
平成29年度事業報告について 

Ⅰ 公益目的事業 

Ａ 調査研究事業 

１ 研究大会（久留米大会） 

趣 旨 全国の公立文化施設の関係者が一堂に会し、当面する諸課題について研究討議することにより、施設

の円滑な運営と積極的な活動に資するとともに、地域の文化芸術の振興を図る。 

主 催 公益社団法人全国公立文化施設協会、公益社団法人全国公立文化施設協会 九州支部 

 福岡県公立文化施設協議会 

後 援 文化庁、福岡県、久留米市、久留米市教育委員会 

支 援 公益財団法人久留米観光コンベンション国際交流協会 

期 日 平成 29年 6月 8日(木)・9日(金) 

会 場 久留米シティプラザ 

参加者 公立文化施設の関係職員、地方公共団体文化行政担当者、その他公立文化施設の事業及び運営に 

関心のある方、賛助団体・企業、協賛団体・企業 386名 

研究大会日程 

第 1日目 【6月 8日(木)】 

内 容 時 間 会 場 

協賛企業各社による文化施設関連機器・サービスの展示 13:00～ ホワイエ 

分科会（3部会討議） 

15:30 

～18:00 

第１分科会 

テーマ：「劇場法制定から５年～現下の課題とこれからの展開を考える」 

コーディネータ： 本杉 省三（日本大学理工学部 特任教授） 

パネリスト： 中川 幾郎（帝塚山大学 名誉教授） 

草加 叔也（（有）空間創造研究所 代表） 

大会議室 3 

第２分科会 

テーマ：「劇場・音楽堂等の運営で必要な人材とは？ 

 ～ 劇場の現場からの視点で専門人材を考える 」 

コーディネータ： 間瀬 勝一（小田原市文化部文化政策課芸術文化活動専門員） 

鈴木 輝一（全国公立文化施設協会 アドバイザー） 

パネリスト： 大久保 充代（八尾市文化会館 館長） 

河野 英雄（長崎ブリックホール 館長） 

高宮 知数（久留米シティプラザ 館長） 

大会議室 1 

第３分科会 

テーマ：「まちを元気にする創造事業と市民参加事業。そのミッション・デザイン」 

コーディネータ： 衛 紀生（可児市文化創造センター 館長兼劇場総監督） 

パネリスト： 久保田 力（サザンクス筑後 事務局長） 

清水 佑香子（可児市文化創造センター事業制作課） 

佐藤 優子（奥州市文化会館 副館長） 

喜瀬 斗志也（南城市役所企画部観光商工課） 

中会議室 

情報交換会 
18:30 

～20:00 

ハイネスホテル・ 

久留米 
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第 2日目 【6月 9日(金)】 

内 容 時 間 会 場 

３分科会報告 
9:30 

～10:00 

久留米座 

文化講演「文化政策の動向と市民参加」 

講 師： 熊倉 純子 （東京藝術大学 教授） 

10:10 

～11:10 

芸術公演【九州系箏曲・地歌鑑賞】 

出 演： 藤井 泰和、川瀬 露秋 ほか 

11:20 

～11:50 

閉会式 

閉会挨拶（久留米シティプラザ 館長） 

次期開催館挨拶（高知市文化プラザかるぽーと 副館長） 

11:55 

～12:05 

２ 専門委員会活動状況 

(1) 全体会 

第1回 平成29年5月23日（火） 東京都中小企業会館 8階 C会議室  委員21名 

・委員長、副委員長の選任 

・専門委員会規程の改訂について 

・専門委員会全体の活動状況報告（理事会報告事項） 

・平成29年度研究大会（久留米大会）分科会について 

・今後の運営等 

(2) 経営環境部会 

第1回 平成29年5月23日（火） 東京都中小企業会館 8階 A会議室 委員6名 

・部会長、副部会長の選任及び役割分担 

・部会検討事項について 

・今後の予定等 

第2回 平成29年10月24日（火） 東京都中小企業会館 8階 A・B会議室    委員7名 

・各支部の現状と課題について 

・平成30年度研究大会（高知大会）分科会のテーマ等について 

・今後の予定等 

第3回 平成30年2月15日（火） 東京都中小企業会館 8階 A･B会議室 委員6名 

・各支部の現状報告 

・平成30年度研究大会（高知大会）分科会の具体的内容について 

・今後の予定等 

