
北上市文化交流センター さくらホール 

 

 ミッション・課題など  

■ミッション 
市民の創造的な文化活動を通じた交流を図るとともに、芸術文化の鑑賞の機会を提供し、心豊かな

地域社会の発展に寄与する。 

■ 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 

貸館事業において誰もが利用しやすい施設 

利用者の声を元にしたさらなる充実化 

バリアフリー対応の推進 

普段利用しない層への働きかけ 

■ 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 3.4 1.3 0.6 

北上市 94.1 94.1 88.2 

（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 …… 北上市 
         （人口：93,511 人） 

開 館 …… 2003 年 

運 営 …… 一般財団法人北上市文化創造 

CASE STUDY 
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北上市文化交流センター 

さくらホール 

 

はじめに 

2018年（平成 30年）に開館 15周年を迎えた「北上市文化交流センターさくらホール1」

は、岩手県北上市における市民の文化創造・発信拠点として建設された多目的文化施設であ

る。同市において 39 年間運営された旧市民会館「北上市民会館」の歴史を継承しながら、

「日常的に文化芸術活動が展開し、にぎわいのある場」を目指して活動を展開してきた。天

窓からの明るい光やガラス張りの練習室が特徴的なこの施設では、敷地及び施設内部を広

大な室内公園として設え、「自由空間に集う市民が、芸術工場（練習室）で創作し、それを

ホールで発表し、再び自由空間に人々が集まる」という「芸術の循環」を目指し、北上市の

文化的シンボルとして、日常活動の場また人々の交流拠点として、重要な役割を果たしてい

る。 

 

１ 設立経緯と概要 

（１）北上市文化交流センターさくらホール（以下、「さくらホール」という）の 

設立経緯及び概要 

さくらホールは、2003年（平成 15年）岩手県北上市に開館した。その前身である北上市

民会館は、岩手県における市民の文化芸術拠点として建設された先駆的な施設であったが、

老朽化や北上市区画整理事業に伴い閉館、新たな文化拠点としてさくらホールが誕生した。

施設内には 1,310席の大ホール、450席の中ホールなどのほか、芸術工場「アートファクト

リー」、自由空間「さくらパーク」を備え、創作活動の拠点となるコミュニケーション空間

として機能し2、併設されたサテライトスタジオでは FM岩手放送局による公開収録などが

行われており、FM岩手放送局の最長寿番組を職員が毎週生放送している。 

さくらホール建設は、1996年（平成 8年）の文化交流センター検討委員会の設置にはじ

まり、「市民の声を最大限取り入れた個性的な文化ホール」として一般市民及び有識者によ

る「ワーキンググループ3」から提案された運営方法を導入するとともに、全国規模で展開

する劇場コンサルタントにコンサルティングを委託し、さまざまな事例を検討しながら、会

                                                   
1 北上市文化交流センター条例 2003年（平成 15年）施行。 

http://www1.g-reiki.net/kitakami/reiki_honbun/c107RG00000783.html 
2 開館時より利用料金制度を導入し、利用料金を財団の収入とする。施設内には、大中小ホー

ルのほか、有料の「アートファクトリー（21部屋）」、共有空間として無料の「さくらパーク」

がある。 
3 北上市建設室が設置したもので、一般市民、市内の芸術愛好家、鑑賞団体、劇場運営経験

者、イベント制作経験者などで構成され、利用者側からみた運営方法について提案した（北上

市文化交流センターさくらホール 2017年（平成 29年）改定版「視察資料」）。 
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館建設・運営を計画した。また、建物は、2004 年（平成 16 年）グッドデザイン賞、2005

年（平成 17 年）第 46 回建築業協会賞、2006 年（平成 18 年）日本建築学会賞（作品）な

ど、様々な賞を獲得している。 

開館時より、財団法人北上市文化創造（2014年度（平成 26年度）より一般財団法人に移

行）が管理の委託を受け、2006年度（平成 18年度）に指定管理者制度へ移行後も、管理・

運営を担っている。 

 

