
平成28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（函館大会） 

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 北海道支部 

後 援 文化庁、北海道、函館市、函館市教育委員会 

助 成 公益財団法人 全国税理士共栄会文化財団 

函館市 

期 日 平成 28年 6月 9日(木) ・10日(金) 

会 場 函館市民会館 

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 

関心のある者等  265名 

研究大会日程 

  第 1日目 【6月 9日(木)】 

内 容 時 間 会 場 

協賛企業各社による公立文化施設関連機器・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 

大会議室 ●第１分科会【パネルディスカッション】

テーマ：「東日本大震災から５年を越えて 

～心の復興と災害時のネットワーク構築に向けて」 

●第２分科会【人材養成事例報告】【パネルディスカッション】

テーマ：「劇場・ホールの専門人材養成のあり方 

〜実効性のある取組と認定制度を考える」 

展示室 

●第３分科会【基調講演】【パネルディスカッション】

テーマ：「成熟社会における劇場・音楽堂等の使命とは 

～文化政策の未来をデザインする」 

対談『成熟社会と劇場音楽堂の使命』 

姜尚中氏（熊本県立劇場館長） 

衛紀生氏（可児市文化創造センター館長兼劇場総監督） 

小ホール 

情報交換会 18:30～20:00 
函館 湯の川温泉 

花びしホテル 
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第 2日目 【6月10日(金)】 

内 容 時 間 会 場 

３分科会報告 9:30～10:00 

大ホール 

文化講演 

テーマ「箱館・洋楽ことはじめ」 

講師 佐々木 茂氏 北海道教育大学名誉教授 

/（公財）函館市文化・スポーツ振興財団理事長 

10:10～11:10 

音楽公演【混声合唱と民謡の協演】 

出演 ：合唱 函館MB混声合唱団、函館男声合唱団 

唄 佐々木潔志、剣地陽子  尺八 内村匡成  三味線 浜谷基利 

太鼓 高橋吉男  ソイ掛け 浜谷基利 指揮  宮崎敏 

11:20～11:55 

閉会式 

閉会あいさつ（函館市民会館館長） 

次期開催館あいさつ（久留米シティプラザ館長） 

12:05～12:15 
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２ 専門委員会活動状況 

(1) 幹事会・全体会 

第1回 平成28年5月24日（火） 東京都中小企業会館 9階 講堂 委員26名 

・専門委員会全体の活動状況報告（理事会報告事項） 

・委員の交替等について 

・幹事の帰属する部会について 

・平成28年度研究大会（函館大会）分科会について 

・今後の運営等 

第2回 平成28年10月25日（火） 東京都中小企業会館 9階 講堂  委員23名 

・専門委員会全体の活動状況報告（理事会報告事項） 

・専門委員会の運営に関するアンケート集計結果 

・平成28年度研究大会（函館大会）分科会アンケート集計結果 

・平成29年度研究大会（久留米大会）概要説明 

・今後の運営等 

第3回 平成29年2月7日（火） 東京都中小企業会館 9階 講堂  委員24名 

・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）分科会の作業スケジュールについて 

・専門委員会の見直し及び今後の運営について 

(2) 人材養成部会 

第1回 平成28年5月24日（火） 東京都中小企業会館 8階 A・B会議室  委員15名 

・委員の交替について 

・平成28年度研究大会（函館大会）分科会の最終実施内容の確認 

・部会検討事項について 

・今後の予定等 

第2回 平成28年10月25日（火） 東京都中小企業会館 8階 A・B会議室  委員12名 

・平成29年度研究大会（久留米大会）分科会の内容等について 

・部会検討事項について 

・今後の予定等 

第3回 平成29年2月7日（火） 東京都中小企業会館 8階 A･B会議室 委員14名 

・平成29年度研究大会（久留米大会）分科会の具体的内容について 

・専門委員会の見直しについて 

・部会検討事項について 

・今後の予定等 

(3) 事業活性化部会 

第1回 平成28年5月24日（火） 東京都中小企業会館 8階 C会議室  委員10名 

・委員の交替について 

・平成28年度研究大会（函館大会）分科会の最終実施内容の確認 

・部会検討事項について 

・今後の予定等 

第2回 平成28年10月25日（火） 東京都中小企業会館 8階 C会議室 委員11名 

