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はじめに ― 瀬戸の夕陽が蘇る
全国音楽ホールネットワーク協議会副会長　日下部吉彦

　 全国音楽ホールネットワーク協議会は、2013年5月17日、兵庫県三田市、三田市総合文化センター

「郷の音ホール」での第22回総会で、同協議会の解散が決議され、協議会は閉幕した。1989年9月16

日、広島県瀬戸田町のベル・カントホールで、全国各地のホール関係者約230名が参加して結成され

た同協議会は、業界にさまざまな波紋を投げかけ、支援の役割りを果しながらも、“短かった”ともい

える24年間の歴史を閉じたことになる。

　 ネットワーク協議会が結成された当時の日本は、ある意味でブームの時代ともいえ、音楽ホールと

自称するコンサートホールが全国各地に乱立した。JRに乗ってひと駅行くと、次の町にはまた立派な

コンサートホールが建っている。ところがそこでどんな催しをやっているのかというと、のど自慢や

カラオケ大会クラスの催しもの。それが悪いとは決していわないが、それならそれにふさわしい公民

館を建てればいい。それとも、隣りの市と相談して「あなたの町は美術館、ウチは図書館を建てるか

ら」という具合いにはいかないものか。お隣り同士の競争は、同じモノを建てて、客席数で競争など

という意味のない状況になったりする。

　 「ハード優先、ソフトなし」とも言われた。地方の自治体が競って建てたコンサートホールの数は

多いが、そこで行われている企画があまりに貧しいということだ。このような批判に対処するために

ネットワーク協議会が結成された。①企画・プロデュースの専門家を集める　 ②魅力的な企画を共同

で作成し交換する　 ③民間ホールの専門家の力を借りる。公共ホールばかりでなく、先進的な活動を

していたカザルス・ホールなども仲間に加えた。

　 例年の総会では、これらの幅広い仲間たちを加えたメンバーで「音楽ホールのあり方」をテーマに

したシンポジウムを開き、熱心に学習した。また、こうした共同作業の中からスタッフ同志の仲間意

識も生れ、さらには共同制作のコンサート企画も生まれて、ホールを巡回するケースも実現した。

　 一方、複数館の共同企画に対する（財）地域創造の助成金の交付制度も味方して、財政的なメリッ

トもプラスした。
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　このような追い風があって、加盟館はうなぎ昇りに増え、スタート時には15館であったのが、みる

みる全国に広がり、最高時には70館を超えるまでになったが、直近の5年間には急激に減り、遂に10

館ギリギリの数にまで落ち込んだ。

　 その最大の理由は、各自治体の文化ホールに対する予算の削減。同時に、人件費の削減による人員

配置の減少。ホールはデカいカネ食い虫といった存在になった。とてもコンサートどころではないと

いうのが、どこの自治体でも聞かれる声である。

　つい、20年前には開かれた、あの活気のある歌声は一体どこへ行ったのか。開店休業同然の大ホー

ルに、再び賑いは戻ってこないのか。日本の音楽文化のレヴェルの高さを示すともいわれた音楽ホー

ルの存在を、再び世界に示すことはできないのか。

　

　すべてできる！ というのが私の結論である。

　ホールネットワークの仲間との共同作業で、私たちは実に多くのことを経験し、学んだ。

　その最大のものは、日本の聴衆である。

　 いいものを提供すれば、必ず反応してくれる。それが、日本の聴衆だ。首都圏や関西圏ばかりの話

ではない。どこの街にも、熱い聴衆は必ずいる。その人たちに、いかに熱く訴えるかである。

　この22年間、私は協議会の役員として全国を回った。那須高原、高岡、霧島、宝塚、泉佐野、その

他加盟館のある町に一度は訪れているが、どこもすばらしい町だった。それぞれに「おもてなし」の

方法は異なるが心がこもっていた。この心があれば、音楽は必ず聴衆の心に食い込める。その瞬間を

私は何度も見た。

　 全国音楽ホールネットワーク協議会は解散したが、私たちの仕事はまさにこれからである。瀬戸田

町生口島の海岸に全国から集結した230人が集い、真赤な夕陽に向かってネットワーク結成ののろし

を上げた、あの日の光景が今も鮮やかに蘇ってくる。
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1
シンポジウム
地域のための音楽ホールを目指して
― 評価と今後の展開

1991年の発足から22年間にわたって、全国の音楽ホールの活動を繋げ、その活動をさまざ
まなかたちで支援してきた全国音楽ホールネットワーク協議会が解散することとなった。バ
ブル景気とその崩壊、文化ホールの乱立、平成の大合併、グローバル化とグローカル化……

まさに激動の時代の中、協議会は何を生み何を残したのか。協議会に関わりの深い4人のパ
ネラーとともにこれまでのあゆみを振り返りつつ、これからの音楽ホール連帯の可能性をさ
ぐる。

【コーディネーター】
日下部吉彦 音楽評論家、全国音楽ホールネットワーク協議会 副会長

【パネラー】
大塚 卓 全国音楽ホールネットワーク協議会初代事務局長
善積俊夫 （社）日本クラシック音楽事業協会参与

山本広志 （公財）富山県文化振興財団高岡文化ホール館長
大久保充代 （公財）八尾市文化振興事業団八尾プリズムホール館長
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日下部　本日は「全国音楽ネットワーク協議会 最終

章」にご来場いただきありがとうございます。全国音

楽ネットワーク協議会は22年前、まさにこの宝塚ベ

ガ・ホールにて旗揚げをしました。そして今日、最後

の日をこんなふうに多くの方々に見送っていただける

ことを嬉しく思っています。

　 22年間いろんなことがありましたが、振り返って

思い出されるのは旗揚げの前年、広島県ベル・カン

トホールで行われた旗揚げに向けてのシンポジウムで

す。まだ出来たばかりのベル・カントホールに、全国

から音楽ホールやクラシック音楽の関係者、またそ

ういったことに興味のある人たち230人が集まり、非

常に熱のこもった議論が行われました。とりわけ忘

れられないのは、瀬戸内の小島の海岸で行われたレ

セプションパーティーで、美しい夕焼けの中、波の音

を聞きながら、これからの音楽ホールについていろん

なことを話しあいました。

　 そんな熱い思いで始まった協議会の活動を振り返

って、、私は非常に意義深いものだったと感じていま

す。しかしさまざまな状況の変化とともに、その存在

理由がいくぶん失われてしまったというのも事実で

す。今あらためて、これからの音楽ホールの有り様に

ついて議論を交わし、みなさまからもサジェッション

をいただく、そんな場になればと考えています。どう

ぞ、あたたかく受け止めていただければと思います。

　それではお一人ずつ、当時の思い出や、協議会を通

してできたことやできなかったことを語っていただき

たいと思います。最初に初代事務局長の大塚卓さん。

大塚　 はい。まず協議会が立ち上がった当時の状況

について振り返っておくと、例えばこの宝塚べガ・ホ

ールは1980年に開館しました。べガ・ホールは音楽

専用ホールとしては全国的にも草分け的存在で、施設

の稼働率も90%以上を超えていました。この頃は

「行政の文化化」が叫ばれ、さらに町村制100周年も

あったりで、各地で多くの音楽ホールが開館した時

代。私はべガ・ホールの担当でしたが、人気があって

質も高いコンサートをやるにもお金がなくてできな

いといった状況でした。そこで全国のホールが連携

することで質の高い企画ができるんじゃないかと、

協議会の立ち上げに動いたわけです。

　 発足当初は加盟館・団体もたった15でし

たが、2年目には37館、そして年々増えてい

きました。また事業数を少しずつ増やして

いくことで、安くて質のいいコンサートを

提供できるようになっていきました。さい

わい自治省 が「地域のステージづくり事

業」を立ち上げ、3館以上ネットを組むこと

で補助金が出るということになって、協議

会からもお願いにいったりもしましたね。

最初は協議会の事業全て補助金対象になっ

ていましたが、申請も増え、さすがに全部

というわけにはいかなくなりました。ま

た、協議会の大きな特徴として、公立だけ

ではなく民間のホールにも参加してもらって

いたのですが、民間ホールにはメリットが少なかっ

た。こういったことで協議会独自での支援の方策を

考えた、これが95年度。翌96年度には加盟数も61と

なり、まさに「全国」と名乗るにふさわしい協議会

に育っていきました。
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　 その後は、地域創造が同様の事業を展開するよう

になって、逆に地域創造の指定事業に入ってくれとい

うようなこともあり、さらには県など地方でも独自

ネットを組もうという動きなども出てきました。そ

れから地域で文化財団ができはじめたのもこのころ

ですね。芸術監督や専門職のスタッフが配置される

などそれぞれのホールが力をつけていったと、おお

よそこういった流れです。

　 印象に残っている事業は、97年に協議会の独自企

画として招聘した盲目のピアニスト、ルイジ・カルテ

ィアですね。おかげで全国11館、チャリティーも含

め13館をネットワークすることができ、さらに99年

にもう一度来てもらって6公演を行いました。どこに

行っても満席でしたよ。それからベガ・ホールに関し

て言うと、84年より開催している宝塚国際室内合唱

コンクールで、コンクールの後におこなっていた交流

コンサートを全国各地で展開させてもらいました。

日下部　ありがとうございます。次は日本クラシック

音楽事業協会の吉積さん。

善積　どうも、善積です。大塚さんの方からひと通り

流れをお話いただきましたので、私からはもう少し詳

しい状況、とりわけ時代の変化についてお話させて

いただきます。

　 協議会が発足した頃は、とにかく全国でホールが

乱立した時代でした。その数まさに3300、世界でも

稀な状況です。ところが地域はどこも文化政策の方針

などほとんど持っていなかった。今でこそ文化条例を

作る市町村も出てきてはいますが、当時は何をどう

目指せばいいのかも分からなかった。そうなると当

然現場の担当も何をやっていいかわからな

い。アーティストを呼んできてもどう接して

いいのかわからない。楽屋のこととか、空

調のこととか、とにかくノウハウと呼べる

ものが全くない。そんな状況において、音

楽ホールが連携する協議会の意義は非常に

高かったと思います。

　 しかし現在ではいろんな面で状況が大き

く変化しています。公文協、あるいは地域創

造、メセナ協議会、また私たちのクラシッ

ク音楽事業協会などオーケストラ連盟、さ

らにアートマネージメントを教える大学も

40以上。それぞれの分野で専門的な支援や

研究をおこなう機構が整い、ホール運営のノ

ウハウに関しては格段に行き渡ったと思いま

す。資料や情報に関しても、インタ-ネットでの共有

が当たり前に行われていますし、また各機関で様々な

資料も作るようになりました。クラシック音楽事業

協会では現場がコンサート運営の基礎知識といった

マニュアルを作成し、アートマネージメントの大学で

使ってもらっています。人材育成の仕組みもずいぶん

整ったと思います。ただ、コンサートの制作に関して

はまだまだだと思いますが。それから観客の多様化

という点も大きな変化です。かつては評論家の影響で

人が集まったり、テレビで流れたら自動的に人気が

出たりといった具合でしたが、今は耳も肥えて観客

自ら選択をするようになっています。また、ホームシ

アターの普及でコンサート離れが起こったり、アマチ

ュアのレベルが上ってプロとの境界が見えにくくなっ

たり、いろんなことが起こっています。こうした変化
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は協議会の存在価値が薄れてきたことにつながってい

ると思いますが、逆を言えばこれまでの活動が各方

面に浸透した成果であるとも言えると思います。

　 あと、これは現実的な話ですが、市場の変化とい

うのもあります。当時は市町村が3300ありました

が、合併で現在は1720。3000以上あったホールの中

で事業費が付かないところが増え、地域での文化活

動は縮小されているのが現状です。ちなみに97年度

の地域の文化予算は9553億ですが09年度には3660億

とほぼ1/3。もちろんハードにかかってたお金という

側面もありますが、いずれにせよソフトにかけられ

るお金は少ない。文化庁の予算は1200億、その中で

も文化財の保護などにお金がかかり、芸術団体など

を育てようというお金は35%程度。いろんな意味で

大きな時代の変化を迎えているので、ネットワークの

在り方も見直す時期に来たのかなと思っています。

日下部　ありがとうございます。それでは次に富山県

高岡文化ホールの山本さん。高岡文化ホールは協議会

でも重要な位置を占めてきた力のあるホールです。

山本　山本です。「力があるホール」というご紹介を

いただきましたが、われわれ富山県高岡文化ホール

は、協議会には当初から参加していて最後までお世話

になって、まさに「力をいただいた」と感じていま

す。

　 富山には富山県民会館という施設がある

んですが、高岡にも文化ホールをと議員さ

んからの請願などもあって86年に高岡文化

ホールができました。すでに1600席の立派

な市民会館もあったんですが、もっと使い

やすい、文化団体の発表やピアノ発表会な

どにも使いやすい大きさのホールが欲しい

ということで、最終的に約700席のキャパに

なりました。ですから、当初はそこから

様々な文化発信がされるものだろうと期待

されたんですが、実際の事業展開としては

新聞社や放送局が主催する公演を買ってく

るというのが主で、そうなると700席という

のはなかなか厳しいんですね。つまり演歌

の大御所や有名な演劇を持ってきても採算が

合わず、使ってもらえない。

　そこで地域の人達が集まり中央で活躍しているアー

ティストを招聘してみんなで聴こうという「高岡文化

ホール音楽友の会」が87年に発足しました。これは

会員から12,000円（現在は15,000円）を集めて年

3～4回のコンサートを企画し、会員は無料で観られ

るというものです。現在も会員550名で、年5～6本の

企画公演をおこなっています。ちなみに残り200席分

は一般販売です。

　で、実はこの仕組みが今日まで継続してきたのは、

協議会によるところが非常に大きいです。当時、地方

のホールはまだ自分たちでコンサートを企画する能

力もなかったですし、かといって東京のマネジメント

会社より中央のアーティスト公演を購入するほどのお

金もありませんでした。音楽友の会は当初年に5～6

本の公演を演る予定でしたが、実際は3～4本しかで

きなかったんです。そんななか協議会が発足するとい

う話を聞いて、当時の副館長が日下部先生が話された

ベル・カントホールのシンポジウムに出席し、そこ

にいた人たちの熱い思いを聞いて、ぜひうちも加盟し
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ようということになりました。私はまだ若かったで

