
 

 

 

平成２８年度事業報告 
 

Ⅰ 文化情報提供事業[5,907,651円] 
１ 情報提供事業〔5,075,780円〕 

 情報誌、インターネットを通して県内を中心とした文化事業等を紹介し、多くの県民

が文化情報を入手できる機会を提供した。 

 また、管理している音楽堂の情報や友の会の情報も提供した。 

事 業 名 事業実施概要 

【指定管理業務】 

 (1) 情報誌発行事業 

（4,810,964円） 

 

【指定管理業務】 

 (2) インターネット情報発信事業 

（264,816円） 

 

・情報誌季刊「ブンカ」年 4回発行。 

６１号（ 6/15発行）、６２号（ 9/15発行） 

６３号（12/15発行）、６４号（ 3/15発行） 

 

・ホームページをリニューアル、随時更新 

イベント情報、公演空席照会サービス 

施設の空き状況 ほか 

 チケットのネット購入に対応。 

 

 

 

２ 普及広報事業〔831,871円〕 

 広く県民に対して音楽や文化の啓蒙を図るため、ＣＤやビデオの整備、施設の紹介パ

ンフレット等を作成した。 

事 業 名 事業実施概要 

【指定管理業務】 

 (1) インフォメーションセンター 

整備事業 

（452,638円） 

【指定管理業務】 

 (2) 貸館促進広報事業 

（379,233円） 

 

 

・来館者が自由に視聴できるよう月刊専門誌、ＣＤ、

ＤＶＤを整備。 

 

 

・利用者との意見交換会を年４回開催 

・利用者を対象とした「スプリングフェスティバル」 

 を 5/22に開催。 

 

Ⅱ 文化活動促進事業[46,509,149円] 

１ 活動支援事業〔０円〕 

  地域の文化活動振興を目的として、文化活動に対して後援を行った。 

  また、ふくい文化友の会会員を対象とした地域文化研修を実施した。 

事 業 名 事業実施概要 

 (1) 文化活動後援 

（0円） 

 (2) 地域文化研修 

（0円） 

・申請受理件数 75件（3/31現在） 

 

・文化財、芸術作品等の見学、鑑賞 

 対象…ふくい文化友の会会員、特別協賛会員 

 11/11 

   臨済宗大本山「東福寺」、京都市美術館 

（京都府京都市）       参加者数 81名 



 

 

 

２ 教育普及事業〔46,147,191円〕 

成長期にある子どもたちに優れた芸術に触れる機会を提供したり、本県にゆかりの深い

楽器であるハープ、マリンバを中心としたセミナー等を開催したりするとともに、パイプ

オルガンを活用した公演やオルガンオーディションを実施し、県民への文化や音楽の普及

啓発を図った｡ 

事 業 名 事業実施概要 

【指定管理業務】 

 (1)セミナー等実施事業 

（7,975,445円） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【指定管理業務】 

 (2)パイプオルガン普及啓発事業 

（1,329,046円） 

 

【県受託事業】 

 (3)ふるさと子どもコンサート 

（657,000円） 

 

 

 

 

【県受託事業】 

 (4)ふれあい文化子どもスクール 

オーケストラとのふれあい 

コンサート開催事業 

（14,196,000円） 

 

 

 

 

 

・ふれあい教室、初級コース 

 10/29～12/18 延べ 34回開催 

   ハープ、マリンバ、チェロ、 

ヴァイオリン 計 28名 

   12/23には発表会を大ホールで開催 

・夏期マスターコース 8/21～8/24 

   マリンバ    30名 

   8/24 受講生コンサート 

・オルガンオーディション 10/6～10/10 

   パイプオルガン 

  応募者数 8名  合格者数 2名 

・オルガンスクール 3/18.19 

   初心者のための講座 10名 

   先生のための講座   5名 

・福井ジュニア弦楽アンサンブル・セミナー 

   ヴァイオリン、チェロ、ヴィオラ 

        6/20～3/19   計 17名 

    3/20「ジュニアが輝く！“音楽の森” 

             コンサートに出演 

（内容および参加者数 明細書別表 1のとおり） 

 

 かほるママの“クラシック あ・そーと” 

  年間 3公演 30団体 総参加者数 1,198名 

 （保育園、幼稚園、小学校、特別支援学校） 

 

