野川”な
どをテーマにデザイン・装飾していただき、地域住
民や利用者をはじめ通行人の憩いやふれあいの空間
とし、多目的広場の利用拡大に努めた。（参加者数
延べ115人/20回実施）

(1,996)11月10日(土)米子市文化財団フェスティバル

9



区分 事　業　名 開催日 入場(参加)者数 備　　　考

Ｆeelおでかけ事業

出張料：無料

日頃、ホール等に足を運ぶ機会の少ない高齢者の
方々に参加型の童謡コンサートを実施した。今回は
介護付有料老人ホームの敬老会アトラクションとし
て、「よなご童謡の会」の協力を得て実施した。

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Facebook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：151人

合　計 26,061 （ 　）の人数は除く

739月14日(金)
いきいきケアホーム旗ヶ崎

童謡コンサート

3358月18日(土)

－

教
育
普
及
事
業

える・もーる商店街アーケードを会場に、中心市街
地のにぎわい創出に向け、米子市公会堂の「夏まつ
り」と同日開催した。今回も米子JAZZフェスティバ
ル実行委員会と連携することで「まちジャス」終演
後も引続き近隣のカフェ2店鋪で気軽にジャズを楽
しんでいただける企画とし、米子のまちなかをジャ
ズの演奏でにぎわせた。（出演者32名）

通年情報提供事業

まちジャズ
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別紙-米子市文化ホール2

施設管理業務

実施月 主な事項

４月
上水道水質検査、公用車普通タイヤ交換、エレベーター定期点検、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、暖房用ボイラー点検、パッケージエアコン点検、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、雑排水ポンプ不具合点検、印刷機
保守点検、イベントホール還風機ベルト交換、ロビー還風機ベルト交換、受水槽送風機ベルト交換、受水槽
排風機ベルト交換、施設周辺清掃

６月 上水道水質検査、花壇手入れ、メインホール雨漏り箇所応急処置、コピー機保守点検、施設周辺清掃

７月

上水道水質検査、エレベーター定期点検、コピー機保守点検、受水槽・高架水槽清掃、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、消防設備スピーカー増設工
事、ツツジ・クスノキ剪定及び消毒作業、イベントホール仮設ステージ金具22台分取替、受水槽ボールタッ
プ2個交換、消火器消火剤粉末9本分詰替、中央監視盤換気ファン清掃、施設周辺清掃

８月

上水道水質検査、空調機器不具合点検、消防設備スピーカー増設工事、多目的広場車止め補修、火災報
知器断線調査、メインホール客席ビス増し締め、エレベーターバッテリー交換、受水槽バルブ増し締め、花
壇手入れ、舞台吊物点検、駐車券処理機点検、メインホール搬入庫屋根雨漏り修繕、メインホール前室
カーペット張替、管理棟屋根修繕及び足場設置、誘導灯バッテリー2個交換、消防設備改修工事検査、施
設周辺清掃

９月

上水道水質検査、ヤマハピアノ保守点検、消防立入検査、メインホール吊り天井調査、花壇手入れ、空気
環境測定、電気設備点検、自家発電設備点検、展示室側女子トイレ手洗い蛇口修理、ホワイエ女子トイレ
手洗い蛇口修理、イベントホール及び展示室イス・長机溶接修繕、ホワイエ窓枠コーキング処理、施設周辺
清掃

１０月
上水道水質検査、メインホール吊り天井調査、コピー機保守点検、エレベーター定期点検、消防設備改修
調査、外壁塗装分析調査、イベントホール及び練習室壁調査、受水槽入水用鋼管交換修理、オープンス
ペース壁灯台座修繕、ロビー女子トイレ電球LEDソケット取替、花壇の手入れ、施設周辺清掃

１１月

上水道水質検査、駐車券処理機点検、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、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、火災報知器改修
調査、花壇手入れ、イベントホール控室雨漏り補修、プロジェクター光学エンジン部分交換修理、ロビー女
子トイレ水洗レバー交換修理、施設周辺清掃

