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令和３年度 事業実施報告 
 

Ⅰ 文化情報提供事業  
 

１ 情報提供事業 [4,730,887円] 

  情報誌やインターネットを通して県内の文化事業等を紹介し、多くの県民に対して 

 文化情報を提供した。 

 

(1) 情報誌発行事業（4,465,567円）【指定管理事業】 

 県内を中心とした文化活動等幅広いジャンルで県民に提供した。 

  ・情報誌季刊「ブンカ」年 4回発行 

    Ａ４版 20ページ 各 5,000部発行 

     ８１号（ 6/15 発行）、８２号（ 9/15発行） 

     ８３号（12/15 発行）、８４号（ 3/15発行） 

 

(2) インターネット情報発信事業（265,320円）【指定管理事業】 

・ホームページの内容を随時更新し、公演情報等を発信 

   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 [974,683円] 

  広く県民に対して音楽や文化の啓発を図るため、視聴覚教材や施設の貸館促進を行った。 

 

(1) インフォメーションセンター整備事業（504,100円）【指定管理事業】 

 ・来館者が自由に視聴できるよう月刊専門誌、ＣＤ、ＤＶＤ等を整備 

  ※新型コロナ感染拡大防止のため資料及び視聴覚機器共用を休止 

 

(2) 利用促進広報事業（470,583円）【指定管理事業】 

 「ハーモニーホールふくい」の施設の情報を提供し、施設の 

利用促進を図った。 

 ・利用者を対象とした「オータムフェスティバル 2021」を開催 

  （9/5、大ホール、9団体参加、入場者数 165名） 

 

 

 

Ⅱ 文化活動促進事業  
 

１ 教育普及事業 [31,736,515円]  

 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、県の音楽文化の普及啓発を図った。 

 

(1) セミナー等実施事業（2,130,525円）【指定管理事業】（別表１のとおり） 

 ・ふれあい教室、初級コース 

   ハープ、マリンバ、ヴァイオリン、チェロ…新型コロナ感染症拡大のため中止 

 ・オルガンスクール（パイプオルガン） 2/17～19 

                    座学 39名、実技８名 

 

 

   季刊ブンカ VOL.84 

   2022 SPRING 

 

ⅠⅠ  文文化化情情報報提提供供事事業業  [[55,,770055,,557700 円円]]  

 

ⅡⅡ  文文化化活活動動促促進進事事業業  [[4422,,440011,,669922 円円]]  
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 ・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  10/6～3/26 計 17名 

 

(2) パイプオルガン普及啓発事業（1,852,029円）【指定管理事業】 

                （別表２のとおり） 

  オルガン作品の鑑賞を中心に、クラシック音楽の鑑賞マナー入門や音楽を使った身体表

現等、幅広い内容で開催した。 

 「ハーモニーぴくにっく」（オルガン探検ツアー（音遊び）は実施なし） 

  年間３公演 15団体、配信視聴４団体 参加者総数 740名 

  （保育園、幼稚園、特別支援学校） 

 

(3) ふるさと子どもコンサート開催事業（659,000円）【県受託事業】（別表３のとおり） 

 本格的な音楽公演を体験したことのない子どもたちに、親しみやすい内容の子ども向け

コンサートを通して音楽への関心を持つきっかけづくりとして、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を開催した。 

  年間５公演  参加者総数 874名、団体数 76団体 

         （うち１回は嶺南開催） 

 

(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（14,939,001円）【県受託事業】 

県内の小学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体験した。 

  11/30～12/3 ７公演   参加者総数 7,159名 

     小松長生指揮 セントラル愛知交響楽団他 

（別表４のとおり） 

 

(5) 未来の音楽人材育成事業（4,364,000円）【県受託事業】 

              （別表５のとおり） 

 ・ハーモニーアカデミー「中高生のための音楽講座」の実施 

  オンライン講座 10回 上級 10名、中級９名、初級８名  計 27名受講 

 ・ルビーカフェ 「Ruby Cafe～生演奏で学ぶクラシック音楽講座～」 

   2/26 『努力は必ず報われますか？』 

      お話と演奏：竹沢 友里（福井市出身：ピアノ） 

            21名参加 ※一般聴講 58名 

 ・ビジネスパーソンのためのクラシック音楽アカデミーの実施 

   オンライン講座、コンサート鑑賞 20名受講 

 

