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１．会務 

 

 

（１）評議員会 

イ 第 6回評議員会（Ｈ29.6.27） 

（イ） 平成 28年度事業報告について承認 

（ロ） 平成 28年度収支決算報告について承認 

（ハ） 任期満了に伴う評議員の選任について承認 

（二） 任期満了に伴う理事の選任について承認 

（ホ） 任期満了に伴う監事の選任について承認 

 

ロ 文書による決議（Ｈ29.8.10） 

（イ） 中島文規氏及び中山貢氏の理事就任について承認 

 

（２）理事会 

 イ 第 16回理事会（Ｈ29.5.31） 

 （イ） 平成 28年度事業報告について承認 

 （ロ） 平成 28年度収支決算報告について承認 

 （ハ） 定時評議員会の招集について承認 

 （ニ） 減価償却引当資産の取り崩しについて承認 

 （ホ） 平成 28年度資産運用について報告 

 （へ） 代表理事の職務の執行状況について報告 

 

ロ 第 17回理事会（Ｈ29.6.27） 

 （イ） 飯野哲雄氏を理事長，宇津野茂樹氏を常務理事に選定 

 

ハ 第 18回理事会（Ｈ29.10.18） 

 （イ） 平成 29年度補正予算について承認 

 （ロ） 代表理事・業務執行理事の職務の執行状況について報告 

  

ニ 第 19回理事会（Ｈ30.2.16） 

 （イ） 平成 30年度事業計画について承認 

 （ロ） 平成 30年度収支予算について承認 

 （ハ） 平成 30年度資産運用計画について承認 

 （二） 決裁規程の一部改正についての承認 
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 ホ 文書による決議（Ｈ30.3.31） 

 （イ） 宇津野茂樹氏の事務局長任命についての承認 

 

 

（３）組織及び人員 

  公益財団法人つくば文化振興財団の組織は，総務課，企画課，管理課の 3課制をと

っており，平成 29年度末における役員及び職員等の数は，次のとおりです。 

（単位：人） 

役    員 職    員 

理事長（非常勤） 1 事務局長 1 

常務理事 1 総務課 2 

理事（非常勤） 8 企画課 3 

監事（非常勤） 2 企画課（臨時） 1 

  管理課 6 

  管理課（嘱託・臨時） 4 

計 12 計 17 
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２．平成 29年度事業概要 

（１）文化芸術振興事業 

 

１）公演等事業 

ノバホール及びつくばカピオ(ホール)を主会場に，鑑賞型事業として「つくば国際音

楽祭」「つくば市芸術文化事業」を実施すると共に，教育普及のためのアウトリーチ・

講座等の「市民参加・体験型事業」を実施した。 

優れた音楽，演劇公演等の開催をはじめ，市民参加，体験企画を多面的に実施するこ

とで，文化芸術に対して市民のより一層の理解，さらには新たな文化芸術の創造に寄与

することを目的として取り組んできた。 

 

イ つくば国際音楽祭事業 

ノバホールを会場とする当事業は，本年度 33 回目を迎え，クラシック 3 公演，ジャ

ズ１公演の計 4 公演を開催した（ほかに出演者急病のため 1 公演中止）。ソリストにピ

アノの小曽根真を迎えた NHK交響楽団の公演をメインに，室内オーケストラ，ピアノ・

デュオをはじめ，ジャズベーシストの重鎮，ロン・カーターをリーダーとしたクインテ

ットのプログラムにより，市内のみならず市外からも多くの入場者を得て，前年度の平

均入場率を大きく上回ることができた。 

協賛：関彰商事(株) 

 

第 33回つくば国際音楽祭事業 

№ 対象 事業名 日程 会場 

１ 一 般 
森麻季・仲道郁代  

ソプラノ・ピアノ・デュオ・コンサート 
７月５日  

 

ノバホール 

２ 一 般 ＮＨＫ交響楽団 with 小曽根真 10月８日 

３ 一 般 
ロン・カーター 

80thバースデイ：クインテッド  
11月 26日 

４ 一 般 
NEW YEAR 2018 宮殿祝賀コンサート 

ウィンナー・ワルツ・オーケストラ 
１月 17日 

－ 一 般 
ウラジーミル・ミシュク 

ピアノ・リサイタル （公演中止） 
10月 13日 

平均入場率 76％(H28実績 49％) 

※平均入場率は各公演入場率の平均値 
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【公演内容】 

※入場率＝入場者数／有効座席数(有効座席数は各公演会場設営により変動） 

１．森麻季・仲道郁代 ソプラノ・ピアノ・デュオ・コンサート 

7月 5日（水）ノバホール 

ソプラノ歌手・森麻季と，ピアニスト・仲道郁代のデュオ・

コンサート。クラシック音楽だけでなく，テレビドラマのテー

マ曲や日本の唱歌なども披露。二人の息の合った演奏と軽妙な

トークが来場者に好感を呼んだ。 

入場者（725 人） 入場率（73％） 

 

                                  

２．ＮＨＫ交響楽団 with 小曽根真 

10月 8日（日）ノバホール 

隔年で開催しているＮＨＫ交響楽団の公演は，ソリストにクラ

シック，ジャズの両分野で活躍する小曽根真（ピアノ）を迎えて，

プロコフィエフのコンチェルト，ドヴォルザークの交響曲第８番

を演奏。特別協賛：ＡＣＣＳ 

入場者（898 人） 入場率（90％） 

 

 

３． ロン・カーター80thバースデイ：クインテッド  

11月 26日（日）ノバホール 

満 80歳の誕生日を迎えた“ジャズ・ベースの第一人者”ロ

ン・カーターがノバホールに初登場。ピアノに 60年代からの盟

友であるケニー・バロンを加えたクインテット編成によるコンサ

ートで，今回，数少ないホール公演のひとつとして,市内外から

多くの来場者を得た。 

入場者（901 人） 入場率（90％） 

 

４． NEW YEAR 2018 宮殿祝賀コンサート 

ウィンナー・ワルツ・オーケストラ 

1月 17日（水）ノバホール 

25 名編成のオーケストラとともに，バレエ・ダンサー，歌手

が加わり，春を迎える古き良きウイーンの雰囲気を，優雅なワル

ツ,ポルカと舞踊により紹介。日常から離れた華麗な一時を堪能。 

共催：民間事業者 

入場者（476 人） 入場率（48％） 

 



5 

 

ロ つくば市芸術文化事業（鑑賞型） 

ノバホール，つくばカピオ(ホール)の施設特性をいかして，クラシック 3 公演(一部

講演あり)，演劇 2公演，舞踊 1公演，芸能・演芸 3公演，計 9公演を開催した。 

多岐にわたる舞台芸術の分野から幅広く演目を選定し，比較的ホールに足を運ぶ機会

の少ない市民についても，積極的に取り込む内容のプログラム構成とする。 

また，クラシックや演劇等においては，親子で鑑賞できる公演を多く用意し，幼少期

から文化芸術に親しむきっかけづくりを図った。 

 