（２）北上市の概況 

北上市は、2017 年（平成 29 年）現在、人口 9 万 2 千人、岩手県の中央部の北上盆地に

位置し、交通の要である。北東北の拠点地域でもあり、北上川流域テクノポリス圏域の中核

都市として工業団地の造成にも力を入れ、1999年（平成 11年）には同市を主会場とする岩

手県初のインターハイが開催され、2006年（平成 17年）には全国スポーツ・レクリエーシ

ョン祭、2016年（平成 28年）には「希望郷いわて国体・希望郷いわて大会」が当市を主会

場に開催されるなどスポーツや文化振興にも力を入れている。2011年（平成 23年）に策定

した総合計画では、将来の都市像を「豊かな自然と先端技術が調和した魅力あふれるまち」

と据え、自ら創造し、支え合うまちを目指す方針を打ち出した。なお、同年に起きた東日本

大震災では、北上市でも震度 5を観測、さくらホールも甚大な被害を受けたが、避難所とし

て近隣住民を受け入れるなど、地域との絆を深めた。 

 

 

図 1-1 さくらホール外観（掲載画像は全て劇場提供資料） 
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図 1-２ ホール内観               図 1-３ サテライトスタジオ 

 

２ 事業概要 

指定管理者である一般財団法人北上市文化創造（以下「財団」という）は「北上市民及び

岩手県中部地区広域市町村圏の住民に対し、質の高い芸術の鑑賞・体験の機会の提供、住民

自らの創造的な文化活動への支援などを推進し、心豊かな地域社会の形成に寄与する」こと

を目的に、北上市から 3千万円の出資を受けて設立された。さくらホール開館以降管理・運

営を続け、2006年度（平成 18年度）からは指定管理を受託し、2019年度（平成 31年度）

で第４期目を迎える。 

 

（１）事業方針 

設立目的に則り、財団は次の事業を行っている。 

１） 質の高い芸術を鑑賞・体験する機会の提供に関すること 

２） 住民自らによる文化芸術の創造の支援及びそのための人材の育成に関すること 

３） 文化芸術関連の情報の蓄積及び受発信に関すること 

４） 北上市の文化芸術施設の管理運営に関すること 

５） そのほかこの法人の目的を達成するために必要な事業 

 

（２）事業内容 

すぐれた文化芸術に触れる機会として鑑賞・体験事業、地域文化の創造と人材育成として

創造支援事業を自主事業として実施した。2018年度（平成 30年度）の主な事業は以下の通

りである。 

 

１）自主事業公演 

① 鑑賞・体験事業 

〇クラシック系：大ホールでのコンサート、学生対象のアウトリーチ・インリーチ 

〇歌舞伎：松竹大歌舞伎 演劇：文豪ストレイドックスなど 

 文豪ストレイドックスは 2.5 次元ジャンルに初挑戦。新たな客層の発掘につなげた。 
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② 創造支援事業 

〇古典芸能：古典芸能興味関心育て事業（参加型ワークショップ、知識型ワークショッ

プ、歌舞伎プレセミナー） 

〇青少年芸術鑑賞：市内全小学校 3・4年を対象とし、音楽ジャンルと演劇ジャンルを

隔年実施。2018年度（平成 30年度）は「BLACK BOTTOM BRASSD BAND」の公

演を実施。 

〇ダンス：さくらホールオリジナル盆踊り大会、オリジナルダンス「はやて」普及事業

など 

 

２）広報宣伝・情報発信 

① スタジオさくらーと：FM岩手におけるサテライトスタジオからの情報発信 

② 情報誌「さくらホール Press」：自主公演事業、催事情報などを掲載した月刊誌の

発行、設置、配布 

③ 情報コーナー：館内での PC貸し出しなど 

④ ホームページ、ブログ、メルマガ作成・発行：施設情報の提供 

⑤ 視察・見学、バックステージツアー：全国からの行政視察、市内小学校学習見学など 

 

また特徴的な事業は、以下の通りである。 

 

〇「みんな～と（ＡＲＴ）お互い様ライブ」 

2019年度（平成 31年度）より新たな取り組みとして立ち上げた。さまざまな事情があっ

てホールへ来られない人に配慮した環境をつくり、芸術に親しんでもらうことを目的にし

た音楽と読み芝居の 2公演を実施する。 

 

