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米子市文化ホールの管理業務に関する事業報告

１ 市民サービスの向上施策として次のとおり実施した。

 （１）貸館事業　

・新型インフルエンザ対応のアルコール消毒や手洗い液の設置を行った。

・音響ミキサーやスピーカを新規購入し、利用拡大を図った。

・要望によりＣＤレコーダーを購入し、録音を提供できるようにした。

・ピアノ庫の除湿機を２台更新し、ピアノの保存状態を良好に保った。

・スタッキング椅子20脚と保管台車１台を追加購入した。

・メインホールのチャイルドルームのタタミを更新した。

・メインホールの舞台天井クロスの補修を行った。

・メインホール客席の一部の座席生地を張り替えを行った。

・研修室および大楽屋の壁のペンキの塗り直しを行った。

・利用者のニーズに応え、研修室・展示室・オープンスペースの詳細図面を作成

　し配布するとともに、ホームページ上でも公開した。

・展示パネルの使用例をホームページ上に掲載した。

・受付カウンターにかばんをおけるスペースを設置した。

管理業務の実施状況  （２）文化関連情報提供事業

・チラシ置き場を整理するとともに、平置き台を設置しより多くの情報が提供出来

　るようにした。

・毎月発行のイベント情報紙をリニューアルし、単色カラーオフセット

　印刷で3,000部発行しＰＲに努めた。

・自主事業のイベント案内用の液晶プロジェクターを追加購入した。

・友の会会員特典について、チケット割引だけでなく、レストランの

　割引やチラシ配布サービスなども追加し、内容の充実を図った。

 （３）連携事業

・米子市教育文化事業団内部で連携し、鷲見三郎没後25周年関連事業な

　どを実施した。

・鳥取県文化振興財団と連携し主催事業のチケット取扱いや共同チラシ

　を作成した。

・わらべ館との連携で移動わらべ館コンサートを催した。

・米子高専連携事業で、建築の講演会を催した。

２　主催事業は別紙-米子市文化ホール１のとおり

・文化ホール事業のゲスト送迎用の公用車を買い替えた。

・童謡講座入会者にもレストランの割引の特典を設けた。

３　施設管理業務は別紙-米子市文化ホール２のとおり

１　学会等、終日連続使用を伴う大規模イベントの利用は減少したが、貸館全体の利用

　施設の利用状況 　　日数及び件数ともに昨年度を上回った。利用件数は過去８年間で最高であった。

２　施設の利用状況は別紙-文化ホール３のとおり

 使用料（利用料金） １　過去最高の昨年に比べ減少したものの、例年並みの収入であった。

 の収入実績 ２　施設の利用収入は別紙-米子市文化ホール３のとおり



別紙-米子市文化ホール１-1

主催事業実施状況　　　　　　　　　　　　

事　　業　　名 開催日
参加者
数(人）

備　　　考

①6/6(土)

平成21年度 第51回 ②6/7(日)

米子市音楽祭 ③6/14(日) 2,678 会場：米子市文化ホール、米子市淀江文化センター

入場料：一般500円、中学生以下無料

　　　　（4コンサート共通券）

童謡講座　懐かしい童謡 毎月第2月曜日 4,227 申込者数　540人　　　　    　　　申込み制　　500円

童謡講座　新しい童謡 毎月第4木曜日 722 申込者数　93人　　　　　　　    　申込み制　　500円

童謡講座　チャイルドコース 毎月第4木曜日 426 申込者数　幼児60人、大人65人　申込み制　無　料

童謡特別講座  H22.3/7(日） 465 プロの歌手を迎え講師とのジョイントコンサート  無　料

移動わらべ館コンサート 11/9(月) - わらべ館との連携講座を実施した。参加者は月曜コースに含む。

会場:（月曜・特別）メインホール、 （木曜・チャイルド）イベントホール

鷲見三郎顕彰事業　

「鷲見三郎追憶のとき― 会場：イベントホール

没後25年追想の会」 入場料：無料

鷲見三郎顕彰事業　

弦楽のひびきコンサート 11/8(日） 505

没後25周年記念 会場：メインホール

鷲見三郎メモリアルコンサート 入場料：前売一般2,500円、高校生以下1,000円
           当日各500円増

10/1(木)～
11/28(土)

-
没後25年記念イベント「鷲見三郎関連資料展示」
会場：米子市立図書館

11/5(木) 91
没後25年記念イベント「ミュージアムコンサート」
会場：米子市美術館

11/21(土) 119
没後25年記念イベント「プラネタリウムコンサート」
会場：米子市児童文化センター

H22.

