
 

   平成 29年度事業計画について 

阪神・淡路大震災以降の20年間で復興の歩みを着実に進めてきた神戸市は、神戸をさら

なる高みへと押し上げるために、新たな芸術文化の創造とその情報発信を強化するととも

に、市民が主体となった文化活動への支援に取り組むことで、文化による市民活動・交流

を進め、芸術文化の薫りあふれるまちづくりを進めるとしている。 

このような中、当財団は、市民が生きがいを持って暮らせるまちの実現に向け、市民と

ともに喜び合える文化事業・市民参加型事業の実施や、都市の魅力や活力を支える資源と

して文化芸術の振興に取り組んでいる。 

平成29年度は、「第９回神戸国際フルートコンクール」を核とする神戸国際フルート音楽

祭が開催され、また港都KOBE芸術祭を筆頭に神戸開港150年記念事業が数多く展開される年

であり、当財団も、これら大規模事業に関連する事業を幅広く実施する。１）文化振興事

業においては、「第９回神戸国際フルートコンクール」や中学・高校生によるジャズオーケ

ストラの活動推進、２）演奏事業における演奏活動と広報・集客の充実強化、３）文化ホ

ール事業における劇場法の精神をふまえた文化ホールプロデュース公演等の充実、４）神

戸アートビレッジセンター事業における若手芸術家による演劇・舞踊事業の実施や視聴覚

ホールを利用した映画上映、５）区民センター事業における市民の身近な文化活動の場で

ある区民センターの利用促進と自主事業強化等により、神戸市の文化創生都市づくりの推

進に貢献する。 

 

【主な事業内容】 

（１）文化振興事業については、４年に１度の世界的コンクールである「神戸国際フルート

コンクール」の開催や、恒例となっている「日本アマチュア シャンソン コンクール」、「神

戸ジャズストリート」、「神戸アートウォーク」、「こうべ市民美術展」等を引き続き実施する。 

また、「医療産業都市の病院群に対するアートプログラム（医療＋アート）」、「ジャズの街

神戸」推進協議会による取り組み等の特色ある事業を実施するとともに、市民が芸術文化に

触れる機会と場を提供することで、神戸の文化振興を図る。 

 

（２）演奏事業については、神戸市室内合奏団の定期演奏会では、指揮者に９月はヨハネ

ス・マイスル、12月は鈴木秀美、３月はリューディガー・ボーンを迎える。またソリ

ストも３月に郷古廉を迎えるなど、魅力的な内容で実施する。神戸市混声合唱団は、

秋の定期演奏会の指揮に姉妹合唱団提携をしているリガ室内合唱団アヴェ・ソルの指

揮者アンドリス・ヴェイスマニスを迎え松原千振との共演を実現する。また、春の定

期演奏会の指揮に岩村力を迎え、神戸が生んだ天才作曲家「大澤壽人」の楽曲を演奏

する。 

また神戸ゆかりの音楽家を招聘し、神戸のファッション、スイーツ等と音楽をコラボ

レーションさせクラシック音楽の普及を図る「Classic Plus」を（一財）地域創造か

らの助成を受け展開する。 

引き続き、区民センターでの地域密着型の演奏会なども開催し、「音楽のまち・神戸」

の推進に貢献していく。 

 



 

（３）神戸文化ホール事業については、「劇場、音楽堂等の活性化に関する法律」の趣旨を

踏まえ、市民が集い、舞台芸術を創造するなかで絆を形成し、感動と希望をもたらす

地域の文化拠点としての機能強化を図るため、市民参加型事業や地域連携型事業、こ

れまで財団が構築した人的ネットワークを活かした文化事業に重点的に取り組む。ま

た、全国から参加者がある「オカリナフェスティバル」や、公共ホール現代ダンス活

性化支援事業を活用してワークショップや学校アウトリーチをはじめ、区民センター

との連携事業を継続するとともに、国内外で活躍する舞踊家と、協働制作による舞台

公演を実現する。さらに、神戸国際フルートコンクール入賞者によるリサイタルやレ

クチャーといった音楽事業の充実に加え、地元アーティストに発表の場を提供するだ

けでなく、地域の人々が広く文化・芸術に親しめる事業の強化を図る。  

  ４期目の指定管理のスタートにあたって舞台運営体制の充実をはかり、ホールの機能

強化を実現する。 

 

