
りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館 

 

 ミッション・課題など  

■ミッション 
音楽、演劇、能、その他の舞台芸術の振興を図り、もって市民文化の向上に資する。 

■ 運営目標 
演目種類の拡大 

観客の拡大 

教育普及 

■ 課題・障害 
内部での情報共有不足 

劇場活動の評価指標設定 

芸術監督の功罪 

■ 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 4.8 1.8 1.0 

新潟市 94.0 64.0 46.4 

（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 …… 新潟市 
         （人口：810,157 人） 

開 館 …… 1998 年 

運 営 …… 公益財団法人 
      新潟市芸術文化振興財団 

CASE STUDY 
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新潟市民芸術文化会館（りゅーとぴあ） 

 

はじめに 

1998 年（平成 10 年）新潟市に開館した新潟市民芸術文化会館（以下、「りゅーとぴあ」

という）は、2,000 人規模のコンサートホール、劇場、能楽堂をそれぞれ専門ホールとして

備えた舞台芸術の大規模複合施設である。新潟市は 1968 年（昭和 43 年）に「スポーツと

音楽の都市宣言」を全国的にも先駆けて行っており、りゅーとぴあは市民による地方文化の

創造と全国レベルの質の高い鑑賞事業を展開する拠点としての役割を担っている。「芸術・

芸能文化の【継承】【発展】【創造】と【社会貢献】」を理念に掲げ、りゅーとぴあは、新潟

発創造事業やスタッフによる自主企画などソフト面においても特色ある事業展開から注目

を集めている。2018 年度（平成 30 年度）には開館 20 周年を迎え、周年事業も実施した。 

 

 

図１-1 りゅーとぴあ外観 （掲載画像は全て劇場提供資料） 

 

１ 設立経緯と概要 

りゅーとぴあは、新潟県新潟市中央区の白山公園にある公立文化施設で、新潟市が出資・

設立した公益財団法人新潟市芸術文化振興財団が管理運営する。 
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（１） 設立経緯 

