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Ⅰ 総 括 

 

１．事業の成果 

当期の活動方針として、１．顧客（施設利用者や来館者）へのサービス向上、２．関係団体との

連携による音楽事業の充実、３．職員の技能の向上、の３点を掲げて活動を行ってきた。 

当期も利用者懇談会での意見や職員内部研修を通じて、様々なサービス改善を行った。特に、

プラバホール事務所に新たに受付カウンターを設置し、レイアウトを大きく変更した。今まで

は事務所を含むオープンスペースとなっており、お客様と親しい関係を作りやすい一方で、職

員の業務効率や品質の低下や、新しいお客様から声をかけにくい状況となっていた。カウンタ

ーに受付担当職員を配置することで、お客様から声を掛けやすく、事務所専門職員との連携に

よりお客様からのリクエストに的確に応えられるなど、サービスの向上を図ることができた。 

また、公益社団法人全国公立文化施設協会、島根県公立文化施設協議会、国立大学法人島根

大学、松江市内の小中学校、一般社団法人全日本合唱連盟等、様々な団体と事業連携を増やし、

それぞれ成果を挙げることができた。とりわけ３月に行われたＪＣＡユースクワイア（全日本

合唱連盟主催）では、リトアニア共和国からの指導者を招き、全国の合唱若人 40名が５日間の

キャンプを行い最終日に演奏会を行ったが、全国から 200人以上、地元から 300人以上の観客

がプラバホールに来場し、芸術性の高い演奏もさることながら経済波及効果もあったと思われ

る。職員向けの研修においては、国の文化芸術施策の考え方、事業の進め方や目標評価、ボラ

ンティア活動、消防避難訓練、舞台技術研修、情報研修など、広範囲なテーマで研修を実施し、

その後の業務への適用の振り返りも行い教育効果を高めることができた。 

[鑑賞事業] 「プラバ音楽祭」年間を通して全ての公演に来場することが難しくなっている

と思われること、マイシートのチケット代が高額になることなどから、引き続き５回公演に絞

り内容の充実を図った。各公演は大きなトラブルもなく順調に開催することができた。本年度

はベートーヴェンの生誕 250年を記念してベートーヴェン特集として企画した。全公演を通し

て鑑賞者からは高い評価を得られ、“良質な音楽”の提供はできている一方、より幅広い方々が

音楽に親しむことができているかという点では課題がある。 

[振興事業］ 「オルガン事業」は、引き続き若い世代を中心に来場者があり好調であった。「音楽好

きを育てよう事業」は、“音楽の出前講座”や“オルガンスクール”については新規顧客の開拓が課

題となっていたが、新たに小学校へのアウトリーチとして「学校支援事業」を立ち上げ、今年

度は雑賀小学校と大庭小学校で実施し、何れも高評価であった。「松江プラバ室内合唱コンク

ール」では、声楽アンサンブルコンテスト全国大会への推薦を念頭にした参加部門の改訂を行

ない、参加団体の増加につながった。また、秋のお月見コンサートなど Jazzと筝曲のコラボレ

ーション企画など、地元の音楽家、特に若者が発表する機会の創出に努めるとともに身近な鑑

賞の機会を提供した。 

[施設管理事業］ 「貸館事業」は、当期の施設利用状況は、島根県民会館の再開、安来市民会館

(アルテピア)の開館の影響を少なからず受け､全体的に興行系や実行委員会形式の規模の大きい催

事利用は減少傾向にあった。一方、一般企業や任意団体が青少年室や会議室、和室を定期的に利

用される団体が増え前期より増加となった。「駐車場事業」は、駐車場の機械の老朽化に伴いトラブル

対応が頻繁に起こる中、利用頻度が一番多い南駐車場と西駐車場の機械の更新ができたことにより、

トラブルがやや減少した。 

[活動支援事業］ 「イベント運営支援事業」は、日韓交流音楽祭を島根県民会館で実施し、一部

運営を受託し、イベントを成功に導いた。また機材貸出サービスでは、新たにビデオカメラの貸出を開
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始し、貸出数が増加した。 

[コミュニケーション事業］ 当期から、ホワイエ活用の一環として、地域の課題解決を目的とした

地域団体と連携して実施する事業“出会いいっぱいプロジェクト”を開始し、第 1 回目として、ＮＰＯ法

人おやこ劇場松江センター主催の“ほっと♡ちょこっとカフェ・ハロウィーンコンサート”を実施した。今後

も他機関や地域団体と連携し、地域の課題解決につながるような事業展開を行っていきたい。 

 

２．組織運営の状況 

当期は正会員３２名、賛助会員は１7 団体 108 名となり、正会員数は増加したものの、サポート会員

及び協賛会員（個人）の減少が目立った。これは、松江プラバ音楽祭の企画内容による影響と、職員

不足による会員募集活動の停滞が原因であったと考える。会費は、主に、松江プラバ音楽祭の運営

経費のほか、新規事業の“プラバ音楽の学校”、“学校支援事業”の経費として活用させて頂いた。ボ

ランティア会員の活動としては、プラバ音楽祭やプラバ光の杜プロジェクト、リサイタル支援事業、音楽

コンクールなどを中心に参加して頂き、また、“ボランティア会員交流会”を開催し、ボランティア相互の

コミュニケーションも活性化してきたと考える。 

会務運営については、総会 2回、理事会 5回を開催し、特に、法改正への対応や運営実態に適合

させるための定款変更を実施した。また、法人の運営体制や運営方針についても活発な議論が展開

された。 

職員体制については、育児休業の延長による実質職員の減少、これによる他の職員への過重労働

傾向が認められ、補充職員への業務教育などが常に発生するなどしたため、一部の事業を委託、また

は縮小せざるを得なかった。また、年度当初は複数職員の退職もあり、継続的かつ安定的な人材確保

と人材育成は急務であると言え、労務条件や労働意欲の改善も大きな課題である。 

 

３．事業収支及び財務の状況 

単年度の経常収支は黒字となった。指定管理事業では事業収益を確保しつつコスト削減を徹底し

たことにより順調に推移した。自主事業は新規事業の立ち上げに係る費用の増加によったことが影響

し、自主事業では赤字を計上した。全体として厳しい運営となったが、賛助会費や助成金を確保しつ

つ経費節減に努め、次期への資金繰越も確保できた。 

 ※財務概要 

【活動計算書】 （千円）  【貸借対照表】   （千円） 

経常収益 148,868  流動資産 25,069 流動負債 25,534 

 受取会費  1,342  固定資産 4,559 固定負債 0 

 受取寄付金  400      

 受取補助金・助成金 854    負債の部計 25,534 

 特定非営利活動事業収益  145,827      前期繰越正味財産額 3,370  

 その他の事業収益  424      当期正味財産増減額 724 

 その他収益 21      

経常費用 148,144      正味財産の部計 4,094 

 事業費  147,526  資産の部計 29,628 負債・正味財産の部計 29,628 

 管理費  618      

経常外費用 0      
当期正味財産増減額 724      
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Ⅱ 事業の実施に係る事項及び評価 

 

１．特定非営利活動に係る事業 

 （１）プラバホール指定管理事業（2017年 7月～2018年 6月） 【指定管理】 

事業種類 

及び事業名 
事 業 内 容 

実施日時、場所、 

従事者の人数 

受益対象者の 

範囲及び人数 

支出額 

(千円) 

評
価 

※ 

鑑賞事業 

第32回プラバ音楽祭 

第33回プラバ音楽祭 

 

国内外の優れた演奏家を

招き、芸術文化に触れる機

会を市民に提供する。 

2017年7月1日～2018年6月30日 

のうち5回 

会場：プラバホール 

従事者人数：10名程度 

市民ほか 

入場者：延2,100人 
 

20,682 

 

 

○ 

鑑賞事業 

誘致公演事業 

 

 

クラシックにとらわれない多

彩なジャンルの演奏を誘

致し市民に提供する。 

2017年7月1日～2018年6月30日

のうち２回（共催含む） 

会場：プラバホール 

従事者人数：3名程度 

市民ほか 

入場者：延1,300人 
0 

 