(3) 事業活性化部会 

第1回 平成29年5月23日（火） 東京都中小企業会館 8階 B会議室 委員7名 

・部会長、副部会長の選任及び役割分担 

・部会検討事項について 

・今後の予定等 

第2回 平成29年10月24日（火） 東京都中小企業会館 8階 C会議室  委員7名 

・平成30年度研究大会（高知大会）分科会のテーマ等について 

・各地域の状況について 

第１号議案

2



・全国自主事業調査の実施について 

・今後の予定等 

第3回 平成30年2月15日（火） 東京都中小企業会館 4階 会議室  委員6名 

・平成30年度研究大会（高知大会）分科会の具体的内容について 

・全国自主事業調査に関するアンケート集計結果の分析・考察 

・今後の予定等 

(4) 特別部会 

第1回 平成29年5月22日（月） 東京都中小企業会館 4階 会議室  委員7名 

・部会長、副部会長の選任及び役割分担 

・部会検討事項について 

・今後の予定等 

第2回 平成29年10月23日（月） 東京都中小企業会館 4階 会議室   委員9名 

・政策制度提言について 

・劇場人材認定制度について 

・雇用環境課題調査研究について 

・平成30年度研究大会（高知大会）分科会のテーマ等について 

・今後の予定等 

臨時特別部会 

平成30年1月19日（金） 国立オリンピック記念青少年総合センター   委員6名 

 ・政策制度提言について 

・劇場人材認定制度について 

・雇用環境課題調査研究について 

・平成30年度研究大会（高知大会）分科会のテーマ等について 

第3回 平成30年2月14日（月） 東京都中小企業会館 4階 会議室  委員8名 

・政策制度提言について 

・劇場人材認定制度について 

・雇用環境課題調査研究について 

・平成30年度研究大会（高知大会）分科会のテーマ等について 

・今後の予定等 

(5) 特別部会 認定制度検討PT 

第1回 平成29年8月4日（金） 東京都中小企業会館 4階 会議室  委員3名 

・認定制度について 

・人材養成講座テキストの改訂について 

第2回 平成29年9月7日（木） 東京都中小企業会館 4階 会議室  委員3名 

・人材養成講座テキストの改訂について 

・テキスト原稿の執筆分担について 

・認定試験について 

第3回 平成29年10月2日（月） 東京都中小企業会館 4階 会議室  委員3名 

・認定制度の体系について 

・基礎認定テキストについて 

・作業スケジュールについて 
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Ｂ 研修事業 

１ 平成29年度全国、地域別 劇場・音楽堂等アートマネジメント研修会 

２ 平成29年度全国、地域別 劇場・音楽堂等技術職員研修会 

（Ｅ 文化庁委託事業１の(2)の項参照） 

Ｃ 情報提供事業 

１ 「全国公立文化施設協会ホームページ（全国劇場・音楽堂等総合情報サイト）」 

（http://www.zenkoubun.jp）による情報発信 

①(公社)全国公立文化施設協会の紹介（定款、役員名簿、会員名簿、会計報告、事業内容等） 

②発行資料の紹介（研修会報告書、全国公立文化施設名簿等）

③文化庁委託事業［劇場・音楽堂等基盤整備事業（情報提供及び研修事業）］

④保険

⑤政策・制度等

⑥研修・イベントの紹介

⑦活動支援（助成金、支援金、相談、よくある質問、改修相談、公文協歌舞伎等）

⑧公立文化施設データベース（施設検索）

⑨専門人材情報

⑩ウェブサイト 公演企画Navi

⑪リンク（文化庁、会員施設、賛助会員等のホームページ）

２ 全国公立文化施設名簿の発行 

  全国の公立文化施設の情報（約2,200施設）を掲載 

３ 「全国公文協情報フォーラム」（メールマガジン）による情報発信 

４  専門人材情報（コーディネーター）登録制度 

５  情報フォーラム「劇場・音楽堂等と地域文化創生」 

６ 劇場・音楽堂等への芸術文化活動支援 

７ 研修教材の編集・発行 

（３から７については、「Ｅ 文化庁委託事業１の(1)の項」参照） 

Ｄ 公立文化施設支援事業 

１ 全国公立文化施設協会統一企画“松竹大歌舞伎” 