すが、その話を副館長から聞いてとても感銘をうけ

たのを覚えています。

　現在音楽友の会のコンサートは、アーティストはそ

れほど有名ではないけれど非常に質が高いという評

判をいただいていますが、それは協議会が良質でリ

ーズナブルな企画を沢山企画して提供してくれたこと

が大きいです。大変助けられたし、現在は年6本程度

の公演を打つようにもなりました。ちなみに高岡文

化ホールはそもそも演劇に適した設計なんですが、現

在では音楽ホールというイメージが強くなっていま

す。これは協議会や友の会の事業がハードのイメージ

を変えたということだと思います。

　 今回が最終章ということですが、これまで協議会

を通して、関わり、情報、ノウハウ、考え方など本当

に多くを得たと感じています。

日下部　ありがとうございます。山本さんのような同

士が全国にたくさんいて、そういう人たちがネットワ

ークを通して知り合い、互いにやりとりしていくさま

を20年以上見てきて、本当に意義深いことをやって

るんだなといつも実感できました。次は、八尾プリ

ズムホールの大久保さん。

大久保　よろしくお願いします。八尾プリズムホール

は、音楽を主としてはいますが、実際はいわゆる多目

的ホールです。八尾は大阪の衛星都市で、その拠点施

設として88年に開館しました。当初から自主事業も

活発にやっていて、年間来場者数は約40万人、市の

人口が27万なので全員が年に1.5～2回はきていると

いう計算になります。ただ音楽が主ではなかったので

協議会に参加するのもかなり後半からになります。

　 私たちが協議会でお世話になったのは、01年にス

タートした京都フィルハーモニー室内合奏団のコンサ

ートです。私事になりますが、当時私は出産後に職場

復帰して2歳と6歳の子供の子育て中でした。プリズ

ムで音楽や演劇を見ることの素晴らしさを知り、し

かし子育て期間中はなかなかそういう時間

的余裕を取るのが難しいことを身をもって

実感していました。さらにクラシック音楽

に関しては、ほとんど未就学児童はお断り

で連れていけないというのも大きなネック

だと感じていました。そんな時に出会った

のが京フィルで、01年に「親と子の管弦楽

コンサート 京フィルといっしょ うたって！

おどって！ 楽しいね！」という0歳児から聴

きに行けるコンサートを企画しました。最

初はプリズムともうひとつ、子持ちの女性

プロデューサーがいる奈良のホールの2館で

展開していたんですが、ある時ベガ・ホー

ルの職員さんから協議会に乗せてもいけるん

じゃないかとお声がけいただき、企画提案させ

ていただきました。それで結果的には一番多い時で7

館での実施ができるまでになったんですが、回を重

ねるうちに京フィルも途中でワークショップ的要素を

入れたりいろいろと工夫をこらしていただいて、プロ

グラムとしてもとても充実したものに育っていきまし

た。また子供たち自身も、曲が始まると静かになっ

て熱心に耳を傾けるようになってくれました。子供た

ちにとって携帯ゲーム機などで遊ぶことが当たり前に

なった今、1人の親として子供たちにどういうものを

与えていくかというそのひとつの選択肢として、音楽
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の可能性に改めて気づくこともできました。プリズム

ではすでにのべ7,500人ほどの親子が来てくれていま

すが、協議会を通して私たちの想いを多くの館に伝え

ることができ、また協議会経由の助成もいただいて

さらに実施館が増えるといった循環を作っていくこと

ができたと思います。

日下部　ありがとうございます。プリズムホールは独

自性の高い、また地域にも根付いた取り組みをされて

いますね。先日も河内弁で歌うオペラを拝見

して、それが本当に面白く、さらに音楽的に

も質が高い。地域にしろ幼児にしろ、得てし

て私たちが忘れやすいテーマにしっかりと取

り組んでおられます。

　さて、ここまでいくつかの具体的な取り組

みなども含め、これまでの協議会の動きを振

り返ってきましたが、やはり十分に意義深い

活動であったし、現在もその本質は失われて

いないようにも感じます。にもかかわらず、

協議会は今日で解散ということなんですが、

どうなんでしょう。吉積さん、やっぱりやめ

なアカンもんでしょうか。業界の目から見た

らいかがでしょう？

善積　 先程も述べましたが、ホールがネットワーク

化していくことは今後も重要だと思いますが、その有

り様は大きく変化しています。日下部さんも触れられ

ましたが、いろんなことの重点が全国から地域に移

っています。つまり文化も地域に根ざして育てていか

なければならないと。ですから、全国で網を広げる

ことにはそれはそれで意味はあると思いますが、そ

れだけでは漏れるものも多いし、現実的にまとめて

いくのにお金もかかります。地域なら地域独自のネッ

トワークの広げ方があるわけですから、それが求め

られていると思います。

　これはホールにかぎったことではなく、全てに関し

て言えることです。例えば、観客側のネットワークと

いう点では、高岡文化ホールの事例はひとつの好例

ですし、兵庫県立芸術文化センターも会員制度がしっ

かりしているので日本でも有数の活動ができている。

観客同士のネットワークが地域のホールを中心にで

きているんですね。また視点を変えると、アーティス

トを中心としたネットワークというのもあります。

facebookやtwitterといったコミュニケーションツー

ルを使って、アーティストが自らプロモーションをし

てネットワークを作っていく。そしてアーティスト同

士もどんどんつながっていく。

　 あらゆる面でネットワークそのもののあり方が変

わってきているので、ならばむしろこれからはそうし

て生まれた新しいネットワークを互いにどう組み合

わせていくかが重要になっていきます。文化庁の地域

のためのネットワーク事業も今年からまた復活する

そうですから、先程申し上げたような地域のネット

ワークがもっと活用されていけば、この協議会が創り

だした資産というものがより生きていくのではない

かと思います。

山本　 ネットワークというのは「連携」という意味

です。全国でホールがたくさん立ち上がった時代、協

議会を通してホール同士が手を取り合い、情報を共有

しながら、みんなで一緒に企画を作っていこうという
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動きはとっても新鮮でした。現在は、吉積先生もご

指摘の通り、個々のホールがいろんなかたちで互い

に連携できるようになりました。私たちは協議会を

通して連携してきましたが、これからはそれぞれのホ

ールに蓄積されたマンパワーというか人的能力を発揮

して、「連携」から「連鎖」にしていかなきゃいけな

いと考えています。ひとつの事業があったら、それを

中心にいろんな人たちがいろんなところで新たなモ

ノを起こしていく、芸術を起こしていく、発信してい

く、そして地域を元気にしていく。そして最終的に豊

かな心を育む社会を作っていくことこそが私たちが担

うべき文化活動かと思います。「連帯から連鎖へ」と

いう発想で、地域ホールが地域をベースに芸術文化を

発展させていく拠点となっていくよう、動いていきた

いと思います。

日下部　 「連帯から連鎖へ」という次のテーマが出

て、まさに今からといったところですが、そろそろ時

間となってしまいました。全国音楽ホールネットワー

ク協議会は今日をもって解散ですが、本当はこれか

らが大事な時期なのではないかと、それぞれのお話

を聞いて実感しました。全国に立派なホールはたくさ

んありますが、言うまでもなく建物があるだけでは

何の意味もありません。それがいかに使われている

か、みなさんが使っているかということが一番大事

なことだと思います。そのためにはホールだけの連鎖

だけではなく、観客のみなさんとの連鎖も必要だと

思います。ですから、お互い注文があったらどんどん

出しあって、これからの音楽ホールを拠点とした文化

発展を一緒に目指していきましょう。本日はみなさ

ん、お集まりいただきありがとうございました。

2013年11月22日、「全国音楽ホールネットワーク協

議会最終章　 音楽ホールシンポジウム」（会場：宝

塚市立文化施設ベガ・ホール）にて

【登壇者プロフィール】

日下部 吉彦

全国音楽ホールネットワーク協議会副会長。音楽評論

家、大阪音楽大学客員教授。朝日新聞記者を振り出

しに、朝日放送音楽プロデューサー、同解説委員、同

解説委員長を歴任。テレビ・ニュースキャスターを

14年間務めた。朝日放送退社後は、大阪音楽大学

ザ・カレッジ・オペラハウスの初代館長として数多く

のオペラを制作。一方、解説・コーディネーターをふ

くむレクチャー・コンサート形式の創始者として、全

国的に知られている。全国音楽ホールネットワーク協

議会創立以来の副会長。

大塚 卓

1984年宝塚市教育委員会社会教育課長として宝塚国

際室内合唱コンクールなど宝塚市の文化事業を担当。

85年ベガ・ホール館長、87年市民部次長（文化施設

担当）を経て94年に（財）宝塚市文化振興財団設立

に際して事務局長に就任。01～03年同財団常務理事

を務める。91～02年まで全国音楽ホールネットワー

ク協議会事務局長。03年から同企画運営委員を務め

る。07年から音楽プロデューサーとして現在に至

る。

善積俊夫

1961年関西学院経済学部卒業、同年日本楽器製造株

式会社（現ヤマハ（株））に入社。銀座店長、心斎

橋店長等を務めた。その後ヤマハ音楽振興会で、教育

部長、大阪市部長等に従事、アーティストの育成、教

育プログラム・システムの構築などで成果を上げ、

95年から社団法人日本クラシック音楽事業協会の常

務理事として、クラシック音楽普及事業に務めた。3

月末からは参与として音楽関係の活動をおこなってい

る。音楽芸術マネジメント学会理事、NPO法人「65

歳からのアートライフ」顧問、大阪国際室内楽コンク

ール運営委員、仙台国際音楽コンクール委員等の活動

のほか、合唱指導もおこなっている。
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山本広志

1976年富山県民会館に勤務、富山県教育文化会館、

新川文化ホール、富山県高岡文化ホールなどに勤務。

各ホールにおいてホール舞台管理業務や自主企画事業

を担当。新川文化ホールでは、開館準備から7ヶ月在

任し設備の監修、自主事業の企画運営に従事し市民

参加型ミュージカル、オペラ公演等の制作に携わる。

全国公立文化施設協会交流推進員、富山県文化ホー

ルネットワーク事業研究会座長（99～08年）として

県内ネットワーク公演事業の企画調整役を務める。

09年地域創造ステージラボ富山高岡セッションホー

ル入門コースコーディネーター、96年からホールボラ

ンティア養成事業に関わり、講師、ホールボランティ

アコーディネーターなど企画運営に関わる。

大久保充代

1986年（財）八尾市文化振興事業団に入団。舞台芸

術の企画制作に携わる。その後、企画・総務を統括

するグループリーダーを経て、09年から館長、11年

に同事業団が公益認定を受けたことに伴い業務執行

理事兼任。04年から八尾市の芸術文化振興計画の策

定に関わる。04年米国劇場アートマネジメント研修

（オレゴン・シェークスピア・フェスティバル）参

加。05年および09年、英国劇場アートマネジメント

研修（エジンバラ、グラスゴー、リーズほか）参加。

経 営 品 質 協 議 会 認 定 セ ル フ ア セ ッ サ ー 

（JQAC09235）。
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2
加盟館レポート
ネットワーク協議会から生まれたもの
そしてその現在について

「良質」かつ金額的にも「手が出る」事業の企画と提供をおこなってきたネットワーク協議
会であるが、事業を通して各館同士の交流と情報交換を促し、ひいては音楽ホール全体の活
性化を目指すことは、設立当初から掲げられたミッションであった。解散を迎えた今、代表

的な加盟館4館にあらためてネットワーク協議会との関わりについて振り返っていただき、
そこから何が生まれ、また現在どのように引き継がれているかについて、それぞれレポート
というかたちでご報告いただいた。

富山県高岡文化ホール
吹田市文化会館メイシアター
泉佐野市立文化会館 泉の森ホール

宝塚市立文化施設ベガ・ホール
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　 富山県高岡文化ホールは、富山県西部地域の文化

振興の拠点として高岡市に建設され、1986年10月に

開館いたしました。県立の文化ホールとしては、県下

3番目の建設であり、既設の2つの文化ホールは、県

庁所在地である富山市に立地しています。

　開館当初は、地域の文化ホールとして期待され、新

聞社や放送局などの報道機関が開館記念公演を積極

的に開催し、華やかにオープンいたしました。

　 ところが、翌年からは地域の文化団体からの施設

利用の申し込みが中心となり、報道機関からのコン

サートや演劇などの申し込みがほとんどなくなりま

した。その原因は客席数が700席では公演事業費の採

算が取れないという理由でした。

　当時、最新鋭の設備を備えた文化ホールがオープン

したにもかかわらず、芸術性の高い舞台公演が開催さ

れない状況の中で、地域の音楽愛好家が自らコンサ

ートを企画して演奏会を開こうと発足したのが「富山

県高岡文化ホール音楽友の会」でした。年会費

12,000円（現在15,000円）で、年間4本から6本の音

楽コンサートを企画し、会員を募り、実施する企画

団体です。

　 発足当初は、東京の演奏家招聘会社の企画による

演奏会が主でした。パンフレットを見たり、営業マ

ンの話を聞いたりして検討し、財源と照らし合わせな

がら、公演を決定していくという手順で演奏会が開か

れるまで実際に聞いたことがなく、今思えばとても

考えられないかもしれません。

　 実際に期待が裏切られた演奏会もありました。か

つて欧州から招聘したある少年合唱団の公演を開催

した時のことです。確かに実力のある評判の良い合唱

団だと聞いていましたが、前日夜名古屋で演奏会が

あり、そのまま夜行バスで移動し、翌日富山での演

奏会というスケジュールで、少年たちには精神的体力

的に限界な状態での演奏だったこともあり、まさに

残念な演奏会でした。

　このような状況の中で、全国音楽ホールネットワー

ク協議会の設立と加盟は、私たちにとって画期的な

ものでした。

　ネットワーク協議会において、企画に不安を抱えな

がら同じ目的を持った音楽ホールが集い、情報を共

有することは大変有意義なことでありました。全国

から集まった事業企画担当者の情報交換から、ネッ

トワーク公演が展開されていきました。また、全国で

活躍するメンバーによる企画委員会が提案する企画

は、安心して実施することができました。このように

当協議会から得た情報を元に企画したコンサート

は、クオリティが高く、かつ経費的にも安心して開催

できました。さらに、単に企画を買うだけでなく、

地域のニーズに応えたプログラムも演奏家に提案でき

るようになり、当ホールをはじめ、全国の地域音楽

ホールは、併せてマネジメント力を高めることがで

き、企画制作ができる人材の育成にも大きく貢献い

たしました。

　 当ホールの「音楽友の会」は、1987年に発足以来

26年間継続し、毎年500名以上の会員を迎えていま
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す。地域においては、無名な演奏家であっても当ホー

