
令和３年度 米子市公会堂事業報告書 

 

 

１ 管理業務の実施状況  

 

 
１ 施設管理の充実          

(1) 体温検知用サーマルカメラや業務用 CO2測定器、受付マイク設備、飛沫防止用スタンド

等を購入するなど、新型コロナウイルス感染防止対策を行った。     

(2) リニューアルから７年が経過し、建物の漏水、空調機器や消防設備の故障等が出現して

いるが、巡回を強化することで不具合を初期段階で見つけ、担当課や業者に連絡、修繕を

行うことで、早期解決に努めた。 

(3) 以前より修繕希望を出していた大ホール棟スプリンクラー工事が実施された。それに伴 

い工事期間中大ホールが利用不可となるため、利用者へホームページ等で告知するなど調 

整を図った。 

 (4) 机等備品や和室襖、廊下の壁塗り等の修繕をできる限り職員で行うことでコスト削減に

努めた。          

(5) 市民団体と協同の交差点横花壇の植栽作業や、付近の歩道やバス停を毎日ボランティア 

で清掃するなど、施設周辺も含めた環境美化に努めた。    

           

２ 利用者サービスの向上        

(1) 利用者から、コロナ禍における感染防止対策についての相談を受けることが多かったが、

市や県、その他各ガイドラインに沿った提言を行い、利用者に安心して施設を使ってもら

うことができた。         

(2) コロナ禍の中、時期や内容の変更はあったものの、感染防止対策をしっかりととりなが

ら、予定していた自主事業を概ね実施し、市民に文化鑑賞の機会を提供することができた。  

 (3) 施設利用料やチケット代金の支払いに、QRコード決済サービス（PayPay）を導入し、現 

金を用いない利便性や非接触による安全性の高い窓口精算を可能にした。  

          

    



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

　
　
　米子市公会堂　虹のひろば

ホワイエでのコンサートを予定していた
が、3年度は30回記念として、地元出身の
山本耕平による声楽コンサートを新型コロ
ナウイルス感染拡大防止対策により大ホー
ルで実施した。また、他のコンサートも同
じく大ホールにて開催した。
入場料：一般500円、高校生以下無料
（4/3 一般3,000円、高校生以下1,500円
当日は各500円増）

4/3(土) 345 30回記念公演「華麗なる声楽の世界」

　 11/10(水） 131 武部良枝マリンバコンサート

3/10(木) 116 箏デュオコンサート

　やのとあがつま
　JapanTour2021

5/8(土） 365

（共催：鳥取県文化振興財団、
　BSS山陰放送）

　新日本フィルハーモニー
　交響楽団米子公演

7/16(金) 740

（共催：鳥取県文化振興財団）

　春風亭昇太　独演会
  米子公演

（共催：BSS山陰放送、
　鳥取県文化振興財団）

　第３回
　わっしょい米子祭り

10/23(土) 347

（共催：鳥取県文化振興財団、
　セカンドライン）

　米子なつかしの名画劇場 1/23(日) 69

地元音楽文化の活性化を目的に、米子出身
のメンバーを擁するブラック・ボトム・ブ
ラス・バンドと地元学生等によるコンサー
トを実施した。特別ゲストに地元出身の山
本耕平を迎え、バンドや吹奏楽とのコラボ
レーションを披露した。
入場料：一般3,000円、高校生以下500円
会場：大ホール

鳥取県文化振興財団、BSS山陰放送と共催
で、矢野顕子と上妻宏光（津軽三味線）の
ジャンルを超えた、新たなJAPANESE MUSIC
コンサートを実施した。
入場料：S席7,000円、A席5,500円、U18
2,000円
会場:大ホール

日本トップクラスのオーケストラの演奏会
を開催し、質の高い音楽の鑑賞機会を提供
することで、クラシック音楽ファンの拡大
や潜在的鑑賞者の掘り起こしと新規鑑賞者
の開拓を図った。
入場料：S席7,000円（U18 2,000円）、A席
5,000円（U18 1,500円）
会場：大ホール

