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それぞれ別紙のとおり
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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

令和元年度　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)大ホール客席に転落防止の柵を設置し、利用時の安全性を高めた。 

 

(2)扉の塗装やクロスの修繕、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）敷地内の全ての高木の剪定及び施肥を実施し、また建物周辺に花を飾るな

ど、美観保全に努めた。 

 

(4)毎日実施しているボランティアロードの清掃活動に対して国土交通省より表彰

を受けた。 

 

(5)区画線補修工事やパーキングブロック補修工事など、駐車場周りの整備を

行った。 

(1)新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、咳エチケットや手洗いなどの予

防策に関する館内掲示をするとともに、換気や消毒をまめに行った。また、イベ

ントの中止や延期の案内も適宜行った。  

 

(2）公会堂市民会議に要望し寄贈を受けたセーフティボックスを楽屋廊下に設

置し、利用者の利便性を高めた。 

 

(3)公共団体や放送局との共催事業を実施し、地方では観る機会の少ない上質

な作品や客席参加型の講演などを大勢の市民に楽しんでもらった。 

 

(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。 



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

5/13（月） 996

（共催：鳥取県文化振興財団）
入場料：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

ホワイエコンサートを実施した。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３回開催した。
会場：ホワイエ

①6/4(火)夜 168 27回公演「松原愛実ソプラノコンサート」

②9/17(火)昼 190 28回公演「大原章子サロンコンサート」

③1/5(日)昼 132 29回公演「トランペット＆ピアノ 新春デュオコンサート」

（共催：虹のひろば実行委員会） 入場料：一般500円　高校生以下無料

8/10（土） 668

（共催：鳥取県文化振興財団） 入場料：一般6,000円 4歳～高校生3,000円

9/7（土） 243

(協力：米子シネマクラブ) 入場料：一般500円、ペア券800円

第二回わっしょい米子祭り 10/12（土） 1,007

（共催：鳥取県文化振興財団・中海テレビ放送） 入場料：一般3,000円　高校生以下500円

春風亭昇太米子独演会 12/15（日） 1,082

（共催：BSS山陰放送・鳥取県文化振興財団） 入場料：4,000円

1/10（金） 504

（共催：鳥取県文化振興財団）
入場料：特等5,000円、一等4,000円、二等3,000円
高校生・大学生2,000円、中学生・小学生1,000円

鑑
賞
事
業

リチャード・クレイダーマン２０１９

ＭＵＧＥＮ∞能

鳥取県文化振興財団と共催で能楽公演を開催。若
手能楽師4人による舞台で、地方で観る機会の少な
い能楽の世界を味わってもらった
会場：大ホール

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した。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
を提供した。
会場：大ホール

米子市公会堂　虹のひろば

東京バレエ団
ドン・キホーテの夢

鳥取県文化振興財団と共催でバレエ公演を開催し
た。子供のためのバレエシリーズとして、子どもや親
子で一流の舞台芸術に触れる機会を提供した。
会場：大ホール

米子なつかしの名画劇場

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。本年度は市川崑監督作品「東京オリンピッ
ク」と「おはん」を上映した。
会場：大ホール

昨年に続き、米子出身のメンバーを擁するブラック・
ボトム・ブラス・バンドを中心に地元団体出演のコン
サートを開催した。地元音楽文化の活性化に努め
た。今回は地元出身のOfficial髭男dismのヴォーカ
ル藤原聡をゲストに招いた。
会場：大ホール

山陰放送・鳥取県文化振興財団と共催で、落語の
独演会を開催した。29年度に続きテレビ等でも活躍
中の春風亭昇太が出演し、本格的な落語を市民に
楽しんでもらった。
会場：大ホール



区分 事　　業　　名 開催日
入場(参加）

者数
備　　　考

参加費無料

①5/18(土)、19(日) 650 春の文化祭(全館）

②8/14(水) 700 米子盆踊り大会（前庭：米子盆踊り実行委員会に協力）

③8/17(土) 700 夏まつり（前庭）

④9/7(土) 385
なつかしの名画劇場関連事業「鳥取県聖火ラン
ナー写真展」（ホワイエ：米子市立山陰歴史館連携）

⑤10/26(土) 350
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)

⑥10/26(土) 50 高校生の主張(前庭、米子南高共催）

⑦12/6(金） 350
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）

NHKのど自慢　公開収録
8/24（土）
   25（日）

1,755

（共催：米子市） 入場料：無料（往復はがきによる抽選）

6/15（土） 651

（共催：BSS山陰放送） 入場料：一般2,500円、中学生以下1,500円

6/28（金） 427
「いろいろな楽器の音の重なり・響きをきこう。フルー
ト＆バイオリン＆ピアノ」
会場：明道小学校、住吉小学校

10/11（金） 101
「体感しよう！JAZZの世界」
会場：大篠津小学校

参加費：無料

米子高専連携事業

子ども科学実験教室 7/30（火) 38

（連携：米子高専） 参加費：無料（材料費別途）

財団連携事業

米子市文化財団フェスティバル 10/5（土) （2,037）

参加費：無料

11,147 （　）の人数は除く合　　　　計

夏井いつき句会ライブ
in 米子

BSS山陰放送共催でテレビでおなじみの夏井いつ
きによる句会ライブを開催した。観客が実際に俳句
を作り、夏井いつき本人が指導する体験型の講演
で、俳句の経験が無い人にも楽しんでもらうことがで
きた。
会場：大ホール