〇「さくら盆ジュール」 

さくらホールが立地する地域の自治会と連携し、2019 年度（平成 31 年度）に 7 回目を

開催した。地域で伝承されてきた盆踊りと、若者の参加を促す新スタイルの盆踊りを創作し、

地域自治会と協働で行う盆踊りで、自治会からは出店、伝承芸能団体が出演、さくらホール

は第一線で活躍しているプロアーティストを招聘する。北上市の夏の風物詩として定着し

てきた。 

 

〇「いわての演奏家とつくる音楽会」 

隣接する奥州市の前沢ふれあいセンターとの連携事業として地元クラシック演奏家の活

躍の場を提供するとともに、アウトリーチにより地域住民に生のクラシック音楽を届けて

いる。 
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〇子どもの舞台芸術体験事業「ＫＩＤＳ＋ＡＲＴ（キッザート）」 

年長児～小学 6 年生の子どもたちが、プロのアーティストと一緒に、自由に踊って、歌

う。楽しみながら、子どもたちの考える力、伝える力を育くむ取り組みとして実施する。 

 

〇バックステージツアースペシャル 

 マイクの調整、ピンスポット操作、奈落見学、小迫り体験など、舞台の裏側を体験できる

イベントを無料で実施する。小中高生の舞台への興味関心を育て、将来の職業選択のひとつ

に舞台芸術を選択し、実際にプロになった事例が出るなど、未来の舞台人を確実に育ててい

る。 

 

 

図 2-1 バックステージツアースペシャル 

 

（３）組織 

既述の通り、財団が、2003年度（平成 15年度）の開館当時は業務委託として、2006年

度（平成 18年度）からは指定管理者として、管理運営を行っている。さくらホール開館以

降、理事長以下、専務理事または常務理事が事務局長を兼務、総務サービス課、舞台技術課、

企画事業課の 3 課で運営にあたっていたが、舞台技術員と受付職員がより密に連携しサー

ビス向上を図る観点から、2004年度（平成 16年度）には、総務課、企画事業課、利用サー

ビス課となり、現在に至る。なお、舞台技術に関して、財団職員のほかにも委託契約により

専門業者から派遣される技術員が従事しており、より細かな舞台利用者のフォローを行っ

ている。 

また、さくらホールは、常駐の舞台技術員が在籍していることのメリットを生かし、公益
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社団法人全国公立文化施設協会東北支部技術部会の幹事館を務め、各種研修を取りまとめ

ている。 

運営にあたり、定休日は設けず、シフト勤務による 365日営業を採用、原則 9時～22時

の営業時間であるが、利用者の要望次第でこれ以外の時間帯にも対応、21 世紀初頭の第 4

次バンドブームには年越しライブを行った。ここ 10年では、ダンス利用の増加に伴い、ダ

ンス練習用ミラーを追加、コスプレ撮影会の要望に柔軟に対応するなど、幅広い文化芸術の

受け皿を目指している。 

 

３ 財政状況 

（１）利用者数 

年間利用者数は、2004 年度（平成 16 年度）に 26 万人を記録、以降も 23 万人～28 万人

の間で推移している。2015 年（平成 27 年）には総利用者 300 万人を達成、同年度の年間

利用者数は 30万人を超えた。翌 2016年度（平成 28年度）～2018年度（平成 30年度）に

おいて、大ホール調光卓、大・中ホール音響卓入れ替えや国体開閉会式における入館制限な

どがあったことから、年間利用人数は 30 万人に達しなかったが、安定した水準を維持し、

総利用者数は、2018年（平成 30年）には 400万人を達成した。 

 

表 3-１ 年間利用者人数                          （単位：人） 

年度 
2014 年度 

（平成26年度） 

2015 年度 

（平成27年度） 

2016 年度 

（平成28年度） 

2017 年度 

（平成29年度） 

2018 年度 

（平成30年度） 

利用人数 290,741 304,655 280,380 274,471 293,011 

出典：表 3-1、3-2 劇場提供資料 

 

（２） 稼働率 

2018 年度（平成 30 年度）の大中小ホールにおける平均稼働率は 72.3％であり、大ホー

ルは 61.0%、中ホールで 78.4%、小ホールは 97.7％、アートファクトリー全 21部屋の平均

稼働率は 91.4％であった。少人数でも利用ができるアートファクトリーと小ホールの稼働

率が高くなっている。 

 