①平成29年度公演  合計 58館（103公演） 

東コース

館数：23館 （41公演） 

期間：平成29年6月30日～7月31日 

演目：①猩々 ②襲名披露口上 ③一谷嫩軍記 熊谷陣屋 

主な出演者：中村芝翫、中村橋之助、中村福之助、中村梅玉 他 

中央コース 

館数：17館 （30公演） 

期間：平成28年6月30日～7月30日 

演目：①妹背山婦女庭訓 三笠山御殿 ②襲名披露口上 ③太刀盗人 

主な出演者：中村吉右衛門、中村雀右衛門 他 

西コース 

館数：18館 （32公演） 

期間：平成29年8月31日～9月25日 

演目：①猩々 ②襲名披露口上 ③一谷嫩軍記 熊谷陣屋 
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主な出演者：中村芝翫、中村橋之助、中村福之助、中村梅玉 他 

②平成30年度公演希望調査

公演実施計画館  合計 60館（102公演）

東コース 24館（42公演）、中央コース 16館（27公演）、西コース 20館（33公演）

２ 公文協公演情報&TICKETS（通称公チケ）の運営 

会員施設の公演情報の発信とウェブ上でチケッティングサービスを提供する「公チケ」への

利用登録について、周知を図り、活用の拡大に努めた。

Ｅ 文化庁委託事業 

１ 「劇場・音楽堂等基盤整備事業（情報提供及び研修）」

(1) 芸術文化情報提供事業 

① 劇場・音楽堂等及び我が国の文化芸術の振興に関する情報、資料の収集・提供

劇場・音楽堂等の事業、管理・運営、アートマネジメント及び舞台技術に関する情報や資

料等を幅広く収集し整備した。それらの情報を劇場・音楽堂等関係者や研究者、一般市民、

学生等にも提供した。また来所者への直接対応とともに、電話、メール、郵便、ファックス

等を活用して幅広く対応した。 

ア 「全国公立文化施設協会ホームページ（全国劇場・音楽堂等総合情報サイト）」 

（http://www.zenkoubun.jp ）による情報発信      （Ｃ 情報提供事業１の項参照） 

イ「全国公文協情報フォーラム」（メールマガジン）による情報発信 

第68号（平成29年4月17日発行） 

第69号（平成29年5月16日発行） 

第70号（平成29年6月15日発行） 

第71号（平成29年7月18日発行） 

第72号（平成29年8月15日発行） 

第73号（平成29年9月15日発行） 

第74号（平成29年10月16日発行） 

第75号（平成29年11月15日発行） 

第76号（平成29年12月15日発行） 

第77号（平成30年1月15日発行） 

第78号（平成30年2月16日発行） 

第79号（平成30年3月15日発行） 別途、臨時号発行 

ウ 劇場・音楽堂等専門人材情報（コーディネーター）登録制度 

  従来の登録者に加え、本年度は各支部からコーディネーターを推薦してもらい、登録・公

開を行った。 

 ・登録者数：56名 

エ 情報フォーラム「劇場・音楽堂等と地域文化創生」 

  「劇場、音楽堂等の活性化に関する法律」（劇場法）が制定されて5年が経過し、文化庁の

京都移転も進められる中、地域における劇場・音楽堂等の存在意義がより一層問われており、

文化政策やアートマネジメント、情報通信の有識者を迎え、これからの劇場・音楽堂等のあ

り方について考え、情報交換をすることを目的に、講演と意見交換を行った。 

・開催日：平成29年9月22日（金） 

・会 場：京都府立文化芸術会館 

・テーマ：劇場・音楽堂等と地域文化創生 

・内 容：基調報告（文化庁文化部長 藤原章夫氏）、講演、パネルディスカッション、意見

交換・質疑応答 

・参加者数：178名 
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② 劇場・音楽堂等への芸術文化活動支援