鷲見三郎顕彰事業　 3/28(日） 546 会　場：メインホール

米子ユースオーケストラ演奏会 入場料：無料(整理券発行）

H22.2/7(日)
～3/27(土)

746
ストリングジュニア合同練習4回、ユースオーケストラ合同
練習6回、ユースオーケストラ弦楽器強化練習４回
会場：イベントホール・練習室

関連事業 9/5(土) 61
廣江Moore洋子氏による「ヴァイオリン公開レッスン」
会場：米子市公会堂　大ホール

メイン事業

「大谷康子ファミリー 8/23(日) 470 会場：米子市公会堂　大ホール

コンサート」
入場料：前売おとな券2,500円、こども券1,500円
       　  親子券3,000円、当日各500円増

④6/21(日)
 淀江文化センター

鷲見三郎没後25周年を記念してヴァイオリニスト大谷康
子とピアニスト中川俊郎による親子で楽しむファミリーコ
ンサートを実施した。

米子出身の音楽教育者故鷲見氏の功績を称え、また没
後25周年を記念して、鷲見健彰氏（鷲見三郎の長男）の
指揮と、鷲見恵理子氏（鷲見三郎の孫）と桐朋学園学生
らによる鷲見三郎メモリアルコンサート合奏団のメモリア
ルコンサートを実施した。

連携事業

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た。

8910/3(土）

アマチュア参加団体(団体・個人約500人)で①JAZZ、②
楽器（アコースティック）、③合唱、④楽器（エレクトリック）
の各コンサートを実施した。

門下生である小谷公子氏と山田衞生氏により、鷲見三
郎の思い出を追想する会を実施し、本事業の記録集を
作成した。
コーディネーター松本薫氏



別紙-米子市文化ホール１-2

事　　業　　名 開催日
参加者
数(人）

備　　　考

米子高専連携事業

文化ホール建築講座

「建物をデザインする 会場：展示室

ことのおもしろさ」 参加料：無料

 ホール利用促進事業

　　ちょっとピアノ練習 会場：メインホール

 使用料：1時間　1,260円

会場：メインホール

参加料：500円

ダンス推進事業　

「ダンス・フェス１」 Ｈ22. 1,205

2/14(日） 会場：メインホール

入場料：500円

関連事業
Ｈ22.

2/13(土）
36

２種類のダンスワークショップを開催し、ダンス人口の拡
大を図った。
会場：イベントホール
参加費：①１,000円、②1,500円

情報提供事業 通年 －

年会費：個人1,000円、家族2,000円、団体3,000円

12,594

文化ホール・公会堂・淀江文化センターなどの利用促進
や事業ＰＲをするためにホームページを随時更新した。
3館の施設イベント案内情報紙feelを毎月発行し、ホール
系３館の友の会会員に配布するほか、公民館など公共
施設に配架をして情報提供に努めた。
従来の友の会事業と相互に協力し充実強化を図った。

米子市とその近郊のダンス愛好家によるダンスイベント。
県西部で少なかったダンス発表の場の提供、異なるジャ
ンルの団体同士の交流、市民へのダンスの普及を目的
に初めて開催した。

168ちょっとピアノ発表会

大ホールのステージ上でスタインウエイピアノを１時間ず
つ弾いてもらえる事業を開催した。

208/1(土）

10/15(木) 20

合　　　　計

アメリカの学校や美術館を題材に、建築の魅力などにつ
いて展示室で講演会を開催した。

舞台でピアノ発表をする機会がない市民へ発表の場を
提供するため、初めて開催した。出演は31組。客席は無
料開放した。

12/27(日）



別紙-米子市文化ホール２

施設管理業務

５月

６月

７月

３月

実施月

１２月

１月

２月

１０月

１１月

４月

８月

９月

床面洗浄ワックス、デジカメ基板修理、高架水槽劣化防止補修
研修室クロス塗装

舞台照明基板取替、メインホールピアノ２台調律、ホワイエ雨漏り修繕
カーペット及びガラスクリーニング

空調自動制御機器点検、消防設備点検、受水槽・高架水槽清掃
反響板調整、電気設備点検、水質検査、植栽手入れ
カーペットクリーニング・床面洗浄ワックス

グランドピアノ保守点検、オープンスペース及び多目的広場樹木消毒
舞台機構点検、植栽手入れ、害虫駆除、ドアチェック修繕、大楽屋壁塗装
ボールタップ及び非常用バッテリー取替、舞台吊物整流器取替

