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第１８回碧南市芸術文化ホール指定管理者審査委員会 会議録 

１ 日時   

平成３０年１１月１７日（土） 

２ 場所 

碧南市民図書館２階会議室 

３ 出席者及び欠席者 

（1）出席者 

清水裕之（委員長）、小林尚、籾山勝人、石川善博、鳥居悦子、宮本美枝子、金沢宏  

治 

計７人 

（2）欠席者 

  なし 

（3）事務局職員 

  教育部長 奥谷直人、文化創造課長 鈴木利男、庶務係主事 髙橋理恵 

  計３人 

（4）指定管理者 

  芸術文化ホール館長 島英之及び芸術文化ホール副館長 中川志保 

  計２人 

４ 傍聴者 

  なし 

５ 議題 

(1) 平成３０年度第二四半期実施事業報告書について 

 (2) 平成３１年度事業計画書について 

 ただし、(2)については現指定管理者であるエリアワングループが次期指定管理者として

の議決を獲得し、１０月１日に基本協定を締結したことによる協議とする。 

６ 議事の要旨 【 議事の進行 清水委員長 】 

(1) 平成３０年度第二四半期実施事業報告書について 

  指定管理者が資料に基づき、説明。 

 

＜ 意見・質疑 ＞ 



2 

 

【Ｆ 委 員】  イベントの中で、入場無料のものとチケットを販売しているものとの 

線引きの基準はどのように決めているのか。ロック（ＧＩＧ）であれ 

ば入場無料で皆さんにたくさん来ていただけると良いが、反面（入場 

料が）高くてもたくさん来てもらえるものもあるのではと思うので、 

これからを見越して入場無料にしているのか、それとも地域性を見て 

芸術を伝えていこうというような意図があり無料にしているのか。 

【Ａ指定管理者】 当初、指定管理として入った時には無料公演を多く開催する予定はな

かったが、いろいろと事業を実施していく中で、気軽にホールへ来て

何かを楽しむという機会を設けないと、施設が地域の方達に広く開か

れているという雰囲気が（市民の方に）感じていただけないのではな

いか、という所があり、スタジオで実施するフォーラムコンサートな

どの事業については無料で行わせていただき、楽しんでいただこうと

取り組んでいる。その他、ホールの中へ入っていただく事業について

は、一部有料などで開放した催し物としている。 

         碧南ロックＧＩＧについては、実行委員の皆さまが主催の事業であり、

長年無料で開催されてきているので、こちらは（指定管理者の）共催

事業として、委員の皆さまの考えを尊重し無料での開催となっている。 

         基本的に（スタジオを利用する事業の中で）私達が主催で実施させて

いただくものはフォーラムコンサートとアートポットラックである。 

スタジオでの（大扉を開放し）開かれたコンサートを楽しんでいただ

く事業は無料で、ホール内での実施事業は基本的に有料で行っている。 

【Ｆ 委 員】  ふるさと納税での映画上映会というのは初めてなのか。それとも以前

から実施しているのか。 

【Ｂ指定管理者】 昨年度も実施させていただいている。（ふるさと納税の映画上映会に

ついては）市のふるさと納税担当課より、こういった企画を考えてい

るのでホールの方にお手伝いいただきたい、という依頼があって協力

をさせていただいているため、主催事業ではない。 

【Ｄ 委 員】  第二四半期では全体的に目標をかなり上回った入場者であり、企画が

良かったのではと思っている。 

         ひとつ、先程の（事業報告書の）説明の中で、「JazzInTheater」が目
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標を下回ったため、今後の対策を考えていくきっかけになったとの説