１２月
上水道水質検査、メインホール自動ドア不具合調整、受水槽ボールタップ調整、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、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、研修室・大楽屋照明安定器交換修理、多目的広場タイル補修

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、応接室冷媒ガス漏れ配管工事、電気メーター
取替、エレベーター定期点検、消火器５本分消火剤詰替、舞台引割幕綱元ロープ交換修理、事務室照明
安定器2個交換修理、メインホール誘導灯バッテリー2個交換修理、メインホール自動ドアセンサー1個交換
修理、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
自動火災報知設備改修工事、イベントホール控室雨漏り調査及び修繕、上水道水質検査、給湯室照明
LED交換修理、楽屋男子トイレ配管詰まり修繕、駐車券処理機点検、メインホール吊り天井調査、花壇手入
れ、施設周辺清掃

３月
自動火災報知設備改修工事、自動火災報知設備改修工事検査、音響設備改修工事、照明設備改修工
事、上水道水質検査、公用車普通タイヤ交換、電気設備点検、空気環境測定、自家発電点検、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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別紙-米子市文化ホール3

施設の利用状況

開館日数：313日

室名
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 192 204 49,015 11,383,902

2/13（水）～3/14（木）は自動火
災報知設備改修工事及び吊り
天井調査、照明・音響設備改修
工事のため使用停止

大楽屋 7 7 94 15,170 (単独使用件数のみ)

イベントホール 279 420 23,430 3,912,640

展示室 172 189 7,064 1,384,690

和　　室 207 271 2,772 891,980

研修室 302 781 11,338 1,739,600

練習室 304 780 5,475 951,680

オープンスペース 33 33 21,326 19,960

多目的広場 67 71 20,480 4,820

合　　計 2,756 140,994 20,304,442

12



１　施設管理の充実

（１）

　　　

（２）

　　　

（３）
　　　

（４）
　　　

（５）

　　　

（６）

管理業務の実施状況 ２　利用者サービスの向上

（１）

　　　

（２）
　　　

（３）
　　　

（４）
　　　

（５）
　　　

（６）

（7）
　　　

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

　地域住民の方と協力して開館20周年記念事業「はぐるま座」公演を行う
とともに、新規に「さなめ亭 新春寄席」を行った。

使用料(利用料金)
の収入実績

施設の利用状況

平成３０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

　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。特に、ロ
ビー１階の多目的トイレ内の壁面にカビが発生した。職員が地下ピットに
入り点検したところ、天井面及び上水道管に多量の結露水がついてい
た。専門業者でも原因の特定は難しかった。

　職員が毎日館内外の巡回点検を行い、天井灯の電球などをこまめに交
換したり、長机のキャスターのゆるみを点検し増し締めを行ったり、ホワイ
エのコンクリート床の修繕を行った。

　来館者に気持ちよく利用していただくため、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、水仙、ユ
リ、パンジーなどのプランターを設置し、環境美化に努めた。

　利用者用駐車場の白線を職員が引き直した。また、従来白線が無かっ
た所にも加筆し、駐車スペースを８台分常時確保した。

　会議室（１）の照明器具の一部をLED化し、経費削減に努めた。
　また、充電式のＬＥＤ投光器４台を購入し、事業で使用するとともに災害
時の非常用照明器具として常備した。

　館内３カ所の多目的トイレ内に荷物置きの棚と予備のトイレットペーパー
置き用の棚を設置した。

　財団事務局から液晶ビデオプロジェクター１台を預かり、２台体制で貸し
出しを行った。

　館内の清掃回数を従来の週３回から４回に増やした。

　楽屋空調機器の更新に伴い楽屋通路への空調機を増設し、空調が可
能となった。

　ご要望の多かったイベントホールの室内照明について、場所により異な
る照度の電球が使われていたものをすべて明るい電球に統一して従来よ
り明るくした。

　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。

　大ホールやイベントホールが時間単位で練習利用できるチラシを作成
して宣伝をした。米子市内外のダンスグループ、吹奏楽、ピアノ練習など
幅広く利用していただいた。
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別紙-米子市淀江文化センター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