その他
日常清掃業務、夜間機械警備業務、エレベーター点検毎月１回
駅前周辺地区清掃作業毎月１回実施

主な事項

アップライトピアノ調律・点検、加湿器停止、反響板調整、姿見鏡取替
メイン上手２階扉修繕、送風機用電磁開閉器修繕

手消毒液設置、舞台機構点検、パッケージエアコン・ポンプ・換気ファン点検
空調衛生設備点検、電気設備点検、カーペットクリーニング・床面洗浄ワックス
トイレピストンバルブ取替、公用車スピーカ等取替

イコライザー修繕、長机・椅子修繕、オープンスペーステーブル等塗装
舞台天井クロス補修、反響板調整、機械警備コントローラ調整・点検
カーペットクリーニング・窓ガラス清掃

コンベンションセンター前駐車場及びサティ駐車場無料処理機設置
オープンスペース樹木剪定、舞台音響点検、電気設備点検、消防訓練
カーペットクリーニング・床面洗浄ワックス、印刷機修繕

舞台機構点検、空調自動制御機器点検、パッケージエアコン・
全熱交換器フィルター清掃、ポンプ・換気ファン・全熱交換器・
ボイラー定期点検、床面洗浄ワックス清掃、電気設備点検
事務室蛍光灯安定器修繕

グランドピアノ点検、空調自動制御機器点検、練習室ピアノ調律
カーペット及びガラスクリーニング、非常用バッテリー取替

舞台機構点検、電気設備点検、自家発電設備点検、高架水槽フェンス修繕
照明操作卓バッテリー取替、メインホール客席生地張替、床面洗浄ワックス
給湯ボイラ天板修繕、チャイルドルーム畳取替、消防訓練、

簡易専用水質検査、飲料水検査、電気設備点検、消防設備点検、AEDパッド交換
舞台照明設備点検、給湯及び暖房ボイラ点検、床面洗浄ワックス
カーペット及びガラスクリーニング、消火器詰替え、純水器樹脂取替
２階女子トイレピストンバルブ取替、舞台照明キャプタイヤケーブル取替



別紙-米子市文化ホール３

施設の利用状況

開館日数：３１３日

5,350

1,650

956,620

1,817,100

142,980

951 (単独使用件数のみ)

13,519,43171,900メインホール

大楽屋

304

369

33

和　　室

イベントホール

149,460

施設名

13,321

238

24 2,915

13,443

オープンスペース 33

展示室

890

238

-

199

23,329

959,400

3,315

4,383

24

利用者数
(人)

利用日数
(日)

備　考
利 用 料

(円)
利用件数

(件)