明があったが、実際にはどういった形の対策を考えているのか。 

【Ｂ指定管理者】 （JazzInTheater へと）毎回楽しみに来てくださっている方が来られ

ないという状況を今回も多く耳にした。 

例えば、Jazz を楽しむ世代の方の高年齢化が進んでおり、親御さんの

介護やご自身の体調不良等が耳に入ることが多くあり、何か形を変え

てできないかなと思っている。また、飲食を絡めて、ご飯を提供しつ

つ演奏を楽しんでいただくということを夏の公演では毎年行っている

のだが、今回の公演ではそれが実施出来なかった。もしかすると、そ

れ（飲食を絡めた公演）を楽しみにしていらっしゃった方の分が減っ

てしまったのかなとも感じている。 

         これが理由、という決定的なものはないのだが、JazzInTheater は毎

年好評でチケットはすぐに完売してしまうのに、今回は振るわなかっ

たので。 

【Ｅ 委 員】  今回は持ち込みであったと思うが。 

【Ｂ指定管理者】 そうである。 

【Ｅ 委 員】  私も毎回行っているのだが、今回はどうしても日程が合わず行けなか

った。周りの（いつも行かれている）方も日にちが合わなかったとい

う方、団体の方もお話があったので、たまたまお日にちが合わなかっ

ただけではないのではとも思っている。 

【Ｄ 委 員】  いつもすぐに完売になって満員になる事業であるので（どうかと思っ

た。） 

【Ｂ指定管理者】 次回は２月２２日を予定しているのだが、こちらの公演では飲食を絡

めて出来ることになったので、企画をしてみて（お客様の）反応を見

させていただいた上で来年以降を検討していきたい。 

【Ｄ 委 員】  やはり飲食をしながら Jazz を楽しむという方が皆さんいいのか。 

【Ｂ指定管理者】 どうでしょうか。Ｅ委員には毎回お越しいただいていますので、いか

がでしょうか。 

【Ｅ 委 員】  やっぱりその方が盛り上がるという意見をよく聞く。 

【Ｂ指定管理者】 （JazzInTheater の）コンセプトがシアターサウスをライブハウスに
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する、という所があるのでそういった（飲食を提供しながら聞いてい

ただくという）形を取っている。 

【Ａ 委 員】  高年齢化が進んでいるということだが、（お客様の年齢の）平均はど

れくらいなのか。 

【Ｂ指定管理者】 Jazz 公演ですと割と高めで、７０代位かと。 

【Ｄ 委 員】  やはり団塊の世代が多いのではないか。 

【Ｂ指定管理者】 その通りである。 

【Ｅ 委 員】  若い方が少ない印象である。 

【Ｂ指定管理者】  その通りである。演者さんのお知り合いで来たという若い方はいるが、 

初めて来ていただく中で若い世代はやはり少ない。 

【Ｄ 委 員】  団塊の世代はオールディーズブームの流れもあり来ているのではない

か。 

【Ｂ指定管理者】 それもあると考えている。 

【Ｃ 委 員】  シアターサウス映画館について、是枝監督の事業は無料とあるが、有

料ということで良かったか。 

【Ｂ指定管理者】 こちらの表記が間違っていた、失礼しました。有料事業である。 

【Ｃ 委 員】  シアターサウス映画館というのは、ロードショーのようなエンターテ

イメント要素の高い内容よりも、是枝監督の映画や「人生フルーツ」

のような社会に訴えかけるような、社会性のある内容の映画を主とし

た考えで、これからも企画をされていくのか。 

【Ａ指定管理者】 そうである。やはり今（社会が）関心を持っている所にフォーカスを 

充てた作品を考えている。エンターテイメント性のないもの、という 

考えはないが、どちらかというと、社会性に近いものを選んでいる部 

分はある。次に開催する映画も、車椅子の大富豪と黒人をテーマにし 

た映画であり、エンターテイメントの要素はあるがひとつ考える部分 

のある内容のものを選んでいる。 

【Ｃ 委 員】  そういった（社会性のある）内容であっても、これだけ人が入ってい

るというのはこちらの地域住民の方が関心を持っているということな

ので、これからも続けていってほしいと思う。 

【Ｅ 委 員】  ちなみに（是枝監督の映画の入場料は）いくらだったのか。 
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【Ａ指定管理者】 ５００円である。 