ル音楽友の会が企画する演奏会は、芸術性の高いも

のが多いと評価を受け、企画のステータスを保つと

共に会員に信頼されています。これも、長年にわたる

当協議会との連携による成果ではないでしょうか。

　 時代の流れとともに、それぞれの音楽ホールが十

分な企画力や多角的な情報ネットワークを構築した

現在、1991年に設立された協議会の使命は終焉いた

しました。ただ、これまで熱い情熱をもって日本の

地域の音楽ホールをリードし、繁栄をもたらし、大

きな足跡を残してきた当協議会の存在をこれからも忘

れてはならないでしょう。
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　 公共ホールが全国各地で建設され、いわゆる「自

主文化事業」という言葉がポピュラーになったの

は、私の記憶の中ではおそらく80年代後半くらいか

らだったのではと思います。

　 これからの時代は心のゆとりと豊かな感受性を育

むため、そして国際貢献を果たす為にも文化芸術の振

興は人間の生活に不可欠であると、確か文化庁の幹

部の方のお話で聞き、文化ホールの将来は前途洋洋

であると勝手に確信していたのがメイシアターの開館

85年から2～3年後のことであったように思います。

その後、関西においても各衛星都市において文化会館

の建設ラッシュが続き、その運営が財団に委ねられ

る形態が殆どで、同じ財団同士の仲間もたくさん増

え、各会館とも様々な自主事業を開催しました。そ

れと同時に各館の事業スタッフが集まって会合を開

く機会も増え、それらの話し合いの中で生まれてくる

のが「共同事業」や「ネットワーク」というものに

話が咲いたのが自然の流れだったような気がします。

　 90年代に突入すると様々なネットワークが誕生し

ましたが、なかでもこの「全国音楽ホールネットワー

ク協議会」は音楽というジャンルに絞って集い、音楽

普及を目的に事業を展開していこうという趣旨であっ

たように思います。当初は全国からかなりの数の文化

ホールが加盟していましたが、21世紀にはいると

2003年度に制定された「指定管理者制度」のもと、

自主文化事業の大幅な見直し、縮小するホールも少

なくない中、ネットワークの会議に参加することさ

えままならないホールも多く、何となく先細りしてい

く感は否めなかったのが正直なところです。

　それでも加盟館は減になっても、様々な内容を問題

提起し、事業を開催してきたこのネットワークです

が、今思うと“音楽プロデュース”の草分け的な役割を

果たし、80年代後半に“自主文化事業”が生まれ、そ

れが90年代から21世紀にかけて“ネットワーク”に発

展し、公共ホールに音楽事業の活性化と創造性をも

たらしたことは間違いないように思います。現在では

特に大阪の公共ホールにおいては、財団運営から民間

の団体、または共同体など運営形態も様々な中で、

各館の音楽事業も各々の特色を生かした内容が網羅

されているのを感じますが、これらはまさしくネット

ワーク協議会が継続され、生み出した一つの大きな

成果であります。

　 2010年度の第19回の開催においては、当メイシア

ターが開催地館となり、アトラクションのアイリッシ

ュ音楽の公演はたくさんの来場者で賑わったことは

記憶に新しいところであります。また、最後の懇親会

では他館の事業担当者やアーチストの方々と建設的な

ディスカッションが繰り広げられ、実りの多いネット

ワーク事業が開催できました。

　 今、公共ホールは、一昨年前に制度化された『劇

場・音楽堂等の活性化による法律』のもと、より地

域の裾野を広げ「青少年育成」「市民参加」といっ

たことを基軸に文化芸術の推進を、そして同時に指定

管理者制度のもとでより効果的効率的な会館の管理

運営を求められており、その双方どちらも確実に邁進

できるよう遂行していかなければなりません。
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加盟館レポート②

吹田市文化会館メイシアター
（公財）吹田市文化振興事業団常務理事・事務局長　古矢直樹



　近年、特に大学等で「アートマネジメント」という

ジャンルが非常に重要視され、私自身劇場の立場か

らそういった講座等を良く大学生の前でお話しする機

会をいただくのですが、大変熱心で将来有望な若い

人たちに出会う機会が多々あります。今回、公共ホー

ルの音楽事業の創造性を高めてきた全国音楽ネット

ワークは残念ながら“発展的解散”となりますが、い

つかまた何年後かに幾つかの公共ホールにそういっ

た若い次世代の新しいスタッフが配属され、その人

たちが新たなスタイルでネットワークを構築し誕生さ

せ、活性化されることを願って止みません。
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吹田市民の「第九」（藤岡幸夫による指導）

すいたティーンズクラシックフェスティバル

吹田市民の「第九」（藤岡幸夫による指導）



　 泉の森ホールは、1996年にオープンをして今年

で、18年目を迎えることとなりました。オープン当

初からネットワーク協議会に加盟をしていましたが、

当初は、一般鑑賞型の買取り公演を多く実施しており

ましたが、事業費が多額の割に入場者が伸びないと

いう状況でした。また、バブル崩壊で、財政状況も一

層厳しくなる中、ネットワーク協議会とのかかわり

の中で、地域に密着した事業、市民参加型事業を中

心にした事業編成へと方向転換を行い、地元の文化

団体との連携を取り事業運営をおこなっております。

　 1998年より継続しています市民参加型事業の泉の

森ハーモニー（混声合唱団）の定期演奏会は、運営

委員会を設置して団員内で役員を選出し、舞台に立つ

だけでなく企画内容から参画して指導者・団員・財団

の三者で運営を図って実施しています。また、泉の森

クリエイティブコンサートとして市民提案型のコンサ

ートにホールを提供して、市民に企画運営・演奏・集

客を財団職員のサポートのもと体験していただく事業

や、スタインウェイ・ジュイフルコンサートとして世

界的な名器スタインウェイを地域の子供から大人まで

参加していただき観衆の前で自由な演奏の中にも緊張

感をもってコンサートの雰囲気を味わっていただく催

し物などを実施しています。

　また、芸術性の優れた事業として大阪交響楽団演奏

会を実施、合わせて市内の中学校・高等学校の吹奏

楽部との共演も実施。また、地域文化の発展を目指

して市内小学校・中学校にプロの指揮者・奏者が赴き

生徒たちに直接指導するアウトリーチ事業を実施して

おります。

　地域に密着した事業として、福祉施設とのコラボレ

ーション事業として、障がい者・高齢者の方々への文

化のバリアフリーを目指しマルチスペースを開放し

て、車椅子に乗ったまま観劇していただいたり、福祉

施設へのアウトリーチ事業として出前講座を実施して

喜ばれています。

　 ネットワーク協議会に永年参加させていただき地

域との密着した事業の重要さ、市民参加のノウハウ

など現在の事業推進に職員の意識転換等に大いに役

立ったと感じております。

20

加盟館レポート③

泉佐野市立文化会館 泉の森ホール
（一財）泉佐野市文化振興財団事務局長　熊取谷 登
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泉の森ハーモニー定期演奏会

泉の森フレッシュコンサート

あのねフェスティバル

泉の森フレッシュコンサート



　 宝塚ベガ・ホールは「小さくても響きの良いコンサート

ホール」を理念に、1980年に音楽専用ホールとして全国に

先駆けて開館した。全国音楽ホールネットワーク協議会の

設立当時は市直営による管理運営であったが、1996年から

は宝塚市文化財団（以下、「文化財団」）が管理運営（当

初は委託方式、2006年からは指定管理者方式）をおこなっ

ている。その文化財団も設立20周年を迎える。全国音楽ホ

ールネットワーク協議会に参加することで得たノウハウや他

館とのつながりは、文化財団に蓄積されているといえる。

　 文化財団が20周年で掲げるキャッチコピーは「宝塚のま

ちとともに ～これまでも、そしてこれからも～」。その言

葉のとおり、財団の取り組みの中心にあるのは、「地域」

へのこだわりである。この「地域」に焦点をあてて、ベ

ガ・ホールでおこなっている事業を中心に紹介したい。

　音楽専用ホールという特性を活かした事業として、長年に

わたり2つのコンクールを継続して実施している。一つは

「宝塚ベガ音楽コンクール」。地元の演奏家でつくる宝塚演

奏家連盟の協力を得ながら、若手演奏家の発掘育成を目的

に1989年から実施している音楽コンクールであり、ピアノ、

声楽、弦楽器、木管などの部門で毎年開催している。もう一

つの「宝塚国際室内合唱コンクール」は、少人数の室内合唱

にこだわったコンクールとして、合唱関係者に定評のあるコ

ンクールであり「TICC（ティック）」の愛称で親しまれ、

2014年7月に30回を迎える。全国各地から実力のある合唱

団が集まるほか、海外からも数団体が参加し宝塚の夏を盛

り上げている。

　どちらのコンクールも地域を巻き込んだ取り組みを意識的

におこなっている。それはコンクールが関係者だけのものに

なりがちだからである。宝塚ベガ音楽コンクールでは、本選

での一般参加による会場審査員や遠隔地からの受検者の練

習場所として、ピアノのある家庭を募り提供いただくなどの

取り組みをおこなっている。また「ベガ・ウィナーズコンサ

ート」と題して、コンクールで1位の栄冠を勝ち取った演奏

家を招いてコンサートを実施している。これは宝塚で１位を

とった演奏家を市民に広く知ってもらい、ファンになっても

らおうという狙いがある。

　宝塚国際室内合唱コンクールでは、地元の合唱団に実行委

員会に入ってもらい、当日の運営スタッフや、直前に市内各

所でおこなう街かどコンサートや前夜祭などにも出演し、

TICCを盛り上げていただいている。ちなみに第30回記念大

会では「無差別級グランプリ大会」と題して通常のコンクー

ルのほかに聴衆審査によるグランプリ大会も計画している。

　次に市民の芸術文化鑑賞の機会としておこなっているコン

サート事業についてふれる。まずは「宮川彬良とアンサン

ブル・ベガ」。作曲家・宮川彬良氏と8名のオーケストラ首

席プレイヤーらによるアンサンブルである。1998年、阪

神・淡路大震災からの心の復興を願い宝塚ベガ･ホールに生

まれた。ホームグラウンドとしてベガ・ホール定期演奏会の

他、国内各地で演奏会をおこなっている。このアンサンブ

ル・ベガが他の地域のホールで演奏会が開かれることにな

ったのも、当時全国音楽ホールネットワーク協議会の企画

として採用され、他館へ情報提供できたことが大きい。市内

ではアンサンブル・ベガのメンバーによる中学校吹奏楽部へ

の出張ワークショップや、市議会での議場コンサートなど

もおこなっている。

　 このほか、市民オーディションを経て結成された合唱団

が、プロの声楽家、オーケストラと一緒にステージに立つ

「ベガメサイア」、県立高校音楽科や大学の音楽学部などと

共催し、音楽家を目指す青少年に聴衆の前でコンサート経

験を体験できる企画や、ベガ・ホールのパイプオルガンを活

用したコンサートやチェンバロを使ったロビーコンサートな

どベガ・ホールに気軽に足を運べる企画も好評である。

　 こういったコンサートで欠かせない存在であるレセプシ

ョニストも2008年にボランティアグループを立ち上げた。

これはコンサートなどに関わりたいという市民の声を取り
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加盟館レポート④

宝塚市立文化施設ベガ・ホール
（公財）宝塚市文化財団 企画総務課長　三戸俊徳



入れて、自主運営グループとして結成したもので、来場者の

目線と「ボランティアだけど、プロに負けないおもてなし精

神」で、ミーティングや勉強会を開きながら、多くのイベン

トで活躍していただいている。

ホールから外への取り組みとして、「ようこそ！アーティス

ト・学校コンサート」と題した、学校向けの出張コンサー

トなどにも力をいれている。ホールよりも小さな音楽室や教

室で生の演奏を子どもたちに間近に体感してもらうことがで

きるプログラムである。終了後にいただく子どもたちから

の感想文は、演奏家や財団スタッフにとって目に見える手応

えであったり、今後の活動のヒントになるものばかりだ。

　 以上のように、地域に根ざした取り組みをおこなってき

た。これにより地元演奏家や市民などから協力が得やすい

環境が作られてきたように思う。この強みを活かし、市民

に愛されるホール、そして宝塚市全体の盛り上がりにつなが

っていくよう、今後も努力していきたい。
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宝塚国際室内合唱コンクール