1970 年代後半、ホール建設に関する陳情が新潟市に対して多く寄せられたことから、

1984 年（昭和 59 年）策定の新潟市第 3 次総合計画の中に「市民文化会館」の整備が盛ら

れた。これがりゅーとぴあ建設の直接的な契機となったが、その背景は、1964 年（昭和 39

年）新潟国体開催直後に起きた新潟地震にまでさかのぼる。この地震は新潟市に大きな被害

をもたらしたが、その災害義援金を基金として、新潟県民会館（大ホール 1,730 席）が 1967

年（昭和 42 年）に建設され、その翌年、1968 年（昭和 43 年）に、新潟市は「スポーツと

音楽の都市宣言」を全国的にも先駆けて行った。この宣言を受ける形で、1969 年（昭和 44

年）には、財団法人「新潟市音楽芸能協会」が設立され、新潟市の舞台芸術振興の基礎は、

この時期に形成されたといえる。 

その後、プロだけでなく、アマチュアを含めた舞台芸術活動が活発化していくことになる

が、当時の新潟市における舞台芸術公演の場は、1938 年（昭和 13 年）に建設された新潟市

公会堂（800 席）と既述の新潟県民会館があるのみで、ホール不足が生じていたことから、

1977 年（昭和 52 年）に新潟市音楽文化会館が建設された。同音楽文化会館は、収容人数

530 人で、小規模な活動が多かった当時の状況に適合した規模のホールであったが、大規模

な観客動員数で活動する団体が増加し、また、残響調整装置を備えるなどの専門性をもった

ホールでありながらも、洋楽、邦楽、洋舞踊、日本舞踊、演劇、能楽などにも対応する必要

から多目的ホールとして建設されていたため、より専門的なホールへのニーズが高まって

きた。新潟市公会堂の老朽化の問題がこれに加わり、前述の「市民文化会館」建設の陳情へ

とつながり、第 3 次総合計画に結実したものである。 

市民文化会館基本計画では、当時専門ホールの建設が全国的に広がっていた状況の中、交

響楽・演劇・古典芸能や講習会・各種大会が開催できる複合ホールとして計画されていた。

1988 年（昭和 63 年）には、市民文化会館の建設計画と平行して、白山公園及びその周辺地

域に文化・スポーツ施設を一体的に整備する「セントラルパーク基本計画の概要」が新潟市

によって示されている。翌 1989 年（平成元年）から 1991 年（平成 3 年）にかけて、第 1

次建設調査特別委員会が設置され、ここで、建設場所を白山地区に絞って検討していくこと、

国際的な催物が開催でき音楽・演劇についての市民ニーズに応えうること、将来にも通用す

る規模・機能をもたせることなどが中間報告として取りまとめられた。そして、1991 年（平

成 3 年）の建設基本構想検討懇談会を経て、1992 年（平成 4 年）建設計画が発表され、1995

年（平成 7 年）に着工、1998 年から供用が開始された。 

 以上の経緯からも示されるとおり、りゅーとぴあは市民の芸術文化活動の発表の場であ

るとともに、新潟からの芸術文化の発信が強く意識されている。このため、施設の建設と同

時に館内で展開されるソフト事業の充実が求められた。実際、りゅーとぴあでは、開館前の

1994 年（平成 6 年）から 1997 年（平成 9 年）にかけて、企画・運営スタッフの育成を目

的とした市民対象の講座である「N-PAC・Workshop（新潟市劇場芸術講座）」を実施し、開

館後のソフト事業の充実を目的とした人材育成を展開している。 
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（２）施設概要 

 りゅーとぴあは、コンサートホール、劇場、能楽堂のほか、2 つのスタジオ、ギャラリー、

茶室などを備えた音楽・舞台芸術の総合施設として新潟市白山公園に隣接して建設された。

設計は静岡市の眉山ホール、藤沢市の湘南台文化センターなどの設計を手がけた長谷川逸

子氏である。コンサートホールは最大 2,000 人収容可能な音楽専用ホールで、客席はアリー

ナ形式を採用し、正面にはスペイン・グレンツィング社製のパイプオルガンを備える。通常

の文化会館に比べ残響時間が長いことから、コンサートホールではクラシック音楽の公演

を中心とした鑑賞事業が行われている。付帯施設として、小・中 4 室ずつの楽屋、楽屋応接

室 1 室、スタッフ室 1 室、楽屋ロビーを持つ。 

劇場は、最大 903 人収容、オーケストラピット、仮設花道の設置が可能であることから、

演劇、オペラ、歌舞伎などの舞台芸術に対応できるものとなっている。付帯施設として、小・

中 4 室ずつの楽屋、スタッフ室 2 室、シャワー室、洗濯室、楽屋ロビーを持つ。 

 

  

図 1-2 コンサートホール           図 1-3 劇場 

 

図 1-4 能楽堂 

 

能楽堂は、最大 387 人収容可能であり、桧床の舞台、桧皮葺の屋根などを持つ本格的な

室内能楽堂である。舞台正面の鏡板、橋懸かりの羽目板を外すことによって中庭である日本

式の庭園が現れ、演出に利用でき、演劇、民族音楽のコンサートなど、能・狂言に限定され
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ず利用されている。付帯施設として、茶室として利用可能な楽屋 3 室、焙じ場 1 室を持つ。 