（４）神戸アートビレッジセンター事業については、指定管理者として 12年ぶりに当財団

が同施設の管理運営を担うことになるが、同施設の設置の目的のひとつである若手芸

術家の育成として、高校生を対象に夏休み期間を中心に演劇を集中して制作する事業

を行うほか、美術事業においても、若手美術家を公募で選び、一緒に展覧会を制作し

ていく。 

このほか、映像事業では、アート系シアターとして、大手シネコンでは上映されない

芸術的価値の高い映画を選定し定期的に新作上映を行う。 

 

（５）区民センター事業については、第３期指定管理期間４年目を迎え、各センターの利

用促進に引き続き取り組む。市民の文化活動要求に応える自主事業（講座・イベント）

の充実強化を進めるとともに、「地域文化活性化事業」の中で地元住民・団体との協働

による地域の文化コミュニティの発展を目指す。また「市民の第九」や「神戸能プレ

イベント」等、神戸文化ホールとの連携事業に加えて、開催年にあたる神戸国際フル

ートコンクールに因んだ事業や、神戸開港 150年にも併せた事業への取り組み及び、

地域の保育所等に演奏家が赴くアウトリーチ等、演奏事業との連携にも積極的に取り

組み、地域の文化振興のための各区の中核施設にふさわしい管理運営を行う。 



 

＜公益目的事業＞ 

１ 文化振興事業 

（１） 事業方針 

① 市民の文化向上に資する質の高い鑑賞型事業の提供 

② 芸術文化による神戸ブランドの創造発信 

③ 市民参加型芸術文化事業の充実 

④ 地元芸術文化団体との協力関係の強化及び若手芸術家の発掘・支援 

⑤ 情報収集・提供の充実（多様な文化芸術の紹介） 

⑥ 芸術文化を担う人材の育成 

  

（２）事業展開 

①市民の文化の向上に資する質の高い鑑賞型事業の提供 

市民に感動を与え、感性や創造性を育む質の高い芸術を鑑賞出来る機会として、４

年に１度の世界的コンクールである「第 9回神戸国際フルートコンクール」を開催す

る。また、病院等においてプロのアーティストによるアートプログラムに触れる機会

を創出し、ホールに来るのが困難な人に対しても鑑賞機会の提供を図る。 

②芸術文化による神戸ブランドの創造発信 

 神戸国際フルート音楽祭や、港都 KOBE芸術祭等の市の大規模な芸術文化事業との連

携を図り、神戸ブランドの創造発信を行う。 

また、このほか「ジャズの街神戸」推進協議会の事業では、中学・高校生によるオ

ーケストラ「神戸ユースジャズオーケストラ」の活動を推進するとともに、ラジオ番

組「KOBE JAZZ-PHONIC RADIO」の放送や、「KOBE JAZZ DAY 2017」を開催する。 

③市民参加型芸術文化事業の充実 

公演等を鑑賞するだけでなく、市民が芸術文化活動を発表する機会や場を創出する

ため、「60歳からのデビュー・あなたにシャンソンを」や「こうべ市民美術展」など

の市民参加型事業を展開する。 

④地元芸術文化団体との協力関係の強化及び若手芸術家の発掘・支援 

神戸文化の基盤となっている地元芸術文化団体の活動を支援するとともに、協力関

係の強化を図る。また、「神戸市吹奏楽祭」、「JAPAN STUDENT JAZZ FESTIVAL」等

を通じて、今後の神戸文化の担い手となる若手人材の育成を支援する。 

⑤情報収集・提供の充実 

多種多様な芸術文化活動を広く紹介するため「KOBE C 情報」を発行するとともに、

SNSを活用するなど情報発信機能の強化を図る。 

⑥芸術文化を担う人材の育成 

 各種事業を通じて、アートマネジメント能力の深化や向上を図るなど、「担い手」

の養成・機会確保に努める。 

 



 

 

２ 演奏事業 

（１） 事業方針 

①神戸市民の文化的な財産として、文化ホールを拠点として区民ホールなど市民の身近

な場所で質の高い演奏を提供する。 

②演奏を一層洗練されたものとし、音楽芸術の発展に寄与する。 

③広報強化による神戸市室内合奏団・神戸市混声合唱団の周知を図るとともに、魅力的

な公演を行うことで主催公演だけではなく依頼公演の増加を図る。 

 