・平成29年度研究大会（久留米大会）分科会のテーマ等について 

・部会検討事項について 

・今後の予定等 

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

・平成29年度研究大会（久留米大会）分科会の具体的内容について 

・部会検討事項について 

・今後の予定等 
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Ｂ 研修事業 

１ 平成28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28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ウェブサイト 公文協公演情報&TICKETS

⑨公立文化施設データベース（施設検索）

⑩専門人材情報

⑪ウェブサイト 公演企画Navi

⑫リンク（文化庁、会員施設、賛助会員等のホームページ）

２ 「全国公文協情報フォーラム」（メールマガジン）による情報発信 

３  劇場・音楽堂等活性化コーディネーター人材バンク登録制度【新規】 

４  東京オリンピック・パラリンピック「劇場・音楽堂等文化プログラム情報フォーラム」 

５ 劇場・音楽堂等への芸術文化活動支援 

６ 研修教材の編集・発行（株式会社文化科学研究所が編集・発行） 

（２から５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28年度公演  合計 58館（104公演） 

東コース

館数：27館 （50公演） 

期間：平成28年6月30日～7月31日 

演目：①ご挨拶 ②晒三番叟 ③松浦の太鼓 ④粟餅 

主な出演者：市川染五郎、市川高麗蔵、中村歌昇、中村壱太郎、嵐橘三郎 他 

中央コース 

館数：12館 （20公演） 

期間：平成28年6月30日～7月24日 

演目：①歌舞伎の見方 ②鳴神 ③文売り、三社祭  

主な出演者：中村時蔵、尾上松緑、坂東亀寿、中村梅枝、中村萬太郎 他 

西コース 

館数：19館 （34公演） 

期間：平成28年8月31日～9月25日 

演目：①當年祝春駒 ②襲名披露口上 ③仮名手本忠臣蔵 

主な出演者：松本幸四郎、中村雀右衛門、中村梅玉 他 
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②平成29年度公演希望調査

公演実施計画館          合計 60館（106公演）

東コース 24館（43公演）、中央コース 17館（30公演）、西コース 19館（33公演）

２ 公文協災害復興支援事業 

熊本地震復興支援金（公文協特別寄附金） 

  平成28年4月14日及び4月16日に発生した熊本地震の被災施設を支援するために、全国の公立文

化施設への寄附を呼びかけ、被災施設の復興・復旧に役立ててもらうための支援事業を行った。

寄附金合計1,487,684円（平成29年3月31日現在） 

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56号（平成28年4月15日発行） 

第57号（平成28年5月16日発行） 

第58号（平成28年6月15日発行） 

第59号（平成28年7月15日発行） 

第60号（平成28年8月15日発行） 

第61号（平成28年9月15日発行） 

第62号（平成28年10月14日発行） 

第63号（平成28年11月15日発行） 

第64号（平成28年12月15日発行） 

第65号（平成29年1月16日発行） 

第66号（平成29年2月15日発行） 

第67号（平成29年3月15日発行） 別途、臨時号発行 

ウ 劇場・音楽堂等活性化コーディネーター人材バンク登録制度（専門人材情報）【新規】 

  全国の公立文化施設における諸課題や施設の運営及び事業の企画・実施等について、専門

的な知見を活かした適切な指導、助言及び調整等を行うために専門人材を登録し、公開した。 

 ・登録者数：53名 

エ 東京オリンピック・パラリンピック「劇場・音楽堂等文化プログラム情報フォーラム」 

【新規】 

  全国の劇場・音楽堂等は、オリンピック文化プログラムの担い手として、また人材育成や

ネットワーク拠点として果たす役割が大きいことから、自治体職員や劇場・音楽堂等の担当

者を対象に、地域の活性化に資する文化プログラムの意義や考え方、実施プロセスについて

紹介し、専門人材養成に役立てた。 

・開催日：平成28年9月13日（火） 

・会 場：東京ウィメンズプラザ 

・テーマ：劇場・音楽堂等における東京オリンピック･パラリンピック文化プログラムを考

える 
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・内 容：基調報告（片山泰輔氏）、パネルディスカッション、意見交換・質疑応答 