これら公演用施設のほかに練習室系施設として、2 つのスタジオ、8 つの練習室が備えら

れている。スタジオ A はコンサートグランドピアノ、仮設舞台、演奏用器具があり、4 管編

成のオーケストラのリハーサルに対応している。練習室系施設ではあるが、最大 130 席の

公演に使用することも可能である。スタジオ B は、アップライトピアノ、鏡、バレエ用バ

ー、平台など主に演劇、バレエ、ダンスなどの舞台芸術用の練習室系施設として使用されて

いる。スタジオ A と同様、小規模公演に対応可能で、最大座席数は 150 席である。 

以上の舞台芸術関連施設のほかにギャラリーがあり、書道、絵画、写真などの展覧会に利

用されている。サービス施設として、クローク、託児室、レストランのほか、各ホールにビ

ュッフェが設けられている。 

また、りゅーとぴあは、周囲の白山公園、新潟県民会館、新潟市体育館などとともに、信

濃川・やすらぎ堤までを含んだオープンスペースを形成しており、市民の憩いの場となって

いる。りゅーとぴあの周囲には 7 つの「空中庭園」が設けられ、これらの「空中庭園」及び

新潟市民音楽文化会館、新潟県民会館、白山公園、やすらぎ堤は地上 6mの空中ブリッジに

よって結ばれている。りゅーとぴあの屋上は緑化され、「屋上庭園」としても開放されてい

る。 

 

２ 事業方針・組織・活動内容 

（１）運営の理念と活動方針 

新潟市の新潟市民芸術文化会館条例では、第 1 条において「音楽、演劇、能その他の舞台

芸術の振興を図り、もって市民文化の向上に資する」ことを目的とする旨が明示されている。

また、管理運営計画1では、既述の通り、「芸術・芸能文化の【継承】【発展】【創造】と【社

会貢献】」を理念に、「新潟から全国世界へ発信」「芸術文化を通じて「生きる力」を育む」

「新潟の文化を次世代へ継承し、市民の誇りにつなげる」ことをミッション（社会的役割）

とし、以下のアウトカムを目指している。 

１）新潟のひいては日本の存在感を高める、 

２）「より良く生きる社会」を作る、 

３）育てた文化を次世代へ、そしてシビックプライドへ 

 

（２）組織 

１）公益財団法人新潟市芸術文化振興財団 

りゅーとぴあは新潟市からの指定管理者として指定された公益財団法人新潟市芸術文化

振興財団（以下、「財団」という）によって管理・運営されている。財団は 1991 年（平成 3

                                                   
1 公益財団法人 新潟市芸術文化振興財団 新潟市民芸術文化会館（愛称：りゅーとぴあ） 

新潟市音楽文化会館（略称：音文）指定管理者 2019 年度（平成 31 年度）業務計画書

https://www.ryutopia.or.jp/wp-content/uploads/2017/02/h31gyomukeikakusyo.pdf 
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年）に新潟県教育委員会の許可を受けて設立され、新潟市から基本財産として、5 億円の全

額出捐を受けたが、1993 年（平成 5 年）に 5 億円の増額出捐を受けている。財団はその目

的を「新潟市民の芸術文化及び歴史文化の振興を図り，もって，自主的自発的な市民文化の

創造に寄与すること」2としている。なお、2012 年（平成 24 年）より公益財団法人に移行

した。現在、りゅーとぴあのほか、新潟市音楽文化会館、新潟市歴史博物館及び旧新潟税関

庁舎、旧小澤家住宅の管理を指定管理者として受託している。  

2018 年度（平成 30 年度）時点で、理事長（役員）の下、支配人（役員）、副支配人（職

免）が置かれ、施設運営部、事業企画部、新潟市音楽文化会館を統括する。施設運営部は、

庶務課、施設・利用課、舞台技術課、事業企画部は、音楽企画課、広報営業課、演劇企画課、

舞踊企画課として、全 55 名（うち正職員は 27 名）が配置されている。組織図は、図 2-1 に

示す。 

 