（２）事業展開 

  神戸市室内合奏団では、国内外で活躍する指揮者・ソリストをゲストとして招聘し、

演奏会の充実を図る。定期演奏会では「ヴィーン古典派からの視座」をシーズンテーマ

に、鈴木秀美、郷古廉といった魅力的なゲストとともに公演する。 

また、（一財）地域創造からの助成を受け、「Classic  Plus」として神戸にこだわり、

神戸ゆかりの演奏者を招聘し、神戸のファッション、スイーツ等と音楽のコラボレーシ

ョンによる演奏会および地域振興を図る。 

 ≪神戸市室内合奏団定期演奏会≫ 

6月 白井圭（コンサートマスター）、伝田正則（チェロ） 

9月 ヨハネス・マイスル（指揮） 

12月 鈴木秀美（指揮・チェロ） 

3月 リューディガー・ボーン（指揮）、郷古廉（ヴァイオリン） 

   

  神戸市混声合唱団では、秋の定期演奏会で、神戸開港 150年に合わせ姉妹合唱団提携

を結んでいる世界的合唱団「リガ市室内合唱団アヴェ・ソル」の指揮者アンドリス・ヴ

ェイスマニスを招聘し、松原千振と 2人の指揮者による演奏会を行う。春の定期演奏会

では、神戸が生んだ幻の作曲家「大澤壽人」にスポットをあて、岩村力を指揮に演奏会

を行う。また従来からの区民センター等で行う公演では、新たなファン層獲得のため趣

向を凝らした公演を開催するなど、新たな取組みにも鋭意着手する。 

 ≪神戸市混声合唱団定期演奏会≫ 

9月 アンドリス・ヴェイスマニス（指揮）、松原千振（指揮） 

3月 岩村力（指揮） 

 

特に平成 29年度は、神戸国際フルート音楽祭に積極的に出演し、フルートの街神戸に

花を添える。また、アンサンブル・ラロとのジョイントコンサートやいずみホール公演

などを実施するとともに、新たな依頼公演の拡大を図るべく両団の魅力発信を強化する。 

 

 



 

 

３ 神戸文化ホール公演事業 

（１）事業方針 

①文化ホールを拠点とした芸術創造発信事業の積極的展開 

②優れた舞台芸術の鑑賞機会の提供及び鑑賞教室や解説セミナー等の実施 

※「創る(創造・発信)」、「育つ(教育普及)」、「観る(鑑賞)」が循環する事業展開 

 ③財団のネットワークを活用した市民、芸術家、文化団体等との交流・連携事業の実施 

  

（２）事業展開 

①芸術創造・発信事業 

   神戸市室内合奏団及び神戸市混声合唱団の公演の実施や神戸の文化発信の基盤である地

元芸術団体や、文化の担い手である若手芸術家に発表の機会を提供するとともに、市民の

参加や地域との連携を図り、文化拠点としての機能充実につながる事業を展開する。舞踊

事業については、地元出身で現在ドイツレーゲンスブルグ劇場の芸術監督である森優貴を

招いてシェイクスピアの作品をテーマとする「ダンス×文学」企画を上演する。また、昨

年に引き続き、「公共ホール現代ダンス活性化支援事業」を実施し、市民参加型のワークシ

ョップや学校へのアウトリーチを実施して、芸術創造の裾野を広げる活動を行う。さらに、

神戸国際フルートコンクールの第６回優勝者小山裕幾（フィンランド放送響首席奏者）の

リサイタル開催とワークショップを実施して、コンクールの浸透を図る。 

   その他、区民センターとの連携事業など、市民が集う発信型事業の強化に取り組む。 

 ②教育普及・育成事業  

   能、狂言、歌舞伎の鑑賞教室や解説セミナーを実施して、世界に誇る伝統芸能を学ぶ機

会を提供する。国内外で活躍する一流の演奏家から直接レクチャーを受けられるワークシ

ョップやマスタークラスを開催し、若手芸術家の育成に取り組む。また、市内の小学生を

招待する劇団四季「こころの劇場」の継続実施により、文化・芸術の普及に貢献する。 

 ③鑑賞・学習事業 

   国際的にレベルの高い公演や、民間興行では実現しにくい公演などを中心に、優れた舞

台芸術を鑑賞する機会を提供する。 

   具体的には、NHK 交響楽団神戸公演のほか、43 回目を迎える「東西落語名人選」や

「松竹大歌舞伎（中村橋之助改め八代目中村芝翫襲名披露／一谷嫩軍記 熊谷陣屋）」

など開館当時から続く伝統的な公演を継続するとともに、映画事業「文化ホールキネ

マ」の拡充に努める。 



 