【Ａ 委 員】  よく（映画事業で）３００人も入っている。長久手では映画でこのく

らい入ったことがあるか。 

【Ｃ 委 員】  うち（長久手）ではこんなにはなかなか入らない。 

【Ｂ指定管理者】 （映画に参加された）皆さんがおっしゃるのは、碧南近郊にあまり映

画館がないということである。映画に来られるお客様も比較的年齢層

が高いのだが、そういった年代の方が気軽に行ける映画館が碧南近郊

にはなく、更に５００円という安価で観られるということで、楽しみ

にしていますとお声掛けいただくことが多い。 

【Ａ 委 員】  よく入っていて素晴らしいことである。 

【Ｆ 委 員】  すごく（世間が）興味のある映画、是枝監督の物だったり、人生フル

ーツだったり、タイムリーな部分がとてもある。私の知人も是枝監督

は今まで知らなかったが、今回上映があるのであればとチケットを買

っていた。私も観させていただき、良かった。 

【Ａ 委 員】  これだけ入れば、すごいことである。 

【Ｃ 委 員】  稼働率であるが、シアターサウスは稼働率がそれほど落ちているわけ

ではないのに、利用料金がかなり下がっているのは利用料金の形態が

違うからなのか。 

【Ｂ指定管理者】 昨年度は本番利用がかなりあった。劇団の方達が本番利用で何日も押

さえていただいたり、指定管理者の主催事業ではない、利用料金を取

る映画上映会の上映があったり、本番利用をされる団体様が多くいら

っしゃった。その分利用料金収入が高く、今年度は減ったという形で

ある。 

【Ａ 委 員】  （今年度は昨年度利用料金収入の）半分だから、随分本番利用が多か

ったのでは。 

【Ｂ指定管理者】 その通りである。 

【Ａ 委 員】  それでは他に質問もないようなので次の議題に移ることとする。 

 

(2) 平成３１年度事業計画書（案）について 

   指定管理者が資料に基づき、説明。 



6 

 

＜ 意見・質疑 ＞ 

 

【Ａ 委 員】  先程（会議開催前に審査委員の間で）話題に上がっていたように、

JazzInTheater など（人気のあった事業）がなくなってしまったかと

思って心配していたが、（追加資料内に）自主事業として計画されて

いるということでよかったか。 

【Ａ指定管理者】 その通りである。 

【Ｅ 委 員】  この入場者数の目標が７万人というのは、実績に対して倍以上になっ

ているが大丈夫なのか。 

【Ａ 委 員】  これ（事業計画書内の数字）は９月時点だから、実績の倍を掛けない

といけない。私も最初戸惑ったが、年間を通すと（７万人という数字

は）何とか届くのではないか。 

【Ａ指定管理者】 その通りである。稼働率は月に寄ってかなり変動があり、上半期、特

に５月の利用が毎年少なく、４・５月の利用が少ない分、１０・１１

月の下半期を想定すると、（上半期の）倍プラスαでも可能かと考え

ている。 

【Ｅ 委 員】  ４・５月が少ないというのは、何か理由があるのか。予定が立てにく

い時期だからなのか。 

【Ａ指定管理者】 施設の入場者数なので、単純に開催されている催し物が少ないという

ことである。地域の特性なのか、（他施設だと）５月のゴールデンウ

ィークや８月のお盆は少なくなるのが多い中で、当施設では８月に練

習利用が多く入っていたり、５月のゴールデンウィークでも私達の主

催事業を入れさせていただいたり、ある一定までの入場者数を確保す

ることが出来るのだが、それ以外の（一般の方が主催する）催し物に

ついては予測のつかない難しい部分があり、この目標数が実状かなと

思っている。 

【Ｇ 委 員】  来年は１０連休となるがどうなのか。 

【Ａ 委 員】  稼ぎ時というよりも、人が（地域から）いなくなり難しいのでは。 

【Ｅ 委 員】  ゴールデンウィークはいつも（施設が）空いている印象である。なの

で、いつも発表会等で利用をさせていただいている。 
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【Ｄ 委 員】  出掛ける方も多いから難しいのだろう。 