 子どもが楽しめる楽曲による音楽公演、パイプオ

ルガン演奏、楽器体験、パイプオルガン見学ツア

ー等 

  年間 5公演 133団体 総参加者数 4,065名 

 （保育園、幼稚園、小学校、特別支援学校） 

（内容および入場者数 明細書別表 2のとおり） 

 

 県内全小学校５年生向けに特別に企画した、オー

ケストラと直接触れ合い、また、地元出身演奏家

が出演する本格的な演奏会を福井県立音楽堂で

体験 

 12月に７公演 190校 総参加者数 7,491名 

（内容および入場者数 明細書別表 3のとおり） 

 

 



 

 

 

 

【県受託事業】 

 (5)未来の音楽人材育成事業 

（4,686,000円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【県受託事業】 

 (6)出張音楽堂開催事業 

（10,677,000円） 

 
 
 

【県受託事業】 

 (7)著名な音楽家招聘事業 

（6,626,700円） 

 
 
 
 
 

 

 

 

・ハーモニーアカデミー 

 「中高生のための音楽講座」 

  上級 16名、中級 23名、初級 19名 

          計 58名受講 

 

・ルビーカフェ 

 福井ゆかりのアーティストが生演奏と 

              トークで解説 

 1/22 「頭と身体と心で作る音楽」 

               83名参加 

 3/12 「外国で暮らし音楽家として生きること」 

               90名参加 

 

豊かな創造性・人間性を育てるため、県内の中学

校等へ演奏家を派遣し、中学生等が優れた芸術を鑑

賞する機会を提供した。 

開催日 4/17～3/9 46校 15,662名 参加 

 

 

これからを生きる子供たちに、美しい日本語の歌

を伝えるため、童謡を中心とした「由紀さおり・安

田祥子ファミリーコンサート」を開催 

             809名 入場 

３ 人材育成事業〔361,958円〕 

県立音楽堂に対する関心と愛着を高めるとともに、館のＰＲや業務の支援をしてもらう

ボランティアを設置した。 

来館者に快適かつ安全にコンサートを楽しんでもらうため、座席案内や緊急時の避難

誘導などを行う専門的な接客研修を受けたレセプショニストを設置した。 

事 業 名 事業実施概要 

 

【指定管理業務】 

 (1)ボランティア（ﾎｰﾙｻﾎﾟｰﾀｰ）設置 

（185,958円） 

 

【指定管理業務】 

 (2)レセプショニスト設置 

（176,000円） 

 

 

 

 

・登録人員 ３１名（3/31現在） 

 

 

・登録人員 ４４名（3/31現在） 

 

 



 

 

Ⅲ 公演事業[180,750,860円] 

１ 音楽公演事業〔180,750,860円〕 

 音楽を中心とした芸術文化振興の先導的かつ中心的な役割を果たすため、優れた音楽公演

を実施した。 

事 業 名 事業実施概要 

【指定管理業務】 

 自主公演事業 

（180,750,860円） 

 

・平成 28年度の公演開催実績 事業 

（内容および入場者数 明細書別表 4のとおり） 

 

・オーディション 

 2/26 平成 28年度福井県新人演奏会 
              （18歳から 30歳まで） 

  ピアノ、器楽、声楽 

  応募者数 15名  合格者数 10名 

 

 2/26 アーティストバンク登録 
                  （20歳以上） 

  ピアノ、器楽、声楽 

  応募者数 9名  合格者数 3名 

 

 2/26 若い芽コンサート 
         （中学 1年生から高校 3年生まで） 

  ピアノ、器楽、声楽 

  応募者数 8名  合格者数 3名 

 

・クリニック等 

 6/ 2 古野光昭ジャズワークショップ     60名 
               （金津高校で開催） 

 6/11 初夏の子どもコンサートワークショップ 18名 

 

 6/26 東混ゾリステン合唱レッスン  60名 

 

 7/ 5 黒川侑クリニック       20名 
               （高志高校で開催） 

 8/ 3 ディノカルテットクリニック  35名 
               （藤島高校で開催） 

 9/18 ＮＨＫ交響楽団弦楽クリニック 16名 

 

10/ 4 秋の子ども音楽会公演制作   6名 
    （ママさんディレクターズ） 

 

11/23 福井ジュニア弦楽アンサンブル 

    アウトリーチコンサート   164名 
         （エンゼルランドふくいで開催） 

 