ベガメサイア

アンサンブル・ベガ

学校コンサート



■とまどいと船出

　室内楽専用ホールとしてスタートしたカザルスホールのプ

ロデューサーだった私にはある課題があった。日本では室内

楽は商売になりにくいため音楽事務所が良いものを継続的

に呼ぶには環境が悪いし、良いアーチストを呼ぶにしても、

カザルスホールだけでは容易に来てくれないのである。その

意味ではカザルスホールの要請としてもネットワークは大事

なのだった。全国音楽ホールネットワーク協議会が生まれ

る少し前の1990年頃、ピアニストのジョン・リルなどで首

都圏の二つのホールと連携を試みたけれど、カザルスホール

の事業の仕組みの中で他のホールに対してメリットを出すこ

とは難しかった（恥ずかしながら、単に良いものを売ると

いう以上の状態にできなかったということだ）。

　 1990年代に入ってクラシック音楽を巡る社会の様相は転

機のようなものを迎えていたように思われる。もちろんバブ

ルの崩壊による経済的な影響も無視できないのだけれど、

一方で企業のメセナや地方自治体の文化にたいする考え方

の変化から、平均的に見ればまだ未来に対して前向きに考え

る姿勢が保てた時代だった。

　 音楽ホールの状況から見ると、今考えれば変動は以下の

二つになるだろう。

１、企画性が重要な要素になっていくという流れ

２、公共ホールの果たす役割が大きくなってきたこと

　 その後の流れを観ていると公共ホールの時代が来たと言

っても良いかもしれないくらいである（もちろん民間でしか

できないことも数ある訳だけれども）。税金を投入する公

共ホールが果たす役割と言えば単に公演をたくさん実現す

る、ということだけではない時代になっていくのはある意

味必然であろう。以前の公共ホールの企画は、民間でつくっ

たものを買う鑑賞事業というのが基本的なスタイルだったけ

れどもだんだん違った考え方が生まれてきていた。企画書

という形式で目的（ゴール）を意識した企画提案をしていく

というスタイルが確立したのはたぶんサントリーホールあた

りからだと思うからそれほど古い話ではない。また公共ホ

ールの場合、音楽事業や興行のマーケティングによってとは

別の理由で建設されたホールであるから、音楽ファンが急

激に増えるわけでもない状況下で鑑賞事業といういままで

の枠組みでは過当競争から「ハコモノ批判」の矢面に立つ

会館もずいぶんとあったはずだ（2010年代の今では公共ホ

ールが楽団を持ったり、社会的な諸問題にたいして発信性を

重視した企画を考えたりというのは、別に清水の舞台から

飛び降りないでも特別なことではなくなりつつあるが）。

　 （財）地域創造ができる前でもあり、その意味で、特に

大都市に属さないような音楽ホールがネットワークを組む

というのは、大きな意味があったと思う。しかし、最初に

話を聞いたときやや戸惑いを覚えたのは、以下の二つのこ

とが協議会の中にあったから。

１、複数館がネットワークで組めば安くできるというイメ

ージがあったこと

２、客席数の大きさによって公演料が違うことに抵抗が大き

かったこと

　 二つとも正当な意見であるけれども、かつて音楽事務所

で働いていた人間としてはちょっと抵抗があるのである。今

はかなり仕組みが崩れてきているけれども、1で言えば、音

楽事務所は最初から複数館をネットワークすることを前提

に売値を決めていること。そして、確かに儲かるものはかな

り高く設定することもあったけれど、室内楽系の演し物で

はそんなに利益が出ないこと（従って安くできるというの

は幻想ではないかと思えたこと）。2で言えば演奏料はま

ず、音楽家を説得しない限り難しいであろうこと。バランス

的に大ホールの出演料を高くすることの難しさもある。当

時は、或るイタリアのピアニストのように、出演料もホール

のサイズによって変えても良いという人はほとんど居なかっ

たのだから。まあ、発想を変えればこういう疑問からスタ

ートすることが世の中を変えるとも言えるのだけれ

ど……。
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寄稿

全国音楽ホールネットワーク協議会と時代
いわき芸術文化交流館アリオス チーフプログラムオフィサー　児玉 真
（協議会設立当時はカザルスホールプロデューサー）



　企画のネットワークについては、イニシャルコストが少な

めなクラシック音楽についてはそれほどネットワークの経

済的なメリットは大きくない（もちろんないわけではな

い）。それと、特に公共ホールをめぐる全国的な環境は、

単純な買い公演のネットワークへの支援をそれほど重視し

ない方向に動き出していたということもある（そのリードを

していたのが地域創造であったとも言えるだろう）。

■試行と確信

　 しかし、ネットワーク協議会の会合などに出て、当時、

地域で音楽事業を熱心に考えているホールの人たちの話を聞

いていく中で、同じ音楽事業をやる仲間として、地域でも元

気のあるホールの人たちが具体的な顔として見えてきたし、

その喜びや悩みなども知ることになった。そのあたりか

ら、「カザルスホールは各地のホールのために普及的なプロ

グラムを作らなければならない」という気持ちが芽生えてい

く。

　はじめにおこなったのは、たまたま仲道郁代さんと話して

いて「子供向けというのではなくて、本格的に普及的なプ

ログラムをやりたい」ということで意見が一致して始めた企

画「仲道郁代の音楽学校」である。いろいろと話し合いを

重ね、本当に試行錯誤をした結果見えてきたのが演劇との

コラボレーションである（要は見せ方という部分で演出的

なプロフェッショナルが必要だったと言うことである）。し

かし、音楽事業としては珍しく作や演出、また必要と思われ

る冊子などイニシャルコストが大きくなる企画になった。人

気のある仲道さんと言うピアニストの企画なので普及プロ

グラムとしての限界に近いコストに考えてもある数字の中に

納めるには最低６回～8回の公演が必要で、そのときに声を

かけたのが協議会の「志を同じくする仲間の会館」であっ

た。他の会館も混じっていたが結局６回の公演を実現し、且

つ「同じミッションを持つ会館の共同の企画」として一緒に

東京で記者会見までおこなった。その６館は結局３年間続

けようという趣旨にも賛同してくれたのだから、この企画の

成功はほとんど協議会の支援のおかげとも言えるのであ

る。この企画は途中からは一つの会館で合宿して制作する、

というところまでいくのだけれど、それはさておき、もう一

つのアイデア、アウトリーチのスタートもネットワークの仲

間有りきではじまったという感じが強い。

　 仲道さんの企画をやりながらこれではまだ足りないと考

えていたときに、ニューヨークのヤングコンサートアーチス

トの話を聞いて、アウトリーチというものに興味を持つ。た

またまアメリカのボロメーオ・クァルテットとの仕事が動き

始めていたときで、室内楽を好む人たちが少ない日本でど

うすれば彼らの日本公演が実現できるかと考えていたとき

だった。アウトリーチをすることを条件に話をし、いくつ

かのホールに声をかけた。このときもその話に興味を持って

くれたのが協議会の担当者たちである。当時の状況で「演

奏会の前に2泊するからその間あちこちに行って演奏するけ

ど考えて……」という漠然としたオファーで考えてくれたの

だから度胸があるというべきだろう。これによって、私の中

ではアウトリーチの三つの要素「学校では体育館ではなく

音楽室でやる、授業時間に行うので45分程度、なるべく1ク

ラス単位がベター」という「三つの小」の考え方に確信を

持つ。仲道さんの企画にしてもアウトリーチにしても、ノウ

ハウを共有しつつ新しいことに挑戦するということは（な

かなか難しいけれど）この協議会があったからこそという

部分がある。

　その後、カザルスホールが自主公演をやめるため離れてし

まったので、なかなか、そういうアイデアを拡げる機会が巡

ってこないまま企画委員をやってきた。最後の５年間ほどは

総会に出る時間も無く不良委員だったと思うけれども、ネ

ットワークが単純に企画を回すためではなく、ノウハウを

交流させ蓄積する、そして、スタッフの能力を向上していく

という基本線がネットワークを組むことの最大の目標であ

りメリットである，と言うことについては守ってこられたの

ではないかと思っている。

■これから

　 音楽業界の常識や論理からみるとやや外れていたとして

も、実は全国音楽ホールネットワーク協議会が発した最初

の疑問はじつは未だに活きている、と私は思う。目の前の

事業をうまくやる、ということを果たしつつ，根源的な構造

への問いを忘れないことがこの仕事では大事だと思うから

だ。もちろん、ホールは、例外はあるにしても音楽をつくる

実体としての芸術団体ではないし、単なる興行主でもない。

公共であれ民間であれ芸術を扱うホールは共有の位置づけ

と悩みを持っている。だからこそ何をすべきかと言うことを

常に考えないといけないし、その種になるべき発想は協議

会で再三議論されたことである。公的な支援機関がやや停

滞している時期に協議会が解散するのは寂しいが、次の階段

を上がるときに一番必要な「仲間の大事さ」はずっと変わ

らないだろうと思う。
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　2014年2月東京のオリンピックセンターで開催され

た全国公立文化施設協議会（以下、「公文協」）の
研修会には、全国から700名余の公立文化施設の担当

者が参加、熱のこもった勉強会や交流会が行われ

た。合わせて行われた（一社）日本クラシック音楽
事業協会と公文協の共催による「地域のオリジナリ

ティのある企画のたてかたについて」をテーマとする

シンポジウムには、130名の参加があり、5名の実践

者からの報告に熱心に聞き入り、会の閉会後も発言
者を囲んで意見交換が熱心に行われていた。

　 こうした研修や交流によるネットワークとオリジ

ナリティある企画は、全国音楽ホールネットワーク協
議会の当初の命題だったはずだ。このことからみる

とネットワーク協議会が今日の文化施設の交流や企

画情報の交換や共同事業の先鞭をつけた結果が今日
の公的な文化活動の源泉になったということも言え

るのではないだろうか。

　 ネットワーク協議会の設立当時（1991年）は、地

方自治債を国が10年かけて償還する仕組みができた
ことにより、全国に箱モノが次々と建設され、中で

も文化施設は地方自治体の議会でも反対する理由が

ないまま、文化の旗印の下に次々と創られ、1993年
に文化施設建設予算がピークとなり、約3,000の音楽

公演の可能な会場が存在するという世界的にも稀有

な状況となった。このころ新設のホールのコンセプ
トはと聞くと、「クラシック専用ホールです」と言

うところが多く、多機能ホールや、演劇、ポピュラー

に向くホールの建設を志向するところは稀で、クラシ

ック音楽事業に係る者として嬉しい反面、クラシック

音楽公演中心でホール運営ができると信じているの

かと言う疑問をもった。聞いてみると「クラシック
音楽中心の」と提言すると高尚で芸術的な施設のイ

メージで、議会の承認が取りやすいからという答え

が多かったことを思い出し、こと音楽文化に関しての
行政への影響は、地域の有識者としての音楽大学や音

楽団体の有力者の意見がほぼ制して、文化の行政担当

者の知識や情報が現状とは明らかに低く、文化に係

る市民の意見もあまり吸い上げられない状況で施設
の建設が先行しており、現在とはずいぶん認識も変わ

ってきたものだと思う。

　 ホールの建設が急ピッチで進んだことにより、各
地で音楽公演やイベントを企画、仕切る人材が不足

し、ところによっては年間200日使用されないホール

もあった。こうした状況に対応すべく立ち上がったネ
ットワーク協議会では、毎年参加会員のホールをも

ちまわりでに開催地とし、シンポジウムや勉強会、

協議会などを開催し、参加ホールの担当者のレベルア

ップに貢献した。これらのシンポジゥムでは、開催
地域の住民にも呼びかけ公開して開かれたので、文化

行政やホールの運営、活用などに関心を持つ市民参

加の動きを加速する役割を果たしたのではないかと
思う。また、できるだけいわゆるパッケージ企画で

はなく、独自性のある公演の実施を目指して企画委員

会で各方面や参加会員からの情報を集め、推薦企画
や特別企画としてネットワーク協議会から助成する企

画なども行い成果を挙げた時期があった。しかし、

以下の示すように地域の文化予算の削減によるホール
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の担当者の減員などにより、地域発信の独自企画の

提案が減少していった。
　 地方の自治体の文化施設予算及び文化活動の予算

は、主として箱もの予算ではあるが、1993年の

9,553億円をピークに右下がりで年々減少、1996年
にはまだ8,000億程度の予算があったが、1998年に

は6,920億と減額された。ネットワークの会員の趨勢

を見ても、1996年の61会員を頂点に減少傾向とな

り、地域の文化予算と連動していることが読み取れ

る。一方文化庁の予算は、1991年の460億円から

2003年に1,000億円を超え、微増ではあるが右肩上
がりの増額予算となり、2014年度の概算要求では

1,033億円が計上されている。こうしたことから、国

主導の文化行政に移行せざるを得ない状況を創出して
いるといえよう。合わせて、公共ホール建設の旗振り

をした自治省（現総務省）は、ホールが活用されな

いことによる無駄な投資と批判を受け、財団法人地

域創造を設立し、公共ホールを生かす事業をおこなう
こととし、地域の3ホール以上が連携して開催する公

演への助成金などの支援のシステムを施行した。当初

のネットワーク協議会はこの制度も活用して、連携公
演を行い、ネットワーク協議会の事業成果を高める

ことも度々であった。外国からの招聘アーティスト

（盲目のピアニスト、ルイジ・カルティアの全国ツア

ーや宝塚ベガ・ホールの企画として合唱界で注目され

ていた国際室内合唱コンクールの入賞団体のツアーな
ど）による公演などが実現したのも連携事業の支援

によるものであった。全国のホールの活性化を推進

すべく地域創造では、日本クラシック音楽事業協会
の協力でアーティストオーディションによる選抜と研

修を行い登録アーティストを選択し、地方のホールの

人材育成の研修会や地域に派遣すべくホールとアーテ

ィストをつなぐコーディネーターを養成して「公共ホ

ール音楽活性化事業」を展開し、各地のホールの担当

者の実践教育とアーティストとの協議による独自の企
画の実行などを広範囲に展開し成果をあげ、2013年

までに「公共ホール音楽活性化事業」を302ホール

で、音楽支援事業を248ホールとの連携で事業を展開
し多大の実績をあげている。この他にダンスや演劇

の普及事業もおこなうなど地域ホールの活動を支援

し続けている。これら事業により、全国に研修を受

け企画事業を実践した人材による独自のネットワー
クも拡がりをみせている。この事業に係ったアーティ

ストは200名を超え、2年ごとのオーディションによ

って選ばれ、アーティスト研修会をうけて舞台での演
出やプログラム作りの考え方を学び、コーディネータ

ーとホール担当者と協議して、実施ホールに適した公

演内容や事前のアウトリーチ活動をおこなうので、
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それぞれのホールの独自企画を生み出すことにも貢献

