
南城市文化センター シュガーホール 

 

 ミッション・課題など  

■ミッション 
市民の文化芸術活動を推進し、文化芸術の鑑賞、交流、創造及び市民生活の向上を図り、もって新

たな南城文化の創造と振興に寄与する。 

■ 運営目標 
地域文化の向上 

地域の魅力の向上 

住民の文化活動の推進 

■ 課題・障害 
広報、宣伝の拡充 

他団体等との協力・連携の推進 

地域との協力・連携の推進 

■ 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 2.4 0.8 0.4 

（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 …… 南城市 
         （人口：42,016 人） 

開 館 …… 1994 年 

運 営 …… 南城市 

CASE STUDY 
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南城市文化センター シュガーホール 
 
はじめに 

2014 年（平成 26 年）、南城市文化センター（以下「文化センター」という）は開館 20 周

年を迎えた。文化センターは、シュガーホール、つきしろ広場、野外ステージ・ドームステ

ージ、集会室、会議室などをもつ複合文化施設である。ここに併設されるシュガーホールは、

教育・文化の振興を掲げる南城市のシンボルでもあり、音楽と伝統芸能を中心に、舞台芸術

の創造発信、コミュニティの活性化、教育普及事業を推進し、市民との協働を図り、地域の

人々に愛され、親しまれる場として運営されてきた。 
節目となる 20 周年においては、次のステージに向けた「シュガーホール活性化計画（2014

年度（平成 26 年度）～2018 年度（平成 30 年度））1」が作成され、さらなる発展を目指し

て地域に根差した活動を続けてきた。しかしながら、2019 年（平成 31 年）、これまで劇場

を牽引してきた芸術監督中村氏が逝去、民間業者による指定管理制への移行という過渡期

を迎えることとなった。セカンドステージを迎えたばかりのシュガーホールには、今後の展

開に懸念と期待とが寄せられている。 
 

１ 設立経緯と概要 
（１）設立経緯 
 沖縄県南城市（旧佐敷町）は、2006 年（平成 18 年）、島尻郡の佐敷町、知念村、玉城村、

大里村の 1 町 3 村の合併により誕生した 2。沖縄本島南部の東海岸、県都那覇市から南東へ

約 12 ㎞に位置し、中城湾と太平洋に面する。市内には、世界遺産「斎場御嶽（せーふぁう

たき）」をはじめ、「グスク」などの文化遺産や貴重な歴史・文化史跡などがある。また、今

に残る多くの伝統的な芸能、民俗は学術的にも貴重であり、沖縄の歴史、文化、信仰の地で

もある。神の島と呼ばれる久高島もそのひとつで、琉球民族発祥の地として崇敬されている。

市人口は、2017 年（平成 29 年）現在 43,688 人、世帯数は 17,344 世帯である。 
シュガーホールのある旧佐敷町は、過去にコミュニティが崩壊した地であるといわれる。

1945 年（昭和 20 年）当時、町内人口 5,413 人のうち 1,647 人が沖縄戦で亡くなり、終戦

後の市内基地建設予定に伴い、3,441 人が名護市の収容所に強制収容されたとされる。結局、 

                                                      
1 「シュガーホール（南城市文化センター）活性化計画 2014 年度（平成 26 年度）～2018 年

度（平成 30 年度）」 
URL http://ow.ly/TRRO30o0CAd 
2 「佐敷町、知念村、玉城村、大里村は、2005 年（平成 17 年）1 月 25 日に、歴史・文化・生

活圏などの面で密接なつながりを持ち、地理的にも隣接しており、一体的な行政施策の展開に

よる沖縄本島南部の中核を担うまちづくりが可能なことから任意協議会を設立し、同年 2 月 28
日には法定協議会を設立して、協定項目及び事務事業の調整を行い、翌 2006 年（平成 18 年）

1 月 1 日に南城市の誕生となりました」（南城市ホームページ「合併の経緯」） 
URL http://www.city.nanjo.okinawa.jp/about-nanjo/introduction/gappei.html。 
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基地はつくられなかったため人々は帰村し、現在のまちがつくられた。今日、一大観光地と