・参加者数：187名 

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 35件 35施設 

地域への支援員派遣  14件 108施設  計49件143館 

派遣延べ回数  145回 

派遣支援員実数 43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 文化芸術による復興推進に向けた劇場・音楽堂等における連携体制の構築支援

平成24年度から平成27年度まで実施した「文化芸術による復興推進コンソーシアム」の活

動のフォローとして、連絡協議会を開催し、現地視察を行った。 

・連絡協議会 3回開催［平成28年8月、12月（仙台市）、平成29年3月］ 

・内容  東北地方からの現状報告 

文化芸術による復興推進コンソーシアムの今後の連携体制の検討 

 (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29年2月8日（水）～ 2月10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・芸術は「生きる力」を育む 

・内 容：基調講演（姜尚中氏）、特別プログラム（弧の会）、 

ファイナルプログラム（宮城まり子氏） 外16プログラムを実施 

・参加者数：980名(延3,207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：501名（228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29年3月6日（月）～ 3月8日（水） 

・会 場：北上市文化交流センター さくらホール 

・テーマ：舞台照明・舞台音響の最新動向～LED照明と音像定位～ 

・内 容：基調講演（志賀野桂一氏）外7プログラムを実施 

・参加者数：151名 

第１号議案
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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 253名 (135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

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。 

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。 

ア 国内交流研修 

(ア) 実務者派遣 3件3名 

①出雲市民会館 ⇒ 千葉県文化会館（1名）

②札幌市芸術文化財団 ⇒ びわ湖ホール（1名）

③札幌市芸術文化財団 ⇒ロームシアター京都（1名）

(イ) インターンシップ 5件11名 

①新潟大学 ⇒ 東京芸術劇場（1名）

②上野学園大学 ⇒ 東京文化会館（2名）

③東北芸術工科大学 ⇒ えずこホール（3名）

④東北芸術工科大学 ⇒ いわきアリオス（1名）

⑤山梨大学 ⇒ コラニー文化ホール（山梨県立県民文化ホール）（4名）

 イ 海外交流研修 

 （ア) 期間 平成28年11月16日～11月25日（10日間） 

  (イ) 交流先（アメリカ） 

①カーネギー・メロン大学 演劇科 ②シティ・シアター ③ピッツバーグ交響楽団

④ウォルナット・ストリート・シアター ⑤フィラデルフィア管弦楽団

⑥アーツ・エマーソン／エマーソン大学 ⑦イェール大学 演劇大学院

⑧シューベルト・シアター ⑨ロング・ワーフ・シアター

⑩ブルックリン・アカデミー・オブ・ミュージック（BAM） ⑪ラママ実験劇場

  (ウ) 派遣者 7名 

２ 「劇場、音楽堂等の活動状況に関する調査研究」 

①目  的 全国の国公立及び私立の劇場、音楽堂等の規模や事業の実施状況等を調査・分析す

るとともに、劇場、音楽堂等の指定管理者制度導入状況を把握することにより、今

後の劇場、音楽堂等に対する支援施策の企画立案に必要な情報の収集を図る。 

②調査期間  平成29年1月20日～2月17日

③調査対象  固定座席数100席以上のホールを有する施設
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Ⅱ 法人会計（法人運営） 

１ 理事会 

第１回 平成28年５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11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28年度定時総会付議議案