(6) 出張音楽堂開催事業（7,791,960円）【県受託事業】（別表６のとおり） 

 豊かな創造性・人間性を育てるため、県内の中学校、特別支援学校へ演奏家を派遣し、

生徒が優れた芸術を鑑賞する機会を提供した。 

  年開催日 5/18～3/1 29校 総参加者数 4,841名  

    ※covid-19 影響のため１校は中止 

 

 

２ 活動支援事業 [9,496,434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。 
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(1) 文化活動後援 

  ・申請受理件数 39件（3/31現在） 

 

(2) 「ふくい文化友の会」の運営（2,073,000円）【基金事業】 

 ・公演情報の提供、チケットの先行販売 

 ・「地域文化研修」…新型コロナ感染症拡大のため中止 

    文化財、芸術作品等の見学、鑑賞 

 

(3) ○新 芸術文化活動推進支援事業（7,423,434円）【県受託事業】 

県内の芸術文化活動団体等が独自に企画運営する創造的または文化的な活動を支援し、ふ

くいの芸術文化の担い手を育成した。 

  ・県内芸術文化活動団体や若手文化活動者等への活動支援補助 19団体 

      対象：県内に活動の本拠を置く芸術文化団体等 

 

３ スタッフ育成・活用事業 [1,168,743円] 

 県立音楽堂に対する関心と愛着を高め、館のＰＲや業務の支援をしてもらうボランティア

を設置するとともに、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活用し

た。 

  

(1) ボランティア（ホールサポーター）設置（140,590円） 

【指定管理事業】 

・登録人員 33名（3/31現在） 

   

(2) レセプショニスト設置（1,028,153円）【指定管理事業】 

  ・登録人員 42名（3/31現在） 研修日 12/25、26、2/11 

 

 

 

Ⅲ 公演事業  
 

１ 音楽公演事業 

 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 

公演を開催した。 

 

(1) 自主公演事業（101,807,619円）【指定管理事業】（別表７のとおり） 

  ・公演開催実績 25公演（新型コロナ感染症拡大に伴う公演中止 5公演） 

 

２ クリニック等開催事業 

 公演事業で国内外から一流アーティストが来福する機会をとらえ、県民が直接指導を受け

られるクリニックや、アウトリーチコンサート等を実施した。 

 

(1) クリニック、アウトリーチ開催事業【指定管理事業】（別表８のとおり） 13事業 

３ オーディション開催事業 

 福井県在住または出身者の新人演奏家の登竜門として開催する「福井県新人演奏会オーデ

ィション」他を開催した。 

 

ⅢⅢ  公公演演事事業業  [[110011,,880077,,661199 円円]]  
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(1) オーディション開催事業【指定管理事業】（別表９のとおり） 

  ・開催実績 ３事業 

 
 
 
Ⅳ 音楽のまちづくり推進事業  
 

１ ○新芸術文化を感じる街ふくい創出事業 [41,214,353円] 

日常において芸術文化を感じられるよう、県内ゆかりのアーティストが各市町のまちかど

で演奏するコンサートを実施した。 

また、嶺南地域において、プロオーケストラによる公演や美術作品の展示を実施し、芸術

文化の鑑賞機会を提供した。 

 

(1) 芸術文化を感じる街ふくい創出事業（41,214,353円）【県受託事業】（別表１０のとおり） 

  ・県内ゆかりのアーティストによるミニコンサート（まちかどコンサート）を開催 

   （10/9～3/13 県内 16か所） 

  ・嶺南の文化施設でのプロのオーケストラ公演、アート展を実施 

オーケストラコンサート：10/24 美浜町、11/14 高浜町 

  嶺南アート展     ：10/13～24 美浜町、11/10～21 高浜町 

 