 

４ 神戸文化ホール貸館・管理事業 

（１）事業方針 

 ①弾力的なホール運営と専門性の高いサービスの提供 

 ②施設利用者、来館者のご意見を反映したホール運営 

 ③文化の発信拠点として地元芸術団体・若手アーティストを支援 

 ④基幹ホールにふさわしい安全・安心な管理運営 

 

（２）事業展開 

 ①年中無休、早朝仕込み・深夜撤収など、ニーズに応じた弾力的な運用を継続する。 

  また、舞台スタッフによる専門性の高い舞台運営、ホスピタリティ溢れるホール運営

で利用者をサポートする。 

②利用後のアンケート調査や「お客様の声 BOX」でお寄せいただいたご意見・ご要望を

基に、ホール運営全般の改善に努める。具体的には、オペレーターを増員して、チケ

ット電話予約への迅速な対応に努める。 

③抽選会における優先利用制度や練習利用の割引料金制度による地元芸術団体、若手芸

術家の活動支援を継続する。 

また、若手芸術家の発表の場、交流の場としての大ホールのロビー活用を推進する。 

④設備全般にわたる日常的な点検の実施、不良箇所への速やかな対処に努め、市の公共

基幹ホールにふさわしい安全・安心な管理運営を行なうとともに、市と連携して施設

改善を図る。 

 

 

５ 神戸アートビレッジセンター公演等事業 

（１）事業方針 

①先進的・実験性のある事業の実施 

②アートの世界への入り口となるワークショップや講座の実施等の実施 

③市内外の文化施設・教育機関等との交流・連携事業の実施 

④まちの賑わい及び活性化に寄与する事業の実施 

  

（２）事業展開 

 ①演劇・舞踊事業 

   実験的な公演を行うと同時に、若手芸術家を育成する事業を展開し、先進的な事業を展

開する神戸の文化拠点としての役割を果たしていく。演劇については、高校生を対象に、

演劇を集中して制作する「Go! Go! High School」を前指定管理者より引き継いで行うほか、

灘区出身で芥川賞受賞作家である山下澄人氏による演劇ワークショップを行う。 

   舞踊については、日本発のコンテンポラリーダンスの 1つである舞踏のアーカイブ作業

を通じて新たな可能性を探る「Dance Archive Project」（札幌・埼玉・高知と巡演・共催）

や、関西を拠点に世界的に活躍するコンテンポラリーダンサー岡登志子とピナ・バウシュ

率いるブッパタール舞踊団に日本人初のダンサーとして入団した市田京美によるダンス公



 

演など、国内外で活躍している芸術家とともに、神戸アートビレッジセンター発信となる

事業を展開する。 

 ②美術事業 

   若手美術家を公募で選び、一緒に展覧会を制作する「1 Floor」を若手育成事業として前

指定管理者より引き継いで行う。また、館内にあるシルクスクリーンの機械を使った作品

製作のワークショップや、その他、地域の人々が気軽に美術に楽しめるよう入門的な美術

講座等を実施し、気軽に美術体験を楽しむ場となることを目指す。 

 ③映像事業 

   大手シネコンでは上映されない芸術性の高い映画を上映するアート系シアターとして、1

ヶ月につき、2週間 4～5作品を目安に新作上映を行う。監督挨拶など上映作品に関連する

企画実施を行い、集客の向上を図る。また、テーマを設定した名画の特集上映などで、幅

広い観客層の獲得を目指す。映画だけでなく、映像作品の製作講座や美術系映像作品の誘

致など、再来年度以降に向けたネットワークづくりを行う。 

 ④地域事業 

   1Roomを活用した地域の賑わいづくりに努めるほか、新開地周辺地区まちづくり協議会な

どの地域団体と、新開地音楽祭、土曜マルシェ、シネマストリート等の事業をすすめてい

く。 

   また、大開小学校へのアウトリーチ＆コラボレーション企画「New Open Area」や、阪神

間の美術館・博物館と連携する「ミュージアム活用術」など、教育機関・文化施設との連

携も引き続き行っていく。 



 

 

６ 神戸アートビレッジセンター貸館・管理事業 

 

（１）事業方針 

①柔軟な施設運営と専門性の高いサービスの提供 

②文化の発信拠点として地元芸術団体・若手アーティストを支援 

③安全・安心な管理運営かつ省エネ設備への積極的な投資 

  