ア 支援員の派遣による支援（支援員） 

劇場・音楽堂等に自主事業の企画・実施、施設の管理・運営等に関する専門家を派遣

し、指導や助言を行った。また、地域全体で抱える課題解決についても、地域にエリアア

ドバイザーとして専門家を派遣する等、劇場・音楽堂等の活性化を支援した。 

公立文化施設への支援員派遣 37件 37施設 

地域への支援員派遣  12件 53施設  計49件 90施設 

派遣延べ回数  124回 

派遣支援員実数 49名 

イ 日常相談業務対応 

芸術文化活動にかかる相談について、電話、メール、直接対応等による相談を受け、相談

者と専門家等をつなぐ等の相談対応を実施した。 

また、寄せられた問合せや対応をまとめ、FAQとしてホームページに掲載した。 

③ 研修教材企画・編集・発行

劇場、音楽堂等における施設運営や人材養成事業等に資するため、職員研修や自己啓発等に

活用できるハンドブックを発行し、配布を行った。 

・劇場・音楽堂等 震災対応ハンドブック（A5サイズ 93ページ） 

・劇場・音楽堂等伝統芸能事業企画制作ハンドブック（A5サイズ 78ページ） 

(2)  研修事業 

① アートマネジメント研修

劇場・音楽堂等の活性化、地域の文化芸術の振興等を目的として、アートマネジメントに

関する研修を実施した。 

ア 全国劇場・音楽堂等アートマネジメント研修会 

・開催日：平成30年1月17日(水)～1月19日(金）  

・会 場：国立オリンピック記念青少年総合センター 

・テーマ：文化の時代へキックオフ 

・内 容：基調講演（「夢があるから強くなる」（公財）日本サッカー協会キャプテン 川淵 

三郎氏） 

特別プログラム（若い音楽家とともに ―東京音楽コンクール<東京文化会館主

催>受賞の仲間とコンサート―） 

ファイナルプログラム（「文化芸術の振興をまちづくり、観光、国際交流など活

かす試み」東京都豊島区長 高野之夫氏 外） 

外16プログラムを実施 

・参加者数：1,069名(延3,456名) 

イ 地域別劇場・音楽堂等アートマネジメント研修会 

・会 場：全国7地域9施設で実施 

・参加者総数：470名（272施設） 

② 技術職員研修

劇場・音楽堂等の舞台技術を統括管理するために必要な専門的知識や技術の習得を図るた

め、研修を実施した。 

ア 全国劇場・音楽堂等技術職員研修会 

・開催日：平成30年3月7日（水）～ 3月9日（金） 

・会 場：宮崎県立芸術劇場 メディキット県民文化センター 

・テーマ：舞台技術における課題と対応“改修・更新・安全” 

・内 容：基調講演（「舞台技術者連合 設立の意義と今後の展開」㈱ライティングカンパ
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ニーあかり組 顧問 服部基氏）外8プログラムを実施 

・参加者数：129名 

イ 地域別技術職員研修会 

会場全国  7地域7施設で実施 

参加者総数 236名 (142施設)  