12/21 古澤巌×ベルリン・ヴィルトゥオーソ 

    弦楽クリニック        15名 

 

2/18.19 3台のピアノ演奏体験    43名 

 



 

 

 

Ⅳ 地域文化発掘継承事業[751,725円] 

１ 顕彰事業〔751,725円〕 

ふるさと福井の文化を継承し、これを支えて努力している人や地域社会の中で個性豊か

な生活文化の創造と普及のために地道な活動を続けている人を顕彰した。 

事 業 名 事業実施概要 

 

野の花文化賞 

（隔年実施） 

（751,725円） 

 

 

・第 22回 野の花文化賞 

（団体、個人を「ふるさとの日」に表彰） 

 

開催日：平成 29年 2月 12日（日） 

 

会 場：福井県生活学習館 

 

受賞者： 

 

 道上春夫（越前市） 

  丹南地区の文化・歴史を題材とした 

  演劇の演出 

 

 北潟歴史探訪の会（あわら市） 

  旧北潟村の歴史文献の調査研究 地域の 

  広報紙「やぐも」に北潟の歴史を長年に 

  わたり掲載し住民に発信 

 

 村の歴史懇話会（福井市） 

  福井市文殊地区の糞置
くそおき

遺跡、文化などの 

  歴史の研究および住民への普及 

 

 





別表2

総数 団体数
名 団体

引率者数 482

平成２８年度 ふるさと子どもコンサート開催事業 実績

2
９／26
（月）

６／29
（水）

和楽器わいわい
チン・テン・プー

福井大学吹奏楽部
おしゃべりコンサート

561

87

園児・児童数

参加者数

25

865 31
756

109

ホール公演日 公 演 名

648

718

1

907
Ｍａｄｅ ｉｎ ふくい！
福井県で作られている楽器

ハープ・マリンバ

福井クラリネットアンサンブル
わくわく音楽会

3
10／14
（金）

5

4
10／18
（火）

ヴァイオリン・チェロ
・ファゴット・ピアノ
なかよしコンサート♪

927

大

大

大

大

敦賀市民
文化センター

内訳

631

87

795

112

園児・児童数

引率者数

園児・児童数

引率者数

29
引率者数

引率者数

園児・児童数

園児・児童数 840
22

引率者数 87

計 ５公演 133
園児・児童数 3,583

26

4,065

11／24
（木）





別 表4

【主催公演】

公演日 ﾎｰﾙ 公   演   名
冠 協 賛

（共 催）
入場者数 席 数 入場率

1 5月2日 小
ラ・フォル・ジュルネ金沢in福井
華麗なる金管サウンド O'Brass!