つくば市芸術文化事業（鑑賞型） 

№ 対象 事業名 日程 会場 

１ 親子 音楽のおくりもの ６月 25日 ノバホール 

２ 親子 
子供のためのシェイクスピアカンパニー 

「リア王」 
７月 23日 つくばカピオホール 

３ 親子 
キエフ・クラシック・バレエ 

～チャイコフスキー 夢の３大バレエ～ 
７月 26日 ノバホール 

４ 親子 
はじめての音楽会 

～オーケストラでつくる“ものがたり”～ 
８月 10日 ノバホール 

５ 親子 
人形劇団むすび座 

「じんたろうと眠り竜の巻 地獄八景亡者戯Ⅱ」 
９月３日 つくばカピオホール 

６ 一般 KEK科学と音楽の響宴 2017 11月 19日 ノバホール 

７ 一般 立川志らく 独演会 １月 26日 ノバホール 

８ 一般 DRUM TAO ～ドラムロック 疾風～ ２月 10日 ノバホール 

９ 一般 
社会風刺コント集団 

ザ・ニュースペーパー 
３月 24日 ノバホール 

平均入場率 73％(h28実績 70％) 

【公演内容】 

※入場率＝入場者数／有効座席数(有効座席数は各公演会場設営により変動） 

 

１．音楽のおくりもの 

6月 25日（日）ノバホール 

東京芸大の卒業生を中心に結成された「アンサンブル・ディヴ

ェルターズ」による，ファミリーコンサート。乳幼児向けの「わ

いわいコンサート」と，小学生以上対象の「アフタヌーンコンサ
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ート」の２部構成での上演。クラシック音楽だけでなく，ジブリ音楽など子供たちに親

しまれる曲も演奏し，年齢層に応じて，親子で楽しめる内容となった（関連企画あり）。 

わいわいコンサート     入場者（593 人） 入場率（60％） 

アフタヌーンコンサート 入場者（227 人） 入場率（23％） 

 

 

２．子供のためのシェイクスピアカンパニー「リア王」 

7 月 23日（日）つくばカピオホール 

シェイクスピアの悲喜劇等の作品を，子供が観ても楽しめる構

成で上演，多くのファンを持つ「子供のためのシェイクスピアカ

ンパニー」。つくばでも公演を重ね，14回目の公演となり，今回

も遊び心満載の演出で，この悲劇を楽しく分かりやすく演じ，親

子で魅了された。 

入場者（294 人） 入場率（80％） 

 

 

 

３．キエフ・クラシック・バレエ  

～チャイコフスキー 夢の 3大バレエ～ 

7月 26日（水）ノバホール 

ウクライナの首都キエフの市立アカデミー・オペラ・バレエ青

少年劇場バレエ団の日本公演。チャイコフスキー・３大バレエ『白

鳥の湖』『眠れる森の美女』『くるみ割り人形』のハイライト・シ

ーンを選りすぐって紹介。夏休みバレエ入門企画として実施。 

共催：民間事業者 

13：30 公演 入場者（921 人） 入場率（94％） 

16：00 公演 入場者（864 人） 入場率（88％） 

 

 

４．はじめての音楽会～オーケストラでつくる“ものがたり”

～ 

8月 10日（木）ノバホール 

筑波大学管弦楽団により，絵本を原作に『こわれた 1000 のが

っき』（伊藤康英作曲）を演奏。オーケストラとストーリーを融

合させた音楽物語で，会場の子供たちは，物語と同時に，楽器や

音楽にも興味を持って聴き入る光景が見られた（関連企画あり）。 

共催：筑波大学管弦楽団 

 入場者（660人） 入場率（69％） 
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５．人形劇団むすび座 

「じんたろうと眠り竜の巻 地獄八景亡者戯Ⅱ」 

9 月 3日（日）つくばカピオホール 

東海地方を中心に活躍する人形劇専門劇団の「むすび座」。ス

トーリーの終盤に，竜が登場し，客席を動き回る演出があり，子

供たちは驚きとともに，心から楽しんでいた。 

共催：つくば子ども劇場 

入場者（258 人） 入場率（70％） 

 

 

６．科学と音楽の響宴 2017 

11月 19日（日）ノバホール 

科学をテーマとした講演とクラシック・コンサートを組み合わ

せた無料公演。総合研究大学院大学の学長の長谷川眞理子氏の講

演，山岸ルツ子さんのピアノ演奏会を開催した。 

共催：高エネルギー加速器研究機構 

 入場者（744人） 入場率（79％） 

 

 

 

７．立川志らく 独演会 

1月 26日（金）ノバホール 

立川一門，志らく師匠がつくばに初登場。 

時事ネタ，ゴシップネタ満載のまくらから大爆笑。今回

はお馴染み古典落語の『親子酒』,『紺屋高尾』の２席

を熱演。 

入場者（535 人） 入場率（79％） 

 

 

８．ＤＲＵＭ ＴＡＯ ～ドラムロック 疾風～ 

2月 10日（土）ノバホール 

平成 27 年度に実施し，大好評だった「ＤＲＵＭ ＴＡＯ」が，

新作を披露。海外でも大人気の和太鼓を使った圧巻のエンターテ

イメントは，スピード感溢れる殺陣などを取り入れ，視覚的にも

十分楽しめる公演となった。 

入場者（780 人） 入場率（85％） 
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９．社会風刺コント集団 ザ・ニュースペーパー 

3 月 24日（土）ノバホール 

社会風刺ネタで人気のコント集団。政治ネタ，時事ネタに鋭く

切り込み，その本質を笑いに変えるパフォーマンスで，客席は爆

笑の連続だった。 

共催：民間事業者 

入場者（546 人） 入場率（72％） 

 

 

 

 

 

 

ハ つくば市芸術文化事業（市民参加・体験型） 

  講座形式のコンサートや市民合唱団によるオーケストラとのステージ共演をはじ

め，鑑賞型事業と組み合わせた各種アウトリーチなど，市民の参加・体験型の事業を

実施し，地域住民の自発的な文化芸術活動の促進に努めた。昨年度と同じ 7事業を実

施。 

 

つくば市芸術文化事業（市民参加・体験型） 

№ 対象 事業名 日程 会場 

１ 一般 神津善行のつくば音楽講座（全 4回） 
５月 11日 

～３月８日 
ノバホール 

２ 一般 小倉良の All that music！（全 6回） 
５月 25日 

～３月 22日 
つくばカピオホール 

３ 子供 音楽のおくりものアウトリーチ ６月９日 二の宮小 

４ 子供 
はじめての音楽会 

楽器体験 
８月 10日 ノバホール 

５ 子供 NHK交響楽団 アウトリーチ 10月３日 東小，九重小 

６ 一般 第 12 回つくばで第九 
練習 7～12月

本番 12月 29日 
ノバホール 

７ 
子供 

一般 

公共ホール音楽活性化支援事業（助成金

受給） 

高見信行＆中川賢一 トランペット・ピア

ノ  アウトリーチ＆デュオコンサート 

２月 14日 

 

３月 17日 

二の宮小 

 