◎ 

振興事業 

オルガン事業 

「オルガン学園」 

「オルガンコンサート」 

「オルガン探検隊」 

プラバホール及びパイプオ

ルガンの魅力を広く市民に

伝える。 

2017年7月1日～2018年6月30日

のうち「オルガン学園」１１回、「オ

ルガンコンサート」３回、「オルガン

探検隊」５回 

会場：プラバホール 

従事者人数：20名程度 

市民ほか 

入場者：延1,650人 
 

3,221 

 

 

 

◎ 

振興事業 

音楽活動推進事業 
「音楽コンクール」 

「ニューイヤー・オペラコン
サート」 
「室内合唱コンクール」 

「地元演奏家企画」 
「リサイタル支援」 

市民ほかの音楽活動を推

進するための各種事業を

実施する。 

2017年7月1日～2018年6月30日

のうち各１回（「地元演奏家企画」は

５回） 

会場：プラバホール 

従事者人数：25～40名程度 

市民ほか 

参加者：延600人 

入場者：延3,200人 

3,417 

 

 

○ 

振興事業 

音楽好きを育てよう事業 

「音楽出前講座」 

「オルガンスクール」 

「山陰の名手たち」 

 

将来の音楽実技者と鑑賞

者を育成するための、音楽

事業を実施する。 

2017年7月1日～2018年6月30日

｢音楽出前講座」：年14回、「オル

ガンスクール」：年11回、「

山陰の名手たちコンサート」１回 

従事者人数:3～15名 

協力出演者:延60名程度 

市民ほか 

参加者：1130人 

入場者：約350人 
2,004 

 

 

△ 

施設管理事業 

貸館事業 

プラバホールの施設等の

維持管理を行うとともに利

用に関する業務を行う。 

2017年7月1日～2018年6月30日

従事者人数:6名 

協力会社等:15名程度 

市民ほか 

不特定多数 

 

111,685 

 

 

○ 

施設管理事業 

駐車場事業 

プラバホールの駐車場管

理及び駐車料金収納業務

を行う。 

2017年7月1日～2018年6月30日 

従事者人数:2名 

 

市民ほか 

不特定多数 2,533 

 

○ 

コミュニケーション事業 

来館促進事業 

利用者懇談会 

地域団体連携事業 

イルミネーションやイベント

の企画実行、またプラバホ

ールの利用に関する意見

交換を実施し、市民の来

館を促進する。 

2017年12月 イルミネーション 

2018年3月「利用者懇談会」：１

回 

従事者人数:3名程度 

市民ほか 

不特定多数 

利用団体代表者 

20人程度 

 

951 

 

 

○ 

※評価 ★：大きな成果あり  ◎：期待を上回る成果  ○：ほぼ期待通りの成果  △：成果不足（課題あり）  ×：ほとんど成果無し 
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 （２）自主事業（2017年 7月～2018年 6月）    【自主】 

事業種類 

及び事業名 
事 業 内 容 

実施日時、場所、 

従事者の人数 

受益対象者の 

範囲及び人数 

支出額 

(千円) 

評
価 

※ 

鑑賞事業 

チケット販売事業 

指定管理事業を含む法人

が共催する公演事業のチ

ケット販売を促進し、より多

くの方々に来場して頂く。 

2017年7月1日～2018年6月30日 

従事者人数：１～２名 

市民ほか 

100人 16 

 

 

○ 

振興事業 

アーカイブ事業 

プラバホールで実施される

音楽会やコンクールの記

録をとり、出演者等に提供

する。 

2017年7月1日～2018年6月30日 

のうち４回 

従事者人数：２名 

出演者・市民ほか 

延１20人 
90 

 

◎ 

振興事業 

音楽人材育成事業 

「音楽の学校」 

 

内外から著名な講師を招

聘し、地域の音楽人材を

育成する。 

 

2017年9月10日～2018年2月24

日のうち６回 

従事者人数：３～５名 

市民ほか 

延220人 
643 

 

△ 

振興事業 

学校支援事業 

「スクールコンサート」 

 

小学校が行うコンサートな

どの音楽活動支援やアウト

リーチ活動を行う。 

 

2017年7月1日～2018年6月30日 

のうち２件４回 

従事者人数：２名 

小学生ほか 

延700人程度 
649 

 

◎ 

活動支援事業 

「参加型音楽イベント事務

支援サービス」 

音楽コンクール等の運営

団体に対し、事務システム

を利用するサービスを提供

し、事務軽減を支援する。 

2017年7月1日～2018年6月30日 

従事者人数: 1名 

不特定の音楽団体

利用者：延300人 
1,157 

 

○ 

活動支援事業 

「イベント運営支援」 

 

催事に関する演出ニーズ

に対応するため人材の派

遣や機材等の貸出を行う。 

2017年7月1日～2018年6月30日 

人的支援１件、機材貸出40件 

従事者人数: 3名 

主催者等延40人 

 159 

 

◎ 

コミュニケーション事業 

ブランド広報事業 

当法人やプラバホールの

ブランドを強化し、より多く

の人々に来場して頂く。 

2017年7月1日～2018年6月30日 

随時 

従事者人数：３名 

市民ほか 

250人程度 120 

 

○ 

※評価 ★：大きな成果あり  ◎：期待を上回る成果  ○：ほぼ期待通りの成果  △：成果不足（課題あり）  ×：ほとんど成果無 

 

２．その他の事業 

 （１）物品販売事業（2017年 7月～2018年 6月）    【その他】 

その他事業 

物品販売事業 

「自動販売機運営」 

「小物製品販売」 

プラバホール屋外に飲料

水の自動販売機を設置し

販売を行う。また、プリザー

ブドフラワーを製作し販売

を行う。 

2017年7月1日～2018年6月30日 

従事者人数：2名 

市民、来場者ほか 

不特定多数 

200 

 

 

○ 

※評価 ★：大きな成果あり  ◎：期待を上回る成果  ○：ほぼ期待通りの成果  △：成果不足（課題あり）  ×：ほとんど成果無 
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Ⅲ 事業内容 

 

１．鑑賞事業 

（１）松江プラバ音楽祭  【指定管理】 

①平成２９年度松江プラバ音楽祭  

平成２９年度第３２回松江プラバ音楽祭は、NPO 法人松江音楽協会の主催によりプラバホールに

おいて 5公演を実施し、当期はそのうち下記の４公演を実施した。 

公演日時 
公演名称 

又は出演者 
入場者数 

入場料 

（一般） 

2017年9月10日（日） 
14:00～ 

N響メンバーによる 「池辺晋一郎のトーク付き」 

ベートーヴェン室内楽名曲コンサート 
388人 S席¥5,500 

2017年10月15日(日) 
14:00～ 

ストラディヴァリ・カルテット 351人 S席¥4,900 

2017年11月5日(日) 
14:00～ 

松田華音 ピアノ･リサイタル 374人 S席￥3,700 

2018年2月24日(土) 
14:00～ 

三浦文彰 ヴァイオリン・リサイタル 
共演：イタマール・ゴラン（ピアノ） 

666人 S席￥3,900 

 

②平成３０年度松江プラバ音楽祭  

平成３０年度第３３回松江プラバ音楽祭は、NPO 法人松江音楽協会の主催によりプラバホールに

おいて５公演を予定し、当期はそのうち下記の 1公演を実施した。 

公演日時 
公演名称 

又は出演者 
入場者数 

入場料 

（一般） 

2018年5月26日(土) 
14:00～ 

奥井紫麻 ピアノ・リサイタル 303人 S席¥3,000 

 

 

（２）誘致事業  【指定管理】 

平成２９年度の誘致事業として下記１件の企画業務を実施した。 

公演日時 
公演名称 

又は出演者 

入場 
人数 

予定入場料 

（一般） 

2018年3月17(土) 

14:00~ 

第7回JCAユースクワイアコンサート 
指揮：ヴィタウタス・ミシュキニス(リトアニア) 
賛助出演：松江プラバ少年少女合唱隊 

(指揮：渡邊志津子) 