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。

ＮＨＫ鳥取放送局、米子市と共催で公開収録を実
施した。今年度は人気番組「NHK のど自慢」を開催
し、予選会・本選共に大勢の出演者や観客で賑
わった。
会場：大ホール

夏休みの小学生を対象に、米子高専の竹中敦司先
生らを講師として、「ドライアイスの秘密を探ろう」「手
形を発砲スチロールに残そう」などの実験講座を
行った。
会場：ホワイエ

「米子城フェスタ」に合わせ、当財団が管理している
施設が一堂に集い、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。
米子市淀江文化センターと協力して「ハッピー☆ハ
ロウィン“おめでとう仮装体験”」を行った。
会場：米子城跡三の丸広場（米子市営湊山球場）

参
加
型
事
業

市民交流事業

教
育
普
及
事
業

Feelおでかけ事業
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施設管理業務

３月

前庭及び駐車場等清掃、空気環境測定、ホワイエ点字鋲取付、前庭芝サッチング作業、前庭他
除草作業、前庭高木施肥作業、管理棟2階女子トイレ扉塗装補修、電気設備点検、自家発電設
備保守点検、制御盤保守点検、空調設備調整、エレベーター保守点検、ホワイエピアノ保守点
検、大ホール客席転落防止柵設置、ツイストペア延長受信機修理、大ホール音響調整卓修理、
駐車場区画線補修工事、パーキングブロック補修工事、タービンプレフィルター交換

その他 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

１２月
前庭及び駐車場等清掃、排水管点検、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、舞台音響設備保守点検、前庭芝サッチング作業、スタインウェイピアノ保守点検、ひかり電
話切り替え工事、大ホール女子トイレ詰まり修理、バス停清掃（ボランティア）

１月

前庭及び駐車場等清掃、ホワイエ点字鋲取付、前庭他植込剪定作業、前庭芝サッチング作業、
防災無線機交換、空気環境測定、大ホール段差解消装置保守点検、ヤマハピアノ保守点検、
飲料水水質検査、エレベーター保守点検、消防用設備保守点検、空調設備保守点検、電気設
備停電点検、集会室棟漏電点検

２月

前庭及び駐車場等清掃、前庭芝サッチング作業、館内定期清掃、セキュリティシステム保守点
検、業務車修理、舞台吊物機構保守点検、授乳室外壁コーナーガード取付、前庭他除草作
業、発電機蓄電池点検、段差解消機ねじ締付、スプリンクラーポンプ異常復旧、楽屋女子浴室
シャワー不具合調査、電気設備通信回路点検、管理棟・大ホールトイレ修理、ホワイエテラスド
レーン詰まり修理

９月

前庭及び駐車場等清掃、自家発電設備保守点検、楽屋103鏡取替、空気環境測定、電気設備
点検、地下自家発電機軽油補充、前庭他除草作業、管理棟点字ブロック補修、前庭他植込剪
定作業、台風対策、台風点検、ねずみ・衛生害虫等点検、公会堂用自転車修理、搬入口天井
吹付材撤去

１０月
前庭及び駐車場等清掃、館内定期清掃、前庭他植込剪定作業、前庭他除草作業、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、地下機械室バッテリー点検

１１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、前庭芝サッチ
ング作業、電気設備点検、空調設備保守点検、前庭他植込剪定作業、空気環境測定、舞台吊
物機構保守点検、イルミネーション設置、ホワイエ上手側扉鍵修理

６月
前庭及び駐車場等清掃、前庭他植込剪定作業、楽屋カーテン取替、排水管点検、駐車券処理
機点検、前庭他除草作業、前庭芝サッチング作業、館内定期清掃、大ホール音響室雨漏り確
認、警報機点検（コンセント絶縁不良対応）

７月

前庭及び駐車場等清掃、空調設備保守点検、消防用設備保守点検、前庭他植込剪定作業、
前庭他除草作業、舞台照明設備点検、エレベーター保守点検、電気設備点検、飲料水水質検
査、公衆トイレ扉修繕、搬入口天井拭付材落下確認、空気環境測定、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他、受水槽・高架水槽清掃、和室床の間壁クロス修繕、
管理棟1階女子トイレ便座蓋修理