【Ｆ 委 員】  ２点質問をしたい。４ページの会員制度について、今後会員を増やし

ていきたいと努力をされていると思うが、エメラルド会員とネット会

員の（会員数の）今現在の比率がどうかということが１点目。 

         ７ページの細かい部分だが、７番。花壇の管理について、以前は（ふ

れあい）作業所の方が植栽をされているのをお見掛けしたが、最近は

見かけていないので、どのような方がやっていらっしゃるのか。また、

同じ７ページ２３番のピアノの保守点検について、スタインウェイの

ピアノを５回調律しているというとすごい金額だと思うが、他のピア

ノに比べてそれだけ使われているということなのか。 

【Ａ指定管理者】 まず１点目の会員数についてだが、エメラルド会員に比べてネット会

員は特典が少ない。（ネット会員の特典は）ホールに足を運ばずに、

インターネットでチケットの予約が出来るということ、エメラルド会

員の先行予約後、ネット会員先行予約ということで、コンビニでの発

券手数料を無料にすることなどがあり、ホールには行けないけど早く

チケットを手にしたいという方達に向けてのサービスであり、人数は

少ない。エメラルド会員は（事業報告書の）１ページに記載の通り、

５２２人だが、ネット会員については１００人前後である。 

         また、２点目の花壇の植栽についてだが、今お話があったようにＷＨ

Ｊ（社会福祉法人ダブルエッチジェー）に行っていただいている。先

週花壇の植栽を行っていただいているのを確認しており、花の育成が

出来た時点でいろんな施設を回っていただいているとのことである。 

         ピアノの保守点検についてだが、スタインウェイは利用率が非常に高

く、年に５回の保守調律が必要であり、加えて年に１回の保守点検も

行っているが、それだけの保守点検等を行うことで、利用者様に不便

なく使用していただくことが出来ている。 

【Ｆ 委 員】  よくわかっていないのだが、こういったホールだとスタインウェイの

ピアノがある所は少ないと聞いたことがある、ＹＡＭＡＨＡなどの日

本製のものと比べて。近隣ではあまり所有していないのか。 

【Ｅ 委 員】  どこのホールにもスタインウェイを使用しているのでは。スタインウ
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ェイなら安心なので、ということで使われる方が多い。 

【Ａ 委 員】  （スタインウェイを置いているホールは）多いと思う。 

【Ｆ 委 員】  どこのホールにも（スタインウェイ）があるのか。 

【Ａ指定管理者】 そうである。２台置いてあるホールだとＹＡＭＡＨＡとスタインウェ

イという所が多く、１台のホールだとＹＡＭＡＨＡかスタインウェイ

という形の所が多い。名古屋の小劇場では、稀にカワイという所もあ

る。 

【Ａ 委 員】  あとはベーゼンドルファーを置いているホールもあるけど、使いにく

いと聞く。重たいのでプロの方仕様であるのではないか。 

【Ｅ 委 員】  室内楽にはすごくいいのだが。 

【Ａ 委 員】  長久手は（ピアノが）２台あったと思うがどうか。 

【Ｃ 委 員】  はい、スタインウェイとベーゼンドルファーを持っている。 

【Ａ 委 員】  プロが公演する時の調律費というのは（保守点検記載分とは）別立て

でよろしいか。これ（報告書の内容）は定期的に行うものだけでよろ

しいか。 

【Ａ指定管理者】 その通りである。（事業報告書の点検記録に載っているのは）事業の

前に行う調律ではなく、定期的に行う保守点検と調律である。 

【Ｃ 委 員】  実際にピアノの発表会で使用されると思うが、皆さん直前に調律とか

されるのか。利用者がピアノを使用する度に行うことはあるのか。 

【Ａ指定管理者】 そういったことは少ない。 

【Ｅ 委 員】  （調律を行うには）会場も借りて行わないといけないので（難しい）。 

【Ａ 委 員】  もし（調律の）希望があった場合には、（業者を）斡旋するのか。 

【Ａ指定管理者】 スタインウェイとベーゼンドルファーについては、指定業者が決まっ

ているので連絡先をご紹介し、利用者から連絡をしていただく。ＹＡ

ＭＡＨＡとカワイについては、特に決まっていないので、調律師の資

格を持った方に依頼をしてくださいとお願いをしている。 

【Ａ 委 員】  金額面のことで、自主事業の時には会場の使用料は入っていないのか。

（資料を）見ると、使用料・賃借料についてはほとんど金額が入って

いなくて、JazzInTheater だけが入っている。碧南市の場合は、自主

事業で施設を利用する時、使用料は関係ないのであったか。 
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【Ａ指定管理者】 その通りである。減免していただいている。 