223

97 114

240

3,890,890303 638

合　　計

5,747

23,079,801

1,779,900

305 769練習室

研修室

広　　場

6,991



米子市公会堂の管理業務に関する事業報告

１　市民サービスの向上施策として次のとおり実施した。

　（１）貸館事業　

　　　　・ホームページの大ホールの予約状況を随時更新し、確認しやすくした。

        ・新型インフルエンザ対応のアルコール消毒や手洗い液の設置を行った。

 　　　 ・利用者に快適に利用していただくため、集会室全体及び１階トイレ前の

  　　　　天井・通路の壁を白色ペンキで塗り直し明るい感じにした。

　 　　 ・大ホールの客席肘掛を３００ケ所張替え、快適に利用していただけるよう

　  　　　にした。

　（２）文化関連情報提供事業

管理業務の実施状況 　　　　・自主事業などをホームページ上で随時更新し、最新の情報を提供した。

　　　　・文化ホール、公会堂及び淀江文化センター３館統一の催事案内を毎月

   　　   発行した。またカラー原稿をホームページ上で公開し、ダウンロードできる

　　　　　ようにしている。（継続）

 （３）連携事業

　　　　・米子高専連携事業で、健康をテーマに講演会を催した。

２　主催事業は別紙－米子市公会堂１のとおり

３　施設管理業務は別紙-米子市公会堂２のとおり

１　利用件数は、ホームページ上で空き状況などを公開したこともあり増加した。



２　大ホールは耐震診断結果を受けて予約の受付けを停止したが、年度末から

　であったため、２１年度への影響はなかった。

３　施設の利用状況は別紙-米子市公会堂３のとおり

１　アスベスト除去工事期間中は集会室の利用は出来なかったが大ホールの利用


　使用料（利用料金） 　件数が多かったため、施設の利用料収入は昨年に比べ増加した。

　の収入実績 ２　施設の利用料収入は別紙-米子市公会堂３のとおり

施設の利用状況



別紙-米子市公会堂１

主催事業実施状況　　　　　　　　　　　　

事　　業　　名 開催日
参加者
数(人）

備　　　考

４人の大女優「吉永小百合、佐久間良子、山本富士子、岩下

志麻」の若き日の姿にスポットを当て「伊豆の踊り子」「五番

 なつかしの名画劇場 9/26(土) 1,447 町夕霧楼」「夜の河」「五瓣の椿」の上映会を実施した。

9/27(日) 会場：大ホール

入場料：前売５００円、当日７００円

三枝成彰と辰巳琢郎の司会、塩田美奈子の歌、国府

三枝成彰・辰巳琢郎の 弘子のピアノ、そして東京ニューシティ管弦楽団の演

宝くじおしゃべり音楽館 Ｈ22.1/22(金) 1,027 奏に、愉快なお話しを交え、映画音楽やポップス

（主催：米子市、米子市教育委員会、
などの名曲をお楽しみいただくコンサートを実施した。

鳥取県、（財）自治総合セン
ター） 会場：大ホール

入場料：前売２,５００円、当日3,０００円

①9/5(土) 25 ①　米子高専と連携して「いま、子どもの発育発達と健康を

 米子高専連携事業 ②5/23(土) 26 　　育む様々な環境的要因」をテーマに講座を開催した。

　　①健康講座 6/27(土) 25 　　会場：集会室、入場無料

　　②高専文化セミナー 10/24(土) 20 ②　米子高専文化セミナー（年4回）を連携事業として

11/28(土) 20 　　実施した。会場：集会室、入場無料

大ホールのステージ上でスタインウエイピアノを１時間

 ホール利用促進事業 ①5/13(水)、14(木) 21 ずつ弾いてもらえる事業を開催した。

　　ちょっとピアノ練習 ②10/5(月)､7(水) 18 会場：大ホール

 使用料：1時間　1,260円

大ホールロビーを小規模コンサート等の催しに活用し、

 ホール利用促進事業 市民の文化振興を図った。

　　公会堂虹のひろば ①4/25(土) 75 ①とんとん昔があったげな

②8/30(日) 152 ②マンドリンとコーラスの夕べ

会場：大ホールロビー、入場無料

2,856合　　　　計



別紙-米子市公会堂2

施設管理業務

２月
冷凍機ブラッシング作業、集会室アスベスト除去工事及び完成検査、エレ
ベーター点検、煤煙測定、吊物点検、スタインウェイピアノ点検、大ホール座
席金具補修、大ホール等非常誘導灯バッテリー交換

１０月

実施月 主な事項

４月
大ホールホワイエ階段アクリル板取替、菜の花横自動ドア修繕、大ホール搬
入口重量シャッター修繕、ボイラー整備、公衆トイレドア修繕、窓ガラス清掃

８月

大ホール屋根防水工事、建物周辺除草、低木剪定、池清掃、冷温水機・冷凍
機点検、ボイラー水質検査、火災報知器誤作動対処、リハーサル室ピアノ調
律、窓ガラス清掃、吊物設備点検、大ホールベランダ雨漏り応急処置、三角
塔看板清掃、煤煙測定、受水・高架水槽清掃、リハーサル室壁補修、大ホー
ルトイレ排水口補修、集会室棟自動ドア修繕

５月
エレベーター点検、大ホール横9号線側歩道ブロック補修、冷温水機切替及
び冷凍機点検、電気設備点検、大ホール玄関前タイル補修、1階トイレ(菜の
花前）天井塗装作業、大ホール吊物点検

９月
非常放送設備点検、三角塔看板補修、電気設備点検、冷温水機煙突清掃、
映写機・ピンスポット保守点検、広場等清掃、ホワイエ机補修

６月

映写室前通路暗幕修繕、大ホール客席3階送風口修繕、松・低木剪定、駐車
場・建物周辺除草、クーリングタワー内清掃、大ホールベランダ等高圧洗浄、
和室障子張替、廊下雨漏り応急処置、玄関天井・１階廊下・大ホールベランダ
ペンキ塗り、楽屋排水管修繕