公益財団法人
げんでんふれあい福井財団

435 484 89.9%

2 5月13日 大 佐渡裕指揮 トーンキュンストラー管弦楽団 - 1,279 1,450 88.2%

3 5月24日 小
第7回 ハーモニーブンカさろん
～言葉と音の力～

株式会社和珈屋、ＢＯＵＲＧＥＯＮ 167 167 100.0%

4 6月11日 小
初夏の子どもコンサート
「ブレーメンのおんがくたい」

福井放送株式会社 473 502 94.2%

5 6月22日 大
ビートルズ来日50週年記念
ジャズVSビートルズ Special Session

株式会社 ＳＨＩＮＤＯ 948 1,161 81.7%

6 7月27日 大
アントニオ・メンデス指揮
スペイン国立管弦楽団 ヴァイオリン：黒川 侑

セーレン株式会社
（福井放送株式会社）

1,164 1,448 80.4%

7 8月2日 小
越のルビー音楽祭
お話とピアノでつづるコンサート

福井キヤノン事務機株式会社 342 456 75.0%

8 8月7日 小
越のルビー音楽祭
スペシャル・チェンバー・コンサート

福井テレビジョン放送株式会社 268 484 55.4%

9 8月10日 小
越のルビー音楽祭
若い芽コンサート2016

（株式会社福井新聞社） 517 522 99.0%

10 8月21日 小 サマー・マリンバコンサート2016 株式会社 こおろぎ社 258 482 53.5%

11 9月13日 小
第8回 ハーモニーブンカさろん
～ケルト 幻想の世界 その文化と音楽～

アロマハウス 125 125 100.0%

12 9月18日 大 パーヴォ・ヤルヴィ指揮 ＮＨＫ交響楽団
福井エフエム放送株式会社
株式会社福井銀行
（福井テレビジョン放送株式会社）

1,342 1,448 92.7%

13 9月29日 小
バリ島伝統のガムラン
～ジェゴク・大地の響き～

株式会社 福井新聞社 402 434 92.6%

14 10月21日 大
森麻季&ドレスデン国立歌劇場室内管弦楽団
珠玉の名曲コンサート

福井信用金庫 1,126 1,224 92.0%

15 11月1日 小
神尾真由子＆ミロスラフ・クルティシェフ
デュオ・リサイタル

株式会社
ウララコミュニケーションズ

448 523 85.7%

16 11月6日 大
ステージ

秋の子ども音楽会
ステージできく はじめてのコンサート

日華化学株式会社 353 360 98.1%

17 11月22日 小
第9回 ハーモニーブンカさろん

～ハンガリアン・ラプソディから スター・ウォーズまで～
御菓子たつの、お茶の林屋 100 100 100.0%

18 11月29日 大
幻想のケルト音楽
 クリスマス・ミュージック・フェスティバル

福井テレビジョン放送株式会社 609 1,159 52.5%

19 1月9日 大
ニューイヤーコンサート2017

ハリウッド・フェスティバル・オーケストラ with 綾戸智恵
福井放送株式会社 1,117 1,152 97.0%

20 2月19日 大
中野翔太＆金子三勇士＆松永貴志
ピアノ・トリオ・スペクタクル☆

株式会社 福井新聞社 751 1,224 61.4%

21 3月5日 大
ＴＳＵＫＥＭＥＮ ＬＩＶＥ 2017

～ＣＯＯＬ ＪＡＰＡＮ～ ＧＵＥＳＴ：邦楽四重奏団
株式会社 ミタス 713 1,223 58.3%

22 3月16日 大
エリアフ・インバル指揮

ベルリン・コンツェルトハウス管弦楽団 ピアノ：上原彩子
株式会社福井新聞社
（福井テレビジョン放送株式会社） 1,122 1,449 77.4%

有料入場者 14,059 17,577 80.0%

平成２８年度 自主事業公演実績

計



【次世代育成公演】

公演日 ﾎｰﾙ 公   演   名 冠 協 賛 入場者数 席 数 入場率

1 3月19日 小 平成28年度 福井県新人演奏会
公益財団法人
げんでんふれあい福井財団

310 522 59.4%

2 3月20日 小 ジュニアが輝く！“音楽の森”コンサート2017
福井ケーブルテレビ株式会社
さかいケーブルテレビ株式会社

237 522 45.4%

有料入場者 547 1,044 52.4%

【オルガン公演】

公演日 ﾎｰﾙ 公   演   名
冠 協 賛

（共 催）
入場者数 席 数 入場率

1 6月25日 大
ワンコイン・オルガンコンサート
ＣＨＯＲＵＳ ｍｅｅｔｓ ＯＲＧＡＮ

株式会社 日刊県民福井 637 1,222 52.1%

2 9月24日 大
ワンコイン・オルガンコンサート
ＶＩＯＬＩＮ ｍｅｅｔｓ ＯＲＧＡＮ Ⅲ

（麻生津地区自治会連合会） 991 1,226 80.8%

3 12月17日 大
ワンコイン・オルガンコンサート
「教えて！青島先生。」Ⅱ

（（公財）
石川県音楽文化振興事業団）

937 1,230 76.2%

有料入場者 2,565 3,678 69.7%

【共催公演】

公演日 ﾎｰﾙ 公   演   名 共 催 入場者数 席 数 入場率

1 6月7日 大
エイミー・ハナイアリイ
ミュージック＆フラ・コンサート

株式会社 プランクトン 580 994 58.4%

2 11月19日 大 由紀さおり・安田祥子ファミリーコンサート 福井県「著名な音楽家招聘事業」 809 1,142 70.8%

3 12月21日 大
古澤巌×ベルリン・フィルハーモニー
ヴィルトゥオーソ’

株式会社 ＮＨＫプラネット 701 1,227 57.1%

有料入場者 2,090 3,363 62.1%

19,261 25,662 75.1%

計

計

計

合計