８月

前庭及び駐車場等清掃、前庭他除草作業、前庭他植込剪定作業、搬入口天井修理下見、管
理棟１階パーテーション修理・調整、前庭芝刈り、台風対策、台風点検、大ホール棟2階楽屋トイ
レ詰まり修理、ホワイエ点字鋲補修、前庭樹木剪定、スズメバチ駆除、大ホール客席椅子点検・
増締め、舞台吊物機構保守点検

実施月 主な事項

４月
前庭及び駐車場等清掃、楽屋廊下セーフティボックス設置、前庭他除草作業、エレベーター保
守点検、地下機械室バッテリー点検、管理棟2階トイレ洗面台照明補修、シルバー人材センター
前庭等清掃

５月
前庭及び駐車場等清掃、前庭他除草作業、前庭他植込剪定作業、シルバー人材センター前庭
等清掃、大ホール棟楽屋入口壁補修、電気設備点検、空気環境測定、舞台吊物機構保守点
検、大ホール調光室鍵交換、管理棟トイレ便座修理



別紙-米子市公会堂3

施設の利用状況

開館日数：361日

前庭単独利用のみ

新型コロナウイルス感染拡大
防止のためキャンセル17件

新型コロナウイルス感染拡大
防止のためキャンセル4件

新型コロナウイルス感染拡大
防止のためセル75件

新型コロナウイルス感染拡大
防止のためキャンセル4件

ホワイエ単独利用のみ
新型コロナウイルス感染拡大防止の
ためキャンセル7件

食　　堂 － － － 441,420

合　　計 － 4,130 126,743 15,768,092

和　　室 225 280 3,000 589,860

前　　庭 158 182 13,556 4,380

リハーサル室 135 165 3,782 310,926

集会室 360 2,877 37,319 4,050,780

大ホール 184 205 64,433 9,971,713

ホワイエ 234 421 4,653 399,013

室名
利用日数

(日)
利用件数

（件）
利用者数

(人)
利 用 料

(円)
備　考



令和元年度　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）

（6）

2　利用者サービスの向上

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

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

　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な
ど引き続き点検を強化した。

　メインホール客席座面37席分張替えた。

施設の利用状況は別紙－文化ホール3のとおり

　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、引き続き嘱託職員を1人増員し、接客対応の充実を図っ
た。

　展示室配置の長机18台を購入、28台を全てキャスター付きに統一し、あわせ
て椅子50脚を軽量折り畳式に更新することにより、利用者の会場設営の利便
性を向上した。また、貸出用電気ポット5台及びエアーポット10台を新調し利用
者サービスに供した。

　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、引き続き周囲の環境整備に努めた。

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、加湿機能付き空気清浄機を4台導
入し、換気用窓の無い練習室などに配置、利用者の感染拡大防止に供した。
また、アルコール消毒液の設置場所増設（3→5）や、施設の換気・消毒回数を
増やすなど新型コロナウイルス感染拡大防止対策を強化した。

　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、メインホールや多目的広場、米子コンベンションセンター国際会
議室を会場に開催したダンスイベントに19チームの参加を調整するなど協力し
多くの来場者を集め、米子駅前周辺の活性化に繋げた。

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

　多目的広場点字ブロックの修繕及びペンキ(黄色)塗替作業を行った。

　和室1.2の畳の表替え(30畳）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）

　駐車場の白線を引直し、あわせて番号表示を付すことにより、利用案内をより

スムーズに行うことができるように改善した。

　貸出用車椅子4台の寄贈を受け新調し、利用者サービスに供した。



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8回米子歴史絵巻
「下蚊屋の荒神神楽」

会場：米子市湊山公園　日本庭園

入場料：無料

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・ＪＡＺＺ・アコ－スティック・フ
リージャンル・アカペラ/バンド)を開催した。イ
ベントホールでサロンコンサートも併せて開催し
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、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

　　6/ 9（日）　　 (178)
サロンコンサート
「杉山清香クラリネットの詩&オカリナの響き」
会場：米子市文化ホールイベントホール

　6/16（日）　 (769)
合唱　　会場：米子市公会堂大ホール
(出演団体/19）

6/22（土） (274)
アカペラ・バンド　　　会場：米子市文化ホール
メインホール　　　　　　（出演団体/13）

6/23（日） (451)
フリージャンル　　　　会場：米子市文化ホール
メインホール　　　　(出演団体/14）

6/29（土） (415)
JAZZ　会場：米子市淀江文化センター大ホール
(出演団体/9）

 (共催：米子市音楽祭実行委員会) 7/ 7（日）　 (715)
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/14）

4,438

　
(延べ人数)

主に毎月第2月曜日

11回

主に毎月第4木曜日

10回

主に毎月第4木曜日

10回

わらべ館童謡コンサート 7/8(月) －
わらべ館との連携講座。参加者数（324人）は月曜
コースに含む。

童謡特別講座
「たいらいさお童謡コンサート」

3/1(日) － 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

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

1,786
(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 （出演団体：88）

2/8(土) (893) 出演者数：533人

2/9(日) (893) 出演者数：607人

参加費：2,000円　入場料：各日1,000円

申込者数：98人　　参加費：1,000円
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため2月開催分中止