している。独自企画として1996年から12年まで5年
間ネットワークで実施した「仲道郁代の音楽教室」

は、トップアーティストによる教育普及活動として評

価が高く、その後の仲道さんの音楽普及活動の広が
りの基礎的な活動となり、現在の東北の大災害地で

の継続的な活動などへとつながっている。

　 2003年に京都南山城村やまなみホールで行われた

ネットワーク総会には、当時の地域創造の理事長
（現会長）遠藤安彦氏を迎え、基調講演があり、地

域創造の活動について紹介があり、連携を深めるこ

とを推進したが、すでにネットワークの会員は半減
の30団体になっており、新たなネットワーク協議会

の活性化にはつながらなかったのは残念であった。

　シンポジゥムのテーマとして協議し、発信したこと
を振り返ってみると、「音楽ホールと街づくり」「ホ

ールが地域活性化の拠点となれるか」「こうすれば

地域文化はげんきになる」「地域に根差した音楽ホー

ル」「今こそ市民参加」など地域とホール活動のあ
りかたについて多くの提言を行い、また「芸術監督

の役割とは」「厳しい時代の文化活動～ホールは何

をしてゆくのか～」「音楽ホールに未来はあるか？」

「今こそ芸術文化の出番～文化芸術基本法が制定さ

れて」といった広く文化行政やホールの使命について
の基本的なあり方について発信したことが、その後

の文化行政に少なからず後押ししたことは間違いな

く、ネットワーク協議会の意義のある成果と言え
る。

　 箱モノを生かすも殺すも人次第との認識が高ま

り、公文協、芸能実演家団体協議会（芸団協）、メ

セナ協議会、日本オーケストラ連盟、日本クラシッ
ク音楽事業協会等の機関団体や先進的な大学などで

文化事業をおこなう人材育成の研修会や講習会が開

かれるようになり、現在では40を超える大学におい
てアート・マネジメント関連の学科や講座がひらかれ

ている。文化行政の在り方についても研究が進み、

芸団協を核とする文化行政への提言活動が実り、10
年前に「文化芸術振興基本法」が制定され、文化行

政に関しての理念が確立した。このことから全国の自

治体でも文化条例の制定やホールの活動に関する指

針などを制定する動きが少しづつではあるが進んでき
た。（2010年で24都道府県、政令都市4市、中核市8

市、その他の市町村63が条例制定：文化庁文化関連

データー集より）

30

文化予算と寄付金（文化庁長官官房政策課「文化芸術関連データ集 平成22年2月」より）



　その活動の延長線上で、文化予算が諸外国と比して

あまりにも少額であることや文化行政の強力な推進
を求めて、関係団体により60万筆を超える署名によ

る後押しもあり、2012年に「劇場・音楽堂等の活性

化に関する法律」が超党派の音楽議員連盟の議員立
法で成立、合わせて文部科学大臣より、地域ホール

運営の在り方の指針が示された。これにより、自治

体の文化予算増額の裏付けともなり、文化庁の文化

予算も劇場・音楽堂への施策にシフトが進むことが
期待されている。反面従来の機関団体・演奏団体への

予算削減による公演レベルの低下を心配する声もあ

り、普及と芸術性の向上の両面を満たす文化予算の
増額が期待される。

　 2020年に東京で開催することが決定したオリンピ

ックでは、スポーツの祭典であると同時に芸術の祭
典でもある。ロンドンオリンピックの例をみると、

開催までの4年間に204か国すべての国からの40,464

人のアーティスト（内6,160人は新進、806人は障害

を持つ方）が参加、117,717件のイベント＆パフォー
マンスが行われ、4,340万人が参加した（音楽芸術マ

ネジメント学会における昭和音楽大学石田麻子教授

の報告による）。記録が示すように、日本での開催に
向けて日本の伝統芸能／芸術、日本が取り組んでき

た世界に誇る芸術活動の発信をするとともに、世界

からの芸術家を招いて芸術交流と共に、あらたなコ
ンテンツの創造や舞台や映像の共同制作などで日本

文化力を発揮するとともに、世界との芸術文化のネ

ットワークを構築するまたとない機会が訪れようと

している。現在策定中の「文化立国中期プラン」で
は、以下の三点が検討されている（文化庁の文化課長

の音楽芸術マネジメント学会での発言）

1. 2020年を単なる五輪開催の年という位置づけで
はなく、これを契機として、「新しい日本」を創

造するための年とすること。

2. 2020年五輪に合わせ、東京を始め日本全国で、
日本の伝統や地域の文化芸術活動の特性を生かし

た文化プログラムを提供すること（＊文化プログ

ラムは2016年のリオデジャネイロ五輪終了後開

始）

3. 2020年までに日本各地の文化力の基盤を計画的

に強化し、世界から敬愛される文化大国、世界の
文化芸術交流のハブとなることをめざす（同プラ

ンについては、年明けに取りまとめを予定）

　 このことも見据えて音楽議員連盟は、文化芸術振

興議員連盟と改組し、2020年を目標に、文化庁を文

化省とすることなど、文化行政推進の議会活動を活発

化する事を目指している。

　クラシック音楽界から現況を俯瞰してみれば、世界

NO.2の音楽大国として、稀に見る発展を遂げてきた
ものの、成熟してきたマーケットには様々な課題が内

在してきている。

　義務教育での音楽授業に加えて、ヤマハ、カワイな
どの企業の音楽教室、スズキ・メソードの教室、音楽

大学の幼児・中高生対象の講座などの基盤普及活動

の広がりと充実の結果、音楽大学への進学者が拡大

し、海外留学する者も多くなり、今、演奏家のレベ
ルは飛躍的に向上し、世界のトップレベルのアーティ

ストとして活躍している方々も数多い。音楽大学の卒

業生も8,000名を超えた時期もあり、全てが音楽を職
業とできるわけでもなく、セミプロ或いはアマチュ

アの一員として、地域での音楽活動に関わることによ

って、各地での吹奏楽（全日本吹奏楽連盟加盟
14,265団体、合唱（全日本合唱連盟加盟は5,155団体

だが、地方の合唱連盟のみに参加の団体、未加入の

団体の数も含むとその10倍ともいわれている）等の

レベルが向上、アマチュアオーケストラもネットで検
索して1,000グループを越えているようである。オペ

ラを公演する団体も100を超えており、高齢者になっ

て音楽活動に参加する人も年々増加、音楽活動の拡
大は続いている。

　 反面、地方自治体の文化予算の減少や経費の合理

化を目指した指定管理者制度の広がりなどにより、
首都圏以外の地域での世界のトップレベルの公演の

開催が困難になり、クラシック音楽事業が縮退傾向

にあって、このままでは今後の世界最高のレベルの公

演を地方では鑑賞する機会が稀有となり、レベルの
向上を目指す活動にブレーキがかかるのではないか
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と危惧する人も多い。さらに文化活動、中でもライ

ブの公演にたいしてのコンペティターとして、PCや
スマホのゲームやホームシアターなどの機材の向上と

コンテンツの充実などがあり、ホールの企画や運営

力が試される時代となっている。

　 ホール建設が進展した1990年代から四半世紀経過

し、文化芸術振興基本法の成立から「文化立国」と

いう政策キーワードもしばしば語られる時代となっ
て、地域の行政の主体的な文化行政の取り組みも変

化し、行政の合理化政策に基づき、合併により3,300

あった自治体が1,740に統合されたことにより、地域
での文化政策が中核になるホールの主導へと移行す

る傾向が強くなりつつある、また合併により事業予

算が大幅に削減されたホールもあって、ネットワーク
協議会の在り方も再考せざるをえなく、小ホールの

集団としスタートしてきたネットワーク協議会の果た

せる役割は、やむを得ず年々減少している事は事実で

あり、本年発展的解消として終焉を迎えたのは残念で
はあるが、役割を果たした結果と言えるのではない

だろうか。しかし、現在の発展してきているホールの

活動状況を検証すれば、変化や進化を推進する起爆
となったネットワーク協議会活動は、当初の目的は

果たしたと言えるのではないかとおもう。

　これからの音楽ホールの運営についての方向につい

て、ネットワーク協議会の果たした役割からみて提

言するとすれば、今後のネットワークの在り方とし

て、次の4項目のネットワークが実現すれば、より高
いレベルの公演事業や文化活動が展開できるのでは

ないか。

① 地域性のあるネットワーク
すでに九州や北陸地域で始まっている同規模ホール

の連携による公演の実施により、広報宣伝費、交

通費、宿泊費、運搬費などのコスト削減、ノリ打ち
による出演費の低減等の効果と共同広報による公

演知名の普及効果をめざすネットワークの構築。

例として、マネジメント社が提案実施した、比較的

近い地域で新進のピアニストの公演を20か所以上
ノリ打ちで開催。チケット収入を会場費、出演費、

広報費等の割り振りを、係るホール、アーティス

ト、マネジメントで、収入から分配するパーセンテ
ージを最初から約定して、お互いのリスクヘッジと

おたがいの実行努力を喚起し成果を挙げた事例や

数年前から毎年実施している日本フィルハーモニー
の九州巡回公演などがある。

②中核ホールを核とするネットワーク

地域での中核ホールを中心に地域の文化施設ネット

ワークを組んで効果的な運営が可能とする仕組みづ
くりのネットワーク。例として三重県が県立ホール

を中心にケースによっては県立ホールが予算を負担

し、ローカルなホールを支援し、人材交流もおこな
う等のネットワークの構築も今後の地域（県など

の）単位のネットワークの在り方を示唆している。

芸団協中心の検討会では、「劇場・音楽堂等の活
性化に関する法律」の成立に伴う行政の在り方に

ついて、こうした中核ホールを全国で200か所を設

定して、重点的な支援をする提言もおこなったが、

他方全てのホールを平等に扱うべきとの意見もあり
まとまった動きとはなっていない。

③インターネットによるネットワーク

インターネットによる情報が世界中を駆け巡り、瞬
時にして世界各地の情報や研究が手に入る時代とな

って、アート・マネジメントの手段や方策も進化し

ている。共同企画や広報戦略の立案などの人材ネッ
トワークの構築も今後ますます進展し、クラウド

などでの情報バンクなどが構築され活用されるよう

になれば、企画の進展が進むのではないか、さら

に、文化芸術事業の人材バンク等が構築され運用さ
れれば、人材のキャリアアップにもつながり、スケ

ールの大きいプロデューサーやディレクターの育成

と出現を後押しするので、実現が望まれる。今後ま
すます世界規模でのネット人脈や情報交流が進

み、コンテンツの創造、公演の共同制作等々の連携

が拡がると推測される。特にこれからはEAST to　
WESTをテーマとする国際会議が開催された例もあ

り、アジア諸国との連携による創造活動が発展す

れば文化活動の発展と合わせて経済的な効果も期

待することができるのではないか。
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　 独自性のある企画については、ネットワークでも