第１号議案 平成27年度事業報告 

第２号議案 平成27年度会計決算報告並びに監査報告 

第３号議案 理事候補者1名の選任 

第４号議案 平成28年度年会費の免除（案） 

②平成28年度定時総会の日時、場所、議題の決定

平成28年度 担当支部は北海道支部、開催地は北海道函館市 

日時  平成28年６月９日（木）午後２時30分から 

会場  函館市民会館 大ホール 

議題  第１号議案 平成27年度事業報告 

第２号議案 平成27年度会計決算報告並びに監査報告 

第３号議案 理事１名の選任 

第４号議案 平成28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１名の承認

④定款第６条に基づく新規入会（正会員・準会員・賛助会員）の承認

⑤平成28年度支部運営費配付額決定

（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、業務執行理事の業務執行状況報告

⑤平成28年度文化庁委託事業の受託関係及び事業内容

⑥熊本地震被害状況と支援金の募集

⑦平成28年度公文協歌舞伎公演

⑧全国公文協施設検索システム

⑨全国劇場・音楽堂等公演情報＆TICKETSサイト

⑩公立文化施設をめぐる政策課題等について

第２回 平成28年10月25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12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和氣正典監事を確認。 

（４）次の事項を審議し、承認された。 

定款第６条に基づく新規入会（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及び運営に関するアンケート調査結果について
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③後援名義等の使用承認報告

④代表理事、業務執行理事の業務執行状況報告

⑤国への要望書の提出について

⑥熊本地震の被害状況調査と第２次寄附金の募集

⑦平成30年度総会・研究大会の開催地

⑧平成28年度のその他の協会事業

⑨平成28年度の主な文化庁事業

⑩平成29年度支部運営費の配付額決定基準

第３回 平成29年２月7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12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29年度事業計画（案）

②平成29年度収支予算（案）

③平成29年度資金調達及び設備投資の見込み

④定款第６条に基づく新規入会（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専門委員会の運営見直しについて

④後援名義等の使用承認の報告

⑤代表理事、業務執行理事の業務執行状況報告

⑥平成29年度定時総会・研究大会（久留米大会）の開催案内

⑦平成30年度定時総会・研究大会（高知大会）の開催日程

⑧（仮称）「劇場の日」制定の取組

⑨文化庁文化情報ポータルサイトの構築

⑩文化庁委託事業について

⑪協会事業について

⑫その他の報告事項として、「次期役員の選出方法と時期の確認」、「文化施設等への

天井対策普及活動」、「今後の全国公文協予定」

２ 定時総会 

日時 平成28年６月9日（木） 午後２時30分～午後３時05分 

会場 函館市民会館 大ホール（函館市湯川町１-32-1） 

（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、議長に兼田秀明理事（北海道立道民活動センター）を選出。 

（３）出席正会員933名（議決権を有する総正会員数1,261名、出席正会員106名、委任状出

席正会員827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条により兼田秀明議長と、正会員の中から筒井宏守氏

（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27年度事業報告 

第２号議案 平成27年度会計決算報告並びに監査報告 

第３号議案 理事1名の選任 

第４号議案 平成28年度年会費の免除 
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①支部別正会員施設数

地区 平成27年度決算
平成28年3.31付

退会
平成28年度

入会
平成28年度

北海道 47 0 1 48

東北 147 0 5 152

関東甲信越静 393 7 13 399

東海北陸 166 2 4 168

近畿 176 6 7 177

中四国 162 3 2 161

九州 188 4 4 188

計 ※1,279 22 36 ※1,293

※5館年会費免除

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28年度会員入会状況

②準会員数

③賛助会員数

平成27年度
平成28年3.31付

退会
平成28年度

入会
口数変更 平成28年度

団体74（84口）

個人  1（1口）
団体4(4口）

団体7（7口）

個人 1（1口）
団体2（7口増）
団体1(2口減）

団体77（92口）

個人  2（2口）

平成27年度決算
平成28年3.31付

退会
平成28年度

入会
平成28年度

13 1 13 25
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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 011403 名寄市民文化センター H28.10.25