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「はだかの王様」公
演を米子市教育委員会と共催で実施した。

鑑
賞
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。

1,1877/17(水)

2,802
(延べ人数)

（851）

チャイルドコース

10/27(日)

(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
協力：米子市児童文化センター）

月曜コース（懐かしい童謡）

童謡講座

木曜コース（新しい童謡）

ダンス・フェス1　ver.11

こころの劇場
劇団四季ミュージカル

「はだかの王様」

（3,436） 申込者数：363人　　参加費：1,000円

359

参
加
型
事
業

幼児 71人、大人 80 人　  参加費：無料
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため2月開催分中止

第61回米子市音楽祭

（151）

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「下蚊屋の荒神神楽」を解説を交え実施し
た。



区分 事　業　名 開催日 入場(参加)者数 備　　　考

市民交流事業

アートプロジェクトinスワン広場 4月～5月
99

(延べ人数)

市民交流事業

参加費：無料

市民交流事業

香道講座 9/7（土） 48

市民交流事業

10/19(土) 2,800

市民交流事業

多目的広場イルミネーション点灯式
Yonagoファンタジア

11/22(金) 359

（共催:一般社団法人鳥取県電業協会
西部支部）

入場料：無料

鷲見三郎顕彰事業

(共催：鷲見三郎顕彰事業実行委員会)

Ｆeelおでかけ事業

参加費：無料

Ｆeelおでかけ事業

出張料：無料

童謡コンサート
（通所リハビリテーション

センター仁風荘）

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。
午前コース10人/午後コース8人米子市文化ホールの舞台裏を

のぞいてみよう！
8/7(水)

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、
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を展開、地域の活性化を図
ることに繋げた。
会場：多目的広場、オープンスペース他
参考：
10月19日(土）イベント全体14,000人
10月20日(日）イベント全体33,000人

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

10/20(日) 6,600

3768/17(土)まちジャズ

ネギ来ステージ
ネギ来スイーツ通り　他

－

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

教
育
普
及
事
業

2/14(金)

18

参
加
型
事
業

日本の三大芸道の一つである「香道」の講座を香
道御家流和草会　大谷香代子氏を講師に実施し
た。香りを聞き分ける組香などを通して、雅やか
な日本の文化を学ぶ機会とした。
会場：和室1.2　参加費：無料

米子駅前の活性化を目的に、平成23年度から実
施。クリスマスシーズンから年末年始にかけて多
目的広場をイルミネーションで彩り、駅前に憩え
る場所を提供した。点灯式には地元の音楽団体と
ダンスチームを招き、イルミネーションＰＲの機
会とした。（出演団体：3チーム/出演者：32人）
※イルミネーション点灯期間：11/22～1/31

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人）

49

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。

米子高校生徒による花壇デザインを行った。
場所：多目的広場　4月9回69人、5月4回30人の合
計13回実施

3/22(日)



区分 事　業　名 開催日 入場(参加)者数 備　　　考

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。文化ホールのFacebookを活用し情
報発信に努めた。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：165人

財団連携事業

米子市文化財団フェスティバル 10/5（土） （2,037）

20,921 （ 　）の人数は除く

「米子城フェスタ」に合わせ、当財団が管理して
いる施設が一堂に集い、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。　　　　　　　（Specialダンスステー
ジ来場者300人）

－

教
育
普
及
事
業

情報提供事業

合 計

通年
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施設管理業務

３月
花壇手入れ、自家発電点検、メインホール簡易音響卓納品対応、上水道水質検査、電気設備点検、空気
環境測定、外灯破損応急措置、公用車普通タイヤ交換、敷地内樹木点検

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

１２月

排水設備点検、舞台照明設備保守点検、上水道水質検査 、花壇手入れ、スプリンクラー警報作動復旧作
業（水漏れによる水位低下）、公用車スタッドレスタイヤ交換、メインホール空調ドレンパン劣化水漏、スタイ
ンウェイピアノ保守点検、舞台音響保守点検、管理棟事務室防災無線更新工事下見、ホワイエ天井及び自
転車置き場漏電修理調査、スプリンクラー水漏れ調査、ねずみ・衛生害虫等点検、メインホール照明用吊具
1サスペンションライトボーダーケーブル不具合対応

１月
建物及び敷地内巡回点検、ホワイエ脇通路、２階、階段部分長靴跡清掃、上水道水質検査、防災無線取
付工事、スプリンクラー水漏れ調査、消防設備点検、飲料水水質検査、CO₂測定、電気設備点検、空気環
境測定、大楽屋アップライトピアノ保守点検、花壇手入れ

２月
上水道水質検査、花壇手入れ、利用者1名転倒救急車要請等対応（メインホールホワイエ階段）、メインホー
ル舞台機構保守点検業務、駐車券処理機点検、メインホールホワイエガラス外側清掃、盗難自転車手続
(警察）、ねずみ・衛生害虫等点検、環境衛生維持点検

