令和３年度

１

米子市文化ホール事業報告書

管理業務の実施状況

１ 施設管理の充実
(1) 建物や設備品が経年劣化しており、不具合が生じないよう館内外の巡回など引き続き点
検を強化するとともに、絨毯や敷石等の補修を行った。
(2) メインホール機械室屋外扉の雨漏り対策として扉上部に庇の取付と扉枠コーキング修理
を行い、雨水侵入防止対策とした。
(3) メインホール舞台調整室廊下の雨漏り対策のため、屋外大型換気フード交換修理を行い、
客席内への雨水侵入を防止した。
(4) 高圧洗浄機を新規導入し、ベンチや駐車場番号表示等外構の清掃を実施、施設の美観を
向上させることができた。
(5) 経年劣化により建物外壁や鉄扉の塗装が全体的に剥落していたが、職員で再塗装を行い、
施設の美観向上を図ることができた。
２ 利用者サービスの向上
(1) 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、アルコール消毒液設置場所の増設や、施設の
換気・消毒回数を増やすなど対策を更に強化した。
(2) 飛沫防止アクリル板６枚と移動式アクリルパーテーション４台を購入し、無償貸出提供
することで、利用者の新型コロナウイルス感染拡大防止対策強化に寄与した。
(3) 文化庁の新型コロナウイルス感染拡大防止対策に関する助成金により抗菌マット９枚を
購入し、感染症対策を更に充実させることができた。
(4) 開館 30 周年記念の横断幕を２か所設置するとともにポストカード及び缶バッジを作成
し、利用者へ配布した。あわせてロビーへプロジェクターを設置し、開館 30 周年記念事業
の映像などを投影しＰＲに努めた。
(5) 米子高校と連携し、草花授業受講２年生により育てられた花苗の植栽活動を実施した。
あわせて剪定や除草、施設周辺のごみ拾いを行い、美観の維持に努めた。

２ 事業の実施状況
事

業

名

開催・
実施期間

参加者数
（人）

内

容

鑑賞事業
こころの劇場
劇団四季 ミュージカル

7月

（共催：米子市教育委員会）
【新規】
開館30周年記念
ときめくひととき第919回事業
三井住友海上文化財団
「三浦一馬
バンドネオン・コンサート」

12/19(日)

（共催：鳥取県、米子市、
三井住友海上文化財団）

（一財）舞台芸術センターが“こころの劇場”とし
て全国公演実施する劇団四季ミュージカル。
入場料：無料
- 会場：メインホール
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
令和5年度開催の方向で検討中
地域における文化の振興を支援する三井住友海上文
化財団の助成を受け、若手実力派バンドネオン奏者
として各方面から注目されている三浦一馬氏を迎
え、共演者のヴァイオリンの塩田脩氏とピアノの山
中惇史氏とともに、世界的な評価の高い、若き奏者
314 たちによる華麗な競演を鑑賞することのできる貴重
な機会となった。
出演者：三浦一馬（バンドネオン）、塩田脩（ヴァ
イオリン）、山中惇史（ピアノ）
会場：メインホール 入場料：2,000円

参加型事業
6/12(土)
第63回米子市音楽祭

6/13(日)
6/19(土)
6/20(日)

（共催：米子市音楽祭実行委員会）

6/26(土)
6/27(日)
7/4(日)

【新規】
第88回ＮＨＫ全国学校音楽コンクール
鳥取県コンクール

9/5(日)

（共催：ＮＨＫ鳥取放送局・
全日本音楽教育研究会）

童謡講座

2,045

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
トを合唱・ＪＡＺＺ・アコ－スティック・フリー
ジャンル・アカペラ/バンド及び公会堂大ホールで
『米子すごいジャズ』を開催。
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（5コンサート
共通券）、「米子すごいジャズ」2,000円

全国の小学校児童並びに中学校・高等学校生徒の音
楽性を高め、音楽教育の向上に役立てるとともに日
ごろの成果を発表する機会として実施されるコン
37 クールの鳥取県内コンクール。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため無観客へ
内容変更（出演者のみ観客として入場可）
会場：メインホール 入場料：無料
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。

懐かしい童謡（月曜コース）

主に毎月
第2月曜日

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため参加者を
100人に制限し抽選制とした。
380 ※8～10月は新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め中止、7月は大雨警報発令のため中止

新しい童謡（木曜コース）

主に毎月
第4木曜日

261 ※7～10月、1月は新型コロナウイルス感染拡大防止

主に毎月
第4木曜日

47 ※7～10月、1月は新型コロナウイルス感染拡大防止

チャイルドコース
わらべ館コンサート

10月

童謡特別講座

3/6(日)