７月
和室障子貼替、広場芝刈、大ホールロビー雨漏り応急処置、館内ワックス清
掃、消防点検、低木剪定、集会室ベランダペンキ塗り、電気設備点検、大
ホール屋根防水工事、クーリングタワー水質検査

１１月
広場清掃、耐震調査、大ホール排水管詰まり除去作業、吊物及びエレベー
ター保守点検、館内ワックス清掃、舞台照明設備保守点検、電気設備点検

１２月
耐震調査、広場清掃、大ホール排水管詰まり除去作業、大ホール座席肘掛
補修、大ホールピアノ庫除湿機取替、エレベーター表示ランプ取替、２階事務
室ルームエアコン修繕

１月

広場清掃・電気設備点検、簡易水道定期点検、アスベスト除去工事に伴う環
境調査、大ホール搬入口側排水管詰まり除去作業、アスベスト除去工事、消
防設備点検、飲料水検査、消火栓ランプ交換、冷温水機中間期点検、ボイ
ラー覗き窓ガラス修繕

日常清掃業務、夜間機械警備業務

広場清掃、消防署防火立入検査、大ホール屋根補修、自家発電機点検、耐
震強度調査、大ホール排水管詰まり除去作業、大ホール照明修理、非常放
送設備修理

３月
広場清掃作業、館内ワックス清掃、地下タンク清掃・点検、非常用バッテリー
点検、ヤマハピアノ保守点検、自家発電設備点検、第２集会室ペンキ塗り、発
電機冷却タンク配管漏水修繕

その他



別紙-米子市公会堂3

施設の利用状況

開館日数：359日

※1 ※1

※2 ※2

364

16

67,585

5,257

23,487

9,141

※２は、集会室アスベスト除去工事に伴い代替使用した応接室（20件・179人)を含む。

332

307 215

開館日数
(日)

利用日数
(日)

大ホール・楽屋

※1は、集会室アスベスト除去工事に伴い代替使用した楽屋（16件・76人）を含む。

2,096

266

利用件数
(件)

利用者数
(人)

188

集会室 359

リハーサル室 359

11,147,946

合　　計 ―

利 用 料
(円)