600人 ¥1,000 
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（３）自主企画公演  【自主】 

      当期は、実施しなかった。 

 

 

（４）チケット販売事業  【自主】 

プラバの誘致事業や他団体の公演チケット等の代理販売を行うもの。当期は上記（２）の誘致事

業と共催事業公演として下記 1公演のチケット販売を中心に販売を行った。 

公演日時 
公演名称 

又は出演者 

入場 
人数 

予定入場料 

（一般） 

2017年7月9(日) 

14:00~ 

セキスイハイム Presents 
辻井伸行 プレミアム・リサイタル2017 

680人 
S席 

￥10,000 
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２．振興事業 

（１）オルガン事業  【指定管理】 

  ①パイプオルガン学園  

日時 名称、内容 人数 入場料等 

通年 

・講座は２年間で修了（１年全11回） 
・初級コース（１年目）パイプオルガンの基礎的な知識と
奏法を学ぶ。 
・中級コース（２年目）レパートリーの幅を広げ、オルガン
音楽の歴史や時代、国によるオルガンの特色や音色の
作り方を学ぶ。 
・レッスン時間は１人４５分。 
講師：米山 麻美（プラバホール専属オルガニスト） 

第１４期生 

３人 
第１５期生 

３人 
第16期生 
５人 

 

33,000円 

（１年間・楽

譜代を含む） 

 

2018.3.18(日) 第15回パイプオルガン学園発表会＆修了式    120人 
 

入場無料 

 

2018.5.13(日) 
パイプオルガン学園入学式＆ウェルカム演奏 
出演：オルガン学園＆リピエーノ 

   36人 
 

入場無料 

 

 

  ②オルガンコンサート  

日時 名称、内容 人数 入場料等 

2017.9.29(金) 

10:30～11:15 

15:00～15:45 

０歳から入れるコンサート オルガン de リラックス 
出演：安井里穂(フルート)、畑智子(ホルン)、米山麻美
(オルガン) 

 AM：369人 
 PM：223人 

大人¥300 

子ども無料 

2018.4.26(木) 

10:30～11:15 

15:00～15:45 

０歳から入れるコンサート オルガン de リラックス 
出演：山内ゆかり(ソプラノ)、秦光司(バリトン)、米山
麻美(オルガン) 

 AM：261人 
 PM：154人 

大人¥300 

子ども無料 

2017.12.16(土) 

15:00〜 

オルガンコンサート 
クリスマスの贈り物 2017 
出演：米山麻美 (オルガン・チェンバロ) 
アンサンブル・フェール（フルート・アンサンブル） 
 

   321人 
一般¥1000 

高校生以下
¥500 

  

  ③オルガン探検隊  

日時 名称、内容 人数 入場料等 

2017.8.17(木) 

10:00～11:50 

13:30～15:20 
あつまれ オルガン＆ホール探検隊 
 
パイプオルガンを聴く、弾く、しくみを学ぶ。普段入れない照明

室や天井まで探検し、プラバホールに親しんでもらう 

   72人 
一般¥300 

高校生以下
¥100 2017.8.18(金) 

10:00～11:50 

13:30～15:20 

   78人 

2017.8.27(日) 

10:30～12:30 

14:00～16:00 

オルガン探検隊スペシャル 
 
専属オルガニストの手ほどきで、パイプオルガンを弾いて

みる。パイプオルガンの魅力を知ってもらう 

   12人 
一般¥500円

高校生以下 

¥200 
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（２）音楽活動推進事業  【指定管理】 

  ①松江プラバ音楽コンクール    

日時 名称、内容、成績 人数 入場料等 

2017.12.23(土･祝) 

9:30～18:00 

第１5回松江プラバ音楽コンクール 
 
主催：松江プラバ音楽コンクール実行委員会 

共催：松江市・松江市教育委員会・ＮＰＯ法人松江音楽協会 

主管：プラバ音楽活動推進事業委員会 

助成：ごうぎん島根文化振興財団 

審査員：歌唱部門 佐々木直樹（声楽家・島根大学教授）

／白石由美子（声楽家・鳥取短期大学教授）／高橋 薫子

（ソプラノ歌手・国立音楽大学、洗足音楽大学大学院講師

）弦楽器部門 石黒 信行（鳥取県立倉吉東高等学校教諭

）／高橋 美穂（ヴァイオリニスト） 

 

主な成績 

小学校歌唱部門 

第１位 門脇 早紀 

第２位 大月 玲 

第３位 石根 幸之進 

中学校歌唱部門 

第１位 吉野 萌々 

第２位 坂本 てまり 

第３位 Ｂｕｌｌｕｃ Ｓｈｅａ 

高等学校部門 

第１位 平山 愛 

第２位 齋藤 晨 

第３位 黒光 奈々 

第３位 渕﨑 夕規夏 

弦楽器部門 

第１位 山崎 健一郎 

 

 参加者 
 70組 
 
入場者 
 250人 

 

独唱・独奏  

\3,000 

重唱１名 

\2,000円 

 

入場無料 

 

  ②プラバ・ニューイヤーオペラコンサート   

日時 名称、内容、出演者 人数 入場料等 

2018.1.14(日) 

14:00～17:00 

第３０回プラバ・ニューイヤーオペラコンサート 
 
主催：プラバ・ニューイヤーオペラコンサート実行委員会 

共催：松江市・松江市教育委員会・ＮＰＯ法人松江音楽協会 

主管：プラバ音楽活動推進事業委員会 

助成：エネルギア文化・スポーツ財団 

ゲスト：ソプラノ／伊東 薫、内田 千陽、片山 美穂、勝

部 恵美子、勝部 奈緒、狩野 麻実、久保田 美潮、竹内

 美咲、野津 美和子、山内 ゆかり アルト／森田 麗

子 テノール／岩井 翔平、川西 悠紀、高橋 康臣、原 

拓也、村上 真一 バリトン／吉田 章一 合唱／松江市

民合唱団  

 

 550人 
一般\2,000 

高校生以下 

\1,000 
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  ③松江プラバ室内合唱コンクール   

日時 名称、内容、成績 人数 入場料等 

2018.1.28(日) 

10:00～17:00 

第２９回松江プラバ室内合唱コンクール 
 
主催：松江プラバ室内合唱コンクール委員会・山陰中央新

報社 

共催：松江市・松江市教育委員会・ＮＰＯ法人松江音楽協会

・島根県合唱連盟・島根県高等学校文化連盟合唱専門部・

松江市コーラルソサエティ 

主管：島根県合唱連盟 

審査員：内田 陽一郎 (声楽家、エリザベト音楽大学名誉

教授)／岡田 正樹 (合唱指揮者、島根県合唱連盟副理事

長)／佐々木 直樹 (声楽家、島根県合唱連盟副理事長)／

長谷川 冴子（合唱指揮者）／藤原 規生 (合唱指揮者) 

 
主な成績 

◇コンクール大賞 

 島根県立大社高等学校合唱部女声 

◇山陰中央新報社賞 

 中学校部門 島根大学教育学部付属中学校コーラス部女

声合唱 

 高等学校部門 島根県立大社高等学校合唱部女声 

一般部門（小学校・ジュニアグループ）Plover Raspberry 

一般部門（大学職場一般グループ）PLOVER Pure Blueberry 

◇中学校部門 

 金賞 島根大学教育学部付属中学校コーラス部女声合唱 

 銀賞 出雲市立第一中学校合唱部２年生 

 銅賞 出雲市立第三中学校合唱部 

◇高等学校部門 

 金賞 島根県立大社高等学校合唱部女声 

 銀賞 島根県立出雲高等学校コーラス部 

 銅賞 出雲北稜中学・高等学校合唱部 

◇一般部門（小学校・ジュニアグループ） 

 金賞 Plover Raspberry 

 銀賞 該当なし 

 銅賞 城北ジュニアコーラス 

◇一般部門（大学職場一般グループ） 

 金賞 PLOVER Pure Blueberry 

 銀賞 浜田少年少女合唱団 S＆S 

 銅賞 男声合唱団 FREIE KUNST 

 