【Ａ 委 員】  減免ということである。自主事業も含めて減免ということであるか。 

【Ａ指定管理者】 JazzInTheater の使用料・賃借料については、著作権ということで（金

額が）入っている。 

【Ａ 委 員】  岡崎市はすべて（使用料）が掛かってきてしまう。 

【事 務 局】  補足をさせていただくと、自主事業として提案いただいた上で、この

審査会の場で審査を行っていただき、先程館長がおっしゃったように

芸文ホールの設置目的に合致した事業であれば、会館使用料は減免し

た形で実施をしていただく。いわゆる、芸文ホールの事業としてお願

いをする形と考えている。 

【Ａ 委 員】  では、この場（審査会）での議論が大事になるということだ。もし、

自主事業ではない別の事業を行いたいとなると、使用料が必要になる

ということか。 

【事 務 局】  内容にもよるが、そういったことになる。基本的には芸術文化ホール

の事業、ということで指定管理料が入らない事業（自主事業）を行っ

ていただき、その事業については減免をさせていただく。 

【Ｂ 委 員】  １４ページの収支計画書について、管理費の合計が事務費計になって

いるので修正いただきたい。 

         管理費の中でひとつ、光熱水費がＨ２９の実績と比較してみたが、Ｈ

３０の予算がかなり減っているというのはどういう理由なのか。 

また、雑費が１８０万円ざっくり載っているが、本当に雑費なのか、

それとも他に項目があるのかどうか、教えていただきたい。 

【Ａ指定管理者】 光熱水費については、今年度末１月末から３月に掛けて、ホールと図

書館の蛍光灯をＬＥＤに変更することが決まり、４月以降は（ＬＥＤ

へと）変更した後の電気料ということになるので、平成２９年度の実

績よりも費用を低く抑えられるということが数字として出てきている。

そのため、平成２９年度の実績よりも削減した数字として平成３１年

度計画として記載している。実際にこの位の金額まで抑えられるかど

うかは、導入してみないとわからないが、（提示されている）削減率

から計算すると、この位までは下げることが可能ではないかと考えて
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いる。 

         また、雑費については、（過去の実績では）管理費の中で雑費が多か

ったので多めになっているが、こちらも全体の収支も精査途中ではあ

るので、今後内容をみながら調節を掛けていく。 

【Ｄ 委 員】  １４ページだが、最初にもらった資料（郵送分）の予算書と今日追加

でもらった予算書を合算した額が、これまでと同様の事業費というこ

とでよろしいか。 

【Ａ指定管理者】 （その２点は）足さないし、これまでとイコールではない。 

【事 務 局】  補足をさせていただくと、事業規模としては、これを足した物が全体

の事業規模である。 

         ただし、市としては指定管理料が入っているかいないかで、経費を別

にしてほしいという要望をしており、資料として作成いただいている。 

そのため、経費の面では【Ａ指定管理者】の言葉通り、足して考える

ことも、今までとイコールと考えることもしない。実績としては合わ

さっていく。 

【Ｄ 委 員】  それであれば理解できる。今までの実績と比べて、報償費が半分くら

いであり、えらく少なくなった気がしていたが、これ（今日の追加資

料）を見て納得出来た。 

【Ｅ 委 員】  JazzInTheater について、出演者はどうやって選んでいるのか。 

【Ｂ指定管理者】 今まで出演いただいた方からの繋がりや予算を考えた上で演者の選考

を行っている。 

【Ｅ 委 員】  年齢層がすごく高いので、もっとスタンダードな Jazz を演奏される方

を呼んでいただけるとありがたい。いつも行くと少し違うかなという

曲目が多く、サックスの方とか同じ方がいらしていると、やはり同じ

ように感じる。もう少しスタンダードな物を選んでほしい。 

         年齢が高い方は尚更感じるのではないかと思う。 

【Ｂ指定管理者】 今回の JazzInTheater に関しては、その点をすごく意識いただいて、

スタンダードな曲目を取り入れて演奏いただいたというのはあるので、

（来客の方には）楽しんでいただけたのではと感じている。 

【Ｅ 委 員】  （今回は行けなかったので）残念である。 
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【Ｂ指定管理者】 その点はこちらとしても感じる点ではあった。 