星空コンサート

（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）

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)

 (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等を提供
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。（総計6,243人）

4/1（日)～
3/31(日)

3,462 さなめ木彫会作品展示　

4/28（土）
～5/7（月）

822 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

2/1（金）
～12（火）

762
「淀江の魅力再発見！フォトコンテスト2018写真展」
（米子市淀江振興課共催）

4/10・5/8・
6/12・7/10・
8/7・9/11・

10/9・11/13・
12/11・1/8・
2/12・3/12

（火)

662

ランチタイムレコード

平日の昼間にLPレコードを鑑賞できる場を提供した。
１回平均55人の来場者があり、以前開催していたロビー
では会場が手狭になったため、イベントホールで開催し
た。
また、50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。
会場：ロビー、イベントホール

1/14(月・祝） 106

さなめ亭 新春寄席

気軽に落語を楽しんでいただける場を提供した。米子
市在住の落語家と米子市児童文化センターの落語クラ
ブ(わらべ家）の児童に出演してもらった。
会場：ロビー
出演：桂小文吾、わらべ家伊予太郎

Feelおでかけ事業 3/22(金） 70

さなめ亭 寄席 ｉｎ ル・サンテリオンよどえ

初めて開催した新春寄席が好評であったので、近隣の
病院に出掛け落語を楽しんでいただいた。
出演：桂小文吾、わらべ家一門（５名）
会場：米子東病院

4/6（金） 131

ファミリーコンサート
～音楽のおもちゃ箱～

12/15(土) 298

311

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。

会場：大ホール
入場料：高校生以上大人500円、中学生以下300円（当
日各200円増）

鑑
賞
事
業

今回で10回目を迎えた。従来のピアノとチェロの演奏者
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」を楽器
と合唱の生演奏に合わせ朗読で紹介した。また、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。

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(当日各100円増)、未就学児のひざ上鑑賞無料

7/21(土)

市民交流事業

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。

会場：ロビー
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：一般500円、高校生以下300円
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区分 事　　業　　名 開催日
入場(参
加）者数

備　　　考

 利用促進事業

～おためし練習利用～

開放舞台。

（米子高専･美術館と連携）

8/20（月） 17

夏休み科学教室「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

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

（株式会社中海テレビ放送と連携）

4/24(火)
8/28(火)
10/23(火)
12/18(火)
2/26(火)

34

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

10,522 〔　　〕の人数は除く。

米子市文化財団が管理している施設が米子市営湊山
球場に集い、施設ごとの特色あるワークショップ事業を
体験してもらった。
ホール系３館は『楽器作り体験』を実施した。

会場：米子城跡三の丸広場（米子市営湊山球場）

〔1,996〕11/10(土)

 米子高専連携事業

　　　　夏休みこども体験教室

夏休み工作教室「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

教
育
普
及
事
業

10/21（日） 3,800

9/15（土）・
9/16（日）

合　　　　計

31

8/20（月） 16

参
加
型
事
業

こども夢広場
（よどえ夢まつり実行委員会と連携）

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！」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、イベントホールではヤマハ
ピアノを低料金で利用いただいた。

会場：大ホール舞台、イベントホール
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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

12月

会議室長机キャスター交換、ホワイエ女子トイレ洗面台ジョイント修理、楽屋男子トイレ異音修
理、1階ロビー女子トイレ音姫電池交換、楽屋ほか空調設備改修工事、玄関アプローチ及びロ
ビー天井清掃、館内定期清掃、駐車場ごみ拾い、雪かき、イベントホール空調機除霜装置改
修、冷温水発生機点検、風除室点字ブロック再取付、大ホール下手通路非常誘導灯交換