（北海道地域・近畿地域はアートマネジメント研修会と合同開催のため参

加者数から除く） 

③ 劇場・音楽堂等スタッフ交流研修

ア 国内交流研修

他の劇場・音楽堂等での実務研修、劇場・音楽堂等間における人材の交流研修及び大学

との連携によるインターンシップを実施した。 

・実務者派遣 4件4名 

① (公財)神奈川県立県民ホール ⇒ 兵庫県立芸術文化センター（1 名）

② (公財)大垣市文化事業団 ⇒ 世田谷パブリックシアター（1 名）

③ (独法)日本芸術文化振興会 ⇒ 世田谷パブリックシアター（1 名）

④ (公財)福島県文化振興財団 ⇒ 岩手県民会館（1 名）

・インターンシップ 8件12名 

① 山梨大学 ⇒ コラニー文化ホール（山梨県立県民文化ホール）（2 名）

② 大阪経済大学 ⇒ 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール（1 名）

③ 新潟大学 ⇒ 長岡リリックホール（1 名）

④ 昭和音楽大学 ⇒ 新潟市民芸術文化会館りゅーとぴあ（2 名）

⑤ 鳥取大学 ⇒ 松江市八雲林間劇場（しいの実シアター）（1 名）

⑥ 神戸大学 ⇒ 兵庫県立芸術文化センター（1 名）

⑦ 大阪市立大学 ⇒ 八尾市文化会館プリズムホール（2 名）

⑧ 上野学園大学 ⇒ 東京芸術劇場（2 名）

イ 海外交流研修 

海外の劇場・音楽堂等の視察および現地スタッフや有識者、専門家との交流・意見交換

を通し、知見及び技術の向上を目指すことを目的に海外研修を実施した。 

・期間 平成29年12月3日（日）～12月13日（11日間） 

・研修先（ドイツ連邦共和国） 

① HAU（ヘッベル・アム・ウーファー）（ベルリン）

② シャウビューネ劇場（ベルリン）

③ ベルリン・フィルハーモニー（ベルリン）

④ ベルリン・フェスティバル劇場（ベルリン）

⑤ ヴォルフスブルク・シャロウン劇場（ヴォルフスブルク）

⑥ ニーダーザクセン劇場（ヒルデスハイム）

⑦ PACT（パクト・ツォルフェライン）（エッセン）

⑧ エッセン演劇劇場・グリロ劇場（エッセン）

⑨ エッセン・アアルト音楽劇場（エッセン）

⑩ エッセン・フィルハーモニー（エッセン）

⑪ コブレンツ劇場（コブレンツ）

⑫ 芸術家の家ムーゾントゥルム（フランクフルト）

⑬ フランクフルト市立劇場（フランクフルト）

・派遣者 5名
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Ⅱ 法人会計（法人運営）

１ 理事会 

第１回 平成29年５月23日（火） 東京都中小企業会館 ９F講堂（東京都中央区銀座２-10-18） 

（１）定款第32条第２項により、議長に田村孝子副会長を選出。 

（２）理事現在数14名、出席理事９名、定款第33条第１項による定足数を満たし、本理事会

が有効に成立している旨の報告がある。 

（３）議事録署名人として、定款第34条第２項により田村孝子副会長と木村匡成監事及び和氣

正典監事を確認。 

（４）次の事項を審議し、承認された。 

①平成29年度定時総会付議議案

第１号議案 平成28年度事業報告 

第２号議案 平成28年度会計決算報告並びに監査報告 

第３号議案 任期満了に伴う理事の選任、14名の候補者について 

第４号議案 任期満了に伴う監事の選任、２名の候補者について 

第５号議案 平成29年度年会費の免除（案） 

②平成29年度定時総会の日時、場所、議題の決定

平成29年度 担当支部は九州支部、開催地は福岡県久留米市 

日時  平成29年６月８日（木）午後２時30分から 

会場  久留米シティプラザ ザ・グランドホール 

議題  第１号議案 平成28年度事業報告 

第２号議案 平成28年度会計決算報告並びに監査報告 

第３号議案 理事14名の選任 

第４号議案 監事２名の選任 

第５号議案 平成29年度年会費の免除（案） 

③支部規程第５条第２項に基づく支部長７名の承認

④新規入会（正会員・準会員・賛助会員）の承認

⑤専門委員会規程の改訂等（案）について

（５）次の事項が報告された。 

①７支部からの活動状況報告

②専門委員会からの活動状況報告

③後援名義等の使用承認報告

④平成29年度支部運営費配付額の決定

⑤代表理事、業務執行理事の職務執行状況報告

⑥熊本地震支援金の使途について

⑦平成29年度文化庁委託事業の受託

⑧その他の協会事業について

臨時理事会 平成29年６月８日（木） 久留米シティプラザ ザ・グランドホール 楽屋８ 

（福岡県久留米市六ツ門町８-１） 

（１）定款第32条第３項により、議長に樋口桂理事を選出。 

（２）理事現在数14名、出席理事10名にて、定款第33条による定足数を満たし、本理事会が

有効に成立している旨の報告がある。 

（３）次の事項を審議し、承認された。 

会長、副会長、専務理事、常務理事の選定について 

第１号議案
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第２回 平成29年10月24日（火） 東京都中小企業会館 ９F講堂（東京都中央区銀座２-10-18） 