９月

上水道水質検査、展示室前（イオン側）敷石外れ補修、メインホールホワイエ内線・事務室内電話機（親機）
修理、敷地内樹木点検及び花壇手入れ、ワックス掛け、カーペット清掃（管理棟）、電気設備停電点検、イベ
ントホールヤマハピアノ保守点検、イベントホール空調漏電調査、台風17号による雨漏り点検、練習室ヤマ
ハピアノ保守点検

１０月

多目的広場イルミネーション設置作業、エレベーター点検、上水道水質検査、管理棟階段踏み外し防止黄
色ライン塗装作業、地下消防スプリンクラー送水管圧力低下ポンプ自動起動、メインホールカーペット清掃
（ホワイエ客室）及びガラス清掃、セコム警報音不具合対応、台風19号による雨漏り及び施設周辺点検、地
下ポンプ修理・調査及び温水器取付状況調査、停電復旧作業、敷地内樹木剪定、花壇手入れ、ねずみ・
衛生害虫等点検

１１月
メインホールホワイエ駐車券処理機故障、上水道水質検査、花壇用草花植栽活動、舞台吊物点検、展示室
折れ戸鍵故障、空調設備保守・暖房・加湿器・フィルター・全熱交換器点検、ボイラー点検、空気環境測
定、電気設備点検、メインホールホワイエ男子トイレ洗面台下水漏修理

６月
花壇用草花植栽活動、排水設備点検、上水道水質検査、敷地内樹木点検及び花壇手入れ、ねずみ・衛生
害虫等点検、特別清掃、メインホールホワイエカーペット及びガラス清掃

７月
上水道水質検査、楽屋男子トイレ天井雨漏調査、オープンスペース樹木管理、空気環境測定 、受水槽・高
架水槽清掃、消防用設備保守点検、メインホールピンスポット工事、飲料水水質検査、消防設備改修不具
合工事、全館停電発電機負荷運転点検、自家発電機保守点検、電気設備点検、花壇手入れ

８月
上水道水質検査、花壇手入れ、楽屋空調外気取込口ルーバー調整、足長蜂駆除（展示室横）、ねずみ・衛
生害虫等点検、展示室長机アジャスター修理、イベントホール椅子ビス修理、台風接近対策（駐車場コーン
撤去等）、舞台吊物点検

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、暖房用ボイラー点
検、施設周辺清掃、セイフティボックス設置、喫煙コーナーフェンス設置、AED交換、警備人感センサー交
換、イベントホール控室天井一部張替

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、空調自動制御機器保守点検、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、イベントホールワックス剥離、施
設周辺清掃、舞台吊物点検、定期清掃、電気設備点検、パッケージエアコンフィルター清掃、自家発電設
備燃料入替作業
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施設の利用状況

開館日数：312日

合　　計 - 2,641 131,577 21,635,444

多目的広場 47 53 15,627 1,040
新型コロナウイルス感染拡大防止のため
キャンセル1件

オープンスペース 31 34 17,076 14,480

練習室 295 753 4,737 919,340
新型コロナウイルス感染拡大防止のため
キャンセル16件

研修室 293 738 10,269 1,592,430
新型コロナウイルス感染拡大防止のため
キャンセル28件

和　　室 195 244 2,870 891,735
新型コロナウイルス感染拡大防止のため
キャンセル6件

展示室 184 206 9,874 1,549,575
新型コロナウイルス感染拡大防止のため
キャンセル6件

イベントホール 264 392 19,573 3,786,900
新型コロナウイルス感染拡大防止のため
キャンセル27件

大楽屋 17 18 127 24,640
単独使用件数のみ/新型コロナウイルス
感染拡大防止のためキャンセル7件

メインホール 191 203 51,424 12,855,304
新型コロナウイルス感染拡大防止のため
キャンセル15件

室名
利用日数

(日)
利用件数

(件)
利用者数

(人)
利 用 料

(円)
備　考



 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）

 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及び３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
使用料(利用料金)

の収入実績

施設の利用状況

令和元年度　米子市淀江文化センターの管理業務に関する事業報告

　お客様からのご要望が多かった会議室（2）およびホワイエの照明器具の
一部をLED化し、照度を上げるとともに経費削減に努めた。

　利用者アンケートにより新規に「さなめ寿劇場」を開催したり、淀江振興課
や上淀白鳳の丘展示館などともタイアップして、地域に根差したイベントを
開催し内容を充実させた。

　ホームページ、Facebookや中海テレビ文字情報等を利用し、イベント情報
や大ホール、イベントホールの空き状況を随時提供した。

　利用者用駐車場を確保するために「利用者専用駐車場案内看板」を５か
所に設置し、無断駐車を無くす努力をした。また、多数のお客様が来館され
る場合には、臨時駐車場の案内誘導看板も作製し、随時案内誘導をおこ
なった。