設立当初から種々の検討を重ねてきたが、オリジナ
リティのある企画と集客性が結びつかないと実施に踏

み切れないホールも多く、継続して実施することがで

きれば、発展形が見える公演プランもあったが、実
現できなかったことは残念だった。「宮川彬良とア

ンサンブルベガ」「田中靖人と白石光隆おしゃべり

コンサート」「OZAN&バンブーシンフォニア」「日

本民族音楽の源流、沖縄から奄美そして津軽へ・島
唄・つがるうたは黒潮に乗って」などは小規模ホール

のコンテンツとしてプロモート如何では成功が見込ま

れ、推薦できるものであったと思う。会員の大半が
西日本のホールであったにもかかわらず、それぞれの

公演企画実施に関する制約条件もあって連携もなか

なか進まず、せっかくの提案企画が実施されずに埋も
れてしまったのは、ネットワークとしての提案にとど

まり、現在地域創造がおこなっているようにコーディ

ネーターのような人材が地域ホールに出向いた公演

実現に向けての検討・協議をおこなって事業の推進を
図るだけの組織力と資金が足りなかったことにも一

因がある。

事業予算が縮退すると、ホールの担当者としては、集
客力のあるアーティストの公演を望み安全な運営を施

行するようになり、実験的な試みは減少する傾向に

ある。ホールの事業評価の在り方も、普及と創造的
活動の両面からの評価が行われることが望まれる。

　 地域のホールの活性化に必要必須の条件の一つ、

いや最大の要件とも言えるのが、自治体の首長の文

化に対する理解と支援であり、理解を得るためには
文化芸術関係者が、文化活動がいかに社会に貢献す

ることができるか明確な理論武装ができること、合

わせて文化活動がもたらす経済効果についても証明で
きることが必要であり、先進的な活動をしているホー

ルがおこなっているように、来場客の反応。志向の

統計的分析、アンケートなどの評価の積み上げ、経済
効果の算定などをきっちりと行い首長や議会にアピー

ルすることができなくて、文化は大切とか芸術こそ

崇高だなどと語るだけでは行政を動かし事業の発展

のための予算獲得は難しい。絵画や彫刻のように形
のあるものではない音楽では、特に評価が難しく実

際にホールに足を運んでいただけなければ共感してい

いただけないので、ホールの館長、責任者は首長・議
員をホールに招くことが最大の使命かもしれない。

　 「一粒の麦は、地に 落ちて死ななければ、一粒の

ままである。だが、死ねば、多くの実を結ぶ」と聖
書の言葉のように、 ネットワークの23年間の歴史を

振り返ると、瀬戸内海の小島でまかれた一粒の麦

が、宝塚で開かれた全国音楽ホール協議会設立総会

から芽を出して、小さいとはいえ花を咲かせその花粉
はいろいろな触媒となって今日の音楽文化活動や文

化行政の進展に役割を果たしてきたことは、多くの関

係者が認めるところだろう。今回終焉を迎えたけれ
ども、引き継がれた活動からは、さらに多くの実を

実らすことになるであろう。

　 日本が世界に誇れるようになるには、経済力より
文化国家としての文化力を世界に評価される時代を創

ることではないか、その可能性に期待して、ネットワ

ーク協議会にかかわった皆様と共に、小さな種をま

き芽を育てた一員として参加できたことを感謝して、
ネットワーク協議会のまいた種の成果を見続けてい

きたいと考えている。

※執筆者プロフィールは12ページを参照
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はじめに

　 わが国において、音楽専用を標榜した施設は、

1954年竣工の神奈川県立音楽堂を嚆矢として、東京

文化会館（1961年）などいくつかあったが、1980年

代以降、大型の本格的なパイプオルガンを備えた

ザ・シンフォニーホール（大阪市、1982年）やサン

トリーホール（東京都、1986年）などのコンサート

専用ホールや、3面半舞台を備えた愛知県芸術劇場大

ホール（1992年）やそれを上回る4面舞台を備える浜

松アクトシティ大ホール（1994年）などのオペラハ

ウスが次々と生まれた。

　 地方都市においても、ベガ・ホール（宝塚市、

1980年）、中新田バッハホール（宮城県加美町、

1981年）、田園ホールエローラ（埼玉県松伏町、

1989年）、水戸芸術館コンサートホール（1990年）

など、客席1400席以上の大ホールでは、カノラホー

ル（岡谷市、1989年）、岡山シンフォニーホール

（1991年）、宮崎県立芸術劇場（1993年）、福井県

立音楽堂（「ハーモニーホールふくい」、1997年）

など、とくに1980年代後半のバブル経済時の公共事

業拡大に伴って急増した。

　 しかしながら、2000年前後からは、とくに中規模

以下の施設においては、いわゆる音楽専用ホールの建

設が減り、可変型の客席を持ち、従来の多目的ホー

ルとは異なる高度な機能を有したホールが増えてきて

いる。こうした変化の背景には、建築技術の革新も

あるが、施設利用者のニーズの変化やその基盤となっ

ている地域が必要としている芸術文化そのものの変化

があると考えられる。

　本稿では、音楽ホールが必ずしも地域に定着してい

ない要因を、いわゆるコンサートホールを中心に、

ホールがおこなってきた事業＝ソフトの面と、ホール

の構造＝ハードの面から解き明かしていきたい。コン

サートホールを標榜した施設は各地に建設されている

が、オペラ専用劇場は、全国を見渡しても新国立劇場

やびわこホールなど事例が少なく、オペラ公演の大半

は大型の多目的ホールで代用しているからである。

  なお本稿では、いわゆる公立文化施設と、企業など

によって設立されて公共性を有した施設をあわせて、

公共ホールとよぶことにする。

1　ソフト＝ホール事業から

　 一般に、企業ないし類似の組織が設立したホール

が、商業演劇やオーケストラなど最初から特定の目

的をもっているのに対し、自治体が設立したホール

は、様々な欲求を持つ市民に配慮して、個別の主目的

があっても多目的を名乗っているところが多い。

　そもそも、公立文化施設の事業は全体としてどのよ

うな内訳になっているのだろうか。2008年におこな

われた調査の報告書『公立文化施設の事業に関する

調査研究結果報告書』（※1）を手掛かりに概観して

みよう。「平成20年全国公立文化施設名簿」に掲載

された「公の施設」2127のうち、「ホール利用の自
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主公演事業あり」と回答した施設は1530（72％）で

ある。このうちアンケートの回答があった1159館の

事業の内訳を検討する。

　 実施数の平均は、おおよそ年間10事業15公演程度

であったが、“鑑賞型”の公演を実施している館が

87％を超え、“普及型”の54％、“参加型”の63％を大

きく上回っている。実施事業のジャンルでは、ポピュ

ラー音楽が最も多く72％、次ぐのがクラシック音楽

で69％であり、演劇59％、日本の伝統芸能53％と続

いている。総合芸術祭などの「その他」に取り組んで

いる施設が60％あり、そのなかに音楽ジャンルが取

り込まれているケースも多いから、ほとんどの施設

が、“鑑賞型”の音楽事業に取り組んでいるといえるだ

ろう。

　実施率と事業数・公演数の平均値からシェアを算出

すると、“鑑賞型”が6割を超え、ジャンル別の事業数

シェアではクラシック音楽が全体の三分の一を占めて

いる。

　 また、施設自らが企画・制作をおこなう“制作

型”公演を実施する施設は5割、他事業者が制作した

事業を買う“買取型”公演は8割の施設が実施してい

る。買取型公演の場合、実施内容を決定する際に重

視するポイントは、70.4％が「集客力（演目・曲

目、アーティスト・出演者等の知名度、話題性など）

を挙げ、他を大きく引き離している。また、事業規模

3,000万円以上の事業にクラシック音楽が多いことか

ら、大規模な買取公演に音楽事業が多いことが推測

される。

　 多くの公共文化施設が、事業実施の際に住民のニ

ーズを探るという名目でアンケートを実施しているこ

とを考え合わせると、アンケートの結果が、音楽公演

の実施につながっているといえよう。

　 実際に、2000年代に入ってから設立された公共文

化施設においても、こけら落とし公演はもちろん、

継続的にオーケストラなどの買取型の音楽公演を実施

している例が多い。いわき芸術文化交流館「アリオ

ス」（2009年グランドオープン）では、こけら落と

し時に小林研一郎指揮NHK交響楽団公演をおこな

い、その後、定期的にオーケストラ公演を共催してい

るほか、制作型ではあるが「茂木大輔のオーケスト

ラ面白楽器学」も毎年実施している。茅野市民館

（2005年）では、音楽専用のコンサートホール

（300席）を活かして、「ムジカタテシナ」という本

格的な室内楽シリーズを毎年おこなっている。

　一般的なニーズの高さとともに、公共ホールで音楽

公演を実施する根拠の一つとして、学校教育の中で正

課として音楽があり、中学校までは必修であることが

ある。

　では、正課以外の学校教育のなかで、舞台芸術はど

のように受容されているのか。「学校における鑑賞教

室等に関する実態調査」2008年版（※2）をひも解

いてみよう。この調査は、全国すべての小学校・中学

校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校を対象

に2007年に実施されたもので、50.8％の有効回答が

得られている。

　細分化されたジャンルのなかでは、「現代演劇」の

24.8％が最も多いが、次いで室内楽、ミュージカ

ル、伝統音楽（日本）、オーケストラが多く、その他

音楽ジャンルを含めると、56.2％が広い意味での音

楽ジャンルを実施していることになる。また、「公立

文化施設」を利用した割合は19.3％であるが、学年

が高くなるほどその割合が増すことから、鑑賞教室

が、将来の文化施設への誘導の一要素となっている

といえよう。

　こうした鑑賞教室の継続的実施とそのなかでの音楽

鑑賞の重視は、公共ホールの自主事業における音楽

事業の優位につながる。すなわち、子供を持つ家族

が安心して足を運ぶことのできる鑑賞事業の実施とい

う構図である。

　もうひとつ、音楽事業が自主事業として取り入れら

れやすい背景には、音楽イベントのある意味での「や

りやすさ」がある。演劇や舞踊公演は、たとえそれ

が買取公演であったとしても、長時間の舞台での作り

込みやそれにともなう人的配置や予算の変更が生じ

ることが多い。専従の技術や制作のスタッフを置い

ていない、ないしは乏しいホールでは、いっそうの
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困難に直面することになる。たとえば、演劇の制作

を多く手掛けているまつもと市民芸術館において

は、2014年3月の『まつもと演劇工場（シアターファ

クトリー）』二期生の公演（本公演は小ホール3公

演）に対して、直前の舞台練習だけでも9日間にわた

って小ホールを貸切り、複数のスタッフを専従にして

いる。BUNKAMURAで制作をした大型演劇「もっと

泣いてよフラッパー」（本公演は主ホール3日間4公

演）の移動公演の場合でも、公演日以外の3日間は主

ホールが貸切となっている（※3）。

　それに対して、オペラやミュージカルを除いて、ク

ラシック音楽の演奏会は、基本的に拡声装置や特殊

な照明、舞台装置は必要なく、また、少ない回数の

リハーサルのみで公演が実施できる。一方、ポピュラ

ー音楽の場合は、音楽事務所の企画を、技術スタッ

フや制作経費込みで買い取る場合が多く、大型の舞

台装置も外部から持ち込まれることがほとんどであ

り、ホール側の仕事は安全管理のみというケースもあ

る。

　 こうした、音楽公演の制作のしやすさが、多様な

市民参加やそれを背景とした公共文化施設の創造的

な活動の阻害要因となっている面もあると考えられ

る。そもそも、音楽公演、とくにクラシック公演の

醍醐味は、高度に訓練され世界的な水準に到達した

プロフェショナルによる洗練された演奏を楽しむこと

にあり、市民参加に工夫が必要な構造がある。

　したがって、音楽のワークショップや「ジュニアオ

ーケストラ」などの事業をおこなっている場合も、大

変な手間暇をかけている。たとえば、全国音楽ホー

ルネットワーク加盟館のベガ・ホールに拠点を置き、

宝塚市文化財団が主催・運営するベガ・ジュニア・ア

ンサンブル（VJE、2007年設立）は、地域の青少年

によって構成された十数名のアンサンブルであり、年

に一回の定期演奏会を開催しているが、これには財団

とプロの音楽家集団である宝塚演奏連盟が緊密な連

携のうえで月3回以上の練習によって実現している

（※4）。また、三鷹市芸術文化振興財団（三鷹市芸

術文化センターなどを運営）が組織する「みたかジュ

ニアオーケストラ」は、ホールにフランチャイズして

いる「トウキョウ・モーツァルトプレーヤーズ」のメ

ンバーや指揮者の沼尻竜典のほかに、二人の指揮者

が、小学生から高校生を継続的に指導をするなど、

時間と手間をかけて一年に一回の定期演奏会を実施

している。

　全国的に見れば、そこまでのケースはごく少数で、

多くの場合は特定の学校の吹奏楽クリニックや楽曲

解説にとどまっている。積極的に、自主事業、なかで

も創造事業を実施している公共文化施設においても、

大型の音楽ワークショップは、先に挙げた「茂木大

輔のオーケストラ面白楽器学」（いわき文化交流

館）や新日本フィルハーモニー交響楽団による音楽ク

リニック（可児市文化創造センター）などであり、

しかも、いわきの事業は、観客は大ホール客席での

受動的なもので、公演鑑賞としての性格が強い。

　これらの公共ホールは、別に、演劇やダンスなどの

ジャンルで多彩なワークショップを繰り広げてお

り、全体としては、参加型・制作型の事業を展開して

いることを考え合わせると、音楽事業、とくにクラ

シック事業の特異性が浮かび上がる。

　全国の積極的に自主事業を展開している公共ホール

が、参加型・制作型を志し、次世代の幅広い育成や

いわゆる「まちづくり」に寄与することを目指してい

ることや、それに資する様々な事業を実施しているの

を俯瞰するならば、「音楽専用ホール」を強調する

ことが必ずしも市民のニーズにそぐわなくなっている

面もある。

2　ハード＝構造から

　

　それでは、構造面で、音楽専用ホールができたのは

どのような経緯であり、また、それはどのような構造

であったのか。

　 冒頭にも述べたように、1980年代後半以降、全国

に、大都市や県庁所在地のみならず、小都市にいたる

まで「音楽専用」を名乗るホールが建設された。そ
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の背景には、「多目的ホール」が使いづらい、「多

目的は無目的」といった言説が広くいきわたったこ

とがある。

　 こうした議論のきっかけになった書物の一つが、

『残響2秒―ザ・シンフォニーホールの誕生』（大阪

書籍、1983年）である。これは、冒頭にも挙げた日

本のコンサート専用ホールの嚆矢「ザ・シンフォニ

ーホール」誕生の苦労を描いたものである。日本に

残響時間の長いコンサート専用ホールがない1970年

代末の状況のなかで、音楽家の助言を聞きながら、先

進地欧米の音楽ホールを視察し、客席数や椅子の材

質、調度品にいたるまで、手さぐりで検討し、大型

パイプオルガンを設置し、満席時の残響時間は2秒が

オーケストラにふさわしいと決していく。それ自体

は、世界でも屈指といわれる音響のコンサートホー

ルを実現した過程を活写した優れた記録であった

が、これが神話化して一人歩きすることになった。残

響時間2秒のホールにおいては、本書にも記されてい

る通り、人の声は不明瞭になり、講演会や演劇はも

とより、音楽劇にも適していない。また、大型パイプ

オルガンの設置は、舞台の広さを限定するのみなら

ず、舞台後方の開放を不可能にするものであり、多額

のメンテナンス費用を要することが十分に理解され

ずコンサート専用ホールが建設された場合もあった

（※5）。

　では、一般に「コンサート専用ホール」とはどのよ

うな構造をもつものか。

　 近年の大型のコンサート専用と称される音楽ホー

ルには、その形式から舞台に対向して客席が長方形に

並ぶ「シューボックス型」と舞台を客席が階段状に囲

む「ワインヤード型」があると言われている。前者の

代表に宮崎県立芸術劇場や京都コンサートホール、後

者の代表にサントリーホールや札幌コンサートホール

「Kitara」があり、その中間的な形態の「囲み型シュ

ーボックス」の代表例としてみなとみらいホールや

ザ・シンフォニーホールがある。いずれのホールも、

客席数は1500～2500席程度で固定されており、舞台

面積は200平米～300平米と客席よりも大幅に狭い。

舞台は、分割して電動で昇降する装置を備えているサ

ントリーホールのような施設もあるが、舞台後方に

パイプオルガンを設置しているホールは、舞台スペー

スを大きく変化させることはできない。オペラ劇場

とは異なり、オーケストラピットも備えていないか

ら、固定された舞台と客席が基本的な構造であっ

た。パイプオルガンは、使用しない時も舞台上の音

楽と共振し、音楽ホールの音色を美しくすると喧伝

され、宮崎市や福井市など、比較的人口の少ない県

庁所在地にも建設がすすんだ。

　舞台設備に関しては、頭上のバトンが少ないのが特

徴である。ザ・シンフォニーホールの場合、舞台上

および客席最前列に計6本のバトンがあるだけであ

り、最も多いみなとみらいホールでも舞台上に実質9

本、客席中央部に1本のバトンがあるに過ぎない。こ

れらのほとんどは照明バトンであり、美術バトンは

少なく、大きな吊り物はできない。

　 第一に考慮されるのは、演奏時以外のときの完全

無音と、ホール外の音のシャットアウトであり、ホー

ル内では、空調や椅子・舞台などから意図しない音

が出ないことが優先される。遮音レベルは少なくと

も80dB～85dB（500Hz）が必要とされ（※6）、そ

のためにも、ホール内で稼働する部分＝振動等で音

が発生する部分が少ないことが望まれてきたのであ

る。

　 こうした構造は、拡声器を使用しないなまの音を

静かに聴くことを優先した結果であると言えよう。

また、ホール内の壁面は、コンサート専用ホールでは

白木等の明るい色が選択され、演奏中も客席は一定

の明るさに満たされ、シャンデリア等が、舞台側の

照明に照らされて輝いている場合もある。無照明時の

完全暗転は必ずしも望まれない。音楽を聴くにあた

っての和やかな雰囲気が優先されるのである。

　 これに対して、近年の中規模以下（おおむね1200

席以下）のホールの場合、客席可変を採用していると

ころが増えている。茅野市民館「マルチホール」

（780席）の場合、名前の通り、通常はプロセニアム

形式で客席と舞台が対向しているが、舞台を客席が取
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り囲むアリーナ形式のほか、スタンディング等のライ