２）支配人制及びアドバイザリー・プロデューサー制から芸術監督制へ 

りゅーとぴあでは、館の代表者を館長ではなく「支配人」とし、開館当初から新潟市の部

長職級が支配人に就任している。また開館から 2004 年度（平成 16 年度）までは、芸術分

野の著名人を芸術監督などのトップに置くことはせずに、公演事業における演目は財団ス

タッフが企画、支配人の下に置かれた 3 名のアドバイザリー･プロデューサー（AP）の助言

を受けて支配人が決めてきた。 

行政職員が支配人となることについて、長谷川義明市長（当時）は「コンサートホール、

劇場、能楽堂の 3 つの専門ホールがあり、1 人の人物でさまざまな芸術分野をみることは不

可能」と理由を述べている。これに対しては、支配人が AP の調整役に過ぎなくなり、館の

独自性が発揮できない可能性があるといった指摘もあるが、初代支配人を務めた大河内芳

子氏は「これだけの施設なので、市としては、ある程度（市民に対して）責任の持てる人を

置きたいことは当然。それには外部の人より、行政の人間の方が適している」としており、

開館一周年（1999 年（平成 11 年））当時に支配人を務めていた宮原源治氏も「市民に顔を

向けている形で常駐している方がいい。著名人なら自ずと席を空けることが多くなる」と行

政側支配人のメリットを述べている。 

 

                                                   
2 公益財団法人新潟市芸術文化振興財団定款  

https://www.mmjp.or.jp/nc-acpf/youranpdf/r01/r01_teikan.pdf 
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図 2-1 組織図（2019 年（令和 1 年）新潟市芸術文化振興財団ホームページより） 

 

このような AP 制度と財団スタッフによる企画・運営は、特に開館して間もない時期の財

団スタッフにとって大きな教育効果をもたらした。前出の大河内氏も「AP と一緒に（アー

ティスト側へ）交渉に行ったり、裏方の準備など、職員もどんどん力を付けた」としている。 

一方、2004 年（平成 16 年）、りゅーとぴあでは、レジデンシャル・ダンス・カンパニー

として振付家・ダンサーの金森穣氏が代表を務める Noism を設立した。ここで、それまで

の総合芸術部門をコンテポラリー・ダンス部門として再編することとなった。2004 年度（平

成 16 年度）以降、従来の AP 制から芸術監督制へと移行し、金森氏を新設した舞踊部門の

芸術監督とした。これにあわせて音楽部門は東京交響楽団の桂冠指揮者である秋山和慶氏、

演劇部門は開館から AP を勤めてきた演劇プロデューサーの笹部博司氏が、それぞれ芸術監

督に就任した。 
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（３）活動内容3 

りゅーとぴあは、施設の管理運営と自主文化事業、社会地域貢献事業などを行っているが、

特に自主文化事業においては、既述の「理念」「ミッション」「アウトカム」を実現するため、

以下 5 つの基本方針に基づき、5 つのコア事業を核に事業実施がなされている。 

 

１）５つの基本方針 

① 地域に根差した文化の創造対応ミッション 

② 地域特性を踏まえ、文化で人と対応ミッション 

③ 人をつなぐ（市民の文化活動への支援） 

④ 文化を支える人材の育成対応ミッション 

⑤ 質の高い専門性に富んだ芸術を鑑賞する機会の提供対応ミッション 

 

２）5 つのコア事業 

①  音楽事業「東響定期」 

・準フランチャイズ契約による「わが街のオーケストラ」  

・1998 年（平成 10 年）の開館から続く「100 を超える定期公演」 

②  演劇事業「プロデュース」 

・りゅーとぴあ発のオリジナル公演  

・全国各地で公演し、高い評価を得ており、市民の誇り、交流人口の拡大に貢献  

・演劇の特性を生かし、社会福祉機関との連携を図りながら、社会的弱者がコミュニティや

社会へ参加できる機会をひらく  

③  伝統芸能事業「能楽」  

・多言語化、バリアフリー対応を強化し、訪日外国人、若年層の取り込みに努める  

・子どもから高齢者まで幅広い世代が参加し、親しめるワークショップなどの事業  

④  舞踊事業「Noism」 

・国内唯一の劇場専属舞踊団として海外からの招聘も多く、新潟の国際プレゼンス向上に貢献 

・研修生カンパニーNoism2 は、地域と密接に活動し、中学校へのアウトリーチなどを実施 

⑤  育成事業「ジュニア」 

・オーケストラ、合唱、邦楽の 3 つの音楽教室を独自カリキュラム「新潟方式」で運営、子

ども劇団「APRICOT」も運営 

・小学生から高校生、OB・OG の世代間交流の場となり、子どもたちのサード・プレイス

として機能 

 