つくばカピオホール 
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【事業内容】 

１．平成 29年度神津善行のつくば音楽講座 アンコール編 

ノバホール 全 4回 

講師に作曲家の神津善行を迎え，多彩なジャンルの音楽をテー

マとする講座を実施した。前半は講師による解説，後半はゲスト

によるミニコンサートの 2部構成で，16 回目の開催となった本

年度は，同講座最後のアンコール編（全 4回）として実施した。

第 4回では，高橋薫子（ソプラノ），鈴木直樹（クラリネット）

など多彩なゲストによる最終回に相応しいコンサートとなり，講

師，ゲストへの暖かい拍手が続いた。 

受講者（565 人） 

 

講 座 内 容 

第１回 ５月 11 日（木） 「音楽物語」 中村メイコ 神津カンナ 神津はづき 

第２回 ９月７日（木） 「面白いジャズ・コンサート」山下洋輔 ほか 

第３回 12月 14 日（木） 「菅原洋一を招いて」菅原洋一 ほか 

第４回 H30/３月８日（木） 「神津善行コンサート」高橋薫子 鈴木直樹 ほか 

 

《第 3回の講座風景》 

 神津氏とゲストの菅原洋一氏。二人は音大

の同級生であり，菅原氏は，「知りたくない

の」などのヒット曲を熱唱した。 

 

 

 

 

 

２．小倉良の All that Music！ 

つくばカピオホール 全 6回 

つくば市出身の作曲家・ギタリストの小倉良氏の構成・ナビゲ

ートのもと、各回，様々なジャンルのミュージシャンをゲストに

迎え，トーク＆ライブを開催した。歌手，編曲家，演奏家など，

各分野のスペシャリストが語るエピソードとミニ・ライブに，受

講者は興味津々と聴（聞）き入っていた。 

延べ入場者（1，058 人） 
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 内 容 

第１回 ５月 25 日（木） 

「映像と音楽の深～いカンケイ」 

大谷幸（作曲家/アレンジャー）、時任三郎（俳優/シン

ガー） 

第２回 ７月 13 日（木） 

「インストゥルメンタル・ミュージックの魅力」 

鳥山雄司（ギタリスト/プロデューサー）、本田雅人（サ

ックスプレイヤー） 

第３回 ９月 21 日（木） 
「ストリングスの世界」 

室屋光一郎（バイオリニスト）、向井航（チェリスト） 

第４回 11月 22 日（水） 
「編曲家というオシゴト」 

宮野幸子（オーケストレーター/アレンジャー） 

第５回 H30/１月 18日（木） 
「日本の歌のヒミツ」 

Sinon（シンガー） 

第６回 ３月 22 日（木） 
「WHAT́s JAZZ!?」 

渡辺裕之（俳優/JAZZドラマー） 

 

《第 1回の講座風景》 

小倉氏とゲストの時任三郎氏。一般には俳優

として知られる時任氏の意外？な一面，シン

ガーとしてのステージ披露。 

 

 

 

 

３．音楽のおくりもの/関連企画  

アウトリーチ（出前コンサート） 

6月 9日（金）二の宮小学校  

アンサンブル・ディヴェルターズによるアウトリーチ（学校訪

問コンサート）を実施した。演奏家との距離感を重視したプログ

ラムで，プロの演奏の迫力を直に感じ，子供たちも音楽や楽器に

興味ひかれる内容であった。 

アウトリーチ参加者 二の宮小 5年生 110名（4回に分けて実施） 

 

《アウトリーチの様子》 

           間近での演奏に興味深く聴 

き入る子供たち。 
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４．はじめての音楽会 オーケストラといっしょ/関連企画 

   楽器体験 

8月 10日（木）ノバホール 

筑波大管弦楽団との共催公演「はじめての音楽会」の関連企画。

演奏を聴くだけではなく，学生の指導の下，楽器体験コーナーや

展示コーナーをホワイエ，小ホールで実施した。    

 

参加者数（45人） 

 

 

          《楽器体験の様子》 

はじめて触れる楽器を手に，子供たちが 

積極的に音出しする光景が見られた。 

 

 

 

 

 

 

 

５．ＮＨＫ交響楽団/関連企画 

   アウトリーチ（出前コンサート） 

10月 3日（火）東小学校，九重小学校 

Ｎ響の弦楽アンサンブル（ヴァイオリン×1、ヴィオラ、チ

ェロ）による出前コンサートを，両校体育館において実施した。

九重小では飛び入りで教頭先生のギターとのセッションがあ

るなど，それぞれの学校に応じた特色をいかしながら，本物の

音楽に間近で触れる，子供たちにとって絶好の機会となった。 

東小全校児童 487 人，九重小全校児童 235 人 

 

 

 

≪九重小での様子≫ 

   熱心に聴き入る子供たち。ホールで聴く

のとはまた違った印象を受けたのでは… 
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６．第 12回つくばで第九 

12月 29日（金）ノバホール 

ベートーヴェンの交響曲第 9 番『合唱』の演奏にあたり，市

民合唱団「つくばで第九合唱団」を組織し，プロの指揮者・ソリ

スト・オーケストラとともに年末の公演会に臨んだ。 

市民公募により合唱参加者を募り，約半年間の練習を経て本番

のステージに立つが，初心者については，独自の練習プログラム

を設けるなど，誰でも気軽に参加できる「第九」演奏会を目指し

て行った。 

入場者（855 人） 入場率（88％） 

 

 

《つくばで第九合唱団》 

合唱団 123 名(女性 86 名，男性 37 名)は 7

月から交流センター等で練習を始め，全 20

回以上の練習を経て本番ステージに臨む。 

 

 

 

７．高見信行＆中川賢一 トランペット・ピアノデュオ 

  コンサート＆アウトリーチ 

2月 14日（水）二の宮小ワークショップ 

3月 17日（土）コンサート つくばカピオホール 

（一財）地域創造の助成プログラム公共ホール音楽活性化支

援事業として実施。プロの演奏家によるワークショップを学校

で行い，後日，同じ演奏家によるコンサートをカピオで開催。

子供たちに音楽への関心とともに，日常的に公演に親しむ習慣

を促す教育普及事業として行った。       

    

ワークショップ参加者 二の宮小 3年生 117人（4 回に分けて実施） 

コンサート入場者（321人）入場率（87％） 

 

 

《二の宮小ワークショップの様子》 

     ピアノの弦にピンポン球を入れ

て，鍵盤をたたくと･･･？ 
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２） 美術事業 

 美術事業については，「1）公演事業」同様，美術作品の鑑賞と体験ワークショップを 

通して，美術分野において市民が作品に親しむとともに，創作を行うきっかづくりとし 

て事業を行ってきた。 

具体的には，市民の鑑賞機会の提供を目的とした企画展覧会 1事業と，夏休みの期間， 

子供たちを対象に絵画制作等を行う 1事業，計 2事業を開催。実施あたっては，筑波大 

学や市内文化活動団体との連携のもと，茨城県つくば美術館の協力を得て行った。 

美術事業 

美 

術 

展 

１ 一般 アートセッションつくば 2017 
10月 1日～11月 12日 

平沢官衙，神郡・臼井地区 

来場者数約 5,000人(2,561人) 

*前年は,つくば美術展 

絵
画
制
作
表
彰 

２ 
子供 

一般 

夏休みアート・デイキャンプ＆アートた

んけん隊 

夏休みアート・デイキャンプ 2017展 

7月 22、23日  

筑波大学 

8月 22日～27日 

つくば美術館 

参加者数 365人(404人) 

