
札幌コンサートホール Kitara 

 

 ミッション・課題など  

■ミッション 
国際都市・札幌にふさわしい音楽文化の拠点施設として、音楽の鑑賞その他音楽に関する活動の場

の提供、及び音楽に関する事業を行い、もって音楽芸術の振興及び音楽を通じた国際交流の推進を

図ることを目的とする。 

■ 運営目標 
観客の拡大 

地域文化の向上 

教育普及 

■ 課題・障害 
観客ニーズの把握 

アートマネジメント関連人材の不足（人材育成） 

広報、宣伝の拡充 

永続的な運営を続けるための事業展開 

他施設との連携  

新たな販売・営業システムの導入 

■ 平成30年度 全国インターネット調査結果から 

区分  認知度（%）  訪問度（%）  リピート率（%） 

全国 9.6 3.0 1.7 

札幌市 96.0 48.7 32.7 

（2018 年 9 月実施｜全国 20,000 サンプル） 

 

・人口は平成 27 年国勢調査結果に基づく 
・「運営目標」「課題・障害」は、協力劇場へのアンケート調査及びヒアリングからの整理  

設 置 …… 札幌市 
         （人口：1,952,356 人） 

開 館 …… 1997 年 

運 営 …… 公益財団法人札幌市芸術文化財団 

CASE STUDY 
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札幌コンサートホール1 

Kitara 

 

はじめに 

 札幌コンサートホール2（以下、「Kitara3」という）は、1997 年（平成 9 年）、政令指令

都市である北海道札幌市に建設された。Kitaraは大ホール（2,008席）と小ホール（453席）

の 2つのホールを有し、すぐれた音響クオリティを誇る音楽専用ホールとして建設された。

海外・日本のトップラスのオーケストラ、ソリストや、地元の札幌交響楽団の演奏会を実施

するほか、国際教育音楽祭パシフィック・ミュージック・フェスティバルが開催されており、

札幌の音楽文化発信拠点の場となっている。 

 

１ 設立経緯 

札幌市4は、2017年（平成 29年）現在5、人口約 196万人、面積 1,121.26km2、1869年

（明治 2 年）の開拓使設置以来、北海道開拓の拠点として発展し続け、全国 5 番目の人口

規模を誇る都市に成長している。 

札幌市では、1961年（昭和 36年）に発足した札幌交響楽団や、1990年（平成 2年）に

創設された国際教育音楽祭パシフィック・ミュージック・フェスティバルなどの影響から、

もともと札幌市民のクラシック音楽に対する関心は高く、「国際都市札幌にふさわしい音楽

ホールを」というニーズに応え、1991年（平成 3年）に「札幌市芸術文化ホール建設基本

構想」が、1992年（平成 4年）には「札幌市音楽専用ホール建設基本計画」が、それぞれ

策定され、1994年（平成 6年）建設工事着工、1997年（平成 9年）に開館した。 

Kitaraは札幌市中心部にある緑豊かな中島公園内に立地6している。中島公園は、明治時

代から物産展や花火大会などさまざまなイベントが開催され、北海道のモノと人が活発に

集まる拠点であるが、1918年（大正 7年）に札幌で初めて電車が開通、1928年（昭和 3年）

にはNHKのラジオ放送局（JOIK札幌放送局）が開局するなど、文化交流・発信の地とし

                                                   
1 本稿は中野真実（本学公共政策プログラム文化政策コースコーディネーター）、林 伸光氏

（兵庫県立芸術文化センターゼネラルマネージャー）が、2017年（平成 29年）9月 14日に札

幌コンサートホール Kitaraにて、畠山茂房氏（公益財団法人 札幌市芸術文化財団 専務理

事）と二宮恭子氏（副支配人・事業課長）、篠原朗子氏（事業課 事業係）に対して行ったイン

タビューをもとに構成されている。 
2 札幌コンサートホール Kitara ホームページ：https://www.kitara-sapporo.or.jp/ 
3 札幌コンサートホール：通称 Kitara。1995年（平成 7年）に市民から愛称を公募した。ギ