して、多くの観光客が訪れており、本土からの移住者も増えている。 

 

図 1-1 シュガーホール外観（掲載画像は全て劇場提供資料） 

 

文化センターは、地域文化の創造活動拠点として、人口約 1 万人のまちで、年間予算の約

半分が投じられ、1994 年（平成 6 年）に開館した。「市民の文化芸術活動を推進し、文化芸

術の鑑賞、交流、創造及び市民生活の向上を図り、もって新たな南城文化の創造と振興」す

ること、「南城市文化センターを拠点とした芸術文化事業を推進し、地域文化の創造と振興

に寄与する」ことが設置目的とされ、音楽・舞踊・演劇など質の高い実演芸術の鑑賞機会を

提供し、県・国内外のすぐれた芸術家を招き入れるための場として、また、誰にでも開かれ

た空間であることを目指している。南城市には約 70 の自治会があり、それぞれにエイサー

や豊年祭など大規模な祭りが行われているが、シュガーホールには、地縁や血縁のみによら

ない新たなコミュニティとしての役割も期待されており、クラシック音楽の普及や振興と

あわせて地域の文化拠点であることが求められている。 

文化センターにおける自主事業の実施及びその運営は、設置条例（2006 年（平成 18 年））

に則り実施され、具体的な事項は、運営審議会（2006 年（平成 18 年））の審議に基づく。

また、事業実施における指導・助言に係る専門家として、シュガーホール芸術アドバイザー

が置かれている3。  

                                                      

3 設置規程（2006 年（平成 18 年）告示、ただし 2013 年（平成 25 年）に「芸術監督設置規

程」告示に改定）。 
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（２）施設概要 

シュガーホールは、地面積 6,794,67 ㎡、設計 3,413,85 ㎡、客席数 510 席のステージを有

する、沖縄県唯一の音楽専用ホールで、リハーサル室、楽屋（3 室）のほか、舞台道具など

を作成する実習室を備えている。 

 

 

図１-2 シュガーホール内観 

図 1-3 シュガーホール・ジュニアコーラス         図 1-4 おきでんシュガーホール新人演奏会オーディション  

 

２ 事業方針・組織・活動内容 

開館からの 25 年間は、自治体直営で運営が行われ、自主事業には実行委員会方式がとら

れてきた。「南城市文化のまちづくり事業実行委員会」として芸術監督、音楽専門スタッフ

を任用、行政（町企画室・教育委員会）、芸術監督、運営審議会の共同体で運営していたが、

上記実行委員会は 2019 年度（令和元年）の指定管理者制度移行に伴い、解散した。 

初代の芸術監督によると「市民と音楽芸術の関係を、いかに地域社会の人々に価値あるも

のとして構築するか」を念頭に、サポートが続けられてきたとされるが、次代芸術監督にお
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いては「音楽ホールの運営と事業を地域社会の文化創造へ効果的なものにするためには、ホ

ールの特性にかかわらず、その地域独自の歴史と文化、及びそれらを基盤にしたコミュニテ

ィの成立条件を把握することが不可欠」とし、芸術舞台公演の場として機能するだけでなく、

地域の人々の交流の場として、また舞台芸術を享受するための場として機能することで、は

じめてその役割を果たせるものと説き、芸術を介するコミュニティとしての公共ホールの

在り方を強く打ち出そうとした。 

シュガーホールは、当初より伝統芸能の強い地域コミュニティの拠点としての機能とあ

わせ、沖縄県では数少ないクラシック音楽公演に適した構造を持つホールを拠点とするク

ラシック音楽の普及・振興という一見方向性の異なる機能が期待されてきた劇場である。そ

のため、開館当初は、特にクラシック音楽事業の推進が地域住民のニーズと異なるとして、

地元青年会による「シュガーホールを取り戻す会」が発足するなど、地元との対立もあった。

しかし、地域住民を巻き込み、専門家と協働した市民ミュージカル公演などを通じて、地域

の理解を得るとともに支援が広がり、出演者たちは「シュガーホール助っ人倶楽部」として、

ボランティア的にあらゆる事業にさまざまなかたちでホールの活動に参加、協力するなど

し、今もなお大きな力となっている。 

 