※参加者を100人に制限し抽選制とした。
のため中止
参加費：無料

親子10組（先着順）

のため中止

- ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
来場者も一緒に歌って楽しめるコンサートを開催。

72 ※午前コースと午後コースの2回実施
会場：メインホール

事

業

開催・
実施期間

名

参加者数
（人）

内
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参加型事業

ダンス・フェス１
ver.13

ダンスの発表の場を提供するとともに、団体間の相
互交流につなげ、ダンスへの理解と技術の向上を図
る。

2/11(金・祝)

- ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
会場：メインホール 午前の部/午後の部
参加費：2,000円 入場料：各部1,000円

8/5(水)
10/7、10/14、
10/21(木)
10/23(土)、
10/24(日)
市民交流事業
12/3(金)

6/10(木)、
11/4(木)

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。
「お仕事チャレンジ舞台体験」
- 会場：メインホール、イベントホール
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
「お茶に親しむ」（日本の三大伝統芸道の一つ「茶
13 道」の初心者向け講座）
会場：和室１・２

-

農と食のフェスタinせいぶの一環でステージイベン
ト、スイーツ通りを計画。
会場：多目的広場、オープンスペース
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

YONAGOファンタジア点灯式
オカリナミニコンサート
32 会場：ロビー
鳥取県電業協会西部支部、公会堂共催
※イルミネーション点灯12/3～1/31

31 【新規】草花植栽活動

10/1(金)

【新規】開館30周年記念事業/横断幕２か所設置等

2/19(土)

【新規】開館30周年記念事業
映画「二宮金次郎」上映会
入場券：1，000円
- ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため令和4年5
月1日(日)に延期

教育普及事業
鷲見三郎顕彰事業
第29回
米子ユースオーケストラ演奏会

3/27(日)

（共催：鷲見三郎顕彰事業
実行委員会)
Feelおでかけ事業
体感しようJAZZの世界

10/22(金)

（連携：米子市公会堂）
情報提供事業

通年

-

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ことを目的に、年間
を通じた練習活動を実施し、年1回発表会を行うこ
とで、郷土の誇る鷲見三郎氏をさらに沢山の方に
知ってもらい、継続して顕彰事業を行った。
会場：メインホール 入場料：無料（整理券発行）
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

普段、ホールに出かける機会の少ない方を対象に地
元の演奏家等を派遣し、ミニコンサートを計画する
167 事業として、公会堂と連携し、ブラックボトムブラ
スバンドをゲストに小学校を訪問した。
会場：和田小学校、伯仙小学校
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
の会会員等に配布した。

米子市文化財団連携事業
米子市文化財団カルチャー・
フェスティバル2021

フェス全体 当財団が管理・受託している各施設が特色のある

(2,568) ワークショップを実施した。

「わくわく缶バッジづくり」
（米子市公会堂と合同）

11/6(土)

(203) ンス広場 創作・交流広場

「施設紹介展示＆クイズラリー」

11/2(火)
～7(日)

(366) 会場：米子市立図書館2階市民ギャラリー

主催事業参加者数合計（人）

会場：米子市立図書館及び米子市美術館前エントラ

3,399 （ ）の人数は除く

３ 施設の利用状況
開館日数 309日
室 名
メインホール

利用日数
(日)

利用件数
(件)

利用者数
(人)

利 用 料
(円)

備

考

新型コロナウイルス感染拡大防止の

146

152

19,920

6,627,998 ためキャンセル75件発生

0

0

0

0 ためキャンセル30件発生

新型コロナウイルス感染拡大防止の

大楽屋

単独使用件数のみ
新型コロナウイルス感染拡大防止の

イベントホール

191

264

6,255

2,243,175 ためキャンセル72件発生

展 示 室

146

165

3,045

1,185,770 ためキャンセル45件発生

和

室

128

148

1,284

421,710 ためキャンセル23件発生

研 修 室

258

526

5,245

1,324,380 ためキャンセル89件発生

練 習 室

237

433

2,272

646,910 ためキャンセル39件発生

オープンスペース

20

22

2,778

530 ためキャンセル11件発生

多目的広場

22

24

1,594

990

-

1,734

42,393

12,451,463

合

計

新型コロナウイルス感染拡大防止の

新型コロナウイルス感染拡大防止の

新型コロナウイルス感染拡大防止の

新型コロナウイルス感染拡大防止の

新型コロナウイルス感染拡大防止の