□声楽アンサンブルコンテスト全国大会推薦団体 

中学校部門 島根大学教育学部付属中学校コーラス部女声

合唱 

高等学校部門 島根県立大社高等学校合唱部女声 

一般部門 山陰合同銀行混声合唱団 

  参加者 
 ３２団体 
／４４４名 
 
入場者 
 1000人 
 

<参加料1名> 

中学校部門  

\800円 

 

高等学校部門

\1000円 

 

一般部門 

（小学校・ジュ 

ニアグループ）

\800円 

（大学職場 

一般グループ）

\1000円 
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④地元音楽家による企画コンサート  【指定管理】 

日時 名称、内容、出演者 人数 入場料等 

2017.9.15(金) 

19:00～20:00 

秋のお月見コンサート～Jazz×邦楽スペシャルラ
イブ～ 
会場：ホワイエ 

出演：【Jazzステージ】HONEY SPICE MUSIC、 

【邦楽ステージ】里香、安貴子、奈美（筝）、礼子（
フルート） 

  250人 入場無料 

2017.12.2(土) 

17:30～18:30 

プラバ光の杜プロジェクト2017 
オープニングイベント 
会場：ホワイエ 
出演：松江南高等学校合唱部 
松江工業高等学校吹奏楽部 
中央キッズバンドクラブ 

230人 入場無料 

2017.12.6(水) 

19:00～20:00 

プラバ光の杜プロジェクト2017 
ニューオリンズ・ジャズ・ナイト in プラバ 

会場：ホワイエ 

出演：松江ニューオリンズ倶楽部バンド 

100人 入場無料 

2017.12.20(水) 

18:30～19:30 

プラバ光の杜プロジェクト2017 
KAISEI アカペラライブ！！ 

会場：ホワイエ 

出演：開星中学・高等学校コーラス部 

240人 入場無料 

2017.12.25(月) 

18:30～ 

ワンダフル・クリスマスタイムinプラバ光の杜 
～２台ピアノで贈るエンジェルたちのクリスマス～ 
【出演】 
第１５回松江プラバ音楽コンクール：各部門の第１位
受賞者 

２台ピアノ：代 香織・三浦 芳男 

合唱：松江プラバ少年少女合唱隊、松江市内の小学校 

 

 280人 
 

入場無料 

 

 ⑤プラバ・リサイタル支援事業 

日時 名称、内容 人数 入場料等 

2018.5.5（土） 

14:00～ 

チェロとフランスの音楽家たち 

主催：野津真亮チェロ・リサイタル実行委員会 

共催：ＮＰＯ法人松江音楽協会 

協力：山陰フィルハーモニー管弦楽団、山陰フィル
ジュニアオーケストラ 

後援：島根県教育委員会、松江市教育委員会、山陰
中央新報社、島根県日仏友好協会 

支援内容：企画相談、広報販売相談、当日業務支援 

  
330人 

前売 

一般¥2000 

高校生以下 

￥1000 

当日 

一般￥2500 

高校生以下 

￥1500 

※プラバホールでのリサイタルの経験のない若手音楽家を募集し、１組を選んで、将来

の演奏活動に役立つ公演ノウハウの習得や観客の開拓など、演奏企画から実施までを側

面支援する。今年度から指定管理事業会計に移行した。 
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（３）音楽好きを育てよう事業  【指定管理】 

  ①音楽の出前講座 

開催日時 依頼者、会場 受講者数 演奏者等 

2017.07.31(月) 

10:30～11:30 
おもちゃの広場 137人 

池上美穂子(Vn.) 

【共演】野田志乃(Pf.) 

2017.8.7(月) 

14:00～15:00 
揖屋公民館女性スクール 21人 

畑 智子(Hr.) 

【共演】望月美希(Pf.) 

2017.9.16(土) 

10:00～11:30 
湯町福祉会いきいきサロン 60人 

畑 智子(Hr.) 

【共演】望月美希(Pf.) 

2017.9.25(月) 

15:00～16:00 
だけみサロン 30人 

安井里穂(Fl.) 

【共演】代 香織(Pf.) 

2017.10.16(月) 

11:00～11:30 
島根県立松江養護学校 小学部（低学年） 36人 

酒見朗子(Cl.) 

【共演】山木牧子(Pf.) 

2017.10.25(水) 

11:00～12:00 
松江市立法吉小学校２年生 81人 

安田真梨(Perc.) 

【共演】原田夏穂(Pf.) 

2017.11.20(月) 

10:00～10:50 
みのり黒田保育園 100人 

酒見朗子(Cl.) 

【共演】山木牧子(Pf.) 

2017.12.18(月) 

11:00～12:00 
松江市立法吉小学校４年生 100人 

酒見朗子(Cl.) 

【共演】山木牧子(Pf.) 

2017.12.22(金) 

10:30～11:30 
たまゆつどいの広場 100人 

安井里穂(Fl.) 

【共演】渡邊瑛子(Pf.) 

2018.1.18(木) 

11:00～12:00 
松江市立法吉小学校３年生 89人 

宮原もとこ(Tp.) 

【共演】望月美希(Pf.) 

2018.1.26(金) 

10:30～11:30 
鹿島地区社会福祉協議会 44人 

木村恵理(Fg.) 

【共演】今岡美保(Pf.) 

2018.2.19(月) 

16:00～16:30 
放課後等デイサービス 希望の路 15人 

池上美穂子(Vn.) 

【共演】野田志乃(Pf.) 

2018.6.15(金) 

13:30～14:00 
島根県立松江養護学校 小学部（高学年） 33人 

安井里穂(Fl.) 

【共演】吉松郁乃(Pf.) 

2018.6.21(木) 

11:00～11:30 
島根県立松江養護学校 小学部（低学年） 32人 

安井里穂(Fl.) 

【共演】吉松郁乃(Pf.) 

 合計 14 件 878人  
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②オルガンスクール 

日時 依頼者 受講者数 演奏者等 

2017.7.12(水) 
11:10～12:30 

松徳学院中学校２年生 
 

24人 
米山麻美(Org.) 

2017.9.6(水) 
10:50～11:20 

島根県立松江緑が丘養護学校 小学部 
 

9人 
米山麻美(Org.) 

2017.9.8(金) 
10:50～11:50 

鳥取県立皆生養護学校 小学部 
 

23人 
米山麻美(Org.) 

2017.9.11(月) 
10:00～11:10 

島根県立松江清心養護学校 小学部 
 

13人 
米山麻美(Org.) 

2017.9.20(水) 
10:50～11:45 

島根県立松江緑が丘養護学校 中学部 
 

9人 
米山麻美(Org.) 

2018.1.19(金) 
9:50～10:30 

島根県立松江清心養護学校 小学部 
 

6人 
米山麻美(Org.) 

2018.1.26(金) 
18:30～20:00 

島根県立大学短期大学部 
 

94人 
米山麻美(Org.) 

2018.2.7(水) 
10:00～11:00 

出雲市立神西幼稚園 
 

31人 
米山麻美(Org.) 

2018.5.10(木) 
13:45～14:45 

松江医療センター 
 

17人 
米山麻美(Org.) 

2018.6.6(水) 
10:10～10:50 

島根県立松江清心養護学校 小学部 
 

11人 
米山麻美(Org.) 

2018.6.21(木) 
13:45～14:45 

松江医療センター 
 

7人 
米山麻美(Org.) 