193

925,950

2,469,060

476,260

和　　室 359 282

― 2,957

―

12,4502,724

108,194 15,701,656

― 669,990

広　　場 ― 16

食　　堂 ― ―



米子市淀江文化センターの管理業務に関する事業報告

１　市民サービスの向上施策として次のとおり実施した。

　（１）貸館事業　

　　  　    ・利用者の要望によりＤＶＤレコーダー及びＣＤレコーダーを購入し、利便

　　　　　　　性を高めた。

　　　　　　・ホームページをリニューアルして、大ホールの予約状況が判り易く、確認

　　　　　　　しやすくした。(継続）

　（２）文化関連情報提供事業

　　　　　　・ホームページを随時更新し、最新の情報を提供するとともに、自主事業

　　　　　　 の成果報告を掲載して情報発信に力をいれた。（継続）

管理業務の実施状況 　　　　　　・プレイガイド機能を充実した。（継続）

　（3）連携事業

　　　　　　・施設利用者と協力して自衛消防訓練を行った。

　　　　　　・米子工業高等専門学校及び児童文化センター・美術館と連携し、夏休

　　　　　　　みこども体験教室や夏休み工作を行った。（継続）

　　　　　　・よどえ夢まつり実行委員会と連携して、「こども夢広場」を開催した。

　　　　　　・ゆめ基金実行委員会と協力して、大下志穂さんの作品を講演会終了後

　　　　　　　2週間にわたりロビーに展示した。

　　　　　　・財団法人鳥取県文化振興財団と連携して、「のんのんばあとオレ」の

　　　　　　　演劇公演を実施した。

２　主催事業は別紙-米子市淀江文化センター１のとおり

　　　　　　・ピアノ誕生300年「響宴　～世界三大ピアノ　ベーゼンドルファーと

　 　　　　　 チェンバロの調べ～」 事業とピアノの公開講座を実施した。

３　施設管理業務は別紙-米子市淀江文化センター２のとおり

１　会議室の利用が増加した。

２　施設の利用状況は別紙-米子市淀江文化センター2のとおり

 使用料の収入実績は別紙-米子市淀江文化センター2のとおり

施設の利用状況

使用料（利用料金）
の収入実績



別紙-米子市淀江文化センター1

主催事業実施状況　　　　　　　　　　　　

事　　業　　名 開催日
参加者
数(人）

備　　　　　　　　　　考

   8/10(月) 21 液体窒素で遊ぼう！&声で砂絵をかこう！（4年生以上対象）　

米子高専連携事業    8/11(火) 35 色つきスライムづくり&科学マジック&しんくう実験（3年生以下対象）

夏休みこども体験教室    8/20(木) 22
古代建築工作教室　厚紙でエジプトのピラミッドを作ろう！
（4年生以上対象）

（高専･児童文化センター・
美術館と連携）

   8/21(金) 35
アニマルファクトリー　ヒートカッターで動物を作ろう！
（3年生以下対象）

   7/31(金) 162 星空コンサート

   8/ 6(木) 239 映画「長靴下のピッピ」

   8/10(月) 146 映画「白い船」

　　  入場料：前売 300円、当日 400円

4/19(日) 101 第5回 風我ミニコンサート

12/19(土) 90
第6回 アンサンブルSHADE、トロンボーン・クァルテット・アルチ
ザン、鳥取トロンボーン四重奏ミニコンサート

　　入場料：一般 500円、高校生以下 300円　　

300 鳥取県警察音楽隊コンサート

よどえ夢まつり協賛事業 10 科学体験教室（工作）　

こども夢広場 50 めんこ、こま回しなど（児童文化センターと連携）

（よどえ夢まつり実行委員会・高専･
児童文化センターと連携） 50 人形劇&ブラックライト（木曜の会協力）

7/3(金) 191
淀江小学校5・6年生を対象にベーゼンドルファーとチェンバロ
の講座を開催し、当館所有の優れたピアノへの理解やホール
の音楽活動への理解を深めてもらうことができた。

7/4(土) 36 一般対象にベーゼンドルファーピアノの公開講座を開催

7/5(日) 500
ピアノ誕生300年　響宴コンサート
入場料：一般・大学生前売1,000円、高校生以下500円（当日
各300円増）、未就学児無料

33 木で昆虫を作ろう！（3年生以下対象）　材料費 500円

17 竹の皮でざりがにを作ろう！（4年生以上対象）　材料費 500円

340

（鳥取県文化振興財団共催・
NPOこども未来ネットワーク協力）

入場料：一般 2,500円、高校生以下～４歳 1,000円　　

①5/5(火) 51
   5/6(水) 大ホールのステージ上でベーゼンドルファー　ピアノを１時間

ホール利用促進事業    5/17(日) ずつ弾いてもらえる事業を開催した。
ちょっとピアノ練習 ②9/26(土) 62

   10/3(土) 使用料として1時間　1,260円

   10/12(月)

2,491

水木しげる作品が鳥取を行く
「のんのんばあとオレ」

鳥取県出身者の、水木しげる作品を題材とした子ども向けの
演劇を親子で鑑賞してもらうことで、演劇の楽しさや素晴らしさ
を知ってもらった。H22.

2/28(日）

夏休みこども映画祭&
　　　　星空コンサート

さなめラララ♪すてーじ

11/8(日)

合　　　　計

ピアノ誕生300年
響宴～世界三大ピアノ
ベーゼンドルファーと
チェンバロの調べ～

夏休みこども
リサイクルアートスクール

8/22(土)



別紙-米子市淀江文化センター2

施設管理業務

日常清掃業務、定期清掃業務、夜間機械警備業務

施設の利用状況

開館日数：307日

６月
樹木剪定作業、前庭・駐車場陥没個所修繕、舞台吊物点検、駐車場身障者マーク
吹付け、玄関キャノピー目地清掃、楽屋屋上排水壁雨漏り修繕

実施月 主な事項

４月 中央監視装置メモリ保護用バックアップバッテリー応急処置

５月 枯草片付け、空調設備定期点検（冷房切替）

２月 　　中央監視装置メモリ保護用バックアップバッテリー取替

９月
自衛消防訓練、舞台吊物・音響・照明保守点検、テレビモニター取替、トイレ水漏れ
修繕、消防署立入検査、センサー設備機器取替

１０月 植栽消毒、自衛消防訓練（会館利用者と共同）

１１月
電気設備点検、空調設備点検（暖房切替）、トイレ水漏れ修繕、ワイヤレスマイク修
繕、屋外障がい者用スロープ手すり修繕、非常誘導灯修繕、自家用電気工作物点
検、中庭・落葉片付け