１月

楽屋ほか空調設備改修工事、会議室及びイベントホール内の長机のボルト増し締め、駐車場
ごみ拾い、中庭落葉拾い、電気設備定期点検、空気環境測定、1階ロビー電球交換、玄関前
サツキ剪定、客席誘導灯交換、ホワイエ女子トイレフロート鎖長さ調節、会議室のカーペット汚
れ除去、トイレ及び楽屋洗面台の洗浄液入れをポンプ式泡石鹸に変更、会議室（2）の椅子置
場にストッパー用角材を配置、玄関ポーチ屋上の泥除去、ホワイエトイレ天井パネル補修、空
調自動制御装置点検、舞台吊物保守点検

実施月 主な事項

４月
ホワイエ多目的トイレ水漏れ修理、イベントホール天井灯及び2階ホワイエ非常灯電球交換、灯
油サービスタンク排水桝水抜き、雨漏り点検、駐車場及び前庭周辺草刈、ホール周辺除草剤
散布、フリージア及びユリのプランター設置、1階ロビー照明ＬＥＤ化改修

５月

屋外ごみ拾い、1階ロビー多目的トイレ止水弁修理、駐車場の草刈、ポーチ天井灯・会議室
（2）及び楽屋通路非常灯電球交換、会議室（2）エアコン故障、会議室の椅子座面洗浄、空調
機冷暖房切替及びフィルター清掃、空気環境測定、電気設備年次点検、会議室（2）長机キャ
スター交換、ホール周辺樹木液肥散布、玄関前点字ブロック再取付

７月

イベントホール・ロビー及び楽屋の電球交換、玄関前・搬入口・駐車場・楽屋横の草刈り及び剪
定、玄関前点字ブロック再取付、雨漏り点検、会議室（2）カーテン吊り具修理、避雷針補修工
事、電気設備定期点検、空気環境測定、消防設備点検、中庭及び楽屋裏除草剤散布、会議
室（2）長机及び椅子のボルト増し締め、楽屋女子トイレ音姫電池交換

８月

1階ホワイエ・ロビー及びイベントホール電球交換、ホワイエ及び会議室のカーペット汚れ除
去、駐車場白線引き直し、空調設備機器中間点検、殺虫剤散布、駐車場及び施設周辺ごみ
拾い、玄関アプローチ植栽水やり、楽屋1水漏れ修理、ホワイエ女子トイレ音姫電池交換、館内
定期清掃、中庭ハナミズキ追肥、台風被害点検（異常なし）、排水溝清掃、2階ロビー及び楽屋
男子トイレ小便器センサー交換、1階ロビー多目的トイレリモコンフラッシュバルブ交換、楽屋1
温水器故障のため取り外し

６月
客席ドア開閉不良修理、玄関前プランター植え替え、ホワイエ女子トイレフロート修理、1階ロ
ビー及びホワイエ女子トイレ電球交換、駐車場ごみ拾い、前庭・スロープ・搬入口草刈り及び剪
定、舞台吊物保守点検、雨漏り点検、1階ロビー点字ブロック再取付、ホール周辺除草剤散布

９月

雨漏り点検、ホワイエ及び2階ロビー女子トイレ音姫電池交換、駐車場及び中庭落葉拾い、駐
車場前庭樹木強剪定、1階ロビー多目的トイレＯリング交換、楽屋屋上泥除去、事務室系統エ
アコンコンプレッサー異常（応急措置）、中庭排水溝掃除、自家発電設備定期点検、1階ロビー
及びホワイエ電球交換、空気環境測定、防火対象物特例認定査察、1階ロビー及びホワイエ多
目的トイレ内に折りたたみ棚設置、ロビー地下ピット水漏れ確認、館内定期清掃、風除室点字
ブロック再取付、1階ロビー木製机補修、玄関前プランター植え替え、電気設備定期点検

1０月

ホワイエ女子トイレフロート鎖交換及び音姫電池交換、駐車場ごみ拾い、風除室点字ブロック
再取付、排水溝枯葉除去、ホワイエのカーペット汚れ除去、会議室（2）カーテン吊り具修理、1
階ロビー及び2階ホワイエ電球交換、1階ロビー及びホワイエ多目的トイレ内にトイレットペー
パー置き棚設置、会議室（2）及びイベントホールの長机のボルト増し締め、館内定期清掃、舞
台吊物保守点検、大ホール客席足元電球及びグロー球交換、ホワイエ男子小便器ストレー
ナー清掃