　寄付をしていただいたセキュリティーボックスを楽屋通路に設置し、不特定
多数が利用される大ホール利用者の防犯および安全性を向上させた。

　今年度より排水設備点検を年２回専門業者により実施するとともに、2か月
に１回職員が衛生害虫等点検を行い、利用者の方に快適に施設を使用し
ていただけるように心がけた。

　施設が老朽化してきているので、職員が毎日館内外の巡回点検を行い、
蛍光灯や電球等をこまめに交換したり、自ら修繕できることはすぐにおこな
い経費削減に努めた。

　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、水仙、ユリやパ
ンジーなどのプランターを設置し、環境美化に努めた。

　大ホールの舞台、客席およびホワイエの暖房用冷温水発生機が、１２月か
ら３月の間たびたび故障し、暖房に支障をきたした。故障のたびに応急処置
をしてもらい大ホールの運用は続けた。暖房が効かない時間帯は、大型灯
油ストーブ３台で対応をするとともに、使い捨てカイロを配布するなどできる
限りの対応をおこなった。

　新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、咳エチケットや手洗いなどの
予防策に関する館内掲示をするとともに、換気や消毒をこまめにおこなっ
た。また、イベントの中止や延期の案内も適宜おこなった。

　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および、施
設利用案内チラシなどを作成し、利用促進に努めた。米子市内外からピア
ノ、吹奏楽やダンス練習など幅広く利用していただいた。

　事務職員1名を増員し、舞台スタッフ2名を職員から専門業者に委託するこ
とにより、ホールをご利用のお客さまにより的確なサービスを提供できるよう
にした。



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

（連携：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）

さなめラララ♪すてーじ

  (共催：さなめラララ♪すてーじ実行委員会)

 (連携：NPO法人こども未来ネットワーク)

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を提供するととも
に、郷土芸能や落語を見る機会として今年度新規に「さ
なめ寿劇場」を実施した。（総計7,664人）

4/1（月)～
3/31(火)

4,587 さなめ木彫会作品展示　

4/27（土）
～5/6（月・振）

638
「淀江のサイノカミさん」
共催：㈱白鳳(上淀白鳳の丘展示館)

4/9、5/14、
6/11、7/9、
8/6、9/10、
10/8、11/5、

　12/10、
1/14、
2/11
（火)

669

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、60回記念には
蓄音機でSPレコードを聞く機会を提供した。
イベントホールだけでなく、11月にはロビー1階と2階を使
い中庭の紅葉や日本海を望みながら、レコード音楽を聞
いていただいた。また、1月には生演奏付きのレクチャー
講座を開講するとともに、2月には地元ＦＭラジオ局の番
組とも連携し、通常より多くの方にお越しいただき好評で
あった。

会場：イベントホールまたはロビー
※3/10(火）も予定していたが新型コロナウイルス感染拡
大防止のため延期となった。

2/10（月）～
2/24（月・祝）

1,013
「淀江の魅力再発見！フォトコンテスト2019」写真展
共催：米子市（淀江振興課）

9/21(土) 436

237

親子で楽しむコンサートとして「打楽器アンサンブルy'z」
により1日２ステージ実施した。幼少期には聴く機会が少
ない生演奏のクラシックコンサートを親子で楽しむことに
より、音楽の感性を養うともに、ホール利用のマナーを身
に付けるきっかけ作りとした。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）

今回で11回目を迎える淀江文化センターの恒例事業と
なった。ピアノとチェロの演奏者に加え、昨年に引き続き
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Ⅱ」を楽器と
合唱の生演奏に合わせ朗読で紹介した。
屋外の天体観測会は、悪天候のため中止となった。

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
(当日各100円増)、膝上未就学児無料

7/20(土)

地元で活躍中の音楽グループの発表の場を作るととも
に、桜を観ながらの鑑賞型ロビーコンサートとして「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、神庭智子＆渡邉芳
恵、田村悟朗、La　deux
入場料：一般500円、高校生以下300円、膝上未就学児
無料

鑑
賞
事
業

市民交流事業

4/6（土） 117

ファミリーコンサート
～音楽のおもちゃ箱～



区分 事　　業　　名 開催日
入場(参
加）者数

備　　　考

11/21(木) 610

第18回ゆめ講演会「iPS細胞による夢の医療の実現に向
けて」
講師：戸口田淳也
共催：淀江町青少年ゆめ基金活用委員会

12/17(火)
1/13(月・祝)

147

さなめ寿劇場

其之壱　郷土芸能「淀江さんこ節」
　　　　　　出演　淀江さんこ節保存会
其之弐　新春寄席
　　　　　　出演　桂小文吾、桂吾空、万知健亭茶亜里、
　　　　　　　　　　わらべ家伊予太郎、わらべ家だい吾
会場：イベントホール
※3/19(木)其之参：無声映画「三朝小唄」上映とＳＰレ
コード鑑賞は新型コロナウイルス感染拡大防止のため延
期となった。