２ ○新音楽を活用したまちづくり支援事業 [46,092,439円] 

まちなかで誰もが芸術文化活動を発表できる場を創出するとともに、各地域での草の根的

音楽活動を支援し、いつでも音楽が聞こえる街づくりを推進した。 

 

(1) 音楽を活用したまちづくり支援事業（46,092,439円）【県受託事業】（別表１１のとおり） 

・まちなかステージの設置、運営 

（5/29～11/30 西武福井店前、アップルロード、ハピテラスにおいてステージを設置） 
 

・ストリートカルチャー・フェス等の開催 

  9/19 ハピテラス、新栄テラスにおいて、ストリートカルチャー6種が集結した総合

イベント「STREET PALETTE2021」を開催 
 

・市町文化ホールを拠点とした地域の音楽サークルづくりの推進 

  鯖江市、越前市、美浜町、若狭町において音楽サークルを創設し、9月から活動開始 

  3/6 1年の活動の集大成となる「デビュー・コンサート」を開催 
 

・県連合婦人会、商工会議所青年部が行う芸術文化プレーヤーを育成する取組みを支援 

   県連合婦人会  ：9/4～ ドラムサークル結成、活動開始 

10/3  おとまちフェスティバル 

3/6  デビュー・コンサート 

  商工会議所青年部：福井 YEG  2/13 福井の水ようかん文化をｵﾘｼﾞﾅﾙ曲を通して発信 

           武生 YEG 11/7 菊傘踊りを活用した芸術文化活性化事業 

           敦賀 YEG 10/23 嶺南 4高校の高校生との協働による「高校生合

同文化祭」の企画・実施 

  
 

 

 

 

 

ⅣⅣ  音音楽楽ののままちちづづくくりり推推進進事事業業  [[8877,,330066,,779922 円円]]  
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１ ○新日露交歓コンサート開催事業 [1,905,160円] 

 「チャイコフスキー記念国立モスクワ音楽院」のメン 

バー等によるクラシックコンサートを開催し、一流の音 

楽に親しむ機会を提供した。 

 

(1) 日露交歓コンサート開催事業（1,905,160円）【県受託事業】 

   9/22 敦賀市民文化センター 18:30～ 

   9/23 県立音楽堂 15:00～ 

 

Ⅵ アートによる賑わい創出事業  
 

１ ○新芸術文化アドバイザー設置事業 [2,206,908円] 

芸術文化団体等へ助言を行う外部専門家「芸術文化アドバイザー」を設置し、助言等を得

ることで、県内の芸術文化のレベルアップや活動の裾野拡大、まちづくりにつなげた。 

 

(1) 芸術文化アドバイザー設置事業（2,206,908円）【県受託事業】 

                 （別表１２のとおり） 

  ・企業経営者向け文化振興セミナー 

   「訪れたくなる、文化を感じる街・福井に向けて」  

   11/26 13:30～ 県立音楽堂小ホール 

      基調講演：大林 剛郎 氏 

  ・専門家による芸術文化団体等への助言 

   2/15 アートプロジェクト・セッション 

       講師：加藤 種男 氏 

          （クリエイティブ・ディレクター） 

   2/27 芸術文化ミーティング  

講師：窪田 研二 氏 

   （インディペンデント・キュレーター、 

    現代アート） 

          遠藤 幹子 氏（建築・デザイン） 

 

 

 

Ⅶ その他  
 

１ 新型コロナウイルス感染症に係る県立音楽堂の対応 

 新型コロナウイルス感染症の発生状況等に応じて、感染症の専門家である福井大学の岩﨑

教授のご指導のもと、新たな知見による見直しを行い、引き続き感染リスクの低減に努めた。 

 

 

 

 

 

  

ⅥⅥ  アアーートトにによよるる賑賑わわいい創創出出事事業業  [[22,,220066,,990088 円円]]  

   

ⅤⅤ  交交流流事事業業  [[11,,990055,,116600 円円]]  

   

ⅦⅦ  そそのの他他  

 