                                                   
3 公益財団法人 新潟市芸術文化振興財団 新潟市民芸術文化会館（愛称：りゅーとぴあ） 

新潟市音楽文化会館（略称：音文）指定管理者 2019 年度（平成 31 年度）業務計画書

https://www.ryutopia.or.jp/wp-content/uploads/2017/02/h31gyomukeikakusyo.pdf 
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以下、音楽事業、演劇事業、能楽事業、舞踊事業などの各種事業の概要と会員制度につい

て整理する。 

 

３）音楽事業 

音楽事業はりゅーとぴあのコンサートホールを中心に実施され、「鑑賞事業」「育成・普及

事業」に大別される。鑑賞事業は、りゅーとぴあを準フランチャイズとする東京交響楽団の

公演と海外招聘公演を軸に展開している。東京交響楽団はりゅーとぴあが竣工した 1998 年

（平成 10 年）に財団と準フランチャイズ契約を結んでおり、以来、新潟定期演奏会を行っ

ている。東京交響楽団を準フランチャイズとすることにより、りゅーとぴあは質の高い鑑賞

事業に対する固定客を得ることができ、一方、東京交響楽団にもアリーナ型ホールでの公演

機会が増えることにより技術向上の効果がもたらされている。 

育成・普及事業としては、主にジュニア向けの鑑賞会、及び新潟市ジュニア合唱団、新潟

市ジュニアオーケストラ教室、新潟市ジュニア邦楽教室の運営、演奏会を行なっている。そ

のほか、東京交響楽団の新潟定期演奏会にあわせた学校巡回などのアウトリーチ活動や、財

団スタッフのアイディアからはじまったユニークな取り組みとして 2002 年（平成 14 年）

からはじまった「ワンコインコンサート」も実施されている。このコンサートは、将来の顧

客獲得を目的として、ランチタイムに 500 円という安価な入場料でコンサートホールでの

公演を提供する企画である。コストを低く抑えるために若手演奏家を中心に起用している

が、若手演奏家にとってもりゅーとぴあ規模のホールで公演する機会は少ないことから、高

く評価されている企画である。 

また、パイプ本数 4,843 本を誇る大オルガンが設置されていることから、オルガンの活用

とオルガン音楽の普及を図るために専属オルガニストを擁し、公演・講座の両面で活発な活

動を行なっている。 

 

４）演劇事業 

演劇事業は、りゅーとぴあの劇場及び能楽堂を中心に実施され、劇場・劇団制作の作品公

演、小劇場系の演劇公演及び伝統芸能の舞台芸術に関する「鑑賞事業」「育成・普及事業」

と、「新潟発創造事業」を展開している。また、能楽堂で和の様式によるシェイクスピア劇

の再創造に挑戦する「りゅーとぴあ能楽堂シェイクスピアシリーズ」にも取り組み、2004

年（平成 16 年）に第一作として「マクベス」を新潟・東京で公演し、大きな反響を呼んだ。 

鑑賞事業においては、質の高い鑑賞活動を継続的に維持するため、全国レベルで成功して

いる作品を軸として展開し、人気の高い演者による公演が毎年継続実施されている。質の高

い公演の継続性にこだわる理由として、開館当初から AP としてりゅーとぴあの運営に携わ

ってきた笹部博司氏は、「10 年、20 年、100 年、劇場が生き延びられて、地域の中でどう役

割を果たせるのかと考えると、単純にいえば劇場にお客が来るかどうかにかかっている。ど

うやってお客の足を劇場に向けさせるのか、システムとして考えないといけない」と語って
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いる。 

また「新潟発創造事業」として新潟に根ざした新潟制作の舞台芸術を全国に向けて発信す

る事業も展開している。ワークショップでプロの指導を受けた新潟市民によるミュージカ

ルは、開館記念の「シャンポーの森で眠る」をはじめ数作品が公演されてきた。これら市民

参加型ミュージカルの公演は、東京をはじめとする地方都市数ヶ所で公演されてきた。 

育成・普及事業については、「演劇スタジオ」及びワークショップを通じた人材育成を展

開するほか、子供たちによる「演劇スタジオキッズコース：APRICOT」による演劇公演な

どを実施している。 

 