ブイベント時にはすべてフラットにすることもでき

る。客席椅子は、1980年代に流行したロールバック

形式ではなく、原則としてそれぞれのワゴンに固定さ

れているため、背もたれや座面もしっかりと保持され

る。約100席の椅子が載ったワゴンは空気で数ミリ上

昇するので、数名で動かすことができる。

　また、舞台は、通常のプロセニアム形式でも袖舞台

をあわせて550平米ある。間口×奥行でも240平米を

確保しており、2000人収容規模のコンサートホール

と同等の舞台面積を確保しているのである。これに類

似した構造は、可児市文化創造センター小劇場（311

席）や、いわき文化交流館中劇場（最大客席数688

席）でも採用されている。

　 いわきの中劇場の場合、舞台上に45本のバトンを

持ち、客席上にも3本のバトンがある。茅野市民館マ

ルチホールの場合は舞台上に27本のバトンがあり、

客席上にはないが、キャットウォークなどから、機

材を吊り下げられる構造を採用している。舞台がホー

ルのセンターになった場合も不自由しないような構

造になっているわけである。また、壁面は、濃いグ

レーないし木地の色の場合も暗い色が選択され、無

照明時の完全暗転が必要条件となっている。ちなみ

に、同じく茅野市民館のコンサートホール（300席）

には、美術専用のバトンはないし（※7）、明るい内

装が採用されている。

　 これには、大都会と異なり、地域の一つの文化施

設で市民の多様な要求にこたえなくてはならない、

という側面があるものの、一方で、1990年代以降の

ワークショップの急増や演劇やダンスなどの先進的

なパフォーマンス公演における表現手段の複雑化に

対応したという面が大きい。結果として、音楽ホール

を標榜した施設は、鑑賞型の定まった形式の公演ば

かりがおこなわれるないしはそれしかできない、と

いう状況が生じているのである。

　 これは、自治体の財政にゆとりがあり、大型の買

い取り公演が多数実施できた1980年代には有効であ

ったが、自主事業予算が減少した2000年代以降は買

い取り公演の減少＝音楽ホールとしての特色ある活動

の低下に直結している。

　 1980年代初頭に鳴り物入りで建設された地域の音

楽ホールでも、中新田バッハホール（宮城県加美町）

の場合、2014年1月と2月は、音楽公演は全くなく、

すべてリハーサルか集会のみである。同規模の瀬戸田

ベル・カントホール（広島県尾道市）も年間を通して

1，2回の室内楽と「せとだパリ祭」が自主事業であ

るが、貸館も含めて音楽公演はわずかである。活発に

自主事業をおこなっている施設の一つである静岡音

楽館AOI（1995年開館）の場合では、開館当初には

狂言公演やオペラ公演を実施したが、翌年以降は狂

言は実施されず、オペラも舞台上演や抜粋上演となっ

た。毎年、国指定重要無形民俗文化財を中心とした

静岡の民俗芸能の上演を実施してきたが、2003年以

降、これらの公演もおこなわれなくなった。音楽専

用ホール特有の舞台の使い勝手や残響時間がそれぞ

れの公演に適さないことが明らかになったことが要

因であると思われる（※8）。

　 そもそも、公共文化施設は、江戸時代からの芝居

小屋とは異なる文脈で生まれた各地の公会堂が発展

した戦前の日比谷公会堂（1929年）や名古屋市公会

堂（1930年）などの大規模公会堂をスタートライン

として、次第に高機能化した多目的ホールとして発展

した。それらは、1970年代に県庁所在地をはじめと

して地域の中核的な都市に行きわたったが、先にも述

べた多目的ホール批判論にともなって、1980年代に

脱皮したものが音楽や演劇の「専用ホール」であっ

た。そこでは、水戸芸術館や世田谷パブリックシア

ターなどの例外はあるものの、“場が備える機

能”と“舞台芸術を創造する機能”が二分化したままの

ホールが大半である、音楽ホールも例外ではなかった

（※9）。

　 むしろ、先にも述べたように、音楽ジャンルが手

の込んだ制作を必要としなかったために、“舞台芸術

を創造する機能”は、せいぜい、特定のオーケストラ

や音楽家のフランチャイズにとどまっているのであ

る。
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　 以上のことから、大規模音楽専用ホールが、その

性能を十全に発揮するためには、常設のプロフェシ

ョナルな団体の拠点になることが必要であり、地方

都市では成立しにくいことがわかる。

　小規模音楽ホールの場合は、大規模多目的ホールと

一体化しているないしは近隣に大規模多目的ホールが

ある場合のみ有効に利用され、大小にかかわらず地

域に音楽専用ホールのみしかないと、使い勝手が悪

いとの不満が出やすいのである。

3　地域音楽ホールの「衰退」

　

　以上述べてきたように、音楽ホール、とくにコンサ

ート専用ホールは、基本的に、鑑賞型事業に特化し

た構造を持っており、旧来、それを望む市民も少な

くなかった。　

  近年においても、先にも述べた音楽鑑賞事業の浸透

を背景に、固定舞台・固定席の「固い」ホールを望

む声が根強くある。例えば、新しい市民会館を計画

中の小田原市の場合、2011年3月に策定された「小

田原市民会館基本構想」によれば、大ホールが1000

席から1200席規模の固定席多目的ホール、小ホール

が200席から300席規模の固定席多目的ホールの整備

が構想されている。この背景には、市民各層への丁寧

なアンケートと市民検討員会での議論の積み重ねが

ある。そこでは、とくに音楽関係者や音楽愛好者か

ら、ロールバック方式のホールへの不満から、大ホー

ルでは、「多目的なホール」、「プロセニアム形

式」、「オーケストラピット」、「前後左右がゆった
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りした」座席、「2層までの客席」などを望む声が、

また、小ホールでは「固定席で、音に特化した小ホー

ル」をのぞむ声や「200～300席の音響のよい固定式

が、市民にとっては一番利用しやすいのではないか」

といった意見が提出されている。結果として、相似の

大小二つの音楽優先のプロセニアム形式ホールが設計

されることになった。

　 新小田原市民会館構想においては、4つの使命（ミ

ッション）、すなわち「①そだてる〈育成普及〉　

②感動する〈鑑賞事業〉　 ③つくりあげる〈創造参

加〉　 ④つどい交流する〈施設運営〉」が定められ

たが、この二つのホールの機能が、それらにどのよう

に寄与するかは十分に検討されているとは言えない。

とくに、①③④に関しては、「市民の要求」以上に踏

み込んだ見通しが示されてはいない。むしろ、これま

で述べてきたように、大小二つの音楽主目的固定席

ホールは、ミッション達成の障害になる可能性すら

考えられる（※10）。

　このように音楽鑑賞事業を望む声が依然として強い

とはいえ、全国の公共ホールの自主事業において、

1998年に自主事業の40％を占めていた音楽公演は10

年で33％に減少し、全公演中の買い取り公演は1996

年の68％から2003年には50％まで、緩やかに、しか

し確実に減っているのである（※11）。やや乱暴に

言えば、ワークショップや市民との協働に長けた演

劇やダンスなどのパフォーマンス公演に取って代わら

れつつある。

　 以上のような変化の行き着く先には、ホール全体

が平土間になる、客席構成を変化させることができ

る、多様な舞台照明や音響を駆使することができ

る、といったフレキシブル機構をもったホールが求め

られることになるといえるが、小田原市の例にみら

れるように、理念と関係者の要求に乖離が生じてい

るのである。

4　おわりに

　

　音楽ホールは、歌舞音曲の公演を否定してきた戦前

の公会堂の流れをくんで生まれた1960～1970年代の

文化ホールが、音楽公演には「残響が短い」「パイ

プオルガンがない」「雰囲気が地味である」との批

判されたことを背景に、誕生した。これらの多く

は、ムジークフェラインザール（ウィーン楽友教会大

ホール）やアムステルダム市のロイヤルコンセルトヘ

ボウ、ベルリンフィルハーモニーザールなど、ヨーロ

ッパの名ホールをモデルにして設計された。これらの

都市には、複数のプロフェショナルなオーケストラが

組織されており、大半がオーケストラなどの音楽公演

に使用されてきた。日本の場合、該当するのは首都圏

や京阪神の大都市圏であり、人口が100万人を超える

大都市のいくつかがそれに近い状況であるにすぎな

かった。

　 すでに述べたように、音楽ホールは、音響を優先

するがゆえに、それ以外の公演には大きな障害があ

る。とくに言葉を使用する公演や、現代的な公演や

ワークショップには不自由な存在となりつつある。

こうした状況を乗り越えるためには、「不自由」を

乗り越えるだけの創意工夫や知恵、それに手をかけ

た創造的事業の制作が必要であったが、そもそも、

鑑賞事業を優先してきた音楽ホールは、制作や技術の

スタッフの人数が数なく、十分な対応ができなかっ

た面もあったといえよう。

　一方で、これほど高度な大小様々の音楽ホールが各

地に整備されている国は世界でも稀である。これらを

文化的資源として永く維持できるかどうかは、地域の

文化的土壌の育成を大きく左右する。

　 2012年6月に施行された「劇場、音楽堂等の活性

化に関する法律」の第3条「劇場、音楽堂等の事業」

の第1号「実演芸術の公演を企画し、または行うこ

と。」は、劇場、音楽堂等の“創造機能”を中心とす

る「自主事業」を想定した規定であるといわれている

（※12）。こうしたことを考え合わせれば、今後の

音楽ホールが、鑑賞事業公演主体の事業から創造や
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育成主体の事業にどれくらい転換できるかが鍵にな

る。そのためには、それを実現できるスタッフとシ

ステムをつくりあげ、市民に浸透させることができる

かどうかにかかっている。
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※1　全国公立文化施設協議会編

※2　全国公立文化施設協議会編

※3　 まつもと市民芸術館HP（2014年2月13日閲

覧）

※4　「神戸新聞」2014年3月20日など

※5　「東京芸術劇場パイプオルガン　トラブル続出　

設計に問題」（『読売新聞』 2003年6月13日

付）など

※6　 たとえば、「永田音響設計ニュース」News 

11-04号（通巻280号）2011年4月

※7　図1、図2参照

※8　 加美町、尾道市および静岡音楽館AOIの

HP（2014年2月20日閲覧）

※9　 草加叔也「劇場・音楽堂の舞台設備のこれから

を考える」（『劇場空間への誘い―ドラマチ

ックシアターの楽しみ―』〈鹿島出版会、

2010年〉所収）

※10　小田原市HP、「市民ホール基本構想　平成23

年3月」および「市民ホール基本計画【資料

編】平成24年4月」（ともにPDFファイル）。

※11　 全国公立文化施設協議会編『公立文化施設の

事業に関する調査研究結果報告書』（2009

年）および『公立文化会館における自主文化

事業の在り方に関する調査研究報告書』

（2003年）

※12　根木昭・佐藤良子『 公共ホールと劇場・音楽

堂法』（水曜社、2013年）146頁。

《執筆者プロフィール》

徳永高志

1958年岡山市生まれ。博士（文化政策学）。NPO法

人クオリティアンドコミュニケーションオブアーツ代

表。大学院終了後、松山東雲女子大学教員、高畠華

宵大正ロマン館などを経て、現在、アートNPOカコ

ア代表。茅野市民館コアアドバイザーなどを兼任。

41



42



4
資料集

資料1　協議会のあゆみとネットワーク企画実施状況

資料2　加盟館・加盟団体 一覧
資料3　会則

43



資料1

協議会のあゆみと
ネットワーク企画実施状況

年度/活動概要 ネットワーク企画実施状況

1991年度
10月30日
全国音楽ホールシンポジウム　兵庫県宝塚ベガ・ホール

全国音楽ホールネットワーク協議会設立総会　宝塚ホテル

1992年度（会員数37） 
6月3日
第1回総会　埼玉県松伏町田園ホール・エローラ

音楽ホールシンポジウム「地域の活性化とホールの役割」

国際交流合唱コンサート（3館）
トゥールーズ木管五重奏団コンサート（3館）

1993年度（会員数43） 
６月18日
第2回総会　秋田県アトリオン音楽ホール

音楽ホールフォーラム「私はこんなホールを愛する」

西村由紀江コンサート（3館）

ジュリアード弦楽四重奏団コンサート（3館）

ザ・スコラーズコンサート（5館）

1994年度（会員数52） 
6月7日
第3回総会　香川県志度町志度音楽ホール

音楽ホールシンポジウム「これからの文化振興」
　　　　　

カルミナ・クァルテット演奏会（3館）
国際交流合唱コンサート（4館）

1995年度（会員数54） 
5月25日
第4回総会　沖縄県佐敷町シュガーホール

音楽ホールシンポジウム「音楽ホールとまちづくり」

Big 3 Play=Triple Piano（3館）
国際交流合唱コンサート（3館）

室内楽の花束（3館）
ミクローシュ・ペレーニ　チェロリサイタル（６館）
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1996年度（会員数61）
6月4日
第５回総会　富山県高岡文化ホール