【Ｅ 委 員】  いつも聴いていてわからないと感じているので意見を挙げてみた。 

【Ｂ指定管理者】 今回の倉田さん（演奏者）は毎年のように出演してくださっている方

なので、おそらくご自身が演じていく中でそれが足りないと感じてく

ださったのか、意識して演奏いただくことが出来た。 

【Ｅ 委 員】  では次回に期待している。 

【Ｂ指定管理者】 次回も（演奏者は）倉田さんなのだが、ラテン系だと話していた。 

【Ｅ 委 員】  ラテンはラテンの良さがあり、楽しみである。 

【Ｃ 委 員】  ５ページの職員研修なのだが、社外の研修なのか、それとも芸文ホー

ルでの現場研修なのか。例えば、救命救急研修は消防署の方に来ても

らって、会館の中で研修を行っているのか。   

【Ｂ指定管理者】 碧南市の場合は、こちらに来ていただくことが出来ないので、私達が

碧南消防署まで行って研修を受けている。 

【Ｃ 委 員】  ここのスタッフ全員で行くのか。 

【Ｂ指定管理者】 その通りである。 

【Ｃ 委 員】  あとはＡＥＤの研修があるかと思うが、ＡＥＤは市で設置しているの

か。 

【事 務 局】  その通りである。 

【Ｃ 委 員】  ノーマライゼーションとか、ＬＧＢＴとか、今の時代に必要ではある

と思うが、この辺りはスタッフに浸透させるのはなかなか難しい部分

であるのではないか。 

【Ａ指定管理者】 これ（上記２点）については、社内研修である。 

【Ｃ 委 員】  ノーマライゼーション研修というのは、障害のある方にどのように対 

応するか、といった研修なのか。 

【Ａ指定管理者】 その通りである。こちらについては、会社についてもたくさんの施設 

を管理する中で、こういった対応が課題であるという所ではあるので、 

はっきりとした内容はこれからのようだが、会社として取り組んでい 

く。 

【Ｄ 委 員】  同じ部分の、体験型研修というのはどういったものなのか。 

【Ａ指定管理者】 自分達が参加してワークショップのようなものを行うとは聞いている
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が、まだ詳しくは私達も聞いていない。具体的にはこれからだと。 

【Ａ 委 員】  年に３回の研修とは結構多いのでは。 

【Ａ指定管理者】 私達も少し緊張している。 

【Ａ 委 員】  これは行政からのではなく、会社からの研修で間違いないか。 

【Ａ指定管理者】 その通りである。 

【Ｄ 委 員】  救命救急の関係で、館全体の避難訓練というのは定期的にやっている

のか。 

【事 務 局】  定期的に行っていただいている。 

【Ｅ 委 員】  刈谷のホールかどこかで、Jazz バンドの演奏中に皆で避難訓練をする

ということをやっていたと思うが、碧南市では計画しているのか。 

【Ａ指定管理者】 避難訓練コンサートというのは各地で開催されているが、まだこちら

では考えていない。 

【Ｅ 委 員】  そのうち計画されていくのか。 

【Ａ指定管理者】 必要だと感じた段階で計画をしていきたい。 

【Ｅ 委 員】  いいなと思うので、是非やっていただきたいと思う。 

【Ｇ 委 員】  直営の時は行っていた。 

【Ａ指定管理者】 直営の頃は、映画の上映中にという形で行っていたはずである。 

【Ｅ 委 員】  そんなに回数は行っていないのではないか。 

【Ｇ 委 員】  年に１回は行っていた。 

【Ｄ 委 員】  実際にお客さんがいる時には、こういった施設ではなかなか避難訓練

は出来ないので、職員だけ（の訓練）で間違いないか。 

【事 務 局】  直営の頃は館内放送を掛けたり、真っ暗にしたりして訓練を行ってい

た。 

【Ｂ指定管理者】 年に２回は防災訓練ということで実施をしている。ただ、お客様はい

らっしゃらない時に、スタッフで災害を想定して実施する形である。 

【Ｃ 委 員】  この施設は避難所になっているのか。 

【Ａ指定管理者】 なっていない。（災害時には）私達は館内の利用者様に館内から出て

いただき、第一駐車場へと誘導し、避難いただくまでとなっている。 

【事 務 局】  近くに小中学校が避難所としてあるので、そちらに避難いただく。 

【Ａ 委 員】  それでも、避難してくる人はいるのではないか。 
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【事 務 局】  その場合も、（避難所である小中学校に）誘導を行う。 