 合計 11件 244人  
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 ③山陰の名手たちコンサート  

日時 名称、内容、出演者 人数 入場料等 

2017.11.26(日) 

14:00～17:00 

第１４回 山陰の名手たちコンサート 

 

主催：山陰の名手たちコンサート実行委員会・松江市
・松江市教育委員会・ＮＰＯ法人松江音楽協会 
後援：倉吉教育委員会・倉吉文化団体協議会・鳥取県
文化団体連合会 
制作協力：アザレアのまち音楽祭 
 
出演者：  

[第１部] 
①木村恵理(ファゴット)・林 千夏(チェロ)   

②稲田真司(フルート) ピアノ：三浦芳男 

➂永瀬未希(コントラバス) ピアノ： 渡邊瑛子 

④秦 光司(バリトン) ピアノ：秦 祐子 

⑤山﨑啓史（トランペット） ピアノ：三浦芳男 

⑥古川浩美・國谷和子(ピアノ連弾) 

⑦宮本美香(サックス) ピアノ：三浦芳男/ギター：
別府克彦 

 [第２部] 
⑧望月美希・今岡美保(2台ピアノ)        

⑨渡邉寛智(バス)  ピアノ渡邉芳恵 

⑩デュオ・アフェッティ：杉本さえみ(フルート)・
中山ゆき子(ヴァイオリン)  ピアノ： 杉本孝一 

⑪杉山清香(クラリネット)  ピアノ稲毛麻紀 

⑫辺見康孝(無伴奏ヴァイオリン) 

⑬トレジェネ：野津美和子(ソプラノ)･森田麗子(アル
ト)･川西悠紀(テノール) ピアノ：三浦芳男 

以上１３組 ピアノ含む合計２６名  

 

345人 
一般\2,000 

学生\1,000 
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（４）アーカイブ事業  【自主】 

 

日時 催事/内容 購入者数 備考 

2017.12 
第15回プラバ音楽コンクール参加者 

演奏写真等 
49人 CD１枚1000円 

2018.1 
第30回プラバ・ニューイヤーオペラコンサート 

演奏写真等 

5人 
 

8人 
 

2人 

CD1枚1000円 

DVD1枚2000円 

(1部・2部片方のみ) 

DVD1枚3000円 

(1部・2部両方) 

2018.3 
第15回パイプオルガン学園発表会 

演奏写真等 

3人 
4人 

BR 1枚1000円 

DVD1枚1000円 

2018.6 
第35回中国ユース音楽コンクール島根地区予選 

演奏写真等 

22人 
17人 
3人 

BR  1枚1200円 

DVD1枚1200円 

CD 1枚1200円 
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（５）音楽人材育成事業  【自主】 

   ①プラバ音楽の学校 

日時 名称、内容 人数 入場料等 

2017.9.10 (日) 

14:00～ 
プレ講座  作曲家 池辺晋一郎氏 

「池辺晋一郎の「楽しいクラシックの世界」」 
89名 2,000円 

2017.10.21(土) 

14:00～ 
シリーズ講座 第1回 認定NPO法人あしぶえ 

「リズムでコミュニケーション」 

24名 
研修2名 

入会金 

1,000円 

受講料 

9,000円 

（個別受講） 

2,200円/1回 

2017.11.19(日) 

10:30～ 

シリーズ講座 第2回  

島根大学教育学部教授 河添達也氏 

「接近！オーケストラ 

～舞台裏からオーケストラの魅力に迫ります～」 

26名 
研修5名 

2017.12.9(土) 

10:00～ 
シリーズ講座 第3回 ﾌﾘｰｱﾅｳﾝｻｰ石原美和氏 

「きき酒師がかたる「お酒と音楽の世界」」 

24名 
研修3名 

2018.1.20(土) 

10:00～ 
シリーズ講座 第4回 ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ奏者 熱田修二 

「魅惑のジャズﾄﾗﾝﾍﾟｯﾀｰの世界が見えてくる」 

28名 
研修4名 

2018.2.24(土) 

12:30～ 

シリーズ講座 第5回  

三朝バイオリン美術館館長 岡野壮人 

  「三朝美術館から三朝バイオリン美術館へ 

   楽器と人を生み出していく秘策とは」 

28名 
研修5名 

 

 

（６）学校支援事業  【自主】 

   ①スクールコンサート 

開催日時 学校・対象 受講者数 演奏者等 

2017.10.20(金) 

14:00～15:00 
（授業参画型）雑賀小学校 4年生 40名 

山陰ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ 
管弦楽団ﾒﾝﾊﾞｰ 
勝部万里子 

安達裕樹 

植田菜穂 

加藤幹雄 

4年生 

岡田冬子 

5年生1回目 

安齋有紀 

5年生2回目、6年生 

宇野俊子 

 

2017.9.12(火) 

14:00～15:10 
（授業参画型）雑賀小学校 5年生 

 第1回目 
36名 

2017.10.3(火) 

13:55～15:00 
（授業参画型）雑賀小学校 5年生 

 第2回目 
36名 

2018.1.19(金) 

13:55～15:10 
（授業参画型）雑賀小学校 6年生  39 名 

2017年11月9日(木) 

11:00～12:00 
（鑑賞型） 大庭小学校 全校生徒 

500名 
教員・保護者

 60名 

地元出身声楽家 

金山京介 

田中俊太郎 

岩水美雅子 

ピアノ 

代 香織 
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３．施設管理事業 

（１）貸館事業   【指定管理】 

  ①貸館に関する業務 

   (1) プラバホールの施設及び設備の利用に関する業務 

     プラバホールの開館開錠、施設の開錠、設備の貸し出し等の管理を実施。来館者への対応

及び案内、電話対応、利用相談、施設予約、利用許可に関する業務、施設及び設備の説明

等の業務を実施。 

   (2) プラバホールの施設及び設備の利用料金に関する業務 

     利用料金の徴収等に関する業務、減免対象者に対する減免に関する業務を実施。 

   A.大ホール実績 

月 日単位 

利用率 

区分単位 

利用率 

入場人数 

(人) 

利用額(円) 減免額(円) 収益(円) 

H29.7 月 81.5% 71.6% 2,728 782,500 572,427 210,073 

８月 92.3% 70.5% 1,962 616,270 413,971 202,299 

９月 92.3% 82.1% 3,651 1,047,890 843,206 204,684 

10 月 88.5% 76.9% 6,791 1,165,820 889,646 276,174 

11 月 92.3% 85.9% 5,479 1,059,910 933,048 126,862 

12 月 100.0% 90.3% 4,999 828,110 694,728 133,382 

H30.1 月 95.8% 86.1% 4,917 946,720 707,621 239,099 

２月 95.8% 84.7% 3,196 891,100 746,140 144,960 

３月 77.8% 65.4% 3,611 596,900 416,287 180,613 

４月 88.5% 70.5% 2,854 763,245 489,356 273,889 

５月 61.5% 50.0% 2,109 901,410 651,433 249,977 

６月 84.6% 60.3% 4,674 696,000 375,292 320,708 

合計 87.6% 74.5% 46,971 10,295,875 7,733,155 2,562,720 

   B.全館実績 

月 日単位 

利用率 

区分単位 

利用率 

入場人数 

(人) 

利用額(円) 減免額(円) 収益(円) 

H29.7 月 62.4% 37.7% 5,909 4,008,026 2,727,600 1,280,426 

８月 61.0% 35.3% 4,368 2,996,905 1,895,994 1,100,911 

９月 63.2% 44.1% 6,770 4,294,831 3,128,263 1,166,568 

10 月 73.6% 55.7% 11,802 4,490,961 3,337,579 1,153,382 

11 月 65.4% 47.4% 8,498 4,786,175 3,629,987 1,156,188 

12 月 60.1% 43.7% 7,437 3,712,436 2,917,693 794,743 

H30.1 月 63.1% 42.7% 7,756 4,394,921 3,005,325 1,389,596 

２月 53.0% 34.7% 4,965 4,009,249 2,924,951 1,084,298 

３月 57.1% 30.6% 6,268 2,836,064 1,871,406 964,658 

４月 59.9% 34.8% 5,279 3,558,916 1,991,868 1,567,048 

５月 51.6% 31.0% 4,146 3,428,442 2,265,662 1,162,780 

６月 60.4% 33.7% 9,040 3,075,472 1,660,032 1,415,440 

合計 60.9% 32.3% 82,238 45,592,398 31,356,360 14,236,038 

       ※金額はその月の現金収受を基準としており、その月の利用実績を表すものではない。 
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   主な状況 