（３）収支  

施設の管理運営についてはその大半が市からの指定管理料と補助金で賄われている。

2018 年度（平成 30年度）の収入は約 4 億 9 千万円、うち受託収益は約 2億 1 千万円で総

収益の 43.1%を占める。受け取り補助金は約 8 千万円で 16.3%であり、両者をあわせて約

6 割を占める。一方、自主事業収益は約 4 千万円、利用料金収益は 7.7 千万円でそれぞれ

9.0％、16.0％であった。 

 

 



7 

 

表 3-2 経常収益                             （単位：円） 

年度 
2014 年度 

（平成26年度） 

2015 年度 

（平成27年度） 
2016 年度 

（平成28年度） 
2017 年度 

（平成29年度） 
2018 年度 

（平成30年度） 

経常収益 

  422,671,380 409,712,090 463,201,162 494,173,369 493,430,884 

 受託事業収益 212,463,904 212,463,000 212,464,000 212,464,000 212,464,000 

 自主事業収益 44,364,282 44,737,468 32,078,375 59,769,570 44,242,500 

 利用料金収益 74,566,335 73,638,150 72,364,458 76,398,916 77,240,291 

 受取補助金 84,901,109 72,539,426 74,113,000 71,400,588 80,336,029 

その他 6,375,750 6,334,046 72,181,329 74,140,295 79,148,064 

経常費用 411,277,814 395,220,212 450,938,467 475,720,569 478,416,486 

 

 

図 3-1 さくらホール収益比率推移（劇場提供資料） 

 

４ 成果と課題4 

（１） 成果 

 さくらホールは、芸術を身近に感じて豊かに暮らせる地域交流の場として、また日常的に

文化活動を楽しめる場を目指し、利用者の需要を汲み上げながら、よりよい環境づくりに努

めてきた。また、既述のとおり「芸術の循環」を目指す特徴的な空間として、ホールに常に

人が集い、日常生活の中で遊べる施設を目指し、NPO法人芸術工房と連携し、市民の文化

活動拠点となっていることに加え、地元演奏家による音楽会、子どもの舞台芸術体験事業な

どの育成にも力を入れており、こうしたまちの文化広場として地域に活力をもたす活動が

評価され、2017年度（平成 29年度）地域創造大賞（総務大臣賞）を受賞している。 

                                                   
4 2017年度（平成 29年度）文化庁事業ワークショップにおける研修生発表などを参考に整理

した。 
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（２） 課題 

2003年（平成 15年）の開館したさくらホールでは、劇場施設及び設備の老朽化が進ん

でいる。音響及び照明の機器などについては順調に更新しているが、外壁工事や内部改修な

どの修繕件数も増加傾向にあり、優先順位をつけ計画的に行っている。しかし、今後は、財

政負担が大きい大規模修繕が必要とされることから、市との協議が必要となるだろう。利用

者の快適性や安全性を維持するためにも長期修繕計画作成が必要となっている。 

また、運営面では、多くの人々に利用してもらうという観点から、貸館事業において誰も

が使いやすい施設を目指すことがまず挙げられる。そのためには、利用者の声のフィードバ

ックを元に、サービスの一層の充実を図る必要がある。例えば、舞台技術の細やかなフォロ

ーや、バリアフリー対応の一層の推進とともに、活動情報の発信、魅力ある自主事業、アウ

トリーチの強化により、普段ホールを利用しない層やこれまで来たことのない人々への働

きかけも重要である。具体的な取り組みとしては、トップセールス（商工会など各種会合に

おける PRなど）のほか、職員全員がプレイングマネージャーとして劇場経営の意識を共有

することが考えられる。 

なお、課題解決に向け、2019年度（平成 31年度）より、新たな取組みとして、さくらホ

ールミーティングを実施している。これは、ホールをより市民の身近なものとするための課

題を職員が議論、必要に応じて市内外の専門家の協力も得ながら、ホール運営に反映する仕

組みである。 

 

図 4-1 さくらホールミーティング 

 

さくらホールは、開館以降、地域の文化シンボルとして、地域の人々に愛され、芸術の循環

に貢献し続けてきた。今後も引き続き劇場の魅力を高めていくことが求められている。 