（１）事業方針 

開館 2 年目以降「生涯学習事業」「コミュニティ・ネットワーク事業」「自主創造・鑑賞型

事業」「地域資源としての人材開発」の 4 つの概念が事業方針として掲げられた。また、2014

年度（平成 26 年度）シュガーホール計画に盛り込まれた目標及び事業内容を、以下同計画

から抜粋する。 

 

目標１．音楽を中心とした実演芸術を継承・創造・発信し、 

芸術家と市民とを多様な回路で結びます。 

事業 1－1）南城市がモットーとする「ハートのまち」に、《祈り・やすらぎ・ぶんか》とい

うイメージを形成するために、音楽を中心とした文化芸術の継承・創造・発信事業を、持続

的に展開します。 

 

事業 1－2）おきでんシュガーホール新人演奏会オーディションによる優れた音楽家の発

掘・養成を、今後もシュガーホールの基幹事業として継続実施します。また、オーディショ

ン・演奏会出場者を、観光客、アーティスト･イン・レジデンスとして南城市への長期滞在

を促し、特に優れたアーティストは「南城市美ら島大使（仮称）」として任命し、市の情報

発信者となっていただく制度を検討します。 

 

事業 1－3）文化センター内各施設の柔軟な運用方法を考案し、高度芸術ばかりでなく、ポ

ピュラー音楽、伝統芸能、大衆芸能・演芸等の公演を開催します。その際、オン・デマンド
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交通システムを活用し、入域観光客等を文化センターへ誘導する企画を推進します。 

事業 1－4）地域活性化・社会的包摂の観点を新たにとり入れながら、実演芸術の地域派遣

を行います。また、アウトリーチ事業は、原則的に次の理由によって今後も継続して実施し

ます。 

 

目標２．伝統文化を尊重し、ひらかれたコミュニティ空間として 

多様な市民をつなぐ文化交流の場とします。 

事業 2－1）伝統文化の尊重-継承と発展-を、具体的事業として展開するために、実績ある

市民・専門家との連携方法を検討し、中長期的かつ地域横断的に継続する事業を構想してい

きます。 

事業 2－2）市民音楽団体・芸能・演劇等への参加市民の主体性を保証しながら、専門家と

の協働や共演によって高度芸術への刺激と自己向上ができる支援方法をともに試行してい

きます。洋楽中心の市民音楽祭、伝統の民俗芸能公演を隔年交互に支援し、その成果を基盤

にした市民ミュージカル又はフェスティバル型公演の実施を構想します。 

 

目標３．南城市の未来人材を育成するために、文化芸術の教育支援を通して 

青少年の創造性を高めます 

事業 3－1）小学校 5 年生を対象に「学校めぐり出前事業」を継続し、小学生に音楽芸術の

実演に接する機会を提供します。なお、派遣演奏家は新人演奏会受賞者に加えてシュガーホ

ールを訪れる弦楽器、海外の民族楽器、日本・沖縄の伝統楽器、ジャズ等にも広げ、派遣演

奏家に事前研修とランスルーを実施して質の向上と効果的な交流をはかります。 

 

事業 3－2）中学校 2 年生を対象に「音楽と科学の旅」事業で音楽家等を学校に派遣し、そ

の後生徒をシュガーホールに招き、生徒の芸術理解（アート･リテラシー）を促すとともに

科学的思考を刺激します。文化庁の助成は、2014 年度（平成 26 年度）までですが、引き続

き各種の助成制度等を活用して長期継続化をはかります。 

 

事業 3‐3）ミュージック・スクール／シュガーホール・ジュニアコーラス本活性化計画期

間中に、南城市から広く団員を募集し、芸術監督の研修指導のもとで、指導者のスキルアッ

プと、合唱団運営の自立向上及び総合的な芸術教育への展開をはかります。 

 