（１）定款第32条第２項により、議長に田村孝子副会長を選出。 

（２）理事現在数14名、出席理事13名にて、定款第33条第１項による定足数を満たし、本理

事会が有効に成立している旨の報告がある。 

（３）議事録署名人として、定款第34条第２項により田村孝子副会長と木村匡成監事及び和氣

正典監事を確認。 

（４）次の事項を審議し、承認された。 

 新規入会（正会員・準会員・賛助会員）の承認 

（５）次の事項が報告された。 

①７支部からの活動状況報告

②専門委員会からの活動状況報告

③後援名義等の使用承認報告

④代表理事、業務執行理事の職務執行状況報告

⑤平成31年度定時総会・研究大会の開催日程及び開催地

⑥平成29年度の主な文化庁事業について

⑦平成29年度の主な協会事業について

⑧民間施設の当協会への加入に関する検討（案）

⑨劇場・ホールにおけるJアラートへの対応（Q&A）素案

⑩舞台技術者連合の設立

⑪天井耐震化対策研修会の実施結果

⑫平成30年度支部運営配付額決定基準

第３回 平成30年２月15日（木）  東京都中小企業会館 ９F講堂（東京都中央区銀座２-10-18） 

（１）定款第32条第２項により、議長に田村孝子副会長を選出。 

（２）理事現在数14名、出席理事13名にて、定款33条第１項による定足数を満たし、 本理事

会が有効に成立している旨の報告がある。 

（３）議事録署名人として、定款第34条第２項により田村孝子副会長と木村匡成監事及び和氣

正典監事を確認。 

（４）次の事項を審議し、可決承認された。 

①平成30年度事業計画

②平成30年度収支予算

③平成30年度資金調達及び設備投資の見込み

④平成30年度定時総会の日時・場所の決定

⑤新規入会（正会員・準会員・賛助会員）の承認

（５）次の事項が報告された。 

①７支部からの活動状況報告

②専門委員会からの活動状況報告

③後援名義等の使用承認の報告

④代表理事、業務執行理事の職務執行状況報告

⑤平成31年度定時総会・研究大会の開催地及び日程

⑥平成29年度文化庁委託事業について

⑦主な協会事業について

２ 定時総会 

日時 平成29年６月８日（木） 午後２時30分～午後３時03分 

会場 久留米シティプラザ ザ・グランドホール（福岡県久留米市六ツ門町８-１） 

（１）司会進行者松本専務理事が開会宣言。 

（２）定款第15条により、議長に佐藤寿美理事（宮崎県立芸術劇場）を選出。 

（３）出席正会員967名（議決権を有する総正会員数1,276名、出席正会員159名、委任状提
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出正会員808名）で定款第17条による定足数を満たし、本総会が有効に成立している旨