（２）事業展開 

 ①柔軟な施設運営と専門性の高いサービスの提供 

   休日・早朝・深夜の仕込み・撤収など、開館時間内に収まらない場合も、必要に応

じて柔軟に対応する。 

また、小劇場という性質から、実験的な演出内容、ホール上演の経験が少ない若手

団体による利用が想定されるため、貸館事業でも柔軟に対応、専門性の高いサービス

を提供していく。また、アンケート調査などを通して、利用者様・お客様の意見収集

に努め、施設運営全般の改善に活かしていく。 

 ②地元芸術家・若手芸術家を支援 

   抽選会における優先利用制度や練習利用の割引料金制度による地元芸術団体、若手

芸術家の活動支援を実施する。1Roomでのチラシ設置や、神戸アートビレッジセンタ

ーの公式サイト内での公演紹介など、広報協力を通して積極的に支援する。 

 ③安全・安心な管理運営かつ省エネ設備への積極的な投資 

   設備全般にわたる日常的な点検の実施、不良箇所への速やかな対処に努める。KAVC

は開館後 20年以上が経過しており、老朽化による不具合も増えてくることから、小修

繕による施設・設備の長寿命化を図りつつ、安全・安心な管理運営を行なう。また、

LED照明やセンサー照明等の省エネ設備への積極的な投資を行う。 

 

 

７ 区民センター講座・地域連携事業 

 

（１）事業方針 

①「地域住民と共に歩む区民センター」として市民の文化活動のニーズに対応 

※「学ぶ」→「深める」→「発表する」→「鑑賞する」→「学ぶ」及び地域住民同

士が「つながる」ニーズ 

②講座事業や地域連携事業（地域住民参加型やプロの芸術に触れる鑑賞型等のイベント

及び地域文化活性化事業）を実施 

③事業運営等への「区民センターサポーター」等の住民参画 

④当財団が有する文化事業運営ノウハウや、文化団体との人的ネットワークを活用した

事業展開 

 

（２）事業展開 

 ①講座事業 



 

   入門者・初心者対象の文化・教養・スポーツ等の講座を、ⅰ低廉な料金、ⅱ春季・

秋季の「定例講座」と、季節や住民ニーズ等を反映する「随時講座」も交え、ⅲ年間

を通じて、開講する。 

   新規講座を開設する一方、受講率の低い講座の見直しや講師報酬への歩合制の導入

等により収支改善に常に努め、また、伝統芸能等の伝承等、公益財団法人として取り

組む必要のある講座等にも配慮しつつ受講者数の拡大を図る。 

 ②地域連携事業（地域住民参加型のイベント及び地域文化活性化事業） 

   住民の「発表する」ニーズ及び専門家による芸術文化を「鑑賞する」ニーズに応え

る地域住民参加型の自主事業（イベント等）、各地域の歴史や伝統文化、個性を生かし

つつ、参加や鑑賞等、住民が芸術文化に触れたり、日頃磨いた技を発表したり、お互

いに交流する機会となる「地域文化活性化事業」を企画実施する。 

※地域文化活性化事業の例 

「東灘：書の芸術祭」「葺合：秋の夜長の JAZZ LIVE」「生田：フルート４００年

の旅を楽しむコンサート」「北：すずらんホール農村歌舞伎」「北神：神戸国際

芸術祭 2017」「須磨：淡路人形浄瑠璃鑑賞会」「西：なでしこダンスフェステ

ィバル」等 

   各センターの特色を生かし、地元住民・団体との協働による住民参加型行事に取り組む

とともに、だんじりや須磨琴等地域の伝わる伝統文化、地域特色を取り上げた事業を実施

する。また、「市民の第九」や「神戸能プレイベント」等、文化ホールとの連携事業の他、

地域の保育所等に演奏家が赴くアウトリーチ等、演奏部との連携事業、及び、開催年

にあたる神戸国際フルートコンクールに因んだ事業や、神戸開港 150 年記念に併せた

事業にも積極的に取り組み、地域の文化振興のための各区の中核施設にふさわしい管

理運営を行う。 

  ③作品展示会・発表会 

   区民センターのギャラリーやロビー、ホール及び花時計ギャラリーにおいて、講座受講

生をはじめとする市民の絵画、陶芸、写真等の作品展示会や舞踊、音楽等の発表会を実施

する。 

 

 

８ 区民センター貸館・管理事業 

 