11月

駐車場ごみ拾い、ホール周辺落葉拾い、風除室・会議室（1）の天井灯及び客席入り口非常灯
電球交換、ＡＥＤ取付壁補強、搬入口前樹木強剪定、電気設備定期点検、空調機冷暖房切
替及び空調フィルター清掃、1階ロビー女子トイレタイル剥がれ補修、舞台照明設備点検、空
気環境測定、ロビー及びホワイエ多目的トイレ非常呼出ボタン表記シール貼り、大ホール客席
足元電球及びグロー球交換、雨漏り点検、水仙の球根植付、風除室点字ブロック再取付、公
用車タイヤ交換、クセノンピンスポットライト及びスターター交換

その他

３月

館内定期清掃、1階ロビー男子トイレ洋式蓋破損修理、電気設備定期点検、空気環境測定、
舞台吊物保守点検、自家発電設備定期点検、大ホール客席誘導灯交換、風除室点字ブロッ
ク再取付、1階ホワイエ及びイベントホール電球交換、漏電警報発報、駐車場ごみ拾い及び草
刈り、ホワイエ下手側非常口ドア床コンクリートひび割れ補修、客席通路灯及び会議室前通路
誘導灯バッテリー交換、油地下タンク指示計メーター取替、舞台系統空調機モータードライ
バー交換

２月
冷温水発生機点検、消防設備点検、駐車場ごみ拾い、ヤマハピアノ保守点検、地下タンク点
検、柱上避雷器接地抵抗値改修工事、館内定期清掃、雨漏り点検、会議室・搬入口及び2階
ロビー電球交換、中庭の桜剪定及び除草剤散布、会議室（1）3灯ＬＥＤ化改修工事
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別紙-米子市淀江文化センター３

施設の利用状況

308 日

前　広　場 25 25 4,345 0

合　　  計 ― 824 45,028 7,331,001

イベントホール 146 151 9,546 1,102,327

会 議 室 等 266 505 7,247 1,029,020

大 ホ ー ル 132 137 23,890 5,186,694

楽屋 6 6 0 12,960

利 用 料
(円)

備　考

開館日数：

室名
利用日数

(日)
利用件数

(件)
利用者数

(人)
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 様式第３号(第3条関係）

金　　額 金　　額

指定管理料収入 164,092,000 人件費 75,734,456

館長（２人）

利用料収入 45,201,689 副館長（２人）

企画員（２人）

事業収入 13,249,730 企画員兼事務員（２人）

管理員兼事務員（１人）

舞台技術員（２人）

管理員（７人）

事務員（４人）

施設費 111,940,052

旅費交通費 28,836

通信運搬費 983,331

手数料 467,869

広告料 0

消耗什器備品費 318,430

消耗品費 2,250,313

補助金等収入 280,000 修繕費 4,224,424

印刷製本費 103,183

雑収入 868,137 燃料費 890,897

光熱水料費 33,079,255

賃借料 998,580

保険料 517,570

租税公課 7,895,200

支払負担金 199,571

委託費 59,971,003

雑支出 11,590

施設事業費 19,261,367

事務局費 14,885,000

収支差額 1,870,681

223,691,556 223,691,556

＊ 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30年度）

収　入　（円） 支　出　(円）

項　　　目 項　　　目

18



 様式第３号(第3条関係）

金　　額 金　　額
指定管理料収入 60,950,000 人件費 20,809,455

副館長（１人）
利用料収入 17,128,846 企画員（１人）

管理員（４人）
食堂使用料 437,400 事務員（１人）

食堂光熱水費 420,640

事業収入 7,742,950 施設費 42,285,517
①なつかしの名画劇場 169,700 旅費交通費 4,340
②虹のひろば 586,300 通信運搬費 328,518
③市民交流事業 1,052,950 手数料 227,500
④Feelおでかけ事業 0 広告料 0
⑤60周年事業 5,934,000 消耗什器備品費 71,712