※( )は前年度実績 

 

 

 

【事業内容】 

１．アートセッションつくば 2017 

10月１日（日）～11月 12 日（日）平沢，神郡・臼井地区ほか 

平沢官衙遺跡歴史ひろば，臼井・神郡地区を会場に，国内外

で活動する造形作家 16名が出展。 

筑波山麓の自然豊かな田園風景と現代アート作品との不思議な

取り合わせ，意外性を発見して楽しんでいた。 

 

 

《レセプション》 

 10月 14日（土）のレセプションでは， 

15名の作家の方々にも出席いただいた。 
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２．夏休みアート・デイキャンプ＆アートたんけん隊 2017 

7月 22日（土）～7 月 23日（日） 筑波大学構内 

筑波大学との共催事業として今年で 10回目を迎えた。大学生

のアドバイスを受けながら絵画を制作，後日，審査選考により

優秀作品を表彰し，あわせてつくば美術館において成果展示を

行った。また，当日，絵画制作後，学生の案内で芸術系棟の施

設を見学する「アートたんけん隊」を実施。子供たちにとって，

普段目にする機会のない専門施設を見学し，貴重な経験となっ

た。 

 

参加者（延 365人） 作品数（332 点） アートたんけん隊参加者（39人） 

 

最優秀賞 5点（小学校低・中・高学年各 1，中学生 1，高校生 1） 

つくば市長賞 1点（小学生 1点） 

筑波大学長賞 1点（小学生 1点） 

優秀賞 5点（小学校低・中・高学年各 1，中学生 1，高校生 1） 

佳作 38点（小学生 31点，中学生 5点，高校生 2点） 

特別賞 14点（未就学児 7点，保護者 7点） 

入賞合計 64点 

 

 

 

《絵画制作》大石膏室での写生 

 

 

 

 

 

 

 

《表彰式》 

 審査委員長の筑波大学名誉教授山本文彦先生を

はじめ五十嵐市長が出席する中での表彰式。 
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３）文化芸術活動支援事業 

  つくば市において，文化芸術団体の自主的かつ地域貢献的な活動に対し，財政的，

人的援助を行い，広く文化芸術の振興に資することにより，市民生活に活気と潤いを与

えることを目的に実施する。 

本年度においては，8 団体 8 事業（音楽 5 事業，美術･映像 2 事業，その他 1 事業）

への支援を行った。 

なお，財政的支援の原資には，一般財団法人つくば都市交通センター様，株式会社筑

波銀行様をはじめとする皆様からの特定寄付金を充てて実施した。 

 

文化芸術活動支援事業 

 

 

 

 

 

 

№ 支援団体 内 容 日 程 会 場 

１ 
研究学園グリーンネッ

クレス アートの会 

トワイライト音楽祭2017 よろずの

灯り 
７月 29日 

研究学園駅前

公園 

２ ☆一番星 ☆一番星オペラ Vol.8「カルメン」 
７月 29日 

７月 30日 
つくばカピオ 

３ 
音の宝箱・つくば企画

運営会議 
音の宝箱・つくば 2017 10 月７日 つくばカピオ 

４ つくばアートセンター 
第 5 回つくばアーティストインレジ

デンス「GRAND MOTHER MOON」展 

10月25日～ 

11月 26日 

筑波ふれあい

の里 

５ 
筑波ジュニアオーケス

トラ運営委員会 

筑波ジュニアオーケストラ第一回定

期演奏会 
10月 29日 ノバホール 

６ 

全国・市民トロンボー

ンアンサンブル・フォ

ーラム実行委員会 

第 5 回全国・市民トロンボーンアン

サンブル・フォーラム 

12 月９日 

12月 10日 
つくばカピオ 

７ 
つくばセンター地区活

性化協議会 
ランタンアート 2017 

12月 16日 

12月 17日 

センター広場，

クレオ前広，つ

くば駅周辺の

遊歩道 

８ 

つくばショートムービ

ーコンペティション実

行委員会 

第 5 回つくばショートムービーコン

ペティション 
２月 24日 筑波学院大学 
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【事業内容】 

１．トワイライト音楽祭 2017 よろずの灯り 

 7月 29日（土） 研究学園駅前公園 

TX 研究学園駅を中心に地区の人々が，ジ

ャズやゴスペル，民族音楽などのライブ演奏

を楽しみながら，住民間の交流を深めること

を目的に毎年夏に開催，本年度で 4年目とな

る。約 900 名の来場者がある。 

 

 

２．☆一番星オペラ Vol.8「カルメン」 

7月 29 日（土）・30日（日） つくばカピオホール 

「☆一番星」の主催によるオペラ『カルメン』の上演会。オペラをもっと身近に感じ

て欲しいとの主催者の思いからスタートし，今回で 8回目の公演となる。市民合唱団と

プロのソリストとのコラボレーションにより，質の高い充実した舞台を観客に届けた。

2 回公演で延べ 630 名の入場。 

 

３．音の宝箱・つくば 2017 

10月 7 日（土）つくばカピオアリーナ 

市民有志が中心となる音の宝箱・つくば企画運営会議により，毎年秋につくばセンタ

ー地区周辺で開催する。今回はつくばカピオ･アリーナを会場として行い，県立大洗高

校マーチングバンド部ブルーホークスを招いての演奏会では，一糸乱れのない統制のと

れたマーチングで観客を魅了した。観客数は 800名を超える。 

 

４．第 5回つくばアーティストインレジデンス「GRAND MOTHER MOON」展 

10月 25日（水）～11月 26日（日）筑波ふれあいの里 

若手を中心に，国内外の美術作家 17 名を招へいしてのレジデンスを実施。市内に滞

在する中，筑波ふれあいの里を会場に，地域住民や自然とふれ合うことでアイデアや素

材を得，作品を制作･展示する。関連イベントとして，ワークショップ，アーティスト・

ツアーやパフォーマンスをあわせて実施。 

 

５．筑波ジュニアオーケストラ第一回定期演奏会 

10月 29日（日）ノバホール 

県南地域の音楽界をリードする若手人材を育てようと，平成 28 年に「筑波ジュニア

オーケストラ」を設立。このオーケストラによる第一回定期演奏会（入場無料）をノバ

ホールにおいて実施した。84 名の子供たちは 4 月から練習を開始し，本番では管弦楽

『アルルの女』ほかを披露する。入場者 1,000名。 
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６．第 5回全国・市民トロンボーンアンサンブル・フォーラム 

12月 9 日（土）・10日（日）つくばカピオホール 

全国から市民トロンボーンアンサンブルが集まり，2日間に渡って演奏による交流や

アンサンブル運営に関する情報交換を行った。また，一般公開の演奏会（入場無料）を

通してつくば及び近隣の市民へトロンボーンアンサンブルの魅力を紹介した。参加者数

は 126名。 

 