（２）組織・運営 

南城市の文化芸術事業が 2013 年度（平成 25 年度）の市の機構改革によって、まちづく

り推進課の所管となったことから、文化センターも同課の管理するところとなり、2019 年

度（平成 31 年度）には、既述の通り、文化センターの管理運営に指定管理者制度が導入さ

れ、現在、株式会社共立メンテナンスが指定管理者として同センターの管理運営を担ってい
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る。 

直営から指定管理運営に移行したのちも、「シュガーホール助っ人倶楽部」などの市民の

ボランタリーな参与は継続されている。これは、直営時代に継続されてきた従来のいわゆる

ホール自主事業を「指定事業」として指定管理者に実施を義務付けたことによる。一方、指

定管理者が独自に企画できる「自主事業」も協定に盛り込んだことで、民間の活力やノウハ

ウを活用した効率的な運営も可能にしている。 

 

（３）活動内容  

開館日数及び事業数を表 2-1 に示す。開館日数は年間 312 日、自主公演は、2018 年度（平

成 30 年度）には、以下 10 事業を実施した。 

 

「シュガーホールミュージックスクール（通年）」 

「シュガーホール企画塾（通年）」 

「シュガーホールロビーコンサート（毎月）」 

「第 24 回おきでんシュガーホール新人演奏会」 

「公共ホール音楽活性化支援・文化庁モデル連携事業（芸術家派遣事業）市内各中学校ワ

ークショップ」 

「12th'JAZZ in Nanjo」 

「公共ホール音楽活性化支援・文化庁モデル連携事業「シュガーホールガラコンサート」

「第 25 回おきでんシュガーホール新人演奏会オーディション」 

「N-1 カラオケぐらんぷり」 

「2018 年度（平成 30 年度）シュガーホールミュージックスクールジュニアコーラス定

期演奏会」 

 

表 2-1 開館日数・自主公演 

  
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) 

開館日数（日） 312 312 312 312 312 

自主公演（事業数） 17 12 11 16 10 

出典：劇場提供資料 
注：月曜休館 
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３ 財政 

 シュガーホールにおける財政状況を表 3-1 に示す。 

 

表３-1 シュガーホール財政状況                       （千円） 

  
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） 

収入（※１） 39,597 28,899 23,915 19,265 

事業収入（※２） 2,432 1,147 848 882 

自主事業収入（※3） 6,180 2,609 2,891 1,653 

補助金（※４） 7,485 4,000 3,800 3,800 

委託料等（※５） 23,500 21,143 16,376 12,930 

出典：劇場提供資料 

注１：事業収入、自主事業収入、補助金、委託料等の合計額 

注２：自主事業におけるチケット収入を除く収入 

注３：自主事業におけるチケット収入の合計額 

注４：市からの委託料を除く南城市文化のまちづくり事業実行委員会への補助金 

注５：市からの委託料 

 

４ 課題 

シュガーホールは既述の通り、県内唯一のクラシック音楽専門ホールとしてブランディ

ングしながら、一般市民が主体となるコミュニティを重視した事業を展開していくという

一見方向性の異なる目標を持つ。このため、クラシック音楽の振興・普及とともに、地域の

人々とアーティストがともに創造活動を促進できる機能を持つこと、とりわけ地域の伝統

芸能を発展的に継承する機能を持つことなどが求められている。 

そのためには、市民、アーティスト、行政がホールの理念を共有する必要がある。シュガ

ーホールがこれまで実践してきたクラシック音楽人材の育成や音楽教育を通してコミュニ

ティに資する事業を指定管理者が「指定事業」として現在実施していることは重要なことで

あるが、自治体の財政状況が厳しい中、より効率的な運営も求められてくるであろう。この

中で、自治体が文化振興の明確なビジョンを示すこととあわせて、民間のノウハウを活かし

ながら、ホールのミッションを達成するために、自治体と指定管理者の双方がより細やかな

協議や連携をすることも必要であろう。 
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