の報告がある。 

（４）議事録署名人として、定款第19条により佐藤寿美議長と、正会員の中から樋口桂氏

（東京文化会館）１名を選出。 

（５）次の事項を審議し、承認された。 

第１号議案 平成28年度事業報告 

第２号議案 平成28年度会計決算報告並びに監査報告 

第３号議案 理事14名の選任 

第４号議案 監事２名の選任 

第５号議案 平成29年度年会費の免除 

第１号議案
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①支部別正会員施設数

地区 平成28年度決算
平成29年3.31付

退会
平成29年度

入会
平成29年度

北海道 48 0 1 49

東北 152 2 0 150

関東甲信越静 399 3 13 409

東海北陸 168 4 3 167

近畿 177 6 7 178

中四国 161 2 1 160

九州 188 4 1 185

計 1,293 21 26 ※1,298

※2館年会費免除

平成28年度決算
平成29年3.31付

退会
平成29年度

入会
平成29年度

25 1 7 31

平成28年度
平成29年3.31付

退会
平成29年度

入会
口数変更 平成29年度

団体77（92口）
個人2（2口）

団体2（2口）
団体5（5口）
個人1（1口）

団体1（2口増）
団体80（97口）
個人3（3口）

注：1会員あたり複数口の申込みが可能なため会員数と口数は一致しない

３　平成29年度会員入会状況

②準会員数

③賛助会員数
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正会員

No 都道府県 コードNo. 施　　設　　名 入会承認日

1 北海道 012603 札幌市民交流プラザ H29.5.23

2 茨城県 080250 つくば市立市民ホールくきざき H29.5.23

3 群馬県 102602 太田市民会館 H29.5.23

4 埼玉県 111462 上尾市文化センター H30.2.15

5 埼玉県 112597 狭山市市民交流センター H29.2.7

6 埼玉県 112615 秩父宮記念市民会館 H29.10.24

7 千葉県 122524 鎌ヶ谷市きらり鎌ヶ谷市民会館 H29.5.23

8 東京多摩 132487 稲城市立iプラザ H29.10.24

9 東京多摩 132605 府中市市民活動センター H29.10.24

10 神奈川県 142284 横浜能楽堂 H29.5.23

11 神奈川県 142462 横浜市鶴見区民文化センター H29.10.24

12 神奈川県 142599 相模原市立小田急相模原駅文化交流プラザ H29.5.23

13 新潟県 152618 越後妻有文化ホール H29.10.24

14 石川県 170696 白山市松任文化会館 H29.5.23

15 石川県 170697 加賀市文化会館 H29.10.24

16 長野県 202341 長野県佐久創造館 H29.5.23

17 愛知県 230789 半田市福祉文化会館 H29.2.7

18 京都府 260882 京都会館(ロームシアター京都） H29.10.24

19 大阪府 270936 箕面市立メイプルホール H29.10.24

20 大阪府 272600 堺市民芸術文化ホール H29.5.23

21 兵庫県 280999 豊岡市立出石文化会館 H29.5.23

22 兵庫県 282529 相生市文化会館 H29.5.23

23 兵庫県 282604 神戸アートビレッジセンター H29.5.23

24 奈良県 291014 桜井市民会館 H29.5.23

25 徳島県 362606 阿波市交流防災拠点施設 H29.10.24

26 佐賀県 412516 嬉野市社会文化会館 H29.10.24

第１号議案
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準会員

No 都道府県 コードNo. 個人・団体・施設名 入会承認日

1 東京都 J138017 公益財団法人としま未来文化財団 H29.5.23

2 福井県 J186014 美浜町エネルギー環境教育体験館 H29.5.23

3 大阪府 J276016 大阪府立中之島図書館 H29.5.23

4 奈良県 J296017 生駒市高山竹林園 H29.10.24

5 山口県 J356013 防府市地域協働支援センター H29.5.23

6 福岡県 J406015 福岡市ももち体育館 H29.5.23

7 福岡県 J408016 柳川市 H29.5.23

賛助会員

No 都道府県 入会承認日

1 埼玉県 H29.5.23

2 千葉県 H30.2.15

3 東京都 H29.5.23

4 東京都 H29.5.23

5 神奈川県 H29.10.24

6 岡山県 H29.10.24

公益情報システム株式会社

個人・団体名

一般社団法人　文化芸術推進協会

グッドラック・プロモーション株式会社

須藤　紘史

株式会社ブルーノート・ジャパン

リード　エグジビジョン　ジャパン株式会社
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No 都道府県 施　　設　　名 退会日 退　会　理　由

1 福島県 白河市民会館 H29.3.31 閉館

2 福島県 白河市文化センター H29.3.31 閉館

3 神奈川県 相模原市立市民健康文化センター H29.3.31 諸般の事由

4 神奈川県 大和市生涯学習センター H29.3.31 運営方針の変更

5 静岡県 湖西市民会館 H29.3.31 閉館

6 石川県 石川県立航空プラザ H29.3.31 諸般の事由

7 福井県 福井市民福祉会館 H29.3.31 閉館

8 愛知県 名古屋市公会堂 H29.3.31 改修工事により休館

9 三重県 ハートフルみくもスポーツ文化センター H29.3.31 事業の見直し

10 京都府 京都市醍醐交流会館 H29.3.31 諸般の事由

11 大阪府 泉大津市民会館 H29.3.31 閉館

12 大阪府 貝塚市民文化会館 H29.3.31 運営方針の変更

13 大阪府 和泉市立人権文化センター H29.3.31 施設の使用停止

14 大阪府 堺市立栂文化会館 H29.3.31 諸般の事由

15 兵庫県 小野市民会館 H29.3.31 閉館

16 香川県 丸亀市民会館 H29.3.31 閉館

17 香川県 善通寺市民会館 H29.3.31 諸般の事由

18 福岡県 久留米市民会館 H29.3.31 閉館

19 長崎県 佐世保市民会館 H29.3.31 閉館

20 長崎県 平戸文化センター H29.3.31 予算の見直し

21 沖縄県 那覇市民会館 H29.3.31 休館

No 都道府県 施　　設　　名 退会日 退　会　理　由

1 東京都 有限会社ジャパン・アーツリンク H29.3.31 国の事業のため

No 都道府県 団体名 退会日 退会理由

1 東京都 株式会社ぎょうせい H29.3.31 諸般の事由

2 東京都 クリニードミュージック株式会社 H29.3.31 諸般の事由

4　平成28年度退会状況(参考)