７．ランタンアート 2017 

12月 16日（土）・17日（日）センター広場，クレオ前広場，つくば駅周辺の遊歩道 

つくばセンター地区活性化協議会の主催事業として，市内の小中学生や大学生，ワー

クショップ参加者などが制作した手作りランタン約 7,000 個を 4 つの会場に展示した。

寒中の両日，約 2万人の来場者がランタンの温かい灯りを楽しんだ。 

 

８．第 5回つくばショートムービーコンペティション 

2月 24 日（土）筑波学院大学 

10 分以内のオリジナル映画作品を広く公募し，最終的に市民による公開審査や専門

審査を経て，優秀作品を選考･表彰するもので，特別審査委員長はつくば市出身の映画

監督，中村義洋氏。つくばからの文化発信と次世代の才能の発掘を目指し，本年度 5回

目の開催となる。今回は全国から 122 作品の応募があり，最終ノミネート 11 作品の無

料上映会を 2月 24日に開催，150 名の来場者を得る。 

 

授賞作品 

授賞部門 作品名 制作者 

グランプリ つれない男 小川 貴之 

つくば市長賞 恋の詩 恋の詩プロジェクト 

筑波学院大学長賞 オクバにさよなら 橋爪 信弥 

市民審査員賞 たべごろかな 廣田 百合子 

ワコムスチューデント賞 action!! 玉川学園高等部映像表現研究 

観客賞 シュウカツセイ 渡辺 夢 

佳作賞 おるすばんの味。 武石 昂大 

いきうつし 田中 晴菜 

トイレ検定 スタジオネック(studionek) 

見えない、光 高橋 良多 

GOOD MORNING TSUKUBA 池谷 常平 
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４）後援 

 当財団が開催の趣旨に賛同する事業について後援を行い，チラシ広報等で協力をした。 

 

後援事業一覧 

№ 後援団体 内容 日程 場所 

１ 
NPO 法人劇団ク

リエ 
オリジナルミュージカル「フクロウの棲む街」 ５月４日 

つくばカピオ

ホール 

２ 
つくばフェスティ

バル実行委員会 
つくばフェスティバル 2017 

５月 13日 

・14日 

つくばセンタ

ー広場他 

３ 
日中韓芸術展実行

委員会 
日中韓芸術展 

５月 16日 

～21日 

茨城県つくば

美術館 

４ 株式会社茨城放送 第 5回 輝け音彦音女たち！吹奏楽コンサート ６月４日 ノバホール 

５ つくば市 2017つくば産業フェア＆つくば農業フェア 
10月 21日 

・22日 

つくばカピオ 

大清水公園 

６ 
NHK 水戸児童合唱

団 

第 4回 NHK水戸児童合唱団ニューイヤーチャリ

ティファミリーコンサート in つくば・賛助出

演：藝大ユニット MF 

１月 21日 
筑波銀行 

大会議室 

７ 
ぴあのであそぼコ

ンサート事務局 

ピアノで名曲大解剖！～ピアノ博士になろう

～ 
２月 25日 

ノバホール 

小ホール 

８ 

つくばジョイン

ト・コンサート実

行委員会 

響け！つくばの調べ―合唱と管弦楽のための

ジョイント・コンサート 
３月 16日 ノバホール 

 

 

 

５）つくば市民ギャラリーの施設貸出事業 【収益事業】 

  公益目的外の収益事業として，中央公園内レストハウス内に併設されたつくば市民

ギャラリーを管理運営し，市民の美術作

品等の展示発表の場として貸し出しを

行った。      

◇ 貸出件数  35件 (35件) 

◇ 貸出日数 156日 (159件) 

◇ 稼働率   51％  (52％) 

        （ ）は前年度実績 
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６）広報活動 

 

イ 広報活動 

各事業について，広く情報を周知し，参加者の増加やチケット販売の促進を図るため，

次のとおり実施した。 

 

種別 内  容 実施状況 

チラシ・ポスター 

ノバホール・つくばカピオ，市内小・中校，地

域交流センターほか公共施設，県内主要ホー

ル，筑研協会員，企業など 

174ヵ所/回 

ﾀﾞｲﾚｸﾄﾒｰﾙ等 
「友の会」（下記ロ 参照）会員向けの DM 

〃      電子メール 

約 1,750通×6回 

約 650通×6回 

広報紙 区会配布，ポスティング，市内公共施設など 年 2回 約 50,000部 

ホームページ 公演情報，貸館情報，施設予約状況など 
常時 

アクセス数 107,895件 

広告等 
市広報誌，各新聞，つくば駅通路掲示板，ACCS，

常陽リビング，フリーペーパーなど 

チケット販売状況に

応じ適宜掲載等 

その他 
子ども劇場等協力団体・個人を通じてのチラシ

配布や，まつりつくば会場での公演ＰＲなど 

チケット販売状況に

応じ適宜実施 

 

ロ 友の会 

公演チケットの販売促進を図るため，友の会制度を広く周知し，公演会場やチラシ等

で会員募集を積極的に行い，新規入会者の勧誘に努めた。 

また，あわせてサポーター会員も募集し，チケット購入のみならず，財団主催公演時

等でのボランティアとしてお手伝いいただいた。 

会員登録者数 2,421 名（内サポーター会員 145名）H30年 3月末現在 

（前年同時期は 2,042名・内サポーター124 名） 
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（２）指定管理事業 

 

１）指定管理の受託 

文化・スポーツ施設の管理運営については，つくば市からの指定管理事業としてノ

バホール，つくばカピオの 2施設を非公募により受託するなかで，当財団の公益性と

いう性格から，低廉で公平な貸し出しをはじめ，利用者へのサービスの徹底を図ると

ともに，安全安心を優先した維持管理に努めている。 

また，先の「（１）芸術文化振興事業」を実施する際の会場としても活用

され，両事業間で緊密に連携することで，施設の特性を最大限にいかした公

演等が，効果的に開催されてきた。 

平成 29 年度は，両施設とも指定管理を受託してから 4 期目の最終年度と

なり，これまでの指定管理の推移を以下の通り示す。 

なお，平成 30 年度から 5 期目を迎えるが，これまで 1 期 3 年間の受託を，

当期から平成 34 年度までの 5 年間に延長された。 

 

 

【指定管理料等の推移】 

 ノバホール つくばカピオ 

第 1回 期間 平成 18年度～平成 20年度 平成 18 年度～平成 20年度 

指定管理料 41,007,000 円／年 119,607,000 円／年 

第 2回 期間 平成 21年度～平成 23年度 平成 21 年度～平成 23年度 

指定管理料 38,957,000 円／年 113,627,000 円／年 

第 3回 期間 平成 24年度～平成 26年度 平成 24 年度～平成 26年度 

指定管理料 49,060,000 円／年 （注 1） 108,620,000 円／年 

第 4回 期間 平成 27年度～平成 29年度 平成 27 年度～平成 29年度 

指定管理料 51,218,000 円／年 （注 2） 107,300,000 円／H27  

114,425,000 円／H28,29(注

3) 

第 5回 期間 平成 30年度～平成 34年度 平成 30 年度～平成 34年度 

指定管理料 50,300,000 円／H30 

50,900,000 円／H31(注 4) 

51,400,000 円／H32,H33,H34 

114,450,000 円／H30 

115,600,000 円／H31(注 4) 