Feelおでかけ事業 - 0

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い無
声映画「三朝小唄」を語り隊とともに、3/12(木)『サンライ
ズ名和』に行く予定であったが、新型コロナウイルス感染
拡大防止のため延期となった。

こども夢広場

 （よどえ夢まつり実行委員会連携）

 利用促進事業

～練習利用お試しイベント～

開放舞台。

（連携：米子高専･美術館）

29

科学教室「光の不思議とマイナス196度の世界の科学を
体験しよう！」
米子市美術館のYonagoヒカリ☆マチアートプロジェクト
事業として、光の作用を使った科学実験と食べ物を凍ら
す液体窒素のふしぎを実験を通して体験した。
（小学1年～6年生対象、低学年は保護者同伴）
会場：イベントホール　　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

スマートフォン教室

（連携：株式会社中海テレビ放送）

10/29(火)
11/26(火)

7

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。今年はじめて「ＬＩＮＥ」講座も開講
した。

会場：10/29会議室（1）、11/26会議室（2）
参加費：無料
※3/24(火)も予定していたが新型コロナウイルス感染拡
大防止のため中止となった。

12,661 （　　）の人数は除く

10/20(日) 4,000

8/31(土)
 9/16(月・祝）

10/19(土)

合　　　　計

156

15

8/9（金）

市民交流事業
鑑
賞
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
が一堂に集い、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。
米子市公会堂と協力して、「ハッピー★ハロウィン“おめ
んで仮装体験”」を行った。

会場：米子城跡三の丸広場（米子市営湊山球場）

（2,037）10/5(土)

 米子高専連携事業

　　　　夏休みこども体験教室

工作教室「リサイクル工作でランプを作ろう！」
米子市美術館のYonagoヒカリ☆マチアートプロジェクト
事業として、身近にある使わなくなった材料を使ったオリ
ジナルランプ作りを行った。
（小学1年～6年生対象）

会場：イベントホール　　参加費：無料

教
育
普
及
事
業

参
加
型
事
業

第36回淀江町産業祭(よどえ夢まつり)に協賛して「こども
夢広場、大型紙芝居ヒーローになりたい！、ミニ四駆大
会」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していた
だいた。

会場：大ホール舞台
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施設管理業務

実施月 主な事項

４月

セキュリティボックス設置、喫煙コーナー衝立設置、会議室（2）の一部照明ＬＥＤ化、大ホール
客席ゴム臨時点検、会議室（2）のカーテン修理、楽屋女子洋式トイレふた修理、ユリのプラン
ター設置、排水側溝ゴミ取り、ホール周辺除草剤散布、ホワイエの電球交換、会議室及び事務
所の蛍光灯交換

５月

電気設備点検、漏電点検、空気環境測定、空調機冷暖房切替及びフィルター清掃、衛生害虫
等点検、喫煙コーナ衝立の釘固定、大ホール舞台袖雨漏り対応、1階ロビー多目的トイレ詰まり
修理、屋外ごみ拾い、駐車場及び前庭の草刈り、排水側溝ゴミ取り、点字ブロック再貼付、楽屋
通路誘導灯球交換、外灯電球交換

６月

舞台吊物保守点検、排水設備定期点検、雨漏り点検、委員会室空調臨時点検、大ホール屋
根と楽屋及び玄関ポーチ屋上の雨漏り点検並びに汚泥除去、駐車場ごみ拾い、排水側溝ゴミ
取り、玄関前プランター植え替え、１階ロビー点字ブロック再貼付、駐車場草刈り、樹木消毒、
ゴーヤやマリーゴールドプランター追加設置、ゴーヤグリーンカーテン枠作成、前庭樹木剪定、
ホワイエ及び客席誘導灯交換、イベントホール電球交換

７月

消防設備点検、電気設備定期点検、空気環境測定、ベーゼンドルファーピアノ保守点検、イベ
ントホールドアかぎの修理、夜間警備制御盤交換、衛生害虫等当点検、公用車１年点検、施設
周辺及び駐車場等除草剤散布、雨漏り点検、敷地内樹木剪定、駐車場周辺草刈り、点字ブ
ロック再貼付、玄関キャノピー及び2Fロビーの電球交換、事務所の蛍光灯交換、2Fホワイエ電
球ＬＥＤ化

８月
空調設備中間点検、中海テレビ光ケーブル変更工事、会議室カーテンフック修理、台風被害
点検、樹木剪定、駐車場除草、施設周辺ゴミ拾い、女子トイレ・客席誘導灯・1Fロビー及びホワ
イエの電球交換

９月

電気設備定期点検、自家発電設備定期点検、舞台吊物点検、空気環境測定、楽屋エアコン
保守点検、衛生害虫等点検、冷媒漏えい点検、雨漏り点検、点字ブロック再貼付、駐車場前庭
及び搬入口の剪定、 駐車場空き地にユリの球根植付、駐車場および屋外周辺に除草剤散
布、搬入口側溝掃除