リシャ神話の音楽神アポロンの楽器「キターラ」と「北」、「コンサートに来たら？」の意味が

込められている。 
4 札幌市 ホームページ：https://www.city.sapporo.jp/ 
5 札幌市 ホームページ 人口統計：http://www.city.sapporo.jp/toukei/jinko/jinko.html 
6 中島公園：http://www.sapporo-park.or.jp/nakajima/ 

about:blank
about:blank
about:blank
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て長い歴史をもつ公園である。 

 

 

図 1-1 Kitara 外観（掲載画像は全て劇場提供資料） 

 

２ 施設概要 

Kitara は、既述の通り、大小 2 つの異なるタイプのホールを備えている。大ホールはス

テージを観客席が取り囲むワインヤード型であり、音響設計は 1986 年（昭和 61 年）に開

場したサントリーホールを設計した永田音響設計が担当、国際的にも高い音環境が評価さ

れている。大ホール中央に位置する国内最大級のパイプオルガンは、Kitara のシンボル的

存在でもあり、専属オルガニストによるコンサートや教育・普及事業による企画を数多く展

開している。 

Kitara は、演奏者のためにもきめ細やかな設計がなされている。指揮者・演奏家の動線

を考慮した楽屋と舞台の距離、スムーズに搬入搬出ができるトラックヤードなどは、国内外

の演奏家たちから高い評価を得ている。 

シューボックス型の小ホールは、室内楽に最適な空間であり、利用率は非常に高く、プロ

の演奏家から市民のアマチュア音楽愛好家まで幅広く利用されている。 

また、全席数分を設けているクローク、開演前や休憩中に利用できるカフェコーナー、観

客を待たせることなくスムーズに利用することができる十分な数を用意したトイレなど、

演奏会を最高の演出で楽しめるよう、整えられた環境も Kitaraの特徴となっている。 
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図 2-1 大ホール 

 

 

図 2-2 小ホール 
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３ コンセプトと事業内容 

公益財団法人札幌市芸術文化財団（以下、「芸文財団」という）が指定管理者として、開

館当初から施設の管理・運営を行っている。 

 

（１）ミッション 

音楽を愛する市民と、札幌の豊かな音楽文化をつくり、音楽とともにある街をつくり出す

拠点であることをミッションに掲げ、図 3-１に示す事業体系で活動を展開している7。 

 

図 3-1 事業体系 
出典：公益財団法人札幌市芸術文化財団 2016 年度（平成 28 年度）事業年報 

 

（２） 事業内容8 

１）音楽鑑賞事業 

大ホールでは海外・日本のトップクラスのオーケストラ、ソリストや札幌交響楽団の演奏、

国際教育音楽祭パシフィック・ミュージック・フェスティバルの開催など、札幌の音楽文化

発信拠点の場となっている。小ホールでは、室内楽やソリストによるコンサートを実施し、

現代音楽から邦楽まで多様なジャンルのコンサートを開催している。 

 

２）音楽普及事業 

① オルガン事業 

大ホール正面に位置する国内最大級のパイプオルガンを活用した「オルガン事業」として、

ヨーロッパから１年契約の専属オルガニストを招聘する制度を 1998 年（平成 10 年）から

                                                   
7 札幌コンサートホール管理規則： 

http://www.city.sapporo.jp/ncms/reiki/d1w_reiki_nonframe/H409902100008/H40990210

0008_j.html  
8 公益財団法人札幌市芸術文化財団 2016事業年報 http://www.sapporo-

caf.org/pdf/28Gaiyou_Hall.pdf 及び平成 29年度さっぽろの文化行政より抜粋。 
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導入し、毎年１人の専属オルガニストが Kitaraで演奏活動を行っている9。 

コンサートでは、500 円で気軽に楽しめる「オルガンワンコインコンサート」、初心者や

子どもも楽しめる映像とお話つきのコンサート、著名な海外オルガニストによるリサイタ

ルまで様々なオルガン演奏のプログラムを企画している。 

 

② 札響オーケストラシリーズ 

北海道唯一のプロ・オーケストラ「札幌交響楽団」を迎え、季節にまつわるプログラムを

実施している。 

 

③ 地元音楽家の活動支援・地元音楽団体との連携 

札幌市内で活動する演奏家、作曲家、音楽団体とともに、大学、札幌音楽家協議会、北海

道二期会などと連携を図り、札幌独自の音楽事業を開催している。Kitara は地元の音楽愛

好家にとって大切なコンサートホールとして認知されており、Kitara で発表することがひ

とつの目標となっている。 

 