全国音楽ホールフォーラム「みんなで討論－音楽ホｰルは21世紀へ
生き残れるか－」

仲道郁代の音楽学校（4館）
国際交流合唱コンサート（3館）

ハイドン室内管弦楽団志度特別演奏会（3館）

1997年度（会員数60）
5月29日
第6回総会　静岡県静岡市静岡音楽館ＡＯＩ

音楽ホールシンポジウム「芸術監督の役割とは」

ルイジ・カルティアピアノリサイタル（11館）
国際交流合唱コンサート（2館）

恋文～いのちみじかし恋せよ乙女～（3館）
仲道郁代の音楽学校 '97（5館）

1998年度（会員数57）
５月21日
第7回総会　大阪府泉佐野市泉の森ホール

音楽ホールシンポジウム「『市民参加』であすを開く」

タチアナ・シェバノヴァ　ピアノリサイタル（3館）
仲道郁代の音楽学校 '98（6館）

国際交流合唱コンサート（3館）

1999年度（会員数51）
５月20日
第8回総会　島根県松江市総合文化センタ－プラバホ－ル

音楽ホールシンポジウム「厳しい時代の文化活動 ～ホールは何を
していくのか～」

ルイジ・カルティア　ピアノリサイタル（４館）
仲道郁代の音楽学校 ‘98 （４館）

国際交流合唱コンサート（３館）
ボロメ－オ・ストリング・クァルテット（４館）

2000年度（会員数47）
5月16日
第9回総会　茨城県日立市シビックセンター

音楽ホールシンポジウム「ホールが地域活性化の拠点になれる
か」

高雄有希ピアノリサイタル（2館）
仲道郁代の音楽学校 ‘99（3館）

国際交流合唱コンサート（3館）

2001年度（会員数42）
5月17日
第10回総会　兵庫県宝塚市ベガ・ホール

音楽ホールシンポジウム「追い風となるか、新世紀の船出」

バックビート　グランプリコンサート（2館）
国際交流合唱コンサート（3館）

2002年度（会員数38）
5月9日
第11回総会　鹿児島県・霧島国際音楽ホール

音楽ホールシンポジウム「今こそ芸術文化の出番
～文化芸術振興基本法が制定されて～」

キリシマファミリーコンサート（1館）
宮川彬良とアンサンブル・ベガ（3館）

国際交流合唱コンサート（3館）
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2003年度（会員数30）
5月15日

第12回総会　京都南山城村・やまなみホール

音楽ホールシンポジウム「こうすれば地域文化は元気になる」

田中靖人＆白石光隆おしゃべりコンサート（1館）

日本音楽集団（11名編成）（2館）

国際交流合唱コンサート（3館）

パノハ弦楽四重奏団＆ペーター・シュミードル（1

館）

2004年度（会員数27）
5月13日
第13回総会　富山県・高岡文化ホール

音楽ホールシンポジウム「地域に根ざした音楽ホール」

パシフィカ・カルテット（1館）

宮川彬良とアンサンブル・ベガ（ポップス＆クラシッ

ク）（3館）

2005年度（会員数26）
5月19日

第14回総会　栃木県・那須野が原ハーモニーホール

音楽ホールシンポジウム「音楽ホールに未来はあるか」

OZAN＆バンブーシンフォニア（1館）

2006年度（会員数23）
5月18日

第15回総会　大阪府泉佐野市・泉の森ホール

音楽ホールシンポジウム「今こそ市民参加！」

2007年度（会員数15）
5月18日
第16回総会　兵庫県宝塚市ベガ・ホール

音楽ホールシンポジウム「音楽ホールは本当に必要なのか！」

「閻杰」中国琵琶コンサート（5館）

新春民俗音楽の旅　 沖縄から奄美そして津軽へ・島

唄・津軽唄は黒潮海道に乗って（1館）

2008年度（会員数14）
5月15日

第17回総会　鹿児島県・霧島国際音楽ホール

音楽ホールシンポジウム「新しいファン層の開拓」

「閻杰」中国琵琶コンサート（2館）

片岡リサ・邦楽器の愉しみ（1館）

親と子の管弦楽コンサート♪京フィルといっしょ♪う

たって！おどって！楽しいね！（3館）

2009年度（会員数13）
5月15日

第18回総会　大阪府泉佐野市・泉の森ホール

外囿祥一郎ジョイントリサイタル（2館）

親と子の管弦楽コンサート♪京フィルといっしょ♪う

たって！おどって！楽しいね！（3館）
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2010年度（会員数11）
5月21日

第19回総会　大阪府吹田市・メイシアター

親と子の管弦楽コンサート♪京フィルといっしょ♪う

たって！おどって！楽しいね！（3館）

2011年度（会員数9）
5月12日

第20回総会　富山県・高岡文化ホール

音楽ホールシンポジウム「あなたにとって文化会館とは」

親と子の管弦楽コンサート♪京フィルといっしょ♪う

たって！おどって！楽しいね！（1館）

大森ヒデノリと仲間たち（1館）

ハオチェン・チャンピアノリサイタル（1館）

2012年度（会員数10）
5月18日

第21回総会　兵庫県宝塚市　ベガ・ホール

音楽ホールシンポジウム「地域伝統芸能の楽しみ方」

親と子の管弦楽コンサート♪京フィルといっしょ♪う

たって！おどって！楽しいね！（2館）

館野泉＆ヤンネ館野デュオリサイタル（1館）

2012年度（会員数10）

5月17日

第22回総会　兵庫県三田市　郷の音ホール

研修会「アウトリーチからの宿題」

11月22日

音楽ホールシンポジウム・最終章　兵庫県宝塚市　ベガ・ホール

パネルディスカッション＆コンサート
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青山音楽記念館バロックザール（1992～2000）

秋田アトリオン音楽ホール（1992～1999）

旭川市大雪クリスタルホール（1999～2002）

池田町田園ホール（1995～1997）

泉佐野市立文化会館泉の森ホール（1992～2013）

板橋区文化振興財団（1992～1995）

伊丹アイフォニックホール（1992～2000）

稲美町立文化会館コスモホール（1992～2001）

いわき市教育委員会（1996～1998）

岩国市周東文化会館パストラルホール（1995～1997）

大泉町文化むら生涯学習センター（1992～2001）

大阪音楽大学ザ・カレッジ・オペラハウス（1992～2006）

大曲市市民会館（1993～1998）

岡谷市文化会館カノラホール（1997～2000）

音楽之友社 音楽の友ホール（1992～1999）

カザルスホール（1992～1999）

橿原市立かしはら万葉ホール（2012～2013）

門真市民文化会館ルミエールホール（1994～2006）

鎌倉芸術館（1995～1998） 

河内長野市立文化会館ラブリーホール（1993～1998）

北九州市立響ホール（1995～1996）

京都外国語大学森田記念講堂（1994～2010）

霧島国際音楽ホールみやまコンセール（1993～2013）

草津音楽の森コンサートホール（1992～2000）

くにたち市民芸術小ホール（1992～1994）

倉敷市芸文館（1995～2006）

神戸新聞松方ホール（1997～2008）

小杉町文化ホール ラポール（1995～2003）

西海市大島文化ホール（1995～2006）

佐敷町文化センター シュガーホール（1993～2000）

ザ・フェニックスホール（1994～2009）

狭山市文化会館SAYAKAホール（2012～2013）

佐用町スターシャワーの森音楽堂
スピカホール（1992～2001）

さよう文化情報センター おりひめ文化ホール（2002）

三田市総合文化センター
郷の音ホール（1992～2006、2009～2013）

静岡音楽館AOI（1992～2005）

志度音楽ホール（1992～2005）

庄原市民会館（2000～2013）

ジョン万次郎ホイットフィールド記念国際草の根交流センタ
ー（1992～1997）

しらかわホール（1992～1996）

吹田市文化会館メイシアター
（1993～2005、2008～2013）

瀬戸田町民会館ベル・カントホール（1992～2010）

添田町オークホール（1992～1997）

太子町立文化会館あすかホール（1994～1997）

高島市ガリバーホール（1993～1994）

高槻市立文化会館（1993）

高松勤労者総合福祉センター 高松テルサ（1995～2002）

宝塚市立文化施設ベガ・ホール（1992～2013）

津屋崎町カメリアホール（1992～1996）

電気文化会館ザ・コンサートホール（1992～2004）

東条町文化会館コスミックホール（1993～1998）

富山県高岡文化ホール（1992～2013）
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豊岡市民会館（1992～2000）

豊田市コンサートホール（1999～2002）

豊中市立アクア文化ホール（1992～2002）

中新田バッハホール（1992～2009）

那須野が原ハーモニーホール（1995～2007）

入善町民会館 コスモホール（1995～2002）

沼隈町サンパルホールぬまくま（1992～2002）

浜松市（1997～2001）

東大阪市立市民会館（1994～2000）

日立シビックセンター音楽ホール（1992～2001）

兵庫県立三木山森林公園
森の文化館音楽ホール（1993～2007）

福崎町エルデホール（1992～2002）

防府市地域交流センター アスピラート（1996～1998）

毎日新聞社 文化事業部（1994～1998）

益城町文化会館（1992～2006）

松江市総合文化センタープラバホール（1997～2003）

松伏町中央公民館 田園ホール・エローラ（1992～2006）

御荘町文化センター（1992～1998）

三菱商事（株）（1992～1994）

南山城村文化会館やまなみホール（1992～2003）

箕面市立メイプルホール（1994～2006）

八尾市文化会館 プリズムホール（1994～2013）

やしろ国際学習塾L.O.C.ホール（1992）

大和高田市文化会館 さざんかホール（1999～2005）

ヤマハ音楽振興会（1992～2008）

ラ・ヴィータ ホール（1995）

※名称は加盟時当初のもので表記
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資料3

会則

第１章　名称

第１条　本会は、「全国音楽ホールネットワーク協議会」（以下「ネットワーク協議会」という。）と称する。

第２章　目的

第２条　実施しようとしている公共及び民間のホールを対象として、各ホールがその機能を充分に発揮するた

め、相互の特徴を生かしながら、各ホールが抱える自主事業に関する共通の課題を連携のもとに調査研究し、音

楽ホールを有効に活用することにより、音楽家や音楽団体の育成をはかり、音楽文化の発展に寄与するととも

に、ホールのもつシンボル性を生かして、その地域の活性化を促進することを目的とする。

第３章　事業

第３条　本会は、第２章の目的のために、会員相互が協力して次の事業を行う。

１）　全国の音楽ホールの自主事業に関する企画の交流及び提供

２）　音楽ホール及びそれに関連するハード・ソフトに関する情報の提供

３）　会報等の発行

４）　海外の音楽ホールとの連携及び情報交換

５）　ホールネットワーク協議会独自の事業の企画・運営の実施

６）　その他、本協議会の目的を達成するために必要な事業

第４章　会員

第４条　本会の目的に賛同し、会費を納入した者を会員とする。

１）正会員：本会の目的に賛同し、所定の会費を納める音楽ホール及び音楽祭などの自主事業を主催している団

体

２）賛助会員：本会の事業を支援し、所定の会費を納める個人、法人又は団体

３）維持会員：本会の基本的運営を維持する個人、法人又は団体

４）　特別会員：　本会の目的に賛同する海外の音楽ホールや個人、法人又は団体
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第５条　本会への入会は、所定の入会申込書に必要な事項を記入し、会費を添えて申し込むものとする。

第６条　本会の正会員は、次の特典を受けることができる。

１）会報の無料配布（賛助会員、維持会員の氏名、団体名は、会報、刊行物等に掲載）

２）　刊行物の割引配布（賛助会員、維持会員は無料）

３）　本会の収集した資料の無料利用

４）　本会が主催・共催又は後援する催しへの優待

５）　本会が企画する事業の優先利用

第５章　役員

第７条　本会に次の役員を置き、役員会を構成する。

会長　１名、　副会長　２名、幹事　若干名、監事　２名、事務局長　１名、

この他、名誉会長、名誉顧問、顧問を若干名置くことができる。

第８条　役員の任期は２年とする。但し、再任を妨げない。役員に事故ある場合は、役員会が後任を選出し、そ

の任期は残任の期間とする。

第９条　役員会は本会活動の基本事項を審議し、本会の運営にあたる。

第10条　役員会に常任幹事会を置く。常任幹事会は、会長、副会長、幹事及び事務局長で構成され、本会の運営

を円滑に運ぶため、役員会を代行することができる。

常任幹事会は、会長が開催する。

第11条　本会には、会長の指名による若干名で構成された企画運営委員会を置く。その任期を２年とし、再任は

妨げない。また役員との兼任も妨げない。

第12条　企画運営委員会は役員会の指示により、本会事業の企画・運営の実施にあたる。会長は必要に応じて、

企画運営委員会への出席者を他に指名することができる。

第13条　会長は、役員会を年１回以上開催する。

第14条　監事は、本会の会計を監査する。

第15条　会則の改訂は、役員会で決定し、総会で報告するものとする。

第６章　総会

第16条　会長は、総会を年１回開催する。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時総会を開催することができ

る。

第17条　総会は、会員総数の三分の一以上が出席しなければ開催することができない。
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第18条　会議の議事は、出席者の過半数によって定め、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第19条　総会は、役員を選出し、予算・決算の承認、事業に関する報告及び計画の承認を行う。

第７章　会計

第20条　本会の経費には、会費、事業収入、寄付金等の収入をあてる。

第21条　年会費は次の通りとする。既納の会費は、理由の如何にかかわらず返却しない。

１）正会員  ３０，０００円

２）賛助会員（１口） ５０，０００円

３）維持会員  １，０００，０００円

第22条　本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わるものとする。

第23条　本会の予算及び決算は、役員会の承認を経た後、総会で報告し、承認を受けるものとする。

第８章　事務局

第24条　本会は、事務局を会長館に置く。また、連絡事務所を置くことができる。

第25条　本会の事務を処理するため、必要な職員を置くことができる。また、職員は有給とすることができる。

第９章　雑則

第26条　初年度の役員の任期は、第８条の規定にかかわらず、本協議会設立の日から次期総会までとする。

第27条　初年度の会計年度は、第22条の規定にかかわらず、本協議会設立の日に始まり、翌年３月３１日に終わ

るものとする。

第28条　この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は会長が別に定める。

附則

この会則は、平成３年１０月３０日から施行する。
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