５）能楽事業 

能楽事業は、主に子どもから大人まで幅広い年齢層を対象とした普及に重点を置いた「鑑

賞事業」とともに、「育成・普及事業」として、鑑賞公演と能楽講座、ワークショップなど

が実施されている。 

 

６）舞踊事業 

舞踊事業は既述の Noism による「新潟発創造事業」及び「普及事業」である。主たる事

業は「新潟発創造事業」が軸となっている。世界的な振付家・ダンサーの金森穣氏が芸術監

督を務め、国内のみならず海外全国からの参加も含めたオーディションにより集められた

ダンサーにより構成されるダンス・カンパニーを、公共ホールにおいて運営するという日本

ではユニークな試みは注目を集めることとなった。2004 年（平成 16 年）の初作品

「SHIKAKU」（演出・振付：金森穣）を新潟、東京で上演した後、2005 年（平成 17 年）

にはニューヨーク、モントリオールで開催されたジャパニーズ・コンテンポラリー・ダンス・

ショーケースにも参加するなど海外にも活動を展開している。2018 年（平成 30 年）には開

館 20 周年記念事業として Noism1&SPAC「ROMEO&JULIETS」を公演した。 

 

７）共催事業 

共催事業は、自主事業を補完しつつ多面的な文化振興を図るために、地域の文化団体・地

元マスコミ各社・プロデュース会社などと行なっている。2018 年度（平成 30 年度）は「ウ

ィーン・トーンキュンストラー管弦楽団」「シュトゥットガルト室内管弦楽団」などの公演

を行なった。 

 

８）会員制度（N-PAC mate） 

りゅーとぴあは、新潟市民芸術文化会館友の会（N-PACmate）という会員制度を設けて

いる。開館当初からクレジットカード会社との提携による会員制度を継続してきたが、改正

割賦販売法の施行もあり、2019 年（平成 31 年）に提携を終了し、①チケットの先行発売、

②公演情報の郵送、③チケット各種手数料無料、④無料ドリンク券、⑤抽選チケットプレゼ
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ント、⑥会員限定リハーサルの招待などを特典とした新たな有料会員制度を構築した。また、

①チケットの先行発売、②メールマガジンの配信などを特典とした無料のインターネット

会員も同年から開始した。 

 

３ 財政状況 

（１）財政 

2016 年度（平成 28 年度）から 2018 年度（平成 30 年度）までのりゅーとぴあにおける

財政状況を表 3-1 に示す。 

 

表 3-1 りゅーとぴあ収支                         （単位：円） 

区分 
2016 年度 

（平成 28 年度） 
2017 年度 

（平成 29 年度） 
2018 年度 

（平成 30 年度） 
備考 

収
入 

事業収入 358,360,000 321,382,000 259,031,000 入場料収入 等 

指定管理料 642,953,000 597,085,000 628,759,000 ※ 

付帯事業収入 40,947,000 31,548,000 32,910,000 飲食施設売上 等 

補助金 247,973,000 215,176,000 249,298,000   

  文化庁 63,705,000 69,802,000 63,847,000   

  市 184,268,000 145,374,000 185,451,000  ※ 

計   1,290,233,000 1,165,191,000 1,169,998,000   

支
出 

文化事業費 467,626,000 530,158,000 506,815,000   

  音楽事業 184,337,000 172,532,000 158,369,000 東響定期演奏会等 

  演劇事業 209,036,000 174,845,000 152,655,000 ふるまち新潟をどり等 

  能楽事業 25,528,000 27,773,000 27,541,000 春・秋能楽鑑賞会 等 

  舞踊事業 138,575,000 109,388,000 128,559,000 Noism など 

  その他 48,725,000 45,620,000 39,691,000 広報宣伝、調査研究等 

管理費 359,393,000 326,436,000 343,590,000 
施設管理受託事業費-

人件費” 