・大ホールの日利用率が９０％を下回った。 

・来館者数は対前年比１０％減少した。 

・全館利用額は対前年１２％減少した。 

・全館収益額は対前年６％減益となった。 

 

  ②管理運営業務 

   (1) プラバホールの施設等の維持管理に関する業務 

     施設や設備の日常点検、施設の修繕に関する調査及び軽微な修繕業務を実施。必要な

消耗品等の補充に関する業務を実施。快適な施設利用を実現するための利用者サポート

業務を実施。 

   (2) 安全管理に関する業務 

     来館者の日常の安全管理（定員管理、避難情報の提供、設備等の確認）を実施。消防

避難訓練（年２回）を実施した。 

 

設備や備品の老朽化にともなって、施設利用者から指摘事項が増えているため、安定

稼働の管理に重点をおいて運営した。 

 

③その他管理運営業務（委託） 

   (1)夜間受付業務 

     来館者への対応及び案内、館内巡視、安全確認及び施錠、電話対応、その他館内管理に

必要な業務を委託実施。 

   (2)設備管理業務 

     空調等設備機器の運転操作及び監視、設備機器の日常点検管理及び定期点検管理、作

業日誌及び記録報告書作成、設備管理業務を委託実施。 

   (3)清掃業務 

     日常清掃：床掃除、壁及び窓掃除、備品・什器等掃除、館外敷地清掃、便所・湯沸室清掃

及び洗浄、灰皿清掃及び洗浄、ごみの分別・搬出、その他建築物の衛生管理上必要な清掃

を委託実施。 

     定期清掃等について害虫防除定期点検、床ワックスかけを委託実施。 

   (4)舞台業務 

     対象：大ホール、小ホール、大会議室、視聴覚室 

     業務：音響・照明・映写・舞台設備操作等に関する利用者との調整、音響・照明・映写・舞台

設備の操作、催物に必要な設備器具等の仕込み・解体・復元、設備器具等の管理・日常点検、

外注する音響設備・舞台機構・舞台照明設備保守点検に関わる作業監理、催物の進行補助、

催物に関する機材搬入業者等への指示及び立会を委託実施。また、大会議室、視聴覚室音

響設備についても専門知識を生かし利用者の便宜を図った。 

   (5)舞台音響設備保守点検業務 

     対象：大ホール、小ホール 

     業務：音響調整卓、各種音響設備機器、各種放送設備、各種スピーカーの定期保守点検、

調整を委託実施。 

   (6)空調保守点検業務 

     冷温水発生機：配管ブラッシング清掃、チューブブラッシング清掃、真空管理、運転点検の
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保守点検を委託実施。 

   (7)消防設備保守点検業務 

     自動火災報知器、防火・排煙制御機器、屋内消火栓、誘導灯、消火器、非常用放送の定期

点検を委託実施。防火対象物定期点検業務を委託実施。なお、平成２９年１０月１日付防火

対象物点検報告特例認定を受けた。 

   (8)舞台照明設備保守点検業務 

     対象：大ホール、小ホール 

     業務：定期点検を委託実施。 

   (9)舞台機構装置保守点検業務 

     舞台機構装置の定期保守点検を委託実施。 

   (10)昇降機設備保守点検業務 

     昇降機の調整修理及び保守点検等を委託実施。 

   (11)防火シャッター保守点検業務 

     防火シャッター及び防炎パネル設備、スプリンクラー設備、ガス漏れ等設備の定期点検を委

託実施。 

   (12)自動ドア保守点検業務 

     自動ドアの定期点検を委託実施。 

   (13)非常用発電設備及び蓄電設備の保守点検業務 

     非常用発電設備及び蓄電設備の保守定期点検業務を委託実施。 

   (14)自家用電気工作物保安管理業務 

     自家用電気工作物の維持及び運用に関する保安管理を委託実施。 

     デマンドシステム管理業務を委託実施。 

   (15)夜間機械警備業務 

     対象：建物及び駐車場 

     業務：夜間の設備異常、侵入異常、火災警報、非常警報、ガス漏れ警報の機械警備業務を

委託実施。 

   (16)パイプオルガン保守点検業務 

     パイプオルガンの保守定期点検の委託実施。 

   (17)ピアノ保守点検業務  

     ピアノの調律、定期点検を委託実施。 

   (18)樹木管理業務 

     市民の杜の定期的植栽剪定、除草及び芝刈りを委託実施。 

   (19)プラバホールホームページ運用業務を委託実施。 

   (20)事業系一般廃棄物運搬処理を委託実施。 

 

今年度は、島根県民会館の再開、安来市民会館(アルテピア)の開館の影響を少なからず受け、

全体的に興行系や実行委員会などの規模の大きい催事利用は減少傾向であった。 

また、事務所に窓口受付カウンターを設置しレイアウトも大きく変更し、窓口に受付担当職員

を交代で配置することで、声を掛けやすく、背後の事務所に控えている職員との連携体制を作る

ことにより、お客様からのリクエストに的確に応えられるなど、サービスの向上を図ることが出

きたと考える。 
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（２）駐車場事業   【指定管理】 

  ①駐車料金収受に関する業務 

   A.実績 

月 施設利用者

以外(件数 

施設利用者 

無料(件数 

施設利用者 

割引(件数 

合計件数 収益(円) 

H29.7 月 969 609 6,477 8,055 749,700 

８月 998 496 6,351 7,845 728,550 

９月 981 616 5,966 7,563 756,700 

１０月 1,099 956 6,619 8,674 841,250 

１１月 1,023 1,190 5,774 7,987 713,550 

１２月 957 669 5,367 6,993 731,250 

H30.1 月 1,024 600 5,496 7,120 718,950 

２月 907 697 3,818 5,422 572,800 

３月 955 714 5,246 6,915 675,300 

４月 943 508 5,285 6,736 715,650 

５月 1,172 751 5,756 7,679 751,700 

６月 996 534 6,007 7,537 835,150 

合計 12,024 8,340 68,162 88,526 8,790,550 

利用件数がやや増加し、対前年度比６％増益となった。 

 

  ②その他管理運営業務 

   (1)駐車料金精算装置の定期保守点検業務及び駐車料金精算装置に関する日常トラブルに

係る補修業務を委託実施。 

   (2)カーゲートシステム障害対処業務を委託実施。 
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４．活動支援事業 

（１）参加型音楽イベント事務支援サービス  【自主】 

音楽団体等が実施するコンクールや演奏会等を支援する事務サービスとして、「Web コンクール

事務支援システム」を開発し、その利用サービスを提供して音楽団体の事務軽減に寄与することを

目的とした事業。 

① サービス提供に関する業務 

   2017.6.30現在     稼働実績 

会員事務支援サービス「繋」（「援」を統合） 

鳥取県合唱連盟 1件 

島根県合唱連盟 3件 

 岡山県合唱連盟 1件 

 広島県合唱連盟 1件 

山口県合唱連盟 2件 

 青森県合唱連盟 1件 

東京都合唱連盟 1件    合計 10 件 

② システム開発に関する業務 

今年度は、コーラスイベント参加申込サービス「援」とＪＣＡ向け会員事務支援サービス

「繋」の統合版について昨年度に引き続き開発を行い、合唱連盟を中心としたサービス強化を

図った。当年度３月より稼働している。 

 

 

（２）イベント運営支援事業  【自主】 

各種音楽催事における演出ニーズの多様化が進む中、主催団体においては運営ノウハウや人材

が不足している場合もあり、プラバホールでの通常運用者や常設の演出機材のみでは、主催者の

ニーズをかなえることができないことがある。このニーズに応えるため、催事に対する下記の支

援をＮＰＯが人的、物的に支援を行う。 

＜演奏会支援＞ 

  2018 年 4 月７日（土）日韓交流コンサート業務支援（県民会館中ホール） 

  （チケット販売管理・カゲアナ・会場整理等） 

＜機器貸出等＞ 

①DMX照明コントローラー24ｃｈ一式（８件） 

  お月見コンサート、０歳から入れるコンサート、プラバ光の杜、市観光文化課催事 他 

②LEDパーライト PAR300（９件） 

お月見コンサート、０歳から入れるコンサート、市観光文化課催事 他 

③デジタルビデオカメラ HC-WX995M（２３件）  

プラバ光の杜、ＪＣＡユースクワイア、音楽の学校、市地域振興課催事 他 
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５．コミュニケーション事業 