１０月

長机キャスター破損修理、匂い水仙など400球植付、台風対策及び雨漏り点検、屋外喫煙コー
ナ移設、リース契約切れでAED返却、会議室タイルカーペットのシミ取り、屋外ごみ拾い、駐車
場除草、点字ブロック再貼付、ゴーヤ及びマリーゴールド片付け、前庭小枝処理、排水側溝ゴ
ミ取り、大ホール足元灯及びグロー球交換、ロビー１階及び２階天井の電球交換、楽屋通路誘
導灯及び事務所の蛍光灯交換

１１月

電気設備点検、空気環境測定、空調機冷暖房切替及び空調フィルター清掃、玄関ドア戸当た
り修理、電力通信回線機器交換、チョウバエ駆除剤使用、衛生害虫等点検、美術館より応接
セット移管、客席ドアレール外れ修理、ホワイエタイルカーペットシミ取り、駐車場ごみ拾い、敷
地内落葉拾い、玄関アプローチプランター植え替え、会議室及び楽屋の消臭ビーズ交換、雨
漏り点検及び対応、女子トイレ音姫電池交換、ロビー１階の電球交換、委員会室お及び会議室
の蛍光灯交換

１２月

排水設備定期点検、音響設備点検、冷温水発生機故障修理、ホワイエ照明ＬＥＤ化、楽屋給
湯室コンセント修理、楽屋男子トイレ手洗いセンサー修理、駐車場ごみ拾い、敷地内落葉拾
い、女子トイレ音姫電池交換、ホワイエタイルカーペットシミ取り、公用車スタッドレスタイヤ交
換、施設内樹木剪定及び廃棄書類処分、ひかり電話切替工事、楽屋女子トイレ修理、点字ブ
ロック再貼付、施設内電球及び蛍光灯交換
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日常清掃業務、定期清掃業務、夜間機械警備業務

施設の利用状況

309 日

２月
空調自動制御装置点検、冷温水発生機定期点検、冷温水発生機故障修理、次亜塩素酸消毒
液による除菌清掃開始、玄関前清掃、雪かき、駐車場及び施設周辺のごみ拾い、会議室・ホワ
イエ男子トイレ及び下手階段の蛍光灯交換、１階及び階ロビーの電球交換、除草剤散布

３月

実施月 主な事項

１月

電気設備定期点検、空気環境測定、衛生害虫等点検、ヤマハピアノ保守点検、舞台照明設備
点検、舞台吊物保守点検、消防設備点検、大ホール客席ゴム交換、冷温水発生機故障修理、
倉庫ドアノブ修理、点字ブロック再貼付、ロビー２階電球交換、委員会室及び搬入口蛍光灯交
換

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、地下タンク
定期点検、冷温水発生機真空漏洩調査、衛生害虫等点検、客席通路灯及び会議室前通路誘
導灯バッテリー交換、爆発物点検、会議室カーテンレール修理、楽屋屋上泥除去及び洗い流
し、障がい者駐車場表示及び無断駐車禁止掲示板修理、駐車場及び施設周辺のごみ拾い、
会議室及び倉庫の蛍光灯交換、ホワイエの電球交換

その他

新型コロナウイルス感染拡大防止の
ためキャンセル13件

室　名
利用日数

(日)
利用件数

(件)
利用者数

(人)
利 用 料

(円)
備　考

大 ホ ー ル

開館日数：

141 158 23,424 5,436,518

楽屋 10 11 10 19,960

新型コロナウイルス感染拡大防止の
ためキャンセル12件

会 議 室 等 250 505 6,898 1,115,530
新型コロナウイルス感染拡大防止の
ためキャンセル13件

イベントホール 138 143

4,163 0

10,429 1,118,424

合　　  計 ― 831 44,924 7,690,432

前　広　場 14 14



 様式第３号(第3条関係）

金　　額 金　　額

指定管理料収入 168,836,000 人件費 73,179,286

館長（２人）

利用料収入 45,093,968 副館長（２人）

企画員（２人）

事業収入 5,367,800 企画・事務（５人）

管理員（８人）

事務員（２人）

施設費 120,241,184

旅費交通費 114,782

通信運搬費 974,360

手数料 490,294

広告料 0

消耗什器備品費 183,880

消耗品費 2,504,327

補助金等収入 90,019 修繕費 3,894,335

印刷製本費 170,067

雑収入 659,042 燃料費 926,214

食糧費 1,814

光熱水料費 31,232,739

賃借料 1,364,193

保険料 593,430

租税公課 7,759,500

支払負担金 201,689

委託費 69,829,560

   財団繰入金 7,797,783

施設事業費 9,760,392

事務局費 17,825,000

収支差額 6,838,750

227,844,612 227,844,612

＊ 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（令和元年度）

収　入　（円） 支　出　(円）

項　　　目 項　　　目