人件費 283,693,000 277,049,000 286,683,000   

付帯事業費  40,947,000 31,548,000 31,811,000 飲食施設運営費等 

計   1,151,659,000 1,165,191,000 1,168,899,000   
 収益率（％） 112.0% 100.0% 100.1%   

出典：2018 年度（平成 30 年度）事業実績報告書 P27 収支決算書より抜粋 
注：指定管理料・補助金の内訳は、2016 年度（平成 26 年度）~2018 年度（平成 30 年度）「指定管理者自

己評価」各年 P2“市「公の施設目標管理型評価書」と同項目”より「財務」参考 

 

（２）来館者数 

 2016 年度（平成 28 年度）から 2018 年度（平成 30 年度）までのりゅーとぴあにおける

来館者数を表 3-2、来館者数推移を図 3-1 に示す。なお、2018 年（平成 30 年）より断続的

に休館し、特定天井工事が行われた。 
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表 3-2 りゅーとぴあ来館者数                      （単位：人） 

区分 
2016 年度 

（平成 28 年度） 

2017 年度 

（平成 29 年度） 

2018 年度 

（平成 30 年度） 

コンサートホール 158,100 119,300 96,500 

劇場 63,100 55,000 56,200 

能楽堂 22,400 19,900 18,100 

ギャラリー 19,600 13,400 15,200 

スタジオ 38,300 33,900 37,600 

練習室+見学等 22,300 16,200 18,200 

合計 323800 257700 241800 

自主事業 131144 109576 102827 

出典：劇場提供資料 

 

  

図 3-1 来館者数推移（劇場提供資料） 

 

４ 今後の展望と課題 

今後の展望と課題について、りゅーとぴあでは、主に組織運営面からの課題を挙げている

4。まず、指定管理者制度の指定が競争的であることから、競争に耐えうる組織づくりが課

題である。りゅーとぴあは開館前から「N-PAC・Workshop（新潟市劇場芸術講座）」など、

                                                   
4 2005 年度（平成 17 年度）ヒアリング及び、文化庁事業劇場アンケート調査及び、2018 年度

（平成 30 年度）文化庁事業ワークショップの議論に基づく。 
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地方都市において全国水準の舞台芸術を提供することを可能とさせるためにスタッフ育成

に努めてきた。現在、財団プロパー職員には、開館以来の制作業務でノウハウを蓄積したス

タッフや芸術系の大学で専門教育を受けたスタッフなど財団職員で企画・制作が完結でき

る体制を整えつつある。しかしながら、プロパーのスタッフとともにりゅーとぴあの運営を

支えている新潟市からの派遣職員については、法律の規制上、通常 3 年、最大でも 5 年の

派遣期間が限度とされているため、蓄積したノウハウが途切れるといった問題が生じてい

る面がある。今後、これまでのノウハウの蓄積をいかに次のスタッフへ引き継いでいくかが

課題となるだろう。 

また、マクロ的な視点から今後の方向性として、2 点の課題が挙げられている。第 1 に、

今後の社会経済環境に対応した事業展開である。今後数年間で、いわゆる団塊世代と呼ばれ

ている世代が一斉にリタイアしていくことが見込まれているが、この世代を顧客として、ど

れだけ取り込めるかが観客創出の観点から重要となる。また、50 代後半以上の世代は、文

化芸術鑑賞の中心世代であることからも、この世代のニーズを上手く取り入れた鑑賞事業

を展開することが今後の課題となってくる。 

第 2 に、まちづくり戦略の拠点のひとつとしてりゅーとぴあを位置づけることである。

新潟市は、2007 年（平成 19 年）に政令指定都市として指定されることを目指していた。そ

のため、りゅーとぴあは政令指定都市「新潟市の顔」となる代表的施設となるべく、新潟市

圏からの文化発信拠点として独自の公演制作などソフト面を強化させていくことが一層重

要な課題となっている。 

 