（１）事業方針 

 ①サービスと利便性の向上、利用促進のための料金割引制度、利用団体への広報・相談

サポート提供、積極的な広報活動等の実施 

 ②長年培ったノウハウの活用による、安全・安心で快適な利用環境の提供 

 

（２）事業展開 

 ①サービスと利便性の向上  

   例：休館日の祝日開館、インターネット予約受付、インターネット無料接続サービ

スの提供、利用料金の割引対象拡充等 



 

 ②地域文化団体との連携強化による情報発信や運営サポート支援 

   例：地域文化団体の利用料金割引拡充、貸館利用団体専用掲示板設置等 

 ③積極的な貸館セールス 

   例：「区民センターだより」発行、「友の会」・ホームページの活用、ポスティン

グによるＰＲ等 

 ④省エネルギーや環境を意識した設備管理 

   例：節電、環境保護の取り組みの日常業務への組み入れ    

 

 

９ 情報提供・広報 

文化振興事業の市民への周知、文化芸術への市民参加の機会拡充、財団の収益向上等の

観点から、広報の充実強化は必須であり、財団の広報体制を確立するとともに、多様な手

段により、これまで以上に積極的に広報ＰＲに努める。 

 

（１）文化情報誌   「KOBE C情報」の発行(50,000 部／月) 

市内をはじめ、近隣諸都市を含めた文化に関する各種情報を市民に提供するため、月

刊誌「ＫＯＢＥ Ｃ情報」を発行し、市営地下鉄・私鉄等公共交通機関の各駅や、区民

センター・区役所等市内外で幅広く配付する。 

 

（２）文化ホールからの情報発信強化 

文化ホールの情報発信機能を充実、強化するため、①情報誌「ほーるめいと」の発行

（18,000部／隔月）、②メールマガジンの発行、③友の会運営に取り組む。 

 

（３）区民センターからの情報発信強化 

区民センターからの情報発信機能の充実強化を図り、チラシやホームページでの情報

提供のほか、ポスティング、区民センターだよりの発行、固定客・リピーター確保のた

めの友の会運営に取り組む。 

 

（４）インターネットによる情報発信 

当財団が主催する主要事業等を紹介するとともに、神戸文化ホールや神戸アートビレ

ッジセンター、区民センターの空室情報や区民センターの講座受講申込、「ＫＯＢＥ Ｃ

情報」のデータなどをホームページに掲載する。 

また、ツイッターやフェイスブック、インスタグラム等多様なＳＮＳを活用したリア

ルタイムの情報発信に積極的に取り組むとともに動画共有サイト等による事業広報を展

開する。 

 

（５）広報・ＰＲの強化 

平成 29年度より、広報ＰＲ及び法人等への営業の専門部署を設ける。 

財団事業を総合的かつ横断的にプロモーションし、公演の入場者数や入場料収入の増加

につなげていく。 

また、話題性の高いコラボレーション番組の共同制作・放映、ラジオ番組作成、各種資

料提供などマスコミを活用した情報発信に積極的に取り組む。 

  



 

＜収益事業＞ 
（１）神戸文化ホール貸館・管理事業 

神戸文化ホールにおいて、コンベンション等文化活動以外を目的とする活動の場の

提供を図る。また自動販売機設置や駐車場等神戸文化ホール利用者へのサービス向上

を行う。 

 ※施設概要 大ホール    ：2043席 

中ホール    ：904席 

リハーサル室    ：150名 

練習室 1～5    ：15名～150名 

多目的室・特別控室 

自動販売機    ：7台 

駐車場（神戸文化ホール練習場） ：10台 

 

（２）神戸アートビレッジセンター貸館・管理事業 

平成 29年度から指定管理者となる神戸アートビレッジセンターにおいて、地域の

集会等文化活動以外を目的とする活動の場の提供を図る。また自動販売機設置による

利用者へのサービス向上を行うほか、利用者サービスや地域の賑わいづくりにつなが

る 1Roomの活用を行う。 

 ※施設概要  多目的ホール    ：232席 

視聴覚ホール    ：94席 

ギャラリー    ：148㎡ 

リハーサル室 1～2   ：120㎡～189㎡ 

会議室 1～2、スタジオ 1～3、1Room等 

自動販売機    ：4台 

 