【Ｃ 委 員】  避難訓練も、全職員がいる前提で訓練を行うので、本当は夜間とか少

数を想定して避難訓練を行うと良いかと思う。２・３人で何百人のお

客様をいかに誘導するかということをやっておくと良い。 

【Ａ 委 員】  ２ページ目の今回の市民協働である、まちなか劇場というのはどの位

のことを来年度やろうとしているのか。それとも、まだ議論は出来て

いないのか。 

【Ａ指定管理者】 その通りである。まだ議論は出来ていない。まず（現段階では）実績

を積んでいただいて、外に出ていくきっかけを私達が作って行けたら

と思っている。今はホールの中でのフォーラムコンサートの開催、シ

アターサウスでのイベントだとか、そういった企画の立て方と実施の

方針という経験を積んでいただき、今後はホールを出て他施設の方と

の話し合いだとかを自分達で行っていっていただきたい。今はまだ自

分達の出来る範囲で実施いただき、今後のステップアップとして（ま

ちなか劇場が）出来ればと思っている。 

【Ａ 委 員】  今のフォーラムコンサートは彼らにやってもらっているのか。 

【Ｂ指定管理者】 ６回実施する中の２回を行っていただく。 

【Ｅ 委 員】  今スタッフは何人いるのか。 

【Ｂ指定管理者】 実際に実働されている方は９人程である。 

【Ａ 委 員】  なかなか大変であると思う。 

【Ｂ指定管理者】 その通りであるが、活発に活動いただいている。次の議題をどうしよ

うかとか、問題が起きると次の会議までにある程度方針を固めていこ

うだとか、核となる方が出てきており、皆さんがそこに着いていくよ

うな形が出来つつある。 

【Ａ指定管理者】 会議も体系的に進められており、各グループに分かれて動いており、

コンパクトながら推進力は高いと感じている。会議内容も充実した内

容であり、様々な事柄がスムーズに進んでいるのではと感じる。 

【Ａ 委 員】  次回、一度具体的な話を教えていただきたい。 

【Ｅ 委 員】  エメラルド会員について、私も会員であるが、１公演４枚までチケッ

トが購入出来るのはとてもありがたいが、そうすると会員になる方が
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少ないのではないか。以前（直営時）だと、１公演２枚までしか買え

なかったので（会員になる方もたくさんいた。） 

【Ｂ指定管理者】 今、年に１度私達が指定させていただく５公演の中から１公演は招待

しますという招待公演をやっているので、その公演に招待してほしい

ということで会員になっていただく方も多い。（会員に）入らなくて

もいい、ということはあまり聞かない。 

【Ｅ 委 員】   ４枚買えるので、一家で１人入っていればとりあえずは十分である。 

【Ａ指定管理者】 家族で来られた時に、エメラルド会員に入って、１枚は招待で他の方

の分は会員価格で、という方も増えている。それが次の事業へと繋が

っているとは感じている。 

【Ｅ 委 員】  以前だと、家族３人とも会員に入って、という形だったのが、今は１

人入っていればいいとなっているので、会員数はどうなのかと思う。

会員としては勿論ありがたい。 

【Ｂ指定管理者】 あとは、講座の割引はご本人様だけしかできないので、その辺りは皆

さま家族分なのか、お１人で入るのか、それぞれが考えられてご入会

いただいている。 

【Ｅ 委 員】  やはり（会員に）入られるのは、来たい公演があった時が多いのか。 

【Ｂ指定管理者】 その通りである。来たい公演が招待公演であったりすると、特に多い。

２年会費が２，０００円で、来たい公演のチケットが３，０００円と

いうことになると、２，０００円払って（会員に）入った方がお得だ

と思っていただけると、その場で家族全員が会員にご入会いただくこ

ともある。 

【Ｅ 委 員】  すごく会員数が増えたが、目標は何人なのか。 

【Ａ指定管理者】 その通りである。次の目標は５５０人である。 

【Ｅ 委 員】  もっと上を目指しても良いのではないか。 

【Ａ指定管理者】 ５年後には１，０００人になるのではと思っている。 

今までの５年間で５００人であり、単純に毎年１００人増と考えては

いるが、もしからしたら３２年度には７００人となり、５年間が終わ

る頃には１，０００人を大きく上回っているかもしれない。 

【Ｄ 委 員】  （エメラルド会員の）市内市外の割合はわかるのか。  
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【Ａ指定管理者】 市内の方も多いが、市外の方の方が多い。リピーターになる可能性は

少ないかもしれないが、市外の方が多い。 

【Ａ 委 員】  高浜の方が多いのか。 

【Ｂ指定管理者】 高浜も多いし、西尾や安城も多くいらっしゃる。 

【Ｇ 委 員】  高浜はホールがなくなってしまったので、こちらに来ていただいてい

るのだろう。 

【Ｄ 委 員】  ワンコインコンサートは来年度の項目としては出てきてないが、どこ

かの項目で実施するのか。 

【Ａ指定管理者】 今年度は映画をワンコインと位置付けてやらせていただき、来年度か

らは自主事業として（ワンコインの映画上映会を）実施していく。コ

ンサート、という形での項目はないが、別の形で行っていく。 

【Ｄ 委 員】  そういった意味合いで続けていくということである。 

【Ａ 委 員】  他に質疑がないようなので、協議は以上とする。 

 

＜ 全委員の賛同 ＞ 

 

【事 務 局】  それでは、皆さまご協力ありがとうございました。 

  