2 岩手県 032544 矢巾町活動交流センター H28.5.24

3 岩手県 032592 滝沢市交流拠点複合施設 H28.10.25

4 福島県 070225 二本松市二本松文化センター H29.2.7

5 福島県 072520 白河文化交流館 H28.10.25

6 福島県 072550 猪苗代町体験交流館 H28.10.25

7 茨城県 080266
つくばみらい市総合福祉施設
きらくやまふれあいの丘　世代ふれあいの館 H28.5.24

8 埼玉県 110385 久喜市栗橋文化会館 H28.5.24

9 埼玉県 111469 新座市民会館 H28.5.24

10 埼玉県 112421 川越市やまぶき会館 H28.2.2

11 埼玉県 112537 久喜市菖蒲文化会館 H28.5.24

12 埼玉県 112549 蓮田市総合文化会館 H28.5.24

13 埼玉県 112566
埼玉県西部地域振興ふれあい拠点施設
川越市文化芸術振興・市民活動拠点施設（ウェスタ川越） H29.2.7

14 東京区部 132546 日比谷公園大音楽堂 H28.5.24

15 東京多摩 132561 調布市文化会館 H28.10.25

16 神奈川県 141586 川崎市立労働会館 H28.5.24

17 神奈川県 142542 ラゾーナ川崎プラザソル H28.5.24

18 神奈川県 142543 川崎市生活文化会館 H28.5.24

19 神奈川県 142595 やまと芸術文化ホール H28.10.25

20 愛知県 230807 名古屋市青少年文化センター H28.10.25

21 愛知県 232540 一宮市木曽川文化会館 H28.5.24

22 愛知県 232545 名古屋市音楽プラザ H28.5.24

23 愛知県 232560 東海市立芸術劇場 H28.10.25

24 滋賀県 250853 大津市民会館 H28.5.24

25 京都府 262208 ガレリアかめおか H28.5.24

26 大阪府 271796 寝屋川市立市民会館 H28.5.24

27 大阪府 271826 茨木市市民総合センター H28.10.25

28 大阪府 272538 枚方市牧野生涯学習市民センター H28.5.24

29 大阪府 272539 枚方市蹉跎生涯学習市民センター H28.5.24

30 大阪府 272541 松原市情報文化アメニティセンター H28.5.24

31 島根県 322535 安来市総合文化ホール H28.2.2

32 香川県 372536 観音寺市民会館 H28.2.2

33 福岡県 402549 香椎副都心公共施設 H28.5.24

34 福岡県 402559 久留米シティプラザ H28.10.25

35 佐賀県 412033 佐賀市立東与賀文化ホール H28.5.24

36 沖縄県 472547 那覇市ぶんかテンブス館 H28.5.24
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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 茨城県 J088011 茨城県鉾田市 H28.5.24

2 東京都 J138009 公益財団法人日本テレビ小鳩文化事業団 H28.5.24

3 東京都 J138015 上野学園大学 H28.10.25

4 富山県 J168013 富山県氷見市 H28.10.25

5 京都府 J266012 京都劇場 H29.2.7

6 大阪府 J276010 松原市民ふるさとぴあプラザ H28.5.24

7 大阪府 J278008 公益財団法人日本室内楽振興財団 H28.5.24

8 大阪府 J278012 東大阪市文化創造館　開設準備室 H28.5.24

9 岡山県 J338014 公益財団法人岡山市スポーツ・文化振興財団 H28.10.25

10 山口県 J356011 防府市立防府図書館 H28.5.24

11 福岡県 J406008 福岡市総合図書館(よかたい図書館共同事業体） H28.5.24

12 福岡県 J408010 公益財団法人太宰府市文化スポーツ振興財団 H28.5.24

13 長崎県 J426009 陶芸の館 H28.5.24

賛助会員

No 都道府県 入会承認日

1 東京都 H28.2.2

2 東京都 H28.5.24

3 東京都 H28.5.24

4 東京都 H28.5.24

5 東京都 H28.5.24

6 東京都 H28.10.25

7 東京都 H28.10.25

8 東京都 H29.2.7

株式会社NHKプラネット

株式会社コムネットシステム

日本耐震天井施工協同組合

個人・団体名

株式会社ミック

EMTG株式会社

株式会社精養軒

神宮寺　昌宏

クリニードミュージック株式会社
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No 都道府県 施　　設　　名 退会日 退　会　理　由