１２月 搬入口ドア修繕、舞台吊物設備保守点検

１月
電気設備点検、消防設備点検、空調設備点検、ヤマハピアノ保守点検、地下タンク
点検

７月
消防設備等点検、ホール入口外扉天井部雨漏り修繕、会議室室外機修繕、玄関
キャノピー目地清掃

８月 前庭・中庭草刈、空調設備点検、高圧電気メーター取替

３月
舞台吊物保守点検、電気設備点検、吸収冷温水機修繕、楽屋・練習室屋根雨漏り
修繕、ＡEDパット交換、１階給湯器修繕

その他

施 設 名 利用日数(日) 利用件数(件) 利用者数(人) 利 用 料(円)

3,983,526

楽屋 2 2 10 3,960

大 ホ ー ル 150 167 23,009

1,130,377

会 議 室 203 320 3,699 577,705

イベントホール 109 119 10,241

0

合　　  計 - 632 40,762 5,695,568

前　広　場 24 24 3,803



金　　額 金　　額

指定管理料 145,315,000 人件費 70,974,647

使用料収入 43,807,035

食堂使用料 669,990

食堂光熱水費 293,848

施設管理費 95,038,317

事業収入 5,934,402 委託費 53,124,695

①米子市音楽祭

②童謡講座・特別講座 光熱水費 31,780,558

③弦楽のひびきコンサート 電気・ガス・水道・下水道・燃料費

④米子ユースオーケストラ

⑤米子なつかしの名画劇場 修繕費 3,263,415

⑥夏休みこども映画祭＆星空コンサート

⑦メイン事業（大谷康子） 需用費 2,772,219

⑧広報事業 消耗品費・印刷製本費・燃料費

⑨さなめラララ♪すてーじ

⑩こども夢広場 役務費 1,719,757

⑪鷲見三郎追憶のとき 電話代・郵券代・手数料・保険料

⑫ちょっとピアノ発表会

⑬ダンス・フェス１ 備品購入費 1,942,579

⑭宝くじおしゃべり音楽館

⑮ピアノ誕生300年　響宴 賃借料 114,140

⑯夏休みこどもリサイクルアート

負担金 99,500

その他の収入 807,116
自動販売機電気代、コピー代金、 その他 221,454
チケット手数料他 健康診断料・旅費

事務局調整金 2,478,000

　

事業費 10,578,094

事務局維持経費 8,478,000

事務局調整金 2,443,000

公課費 6,896,000

収支差額 4,897,333

199,305,391 199,305,391

米子市文化ホール・同公会堂・同淀江文化センターの管理業務に係る収支状況（平成２１年度）

収　入　（円）

項　　　目

合　　　計 合　　　計

項　　　目

支　出　（円）



金　　額 金　　額

指定管理料 60,179,000 人件費 36,550,854

館長（１人）

使用料収入 23,079,801 副館長（１人）

正職員（３人）

事業収入 4,204,000 嘱託職員（２人）

①米子市音楽祭 1,150,500 非常勤職員（２人)