8/27(金) 231

山陰放送・鳥取県文化振興財団と共催で、
落語の独演会を開催した。テレビ等でも活
躍中の春風亭昇太が出演し、本格的な落語
を市民に楽しんでもらった。
入場料：4,000円　会場：大ホール

文化庁所蔵の懐かしい名画を大スクリーン
で鑑賞する機会を市民に提供し、日本映画
の良さを認識してもらう。本年度は「伊豆
の踊り子」「華岡青洲の妻」「稲妻」の3
作品を上映した。
入場料：一日券500円　会場：大ホール



事  業  名
開催・

実施期間
参加者数
（人）

内　　容

参加型事業

公会堂を活用し、各団体や利用者、アー
ティストらと連携を図りイベントを開催す
ることで、市民交流やにぎわいを創出し中
心市街地の活性化に努めた。
参加費：無料（1/16のみ500円）
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため一
部中止

5/15(土)
　16(日)

211 春の文化祭(全館）

　市民交流事業 8/14(土) -
米子盆踊り大会（前庭：米子盆踊り実行委
員会共催)［中止］

9/10(金) 20 ブルーフラワー(前庭：米子南高共催）

12/3(金） 30
マチナカクリスタル点灯式（前庭：米子南
高、米子工業、県電業協会西部支部と共
催）［関係者のみ］

1/16(日) 109 ニューイヤー親子で楽しむ音楽会

3/17(木) 124
音楽と運動で健康寿命を延ばそう♪
後援：米子市

　ＮＨＫのど自慢
  公開収録

10/30(土)
10/31(日)

341

（共催：ＮＨＫ鳥取放送局、米子市)

　Feelおでかけ事業 10/22(金) 167

（連携：米子市文化ホール）

米子高専連携事業

　連携講座 8月予定 -

（共催：米子高専）

教育普及事業

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

「わくわく缶バッジづくり」
（米子市文化ホールと合同）

「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

3,346 館外で実施したもの（　）は除く主催事業参加者数合計（人）

ＮＨＫ鳥取放送局、米子市と共催で公開収
録を実施。今年度は人気番組「ＮＨＫのど
自慢」を観客数を減らすなど感染対策を行
いながら開催した。
入場料：無料（往復はがきによる抽選）
会場：大ホール

普段、ホールに出かける機会の少ない方を
対象に、ホールではない場所へ地元の演奏
家などを派遣するミニコンサートを計画し
た。今年度はブラック・ボトム・ブラス・
バンドによる「体感しよう！JAZZの世界」
を小学校で実施した。
会場：伯仙小学校・和田小学校

米子高専と連携して,子供向けの科学教室
や高齢者向けの健康講座を計画した。
参加費：無料
会場：ホワイエ
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中
止

当財団が管理・受託している各施設が特色
のあるワークショップを実施した。
会場：米子市立図書館及び米子市美術館前
エントランス広場 創作・交流広場

11/6(土)
(2,568)

(203)



３ 施設の利用状況

開館日数 359日

備　考
利用日数

(日)
利用件数
（件）

利用者数
(人)

利 用 料
(円)

ホワイエ単独利用のみ
新型コロナウイルス感染拡大防止のた
めキャンセル43件発生

大ホール 158 166 27,432 6,062,171
新型コロナウイルス感染拡大防止のた
めキャンセル51件発生

ホワイエ 221 372 3,656 329,230

新型コロナウイルス感染拡大防止のた
めキャンセル415件発生

リハーサル室 197 246 3,086 489,332
新型コロナウイルス感染拡大防止のた
めキャンセル16件発生

集 会 室 349 2,746 23,656 3,582,920

前庭単独利用のみ
新型コロナウイルス感染拡大防止のた
めキャンセル8件発生

和　　室 201 227 1,522 413,345
新型コロナウイルス感染拡大防止のた
めキャンセル29件発生

前　　庭 120 125 2,337 2,440

合　　計 － 3,882 61,689 11,324,878

食　　堂 － － － 445,440