消耗品費 857,195
修繕費 850,608

補助金等収入 100,000 印刷製本費 66,000
燃料費 1,390

雑収入 187,853 光熱水料費 11,318,864
電気代 8,962,627
ガス代 1,319,988
水道代・下水道代 1,036,249

賃借料 292,594
保険料 121,590
租税公課 3,479,900
支払負担金 61,607
委託費 24,603,699

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
STB交換費

施設事業費 9,644,959
①なつかしの名画劇場 255,260
②虹のひろば 1,308,691
③市民交流事業 1,878,619
④Feelおでかけ事業 50,000
⑤60周年事業 6,152,389

事務局費 6,359,000
収支差額 7,868,758

86,967,689 86,967,689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30年度）

収　入　（円） 支　出　(円）

項　　　目 項　　　目
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 様式第３号(第3条関係）

金　　額 金　　額
指定管理料収入 64,830,000 人件費 37,182,079

館長（１人）
利用料収入 20,304,442 副館長（１人）

企画員（１人）
事業収入 5,147,580 企画員兼事務員（１人）

①米子市音楽祭 2,798,500 管理員兼事務員（１人）
②童謡講座・特別講座 497,200 事務員（３人）、管理員（２人）
③米子ユースオーケストラ 3,750 施設費 42,739,377
④ダンス・フェス１ 1,671,110 旅費交通費 21,408
⑤市民交流事業 0 通信運搬費 358,613
⑥Feelおでかけ事業 0 手数料 196,236
⑦情報提供事業 177,020 消耗什器備品費 221,878
⑧歴史絵巻 0 消耗品費 987,760

修繕費 2,119,001
印刷製本費 35,456
燃料費 75,044

補助金等収入 180,000 光熱水料費 14,961,830
電気代 13,662,202
ガス代 438,438
水道代・下水道代 861,190

雑収入 167,221 賃借料 508,083
自動販売機電気代、コピー代金 167,221 保険料 200,140

租税公課 2,989,500
支払負担金 77,607

財団繰入金 4,512,214 委託費 19,975,231
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

雑支出 11,590

施設事業費 8,915,001
①米子市音楽祭 3,151,739
②童謡講座・特別講座 872,432
③米子ユースオーケストラ 1,441,220
④ダンス・フェス１ 2,045,088
⑤市民交流事業 768,111
⑥Ｆeelおでかけ事業 71,233
⑦情報提供事業 439,980
⑧歴史絵巻 125,198

事務局費 6,305,000

95,141,457 95,141,457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30年度）

収　入　（円） 支　出　(円）

項　　　目 項　　　目
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 様式第３号(第3条関係）

金　　額 金　　額

指定管理料収入 38,312,000 人件費 17,742,922
館長（１人）

利用料収入 7,331,001 企画員兼事務員（１人）
舞台技術員（２人）

事業収入 359,200 管理員（１人）
①星空コンサート 116,300
②ラララ♪すてーじ 64,400
③ファミリーコンサート 134,700 施設費 26,915,158
④市民交流事業 43,800 旅費交通費 3,088
⑤Feelおでかけ事業 0 通信運搬費 296,200

手数料 44,133

消耗什器備品費 24,840
消耗品費 405,358

補助金等収入 0 修繕費 1,254,815
印刷製本費 1,727
燃料費 814,463
光熱水料費 6,798,561

雑収入 92,423 電気代 6,346,995
ガス代 0
水道代・下水道代 451,566

賃借料 197,903
財団繰入金 1,485,863 保険料 195,840

租税公課 1,425,800
支払負担金 60,357
委託費 15,392,073

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

施設事業費 701,407
①星空コンサート 287,670
②ラララ♪すてーじ 54,587
③ファミリーコンサート 211,220
④市民交流事業 134,021
⑤Feelおでかけ事業 13,909

事務局費 2,221,000

47,580,487 47,580,487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30年度）

収　入　（円） 支　出　(円）

項　　　目 項　　　目
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