④ Kitara クラシック入門シリーズ 

楽器や作品、歴史など音楽の多彩な魅力を伝えるクラシック入門講座を企画、2016 年度

（平成 28年度）では、古楽器研究・演奏の第一人者である渡邊順生や、ピアニストの仲道

郁代を招き、トーク付きコンサートを開催した。 

 

⑤ ホール開放事業 

ホール各施設を利用した演奏会、見学会、演奏体験などが楽しめる音楽祭「Kitara あ・

ら・かると」を毎年開催しており、2016年（平成 28年）も、5月 3日～5月 5日の 3日間

にわたり、地元音楽家とともに実施した10。 

 

３）教育・人材育成事業 

① 子どものための Meets Music! プログラム 

2004 年（平成 16 年）からスタートした「Kitara ファースト・コンサート」では、教育

委員会と連携し小学校の授業の一環として札幌市内の全小学 6 年生（約 1 万 6 千人）を対

象とした、オーケストラとパイプオルガンの演奏を鑑賞する事業を継続している。年々クラ

シック音楽ファンが減少傾向にある中、Kitara ファースト・コンサートを体験した卒業生

が音楽家を目指すなど、実績も上がっている。 

 

                                                   
9 更新・改修工事に伴い 2014年（平成 26年度）9月～2015年（平成 27年）8月まで専属オ

ルガニストの招聘を休止。 
10 「Kitaraあ・ら・かると」は、毎年 5月 3日、4日、5日の 3日間にわたり開催される。 
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② アウトリーチ事業 

小学校でオルガンのアウトリーチコンサートや、芸文財団で運営する他施設と連携した

コンサートやイベントを開催している。 

 

③ セミナー事業 

「リスト音楽院セミナー」では、ハンガリーの名門・リスト音楽院から教授陣を招き、直

接指導が受けられるセミナーを 1997 年（平成 9 年）の開館以来毎年開催しており、2018

年度（平成 30年度）までに約 950人が参加し、最優秀受講生を中欧最大規模の音楽祭「ブ

ダペスト・スプリング・フェスティバル」へ派遣している。期間中はレッスンのほか、「講

師による特別コンサート」や「受講生コンサート」「特別レクチャー＆公開レッスン」も開

催。レッスン、コンサートともに一般客も鑑賞・聴講することができる。 

 

４）その他の活動 

① ボランティアスタッフとの連携 

Kitaraをサポートするボランティアスタッフ組織「Kitaraボランティア」と連携し、主

催事業やホールの PRに取り組んでいる。主な活動内容は、ダイレクトメールの発送（DM

活動）、施設見学や見学ツアーの案内（案内活動）、音楽情報の発信（編集活動）、Kitara専

属オルガニストのサポート（連絡調整活動）、リスト音楽院セミナ－やギャラリーの運営補

助（その他）などを行っている。（人数：86名、2017年（平成 29年）現在） 

 

② 会員制度 

 Kitaraは、「KitaraClub」という会員制度を設けている。登録により、会報、チケット先

行販売、チケット割引、インターネットによるチケット予約特典（受取手数料無料）、レス

トラン飲食代金割引が得られ、ゴールド会員にはより大きな割引サービスがある。会員区分

及び登録数を表 3-1に示す。 

 

表 3-1 KitaraClub の会員数            （2017 年（平成 29 年）3 月 31 日現在） 

会員種別 
個人会員（人） 個人会員（団） 

個人 家族 ゴールド 合計 団体 維持 ゴールド 合計 

登録人数 
団体数 

4,147 1,212 95 5,454 11 41 5 57 

出典：2017 年度（平成 29 年度）さっぽろの文化行政 
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図 3-2 Kitara あ・ら・かると 

シモンさんのオルガン・ファンタジー（2019 年（令和元年）5 月 5 日開催） 

子どもの日に実施したお話つきのオルガンコンサート。オルガニストの演奏の様子をステージ上のスクリ

ーンに投影。終演後はバックステージツアーも行った。 
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上段｜図 3-3 ダネル弦楽四重奏団（2019 年（令和元年）9 月 7 日、8 日開催） 