116,700,000 円／H32,33,34 

（注 1）小ホールの管理開始，（注 2）減免制度に対する措置 

(注 3)平成 28年度よりつくばカピオ月曜休館日開館実施 

(注 4)平成 31年 10 月予定されている消費税変更に伴う 
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２）ノバホールの指定管理 

  当館の指定管理者として，利用者への安全・安心な施設利用を図るため，日常及び

定期的な施設点検を行い，必要に応じて迅速な修繕を実施するとともに，利用者アン

ケートを行なって管理運営面に反映させるなど，より一層のサービス向上に努めてき

た。あわせて季節に応じた植栽を，ホールホワイエを中心に配置して，施設環境の向

上にも努め，地域住民の文化芸術活動のための利用促進を図った。 

  また，当財団の文化芸術振興事業である「つくば国際音楽祭」や「つくば市芸術文

化公演」の実施にあたっては，円滑な運営を部門間連携して行い，ホールの魅力をい

かした様々な公演等を開催した。 

さらにはノバホール独自の自主事業を実施し，ホール舞台裏の機能や設備を紹介す

る「ノバホール探検隊～ノバホール・バックステージ・ツアー～」や，ホワイエや小

ホールにおいて「ホワイエ用電子ピアノ無料試弾会」「小ホールピアノ無料試弾会」

を行い，より身近に感じられる親しみある文化施設を目指して指定管理事業運営を行

った。 

 

イ 管理業務の実施状況 

・開館日数 

①通常開館・・・ 308日 

②臨時開館・・・   1日（「第 12回つくばで第九」公演） 

・職員の配置 

①事務管理職員・・・午前 8時 30分から午後 10時まで 2交代勤務で 5名を配置した。 

②舞台管理職員・・・午前 8時 30分から催事終了まで 2名を配置した。 

③清掃職員・・・午前 7時 30分から午後 4時 30分まで 1名を配置した。 

・予約申請の受付業務 

①受付時間・・・午前 9時から午後 8時まで受付業務を実施した。 

②受付件数・・・新規申請 461件  変更申請 12 件   

附属申請 478件  中止申請 15件 

・施設の安全衛生管理. 

①巡視点検・・・事務職員により 1 日 4 回実施し，火気，不審者，不審物の早期発見に

努めた。夜間においては，警備業務を委託し 1日 1回実施した。 

②防火管理・・・消防計画を作成し，自衛消防隊を組織しました。消防計画に基づき消

防訓練，防災訓練を実施した。（6月，11月) 

③緊急連絡網・ ・ ・職員連絡網を作成し，緊急時に対応した。 

④事前打合せ・ ・ ・利用者との事前打合せを実施して，非常時の避難経路の確認，役割分

担や運営方法について協議することにより，安全面の確保に努めた。 

⑤日常清掃・・・休館日を除き毎日実施した。 

⑥定期清掃・・・カーペット清掃（9月，10月），床ワックス（3 月）を実施した。 
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⑦空気環境測定･・･6回実施した。（2カ月に 1回） 

⑧害虫駆除・・・4回実施した。（3カ月に 1回） 

⑨インフルエンザ対策・・・入館時の消毒を推奨した。 

・情報の発信 

①ホームページ・・・財団ホームページで施設概要，利用規約，利用料金，施設の

予約状況，催物案内（月間予定），催し物チラシ，図面のダウ

ンロード，アクセスに関する情報を発信した。 

②催事案内・・・ノバホール，つくばカピオ，市内の各市民交流センターで配布した。 

③ポスター・チラシ・・・文化芸術，市内研究施設の催し物，スポーツ等の催事を

掲示板に掲示し，紹介した。 

・備品の維持管理 

①日常確認・・・建物及び備品の現状確認を巡視点検の際に実施した。 

②定期確認・・・建物備品，貸出備品の数量確認とメンテナンスを実施した。 

③修繕・・・建物，設備の修繕を実施した。 

・定期保守点検 

①設備定期点検整備・・・機械設備，受変電設備，分電盤点検を 12回実施した。 

②電気工作物点検・・・関東電気保安協会による点検を 12回実施した。 

③汚水管清掃・・・1回実施した。（12月） 

④舞台装置保守点検・・・4回実施した。（6月，9月，12月，2月） 

⑤音響装置保守点検・・・2回実施した。（9月，2月） 

⑥照明機器保守点検・・・2回実施した。（7月，1月） 

⑦消防設備点検・・・総合点検 1回（8月），外観機能点検 1 回（2 月）実施した。 

⑧ピアノ点検・・・スタインウェイ 1回（2月），ベーゼンドルファー1回（3月），

ヤマハ 1回（1月），ベヒシュタイン 1回（1月）実施した。 

・その他 

①設備保守運転業務・・・設備機器，電気工作物巡視点検を毎日実施した。 

②舞台操作業務・・・毎日実施した。 

③保安警備業務・・・毎日実施した。 

④植栽管理業務・・・適宜実施した。 
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ロ 利用状況 

 利用日数 利用可能日数 入場者数 稼働率 

ホ ー ル 
231日 

(229) 

286 日 

(291) 

90,628 人 

(90,464) 

81% 

(79) 

小 ホ ー ル 
178日 

(176) 

298 日 

(302) 

11,817 人 

(12,614) 

60% 

(58) 

合 計 
  102,445人 

(103,078) 

 

※( )は前年度実績 

ハ 公益目的・外利用状況 

  利用件数 入場者数 

ホ ー ル 
公益目的事業 184 件(172) 64,369 人(63,388) 

公益目的外事業 97件 (93) 26,259 人(27,076) 

小 ホ ー ル 
公益目的事業 111 件(114) 5,186 人（6,947) 

公益目的外事業 90件 (88) 6,631 人 (5,667) 

合 計 
公益目的事業 295 件(286) 69,555 人(70,335) 

公益目的外事業 187 件(181) 32,890 人(32,743) 

※( )は前年度実績 

 

ニ アンケート調査結果 

 満足 普通 不満 無回答 

管 理 状 況 94%(93) 5%(7) 0%(0) 1%(0) 

利 用 し や す さ 90%(97) 8%(2) 2%(1) 0%(0) 

職 員 の 対 応 95%(95)   4%(2) 1%(1) 0%(2) 

※( )は前年度実績，サンプル数：171件 

   ※詳細は別紙 1「ノバホール アンケート調査結果」参照 

 

ホ 公益目的利用の状況 

 利用件数 入場者数 金額 

ホ ー ル 
184件 

(172) 

64,369 人 

(63,388) 

 

小 ホ ー ル 
111件 

(114) 

5,186 人 

(6,947) 

合 計 
295件 

(286) 

69,555 人 

(70,355) 

21,801,562 円 

(21,456,370) 

  ※( )は前年度実績 
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ヘ 公益目的利用のうち減免利用の状況 

 利用件数 入場者数 減免額 

ホ ー ル 
28件 

 (17) 

14,205 人 

(10,500) 

 

 

小 ホ ー ル 
20件 

(11) 

609 人 

(576) 

合 計 
48件 

(28) 

14,814 人 

(11,076) 

3,506,500 円 

(2,361,630) 