②童謡講座・特別講座 314,900 アルバイト

③鷲見三郎追憶のとき 0 施設管理費 39,546,186

④弦楽のひびきコンサート 1,112,500 委託費 20,419,654

⑤米子ユースオーケストラ 0 施設内清掃費

⑥メイン事業「大谷康子コンサート」 995,600 施設外清掃費（樹木管理込）

⑦ちょっとピアノ発表会 13,000 受水槽・高架水槽清掃費

⑧ダンス・フェス１ 441,500 警備費

⑨広報事業 176,000 昇降機保守点検費

自家発電設備保守点検費

その他の収入 459,016 消防設備保守点検費

自動販売機電気代、コピー代金、 舞台照明保守点検費

チケット手数料他 舞台機構保守点検費

事務局調整金 1,406,000 舞台音響保守点検費

スタインウェイピアノ保守点検費

積立金取崩金 1,813,122 ヤマハピアノ保守点検費

カワイピアノ保守点検費

空調自動制御点検費

空調パッケージ保守点検費

ボイラー衛生換気保守点検費

舞台設備操作

空調設備維持管理費

光熱水費 14,203,908

電気・ガス・水道・下水道代・燃料費

修繕費 1,281,240

需用費 1,208,780

消耗品費・印刷製本費

役務費 821,160

電話代・郵券代・手数料・保険料

備品購入費 1,373,634

賃借料 26,840

負担金 51,500

その他 159,470

健康診断料・旅費

事業費 9,041,699

①米子市音楽祭 1,027,413

②童謡講座･特別講座 686,860

③鷲見三郎追憶のとき 209,513

④弦楽の響きコンサート 2,279,054

⑤米子ユースオーケストラ 707,021

⑥メイン事業「大谷康子コンサート」 3,135,604

⑦ちょっとピアノ発表会 0

⑧ダンス・フェス１ 632,744

⑨広報事業 363,490

事務局維持経費 3,837,000

公課費 2,165,200

91,140,939 91,140,939

米子市文化ホールの管理業務の実施に係る収支状況（平成２１年度）

収　入　（円）

項　　　目

合　　　計 合　　　計

項　　　目

支　出　（円）



金　　額 金　　額

指定管理料 46,878,000 人件費 21,453,694
副館長(1人）

使用料収入 15,031,666 正職員（１人）

非常勤職員（４人)

食堂使用料 669,990 臨時職員（2人)

施設管理費 30,170,033

食堂光熱水費 293,848 委託費 16,635,577
施設内及び公衆便所清掃費

事業収入 798,502 敷地内清掃・樹木剪定費

①米子なつかしの名画劇場 334,000 受水槽・高架水槽清掃費

②宝くじおしゃべり音楽館 464,502 ボイラー熱交換器清掃及び整備

地下タンク清掃及び検査費

その他の収入 153,445 ボイラー煤煙測定検査費

昇降機及び舞台吊物点検費

非常用バッテリー保守点検費

自家発電設備保守点検費

消防設備等点検費

舞台照明設備保守点検費

舞台音響設備保守点検費

映写機ピンスポ保守点検費

スタインウエイ保守点検費

ヤマハ保守点検費

吸収式冷温水発生機保守点検費

冷凍機保守点検費

舞台設備操作費

夜間警備委託費

光熱水費 10,915,137
電気・ガス・水道・下水道・燃料費

修繕費 999,205

需用費 961,659
消耗品費

印刷製本費

役務費 551,286
電話代

手数料

備品購入費 69,415

負担金 21,750

その他（健康診断料） 16,004

事業費 433,930
①米子なつかしの名画劇場 91,475
②宝くじおしゃべり音楽館 342,455

事務局維持経費 2,777,000

事務局調整金 2,443,000

公課費 3,110,400

収支差額 3,437,394

63,825,451 63,825,451

米子市公会堂の管理業務の実施に係る収支状況（平成21年度）

収　入　（円）

項　　　目

合　　　計 合　　　計

項　　　目

支　出　（円）



金　額 金　額

指定管理料 38,258,000 人件費 12,970,099

副館長

使用料収入 5,695,568 嘱託職員（２人）

非常勤職員（１人）

事業収入 931,900 施設管理費 25,322,098

①夏休みこども映画祭＆星空コンサート 200,700 委託費 16,069,464

②さなめラララ♪すてーじ 109,600 清掃費

③こども夢広場 0 浄化槽汲取清掃費

④ピアノ誕生３００年響宴 600,100 浄化槽法定点検費

⑤夏休みこどもリサイクルアート 21,500 浄化槽保守点検費

警備費

その他の収入 194,655 消防設備保守点検費

照明設備保守点検費

　事務局調整金 1,072,000 舞台吊物装置保守点検費

ＡＶ設備保守点検費

空調設備保守点検費

舞台設備操作費

ベーゼンドルファーピアノ保守点検費

ヤマハピアノ保守点検費

舞台照明設備操作委託費

光熱水費 6,661,513

電気・ガス・水道・下水道・燃料費

修繕費 982,970

需用費 601,780

消耗品費、印刷製本費

役務費 347,311

NHK受信料・電話・郵券代・手数料・電話器

備品購入費 499,530

賃借料 87,300

マット・コピーリース

負担金 26,250

その他 45,980

健康診断料・旅費

事業費 1,102,465

①夏休みこども映画祭＆星空コンサート 391,290

②さなめラララ♪すてーじ 97,350

③こども夢広場 31,878

④ピアノ誕生３００年響宴 534,587

⑤夏休みこどもリサイクルアート 47,360

事務局維持経費 1,864,000

公課費 1,620,400

収支差額 3,273,061

46,152,123 46,152,123合　　計 合　　計

米子市淀江文化センターの管理業務の実施に係る収支状況（平成２１年度）

収　入　（円）

項　　　目項　　　目

支　出　（円）