札幌コンサートオールが 2005 年（平成 17 年）以来直接招へいしているベルギーを拠点に活躍す

る弦楽四重奏団。地元音楽大学とも連携し、レクチャーコンサートも併せて開催。また、2019 年

（令和元年）の招へい時には地元で活動する作曲家、小山隼平氏に新作を委嘱し、世界初演を行った。 

下段｜図 3-4 第 20 回リスト音楽院セミナー 

リスト音楽院教授陣による第 20 回記念ガラコンサート（2017 年（平成 29 年）2 月 15 日開催） 

札幌コンサートホールでは、ハンガリーの名門リスト音楽院から教授を招聘、セミナーを開催して

いる。2017 年（平成 29 年）には開催 20 回を記念し、講師陣によるガラコンサートが開催された。

現リスト音楽院学長のアンドレア・ヴィーグ氏も来日した。 

 

４ 財政状況 

芸文財団は、Kitara のほかにも、札幌芸術の森、本郷新記念札幌彫刻美術館、札幌市教

育文化会館、札幌市民ギャラリー、市民交流プラザ開設準備室の管理も受託していることか
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ら、一般会計には Kitaraを含む 6施設の受託事業に関する収支と支出が含まれている。 

2016年度（平成 28年度）における Kitaraの収入は表 4-1に示すとおりである。収入合

計は 939,735 千円、事業収入が 96,096 千円、自主事業収入が 94,409 千円、補助金、委託

料、助成金などの収入が 45,455千円となっている。また、収入に占める自主事業収入の比

率は約 10％であった。 

 

表 4-1 収入                              （単位：千円） 

  
2012 年度 
（H24 年度） 

2013 年度 
（H25 年度） 

2014 年度 
(H26 年度）※ 

2015 年度 
(H27 年度）※ 

2016 年度
（H28 年度） 

収入 916,871 901,799 974,339 948,967 939,735 

事業収入 107,832 107,185 95,286 96,297 96,096 

自主事業収入 105,326 105,021 93,389 94,538 94,409 

補助金、委託料、助成金等 33,108 35,531 46,372 35,453 45,455 

出典：表 4-1～4-3 劇場提供資料  

※表 4-1～4-3 舞台設備の更新・回収工事に伴い、2015 年（平成 27 年）2 月 16 日から 6 月 16 日まで休館 

 

表 4-2 開館日数・入場者数・自主事業公演数など 

  
2012 年度 
（H24 年度） 

2013 年度 
（H25 年度） 

2014 年度 
(H26 年度）※ 

2015 年度 
(H27 年度）※ 

2016 年度 
（H28 年度） 

開館日数（日） 288 281 260 264 295 

入場者数（人） 393,542 372,479 366,389 360,951 387,756 

自主公演の公演数（回） 59 65 63 47 59 

スタッフ数（人） 47 47 47 49 46 

組織 公益財団法人札幌市芸術文化財団 

 

表 4-3 教育普及事業 

  
2012 年度 
（H24 年度） 

2013 年度 
（H25 年度） 

2014 年度 
(H26 年度）※ 

2015 年度 
(H27 年度）※ 

2016 年度
（H28 年度） 

教育普及事業の比率（％） 64% 67% 71% 55% 72% 

参加者数の推移（人） 28,928 28,592 34,217 24,298 38,683 

 

５ 今後の課題や目標 

 Kitaraは、開館から 20年の歳月を経て、各団体や関連施設とのネットワークが培われる

とともに、アーティストの育成にも貢献してきた。引き続き、国内外からも一目置かれる劇

場としての価値を損なわないよう、持続的に運営し続けることが重要と認識し、事業展開と

ともに経営システムの不断の見直しを行っていく必要があると考えている。 

特に、より効果的な広報の具体的な方策を検討、実践したいと考えている。芸文財団が管

理するほかの芸術文化施設とは、事業面での連携は確立されつつあるが、広報面でも連携を
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図っていきたいと考えている。 

 また、今後、新たな聴衆の開拓に向け、子どもや若年層にも音楽の楽しさを伝えるために

も、さまざまなアプローチで働きかけを継続していく必要がある。 