※( )は前年度実績 

主な利用内容 

  ・つくば市小中学校合唱フォーラム 

・つくば市民文化祭 2017 

  ・つくば安全安心まちづくりコンサート 

  ・つくば市教職員研修会，講演会 

  ・つくば市制施行 30 周年記念式典  など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト 公益目的外利用の状況 

 利用件数 入場者数 金額 

ホ ー ル 
97件 

(93) 

26,259 人 

(27,076) 

 

小 ホ ー ル 
90件 

(88) 

6,631 人 

(5,667) 

合 計 
187件 

(181) 

32,890 人 

(32,743) 

13,665,796 円 

(13,920,550) 

   ※( )は前年度実績 

 

主な利用内容 

・民間企業経営状況報告会 

  ・民間企業株主総会 

12月 29日(金) 15:00開演 

「第 12回 つくばで第九」 
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  ・民間企業「よしもとお笑いライブ」など 

チ 自主事業 

①事 業 名：「ノバホールたんけん隊」 

日 時：平成 30年 3月 28日(水) 10:00～ 

対 象 者：6 歳以上 

入 場 料：無料 

参加人数：6 名 

概 要：ノバホールの舞台裏の面白さを参加者に知ってもらう事によって，

聴衆としてまたは利用者としてノバホールへの理解を深めてもらい

たいと実施。ノバホールの職員が隊長として案内・レクチャーを担

当し，音響・照明装置を見学したり，4階のシーリングライトルーム

に上がる階段やキャットウォークなどノバホールの裏側を探検した。 

※別紙 2「ノバホールたんけん隊 チラシ」参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 階シーリングを探検する参加者     サスペンションライトを間近で見学 

 

 

② 事 業 名：小ホールピアノおためし会  

日 時：平成 30年 3月 15日(木)，23日(金) 各日 9：00～19：15 

1 日当たり 7コマ（1コマ 75分）を 2日間で実施 

対 象 者：小学生以上 

入 場 料：無料 

参加人数：13 組 29名 

概 要：小ホールのベヒシュタイン製（ドイツ）のピアノを無料で試弾し，

知名度の向上と小ホール利用を促す目的として実施。市内外を問わず

参加できる。小ホール開館当初から行っており，定員数を上回る申し

込みがあった。 

※別紙 3「ノバホール ピアノおためし会 チラシ」参照 
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③ 事 業 名：ホワイエ電子ピアノおためし会 

日 時：平成 30年 3月 27日(火) 9：00～19：15 

対 象 者：小学生以上 

入 場 料：無料 

参加人数：3 組 3名 

概 要：当財団の備品として，昨年度導入されたホワイエ専用の電子ピアノ

の認知度アップのため実施。 

※別紙 3「ノバホール ピアノおためし会 チラシ」参照 

 

 

 

３）つくばカピオの指定管理 

  つくばカピオの指定管理についても，ノバホール同様，利用者への安全・安心な施

設利用を図るため，日常及び定期的な施設点検を行い，必要に応じて迅速な修繕を実

施するとともに，利用者アンケートを行なって管理運営面に反映させるなど，より一

層のサービス向上を図ってきた。あわせて，来場者及び周辺環境へ配慮し，季節ごと

に彩る花植プランターを配置するなど施設環境の向上に努めた。 

なお，平成 28 年度より利用者からの要望に応え，月曜休館日を廃止して市民への

貸出を始めたが，2 年目を迎えた本年度の利用件数をみると，平成 28 年度の 596 件

から平成 29年度は 768件と 172件増加している。 

  また，当施設ホール等の利用促進と文化芸術の振興を図るため，指定管理者による

自主事業として，「ママのためのコンサート inつくばカピオホール」や，来場者や施

設管理者の火災対応訓練も兼ねて「避難訓練コンサート」（入場無料）を開催した。

さらに，当財団の文化芸術振興事業の実施にあたっては，連携して行うことで円滑な

運営を図った。 

 

イ 管理業務の実施状況 

 ・開館日数 

  ①通常開館・・・357 日 

  ②臨時休館・・・  2日（受変電設備保守点検，弱電設備保守点検等） 

 ・職員の配置 

  ①事務管理職員･･･午前 8時 30 分から午後 10 時まで 2 交代勤務で 6 名を配置した。 

  ②舞台管理職員･･･午前 8時 30分から催事終了まで 2名を配置した。 

  ③設備管理職員･･･午前 8時から午後 10 時まで 2 交代勤務で 4 名を配置した。 

  ④清掃職員  ･･･午前 8時から午後 5時まで 2名を配置した。 

 ・予約申請の受付業務  
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  ①受付時間･･･午前 9時から午後 8時まで受付業務を実施した。 

  ②受付件数･･･新規申請  2,391件  変更申請  380件 

         附属申請   964件  中止申請   57件 

 ・施設の安全衛生管理 

  ①巡視点検  ･･･1日に 4回実施し，火気，不審者，不審物の早期発見に努めた。 

  ②防火管理  ･･･自衛消防隊を組織するとともに，消防計画を作成し， 

           消防計画をもとに消防訓練を実施した。（8月，1月，3月） 

   ③緊急連絡網 ･･･職員連絡網とセコム連絡網を作成して，緊急時に対応した 

  ④事前打合せ ･･･利用者との事前打合せを実施して，非常時の避難経路の確認， 

役割分担や運営方法について協議することにより，安全面の 

確保に努めた。 

  ⑤日常清掃･･･毎日実施した。 

  ⑥定期清掃･･･塩ビ系フロア（12 月），フローリング（1 月），カーペット（8 月）， 

         ブラインド（12月）を実施した。 

⑦空気環境測定･･･6回実施した。（2カ月に 1回） 

  ⑧害虫駆除  ･･･6回実施した。（2カ月に 1回） 

  ⑨インフルエンザ対策･･･入館時の消毒を推奨した。 

・情報の発信 

①ホームページ･･･財団ホームページで施設概要，利用規約，利用料金，施設の予 

約状況，催物案内（月間予定），催し物チラシ，図面のダウンロ 

ード，アクセスに関する情報を発信した。 

②催事案内･･･ノバホール，つくばカピオ，市内の各市民交流センターで配布した。 

③ポスター・チラシ･･･文化芸術，市内研究施設の催し物，スポーツ等の催事を掲

示板に掲示し，紹介した。    

・備品の維持管理 

①日常確認･･･建物及び備品の現状確認を巡視点検の際に実施した。 

  ②定期確認･･･建物備品，貸出備品の数量確認とメンテナンスを実施した。 

  ③修繕  ･･･建物，設備の修繕を実施した。 

・定期保守点検 

  ①弱電設備･･･セントラル監視システム，ローカル監視システムを 1回実施した。 

（1月） 

  ②消防設備･･･総合点検 1回（7月），外観点検 1回（1月）実施した。 

  ③空調機器･･･空調機，吸収式冷凍機，冷却塔，ポンプ類，熱源設備を各 1回実施 

した。（4月・7月・10月・12月・3月） 

  ④受変電設備点検･･･6回実施した。(遠隔監視により毎日実施) 