（１）団体交流事業   【指定管理】 

第 5回利用者懇談会 

日時 会場 内容等 人数 

2018.3.23(金) 

19:00～20:30 
大会議室 ①指定管理者からの説明 

②総合文化センター大規模改修の概要・スケジュール 

③ワークショップ（意見交換会） 

11 団体 
20 名 
（関係者含む） 

今後予定されている大規模改修について、大まかなスケジュールや概要を利用者へ周知。 

〈テーマ〉プラバホール(大ホール)の現状について考える。 

【大ホールの(生音の)音響の印象はどうか】 

・生音の音響が非常に良い。 

・そのままで良い。 

・マイクの音が聴き取りにくい。 

【座席についてはどうか】 

・幅は気にならないが前後が狭い。 

・2階席が見えにくい。 

・千鳥座席(前列と後列をずらす配置)でなくても良いのではないか。 

【大ホールの洗面所・トイレについてどう思うか また、最も改善してほしいことは何か】 

・和式トイレは不要ではないか。 

・幼児用イスの設置が無い為、親子連れは入りにくい。 

・エアタオル等衛生設備をしてほしい。 

・多目的トイレを設置してほしい。 

 

 

（２）来館者促進事業   【指定管理】 

 ２０１５年よりリニューアルした「プラバ光の杜プロジェクト」は３年目を迎え、 “みんなで創る”をコン

セプトに、より市民参加型イベントとなるよう努めた。当事業では、イルミネーションの飾り付け等

を中心に、来館者促進のための事業を実施する。 

今年度は、１２月２日（日）から１２月２５日（月）まで実施した。 

○屋外イルミネーション 

・島根県立松江工業高等学校の電気科、電子科の生徒、教諭による飾り付け 

 技術支援：名友電設有限会社、山代電気工業株式会社 

・大幸電設株式会社（昇り庭） 

○屋内飾りつけ 

・オルガンサポーター（空間演出） 

・学校法人坪内学園松江総合ビジネス専門学校（ホール飾り付け） 

○イルミネーションデザイン募集 

 より多くの市民の皆様に参加していただけるよう、一般市民から屋外イルミネーション

の一部のデザインの募集を行った。 
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（３）地域団体連携事業   【指定管理】 

地域課題解決の一助として地域の NPOなどと連携して催事を実施する事業。 

日時 名称、連携団体、内容 人数 入場料等 

2017.10.23(月) 

10:00～10:45 

ほっと♡ちょこっとカフェ ハロウィンコンサート 

NPO法人おやこ劇場松江センター 

乳幼児の親子が音楽を楽しむことと子育て仲間
との出会いづくりの場となることを目的にした子
育て支援活動 

77人 大人500円 

2018.4.14(土) 

10:00～10:45 

リラックス コンサート 

NPO法人おやこ劇場松江センター 

本格的な演奏をより身近に感じてもらうため、
お茶とお菓子を楽しみながら演奏を来てもらう 

活動（収益の一部を震災被災者への舞台芸術を 

届ける活動をしている団体に寄付をする） 

105人 
こども200円 

大人800円 

 

 

（４）ブランド広報事業   【自主】 

NPOの活動を広く紹介するとともに松江市の音楽情報の発信を行う事業。 

① オリジナル品販売 

プラバホールのオリジナルクッキーと共に主催事業のチラシを配布し、催事の認知効果

を高めることができた。 

② ＮＰＯ法人ホームページ運用 

Ｈ２７年４月より開設しているホームページの運用と、フェイスブックにより活動情報

を発信した。 

③ 会報の発行 

法人の活動状況を会員にむけて発信（年２回）し、会員への情報提供を行った。 
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６．その他の事業 

（１）物品販売事業   【その他】 

① 自動販売機運営事業 

プラバホール来館者に飲料の販売を行うもの。プラバホール東屋に設置した飲料自動販

売機１台で運用｡「その他事業」の物品販売事業として実施した。 

② プリザーブドフラワー等販売事業 

プリザーブドフラワー等を当法人職員が制作加工したものや専門家に依頼し制作した

作品をプラバホール来場者等に販売するもの。今年度は合計 11 個を販売した。 
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Ⅳ 組織運営 

 

１．会員          （2018年 6月 30日現在） 

正会員   32名  

    うち、当期入会 ５名 , 当期退会 正会員 1名 

賛助会員  108名 17団体  

うち、サポート会員 67名、ボランティア会員 34名、協賛会員個人７名 17団体   

 

２．役員 

顧問 2名、理事 9名、監事 2名 役員合計 14名  （2018年 6月 30日現在） 

種別 役職 氏名 勤務・肩書等 

顧問 
 

二宮 玲子 
松江市音楽団体連絡協議会顧問 

顧問 
 

原   敏 
前松江市文化協会会長 

理事長 
 

瀨戸 武司 
島根大学名誉教授 理学博士 

副理事長 

施設管理事業部長 

企画財政委員会委員長 

施設管理事業委員会委員長 
友森  勉 

松江市美保関公民館長 

常任理事 
事務局長 

企画事業部長 大隅 宏明 
プラバホール統括マネージャー 

 

常任理事 
振興事業委員会委員長 

勝部 俊行 
合唱指揮者 島根県合唱連盟理事長 

常任理事 
鑑賞事業委員会委員長 

三木 厚子 
非常勤国家公務員 

理事 
 

井上  透 
(有)井上楽器店代表取締役社長 

理事 
 

河添 達也 
島根大学教育学部教授 

理事 
 

林  繁幸 
防災・危機管理アドバイザー 

理事 
 

藤原 邦弘 
(株)テクノプロジェクト職員 

(特非)ネクサスしまね理事長 

監事 
 

高見 浩史 
松江市役所職員 

監事 
 

田中 宏子 
(有)コタニ取締役 
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３．委員会委員  （2018年 6月 30日現在） 

委員会名称 主な担務 担当理事 委員（会員） 委員（その他） 

企画財政 

委員会 

・各種規程 

・財務計画 

・事業企画 

 

◎友森副理事長 
・河添理事 
・林理事 
・藤原理事 
 

 
 
 
 

・高見監事 
・田中監事 
・西尾副統括 
 

鑑賞事業 

委員会 

・ﾌﾟﾗﾊﾞ音楽祭 

・誘致公演 

・自主企画公演 

◎三木理事 
・井上理事 
 
 

・池田亮治 ・外浦直子 
・木村圭子 ・辺見康孝 
・金子健雄 
 

・原顧問 
・長岡芸術監督 

・森山ｻﾌﾞﾏﾈｰ
ｼﾞｬﾞ 
 

振興事業 

委員会 

・オルガン事業 

・音楽活動推進事業  

･音楽好きを育てよう 

・音楽人材育成事業  

◎勝部理事 
・河添理事 
 

・荒尾徹志 ・岡田 順 
・小瀧武治  ・寺津豪佐 
・友田雅夫  ・平山哲也 
・渡邊志津子 
 

・二宮顧問 
・西尾副統括 
 

施設管理事業 

委員会 

 

・プラバホール施設

管理全般 

・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ事業 

 

◎友森副理事長 
・井上理事 
・林理事 
 

 
 
 
 
 

・西尾副統括 
・飯塚ﾏﾈｰｼﾞｬ 

              

 

４．事務局員及び職員 

事務局 3名  （2018年 6月 30日現在） 

役職 氏名 担務等 

事務局長 大隅 宏明 総括・労務・財務管理・会務運営・広報 

事務員 森山 志穂 会員管理(正会員)・会務 

事務員 高木 絵里 会員管理(賛助会員)・会計管理(自主) 

 

職員(プラバホール) 10名  （2018年 6月 30日現在）    

役職 氏名・人数 担務等 

統括ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 大隅 宏明 事業統括管理・財務会計責任者・安全管理・人事管理等 
 