（３）区民センター講座・地域連携事業 

当財団が指定管理者として管理運営する 7各区民センターにおいて、美容・スポー

ツ等の文化振興目的以外で利用者ニーズの高い講座や自主事業を開催する。 

※例   講  座：健康体操、スポーツ吹矢、バドミントン、卓球等 

自主事業：コミュニティフェスティバル、卓球大会等 

 

（４）区民センター貸館・管理事業 

指定管理者である区民センターにおいて、イベント等文化活動以外を目的とする活

動の場を提供する。また自動販売機設置や駐車場等区民センター利用者へのサービス

向上を行う。 

 ※施設概要   大ホール 

会議室、多目的室 

和室・音楽室・美術室・陶工芸室等 

自動販売機    ：18台 

駐車場（北神区民センター）  ：123台 



 

＜その他（財団の管理運営事業等）＞ 

 
（１）専門性の強化・人材育成 

当財団の公益目的事業にかかる専門性の強化を図り、質の高い芸術文化事業を実施

できる専門人材を雇用していく。また、芸術文化事業についての研修を充実させる等、

職員一人一人が知識向上やスキルアップするよう人材の育成に努める。 

 

（２）効率的な執行体制 

神戸市室内合奏団及び神戸市混声合唱団を有するようになっかことや神戸アート

ビレッジセンターの指定管理者としての管理運営の開始等、当財団事業範囲が広がっ

ているなかで、今まで以上に事業間の連携や事業執行の効率化、専門性の向上が必要

となっていることから、財団組織を改正し、効率的な執行体制を確立する。 

 

（３）経営基盤の強化 

「中期経営計画 2021」で定められた目標の実現に向け、事業を着実に実施していく

ためには、経営の安定が必須であることから、事業収入の確保のほか、公的助成金の

獲得、寄附金税制優遇制度を活用した寄附、法人友の会等など外部資金の獲得に向け

て継続して取り組むとともに、事務事業にかかる経費の見直しに努める。 

 

（４）ＫＥＭＳステップ２の活動 

環境負荷低減を図り、神戸環境マネジメントシステム（ＫＥＭＳ）ステップ２の認

証に基づく取り組みを着実に実施する。 

 

（５）資金調達及び設備投資 

   資金調達及び設備投資について実施の見込みはなし。 



 

Ⅴ 数値目標 
【芸術文化の創造・発信】 

 27年度実績 28年度見込み  29年度目標 

創造発信型事業の数 71 82 92 

 

【普及啓発】 

 27年度実績 28年度見込み 29年度目標 

アウトリーチ実施回数 6 20 25 

 

【国際交流事業】 

 27年度実績 28年度見込み 29年度目標 

海外芸術家等による公

演回等数 
6 12 15 

 

【指定管理施設管理事業】 

 １ 神戸文化ホール 

 27年度実績 28年度見込み 29年度目標 

利用率 

（踏入率） 

大ホール 88.5％ 84.6％ 82％ 

中ホール 86.0％ 89.8％ 88％ 

利用率 
（実利用率） 

大ホール 78.8％ 77.0％ 72％ 

中ホール 75.1％ 81.2％ 76％ 

利用者数 
大中ホール 516,882人 51万人 52万人 

練習室含む 574,991人 57万人 58万人 

利用者満足度 99.1％ 95％以上 95％ 

友の会 

加入数 

個人 1,300人 1,250人 1,300人 

法人 - - 10社 

 ２ 神戸アートビレッジセンター 

 27年度実績 28年度見込み 29年度目標 

利用率 

（踏入率） 

ホール 60.6％ 61.8％ 60.0％ 

シアター 83.4％ 80.6％ 75.0％ 

ギャラリー 72.0％ 72.4％ 75.0％ 

利用率 
（実利用率） 

ホール 55.2％ 55.4％ 60.0％ 

シアター 82.0％ 78.0％ 75.0％ 

利用者数 176,138人 - 178,200人 

利用者満足度 - - 85.0％ 

 

 



 

 ３ 区民センター 

 27年度実績 28年度見込み 29年度目標 

利用率 

（踏入率） 

全体 74.6％ 78％ 80％ 

うちホール 72.5％ 72％ 72％ 

利用率 
（実利用率） 

全体 52.2％ 50％ 50％ 

うちホール 47.7％ 46％ 45％ 

講座受講者数 25,280人 24,700人 25,000人 

利用者満足度 97.7％ - 95％ 

 

【財団管理・経営関係】 

 27年度実績 28年度計画 29年度計画 

経営目標（年度収支の均衡） △37,706千円 ±0 ±0 

 

 

 