正会員

準会員

賛助会員

第１号議案
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Ⅲ 収益事業 

１ 団体保険制度の概要 

(1)公立文化施設賠償責任保険・公立文化施設災害補償保険 

①公立文化施設賠償責任保険（施設所有（管理）者賠償責任保険）

文化施設の設置、管理、運営に原因がある人身事故、物損事故等に対して、被保険者が

法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害を補償。

②受託者賠償責任保険

展示会等で第三者から預かった受託物・展示品の破損等で被保険者が法律上の損害賠償

責任を負担することにより被る損害を補償。

③自動車管理者賠償責任保険

利用者駐車場に預かった自動車の破損等で被保険者が法律上の損害賠償責任を負担す

ることにより被る損害を補償。

④指定管理者特約（指定管理者向けオプション）

管理動産特約・管理不動産特約・情報漏えい賠償責任補償特約の３つの補償を組み合わ

せた特約。

⑤公立文化施設災害補償保険（レジャー・サービス施設費用保険）

管理する文化施設において発生した事故への対応で実際に負担した費用および事故の

被災者への見舞金等を補償。

⑥マネー包括保険（オプション）

被保険者が管理する現金、有価証券に生じた盗難、火災等の損害を補償。

⑦マスターキー再作製費用等補償特約（オプション）

被保険者が管理する施設で使用している鍵を紛失してしまい、鍵を交換するために要す

る費用を補償。

(2)公立文化施設自主事業中止保険（興行中止保険） 

主催する屋内の自主事業が偶然の事故により中止になった場合、負担した費用等を補償。 

(3)公立文化施設貸館対応興行中止保険 

①費用・利益保険

・文化施設の貸出区画または貸出区画が属する建物、什器、設備等が焼失、損傷または汚

損し、貸出区画の利用の中止を余儀なくされたとき興行を予定していた法人、団体等に発

生した費用を補償。

・災害対策基本法に基づき、「指定避難所」または「指定緊急避難場所」として使用され

ることによって貸出不能になった場合も補償。【平成 29 年度改定】

②保険金拡大補償特約（オプション）【平成29年度改定】

①に加え、舞台や楽器に関する費用（キャンセル費用、運搬費用等）及び出演者への報酬、

交通・宿泊に関する費用等も補償。

③電気的・機械的事故補償特約（オプション）【平成29年度改定】

什器または設備等に電気的・機械的事故（故障を含む）が生じたことにより貸出区画の利

用の中止を余儀なくされた場合も補償。

④約定履行費用保険

補償規定に則り、文化施設から当該利用者に対して支払った見舞金を補償。

(4)社団法人・財団法人向け役員賠償責任保険 

法人の役員（被保険者＝理事・監事）が役員としての業務で行った行為に起因して、損

害賠償請求を受けた場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって

被る損害に対して補償。
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(1)賠償責任保険・災害補償保険

（正会員）

加入件数(件) 保険料(円) 事故件数(件) 支払保険金額(円)

賠償責任保険 904 74,193,930 33 3,689,756

情報漏えい 168 10,343,860 0 0

マネー包括 30 725,000 0 0

災害補償 715 25,907,070 63 1,865,000

計 111,169,860 96 5,554,756

（準会員）

加入件数(件) 保険料(円) 事故件数(件) 支払保険金額(円)

賠償責任保険 9 633,510 3 235,315

情報漏えい 2 143,750 0 0

マネー包括 1 20,000 0 0

災害補償 9 116,860 0 0

計 914,120 3 235,315

(2)自主事業中止保険(正会員)

加入件数(件) 保険料(円) 事故件数(件) 支払保険金額(円)

自主事業 151 9,836,500 1 172,611

(3)貸館対応興行中止保険

（正会員）

加入件数(件) 保険料(円) 事故件数(件) 支払保険金額(円)

興行中止 249 33,589,590 0 0

約定履行 158 7,302,090 0 0

計 40,891,680 0 0

（準会員）

加入件数(件) 保険料(円) 事故件数(件) 支払保険金額(円)

興行中止 1 25,000 0 0

約定履行 0 0 0 0

計 25,000 0 0

(4)役員賠償責任保険(正会員)

加入件数(件) 保険料(円) 事故件数(件) 支払保険金額(円)

賠償責任保険 31 3,325,920 0 0

保険合計 加入件数(件) 保険料(円) 事故件数(件) 支払保険金額(円)

166,163,080 100 5,962,682

２　平成29年度公立文化施設制度保険加入状況

第１号議案第１号議案
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