  ⑤受変電設備清掃･･･1回実施した。（6月） 

  ⑥給排水衛生設備･･･飲料水全項目水質分析，簡易水道水質検査を 1回実施（6月），

残留塩素測定を月 1 回実施，受水槽清掃を 1 回（6 月），雑排
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水清掃を 2回（6月・12月）実施した。 

  ⑦自動ドア      ･･･2回実施した。（8月・2月） 

  ⑧可動ステージ  ･･･1回実施した。（10 月） 

  ⑨音響設備点検  ･･･2回実施した。（9月・2月） 

  ⑩照明設備点検  ･･･2回実施した。（6月・1月） 

  ⑪舞台設備点検  ･･･2回実施した。（5月・9月・12月・2月） 

  ⑫ピアノ点検   ･･･2回実施した。（12 月） 

・その他 

①設備保守運転業務 ･･･毎日実施した。 

②舞台操作業務    ･･･毎日実施した。 

③機械警備業務    ･･･毎日実施した。 

④植栽管理業務   ･･･適宜実施した。 

 

ロ 利用状況 

 利用日数 利用可能日数 入場者数 稼働率 

ア リ ー ナ 343日 

(330) 

344 日 

(344) 

109,606人 

(112,353) 

100％ 

(96) 

ホ ー ル 242日 

(225) 

326 日 

(339) 

49,120 人 

(35,465) 

74％ 

(66) 

上記以外９施設

（日数は平均） 

336日 

(330) 

354 日 

(354) 

56,208 人 

(57,190) 

95％ 

(93) 

合 計   214,934人 

(205,008) 

 

※( )は前年度実績 

 

ハ 公益目的・外利用状況 

  利用件数 入場者数  

ア リ ー ナ 
公益目的利用 494 件 (500) 80,066 人 (79,647) 

公益目的外利用 237 件  (232) 29,540 人 (32,706) 

ホ ー ル 
公益目的利用 169件  (150) 31,247 人 (21,611) 

公益目的外利用 101 件 (102) 17,873 人 (13,854) 

上記以外９施設 
公益目的利用 1,785 件(1,899) 22,261 人 (21,020) 

公益目的外利用 3,503 件(3,402) 33,947 人 (36,170) 

合 計 
公益目的利用 2,448 件(2,549) 133,574人(122,278) 

公益目的外利用 3,841 件(3,736) 81,360 人 (82,730) 

※( )は前年度実績 

 



29 

 

 

ニ アンケート調査結果 

 満足 普通 不満 無回答 

管 理 状 況 86％(88) 12％(10) 1％(1) 1％(1) 

利 用 し や す さ 84％(85) 14％(11) 1％(3) 1％(1) 

職 員 の 対 応 85％(87) 14％(11) 0％(1) 1％(1) 

※( )は前年度実績，サンプル数：307件 

※詳細は別紙 4「つくばカピオアンケート調査結果」参照 

 

ホ 公益目的利用の状況 

 利用件数 入場者数 金額 

ア リ ー ナ 494件 

(500) 

80,066 人 

(79,647) 

 

ホ ー ル 169件 

(150) 

31,247 人 

(21,611) 

上記以外９施設 1,785件 

(1,899) 

22,261 人 

(21,020) 

合 計 2,448件 

(2,549) 

133,574人 

(122,278) 

17,090,120 円 

(18,565,940) 

 ※( )は前年度実績 

 

ヘ 公益目的利用のうち減免利用の状況 

 利用件数 入場者数 利用料免除額 

ア リ ー ナ 60件 

(48) 

48,666 人 

(46,621) 

 

ホ ー ル 58件 

(64) 

18,893 人 

(6,914) 

上記以外９施設 375件 

(391) 

10,109 人 

(10,551) 

合 計 493件 

(503) 

77,668 人 

(64,086) 

8,842,946 円 

(8,209,675) 

※( )は前年度実績 

主な利用内容 

  ・つくば市バドミントン市民大会，つくば市バレーボール市民大会 

  ・つくば市敬老福祉大会 

  ・つくば産業フェア 

  ・つくば市民文化祭 

  ・科学フェスティバル 
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  ・科学の甲子園全国大会 

  ・つくば市成人の集い 

  ・チャレンジアートフェスティバル 

 

ト 公益目的外利用の状況 

 利用件数 入場者数 金額 

ア リ ー ナ 237件 

(232) 

29,540 人 

(32,706) 

 

ホ ー ル 101件 

(102) 

17,873 人 

(13,854) 

上記以外９施設 3,503件 

(3,402) 

33,949 人 

(36,170) 

合 計 3,841件 

(3,736) 

81,362 人 

(82,730) 

16,714,340 円 

(18,263,210) 

※( )は前年度実績 

主な利用内容 

  ・J-WAVE イベント 

  ・コットン＆雑貨フェスティバル 

  ・2017 フジコーフェスティバル 

  ・福祉機器展 

  ・プロバスケット 

  ・Birthday/GRAND SOUL 

  ・バレエサマェスティバル 2017 

 

チ 自主事業 

①事 業 名：ママコン inつくばカピオホール 

  日   時：平成 30年 2月 28日（水）11：00～，13：30～      

  対 象 者：一般 

  入 場 料：無料 

  参 加 者：620 名 

概   要：小さいお子様を持つお母さんに音楽やお話しを楽しんでもらう目的とし

て，ピアノ，サックス，パーカッションの演奏と絵本の読み聞かせコンサ

ートを午前と午後の 2回実施した。 

※別紙 5「ママコン inつくばカピオホール」チラシ参照 
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②事 業 名：つくばカピオ避難訓練コンサート 

  日   時：平成 30年 3月 27日（火）13:30～      

  対 象 者：一般 

  入 場 料：無料 

  参 加 者：240 名 

概   要：つくば市消防本部消防音楽隊と協力し実際に避難訓練を行うコンサート

を開催した。また，コンサート終了後，屋外で水消火器を使った消火体験，

煙の体験や防火服着用体験などを実施した。 

※別紙 6「つくばカピオ避難訓練コンサート」チラシ参照 
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（３）地域連携 

 会員及び関係団体等一覧表 

№ 団体名 役職等 

１ つくばセンター地区活性化協議会 会員 

２ ウェルカム フラワー City つくば実行委員会 参加団体 

３ アダプト・ア・パーク（つくば市公園里親制度） 参加団体 

４ 筑波研究学園都市交流協議会 会員 

５ 一社）つくば観光コンベンション協会 会員 

６ つくばフェスティバル実行委員会 委員 

７ ウェルカム フラワー City つくば実行委員会 参加団体 

８ つくば，ホンモノ！夢特区応援隊 登録団体 

９ つくば市商工会 会員 

10 公社）土浦法人会 会員 

 

【活動内容】 

・つくばセンター地区活性化協議会への参加 

① ペデストリアンデッキ清掃参加 

② ランタンアート参加 （12 月） 

③ 防犯パトロールへの参加（毎週水曜日に会員 15社による当番制） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ウェルカム フラワー への参加（6月、11 月） 
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・アダプト・ア・パークへの参加 

毎月，大清水公園の清掃及び遊具点検等（併せてペデストリアンデッキのゴミ拾い）

を実施している。                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