副統括ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

兼務)音楽事業推進
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

西尾 智子 予算管理・出納・決算・労務管理等 

音楽事業管理 

音楽事業推進 
ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｽﾀｯﾌ 

スタッフ３名 鑑賞事業チーム（鑑賞事業） 

音楽の街づくり推進チーム（振興系事業）  

施設ｻ-ﾋﾞｽｸﾞﾙｰﾌﾟ 
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

飯塚  瞳 施設管理事業管理 

施設ｻ-ﾋﾞｽｸﾞﾙｰﾌﾟ 
ｽﾀｯﾌ 

スタッフ４名 

(うちﾊﾟｰﾄ１名） 

貸館サービスチーム（施設管理含む） 

受付広報チーム（受付業務、広報業務） 
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５．総会 

日時・会場 
名称 

回次 

議決 

番号 
議題 結果 

2017.8.28(月) 

18:30～20:30 

松江市総合文化 

センター青少年室 

通常 

第５回 

第１号 2016(平成 28)年度（第５期）事業報告の件 承認 

第２号 2016(平成 28)年度（第５期）決算報告の件 承認 

第３号 2016(平成 28)年度（第５期）監査報告の件 承認 

2018.2.12(月･祝) 

15:00～16:30 

松江市総合文化 

センター青少年室 

臨時 

 

第１号 定款変更の件 承認 

第２号 会員規程変更の件 承認 

  

６．理事会 

日時・会場 
名称 

回次 

議決 

番号 
議題 結果 

2017.8.10(木) 

18:30～20:30 

松江市総合文化セ

ンター青少年室 

 

第１回 第１号  2016(平成 28)年度（第５期）事業報告の件 承認 

第２号 2016(平成 28)年度（第５期）事業計画の件 承認 

第３号 2016(平成 28)年度（第５期）予算の件 承認 

第４号 2017(平成 29)年度運営体制の件 承認 

2017.9.21(木) 

18:30～20:30 

松江市総合文化セ

ンター青少年室 

第 2 回 第１号 組織体制（職員採用）の件 承認 

   

2017.12.11(月) 

17:00～18:30 

松江市総合文化セ

ンター青少年室 

第 3 回 第１号 定款変更の件 承認 

第２号 会員制度変更の件 承認 

第３号 平成 30 年度指定管理事業計画の件 承認 

第４号 職員体制の件 承認 

2018.4.24(火) 

18:30～20:30 

松江市総合文化セ

ンター控室 

第４回 第１号 役員規程改定の件 承認 

第２号 次期役員推薦の件 承認 

   

2018.6.23(土) 

19:00～21:00 

松江市総合文化セ

ンター青少年室 

第５回 第１号 次期役員選任の件 継続 

第２号 2018(平成 30)年度（第 7 期）事業計画の件 承認 

第３号 2018(平成 30)年度（第 7 期）予算の件 承認 
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７．常任理事会  

日時・会場 
名称 

回次 
議題 結果 

2017.11.8(水) 

15:00～17:00 

松江市総合文化セ

ンター役員室 

第１回 指定管理事業決算見込について 了承 

定款の見直しについて 了承 

会員制度の見直しについて 了承 

松江クラシックス音楽祭との協働について 継続 

職員体制について 了承 

役員改選日程・手順について 了承 

2018.1.15(月) 

13:30～15:00 

松江市総合文化セ

ンター控室 

第２回 職員採用ついて 了承 
  

  

2018.3.28(水) 

13:30～15:00 

松江市総合文化セ

ンター控室 

第３回 指定管理事業決算見込について 了承 

共催事業計画について 了承 

職員体制及び給与について 承認 

次期役員体制について 継続 

2018.5.25(金) 

16:00～18:00 

松江市総合文化セ

ンター控室 

第４回 

(選任委

員会) 

次期役員体制について 了承 
  

  

 

８．委員会        

  名称 日時 回次 議題 

企画財政 
2018.6.18(月) 

16:00～17:30 

第１回 ・2017 年度決算見込みについて 
・2018 年度事業計画について 
・2018 年度事業予算について 

鑑賞事業 

 

2017.11.17(金) 

18:30～20:30 

第１回 ・平成 30 年度第３３回松江プラバ音楽祭について 
 

2018.4.4(水) 

18:30～20:30 

第２回 ・2019 年度第３4 回松江プラバ音楽祭について 

振興事業 

 

2017.9.28(木) 

19:00～21:00 

第１回 ・2017～2018 年度振興事業企画内容について 
・振興事業の課題について 

2018.4.27(金) 

13:00～17:00 

第２回 ・2017 年度振興事業評価について 
・2018 年度振興事業計画について 

施設管理

事業 

2017.10.26(木) 

18:30～20:30 

第１回 ・2017 年度修繕状況 
・2018 年度修繕要望項目について 
・大規模修繕の課題について 
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９．その他主な実績 

日時 場所 区分 内容等 

2017. 8. 4 ﾌﾟﾗﾊﾞﾎｰﾙ控室 監査会 2016年度監査会 

2017. 8.28 ﾌﾟﾗﾊﾞﾎｰﾙ控室 運営 ﾌﾟﾗﾊﾞﾎｰﾙ改修基本調査ｷｯｸｵﾌ（日建設計他） 

2017. 8.30 松江税務署 事務 法人税申告 

2017. 9. 4 松江地方法務局 事務 資産変更登記 

2017. 9. 4 松江市役所 事務 2016年度事業報告書所轄庁提出 

2017. 9. 7 ﾌﾟﾗﾊﾞﾎｰﾙ控室 運営 助成事業監査（日本芸術文化振興会） 

2017.10.1 松江消防署 運営 防火対象物点検報告特例認定交付 

2017.10.11 － 運営 会報第８号発行 

2017.11.27 松江市役所 運営 松江クラシックス音楽祭実行委員会 

2018. 1. 5 － 事務 H30 年度指定管理者申請書提出（松江市教育委員会） 

2018. 1.13 青少年室 運営 2018年度採用者選考試験 

2018. 1.14 ｻﾝﾗﾎﾟｰむらくも その他 新春パーティー 

2018. 3. 2 － 事務 定款変更申請（松江市） 

2018. 3. 22 － 事務 松江市総合文化センター指定管理者指定通知受領 

2018. 3. 23 青少年室 運営 H30 年度指定管理業務委託事業入札会 

2018. 4. 1 ﾌﾟﾗﾊﾞﾎｰﾙ事務所 運営 辞令交付式 

2018. 4. 11 － 事務 定款変更の認証通知受領（松江市） 

2018. 4. 13 松江市役所 運営 松江クラシックス音楽祭実行委員会 

2018. 4. 18 松江市役所 運営 第１回プラバホール利活用アドバイザー会議 

2018. 4. 24 － 運営 会報第 9号発行 

2018. 5. 11 松江市役所 事務 H29 年度指定管理業務事業報告書提出 

2018. 5. 25 ﾌﾟﾗﾊﾞﾎｰﾙ控室 運営 次期役員選任委員会 

2018. 6. 4 － 運営 2018年度労使協定成立 

2018. 6. 7 松江税務署 事務 実費弁償による事務処理の受託等の確認通知 

2018. 6.12 大田市民会館 運営 県公立文化施設協議会総会 

 

10．定款・規程・規則の改廃 

規程・規則名 区分 施行日 内容 

定款 

 

改定 H30. 4. 11 ・NPO法改正によるもの（公告の方法） 

・定款の不備の改正（会員種別、役員の種

別及び定数、臨機の措置等） 

・運用実態に合わせた見直し（書面評決の

手段、理事会の権能、解散の議決条件） 

会員規程 改定 H30. 2.24 団体会員会費の追加、協賛会員（個人）の

会費の変更 

サポート会員規約、ボランティア

会員規約、協賛会員規約 

改定 H30. 2.24 会員資格、特典等の変更 

役員規程 改定 H30. 4.24 役員等の範囲、役員選任に係る手順の追加 

以上 

 