1 埼玉県 川越市市民会館 H28.3.31 閉館

2 埼玉県 東部地域振興ふれあい拠点施設 H28.3.31 制度保険の利用中止

3 東京・区部 渋谷公会堂 H28.3.31 建替え

4 東京・区部 豊島区立豊島公会堂 H28.3.31 建替え

5 東京・区部 日比谷公会堂 H28.3.31 大規模改修により休館

6 東京・多摩 府中市生涯学習センター H28.3.31 諸般の事由

7 長野県 松本市波田文化センター H28.3.31 運営方針の変更

8 石川県 白山市松任文化会館 H28.3.31 諸般の事由

9 愛知県 愛知県尾西勤労青少年福祉センター H28.3.31 閉館

10 滋賀県 大津市民会館 H28.3.31 運営方針の変更

11 京都府 舞鶴市民会館 H28.3.31 閉館

12 京都府 向日市民会館 H28.3.31 休館

13 大阪府 東大阪市立市民会館 H28.3.31 閉館

14 大阪府 大阪府立中之島図書館 H28.3.31 運営方針の変更

15 兵庫県 兵庫県立文化体育館 H28.3.31 諸般の事由

16 山口県 下関市菊川ふれあい会館 H28.3.31 諸般の事由

17 山口県 周南市市民館 H28.3.31 閉館

18 愛媛県 宇和島市立南予文化会館 H28.3.31 諸般の事由

19 福岡県 北九州市立八幡市民会館 H28.3.31 閉館

20 佐賀県 佐賀市民会館 H28.3.31 閉館

21 佐賀県 嬉野市社会文化会館 H28.3.31 諸般の事由

22 長崎県 大村市民会館 H28.3.31 閉館

No 都道府県 施　　設　　名 退会日 退　会　理　由

1 愛知県 名古屋芸術大学　音楽学部　音楽文化創造学科
アートマネジメントコース H28.3.31 アートマネジメントコース終了のため

No 都道府県 団体名 退会日 退会理由

1 埼玉県 ゲレッツ・ジャパン・スズゼン株式会社 H28.3.31 舞台事業の撤退

2 東京都 株式会社エピキュラス H28.3.31 諸般の事由

3 北海道 公益財団法人北海道演劇財団 H28.3.31 組織体制と事業の見直し

4 岡山県 グッドラック・プロモーション株式会社 H28.3.31 諸般の事由

4　平成27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）【平成28年度準会員向け開始】 

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【平成28年度準会員向け開始】 

正会員施設の貸出区画または貸出区画が属する建物が焼失、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

および「補償規定」に則り正会員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【平成28年度準会員向け開始】 

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 910 73,508,250 50 7,016,298

情報漏えい 172 10,401,410 0 0

マネー包括 24 541,690 0 0

災害補償 715 25,967,000 91 2,968,501

計 110,418,350 141 9,984,799

（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 6 402,180 0 0

情報漏えい 2 149,840 0 0

マネー包括 1 20,000 0 0

災害補償 6 43,320 0 0

計 615,340 0 0

(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 126 9,249,000 0 0

(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 230 29,458,340 0 0

約定履行 149 6,908,330 0 0

計 36,366,670 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 23 2,525,500 0 0

計 2,525,500 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)

159,174,860 141 9,984,799

２　平成28年度公立文化施設制度保険加入状況
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