
博多座 

 

 ミッション・課題など  

■ミッション 
演劇の鑑賞と発表の場を提供することにより、福岡市における演劇文化の振興を図り、もって地域

文化の発展に寄与する。 

■ 運営目標 
観客の拡大 

地域文化の向上 

賑わいの創出 

■ 課題・障害 
助成金の減少 

観客ニーズの把握 

長期演目の減少 

インバウンド対策 

顧客の若返り 

集客力のある演目の買付け 

■ 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 20.7 3.3 1.6 

福岡市 97.1 29.2 17.5 

（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 …… 福岡市 
         （人口：1,538,681 人） 

開 館 …… 1999 年 

運 営 …… 株式会社博多座 

CASE STUDY 
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博多座1 

 

はじめに 

博多座は、1999年（平成 11年）に演劇専用の劇場として開場した、日本初の公設民営の

劇場であり、福岡市・演劇興行企業・地元企業の出資による株式会社博多座が運営を行う。 

博多座は、福岡市博多区における下川端地区の再開発を目的に、博多リバレインとともに

計画され、博多座・西銀ビルとして建設された。「芸どころ博多」の新しい顔として誕生し

た劇場は、九州最大の座席数（1,454席）を有し、歌舞伎、ミュージカル、商業演劇（座長

芝居）など月替わりで公演が行われ、「市民劇場として、文化の発信基地となる」ものとし

て、まちに華やぎと賑わいをつくり出すとともに、演劇文化の振興にも大きく貢献している。 

 

１ 設立経緯と概要 

（１）設立経緯 

図 1-1 博多座 外観（掲載画像は全て劇場提供資料） 

 

 

                                                   
1 本ケーススタディは、2017年（平成 29年）8月 28日株式会社博多座にて、本学公共政策プ

ログラム文化政策コース垣内恵美子教授とともに、駒田浩良氏（常務取締役）、研修生の石原奉

英氏（総務部経営管理グループ・課長代理）へのヒアリング及び調査資料などに基づき作成し
たものである。 
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福岡市は、九州北部の福岡県西部に位置する政令指定都市で、福岡県の県庁所在地である。

2015年（平成 27年）現在、人口約 154万人を擁し、西日本では大阪に次ぐ大都市である。

福岡は、福岡藩黒田氏による「武家町」、国際貿易港として栄えた「商人町」としての 2つ

の歴史を持ち、九州地方における文化、経済、交通の要として発展してきた。同県内の北九

州市とともに国家戦略特別区域に指定され、九州地方にとどまらず、アジアへの玄関口とし

ての期待も一層高まっている。 

明治、大正、昭和初期にかけては多くの劇場が軒を連ね、「芸どころ博多」と呼ばれた福

岡だが、1972 年（昭和 47 年）に大博劇場が閉鎖されると、常設劇場のない時代が長く続

き、市民が市内で演劇に触れる機会は、年数回の巡回公演などに限られていた。 

劇場計画立案のきっかけは、市制施行 100周年を記念して 1989年（平成元年）に開催さ

れた「アジア太平洋博覧会」である。福岡市におけるまちづくりのさまざまな面において、

躍進の基礎となったとされる同博覧会は、舞台芸術においても潜在的な関心を持つ人々を

生み出した。新たな観客層の出現と、1990年（平成 2年）劇団四季ミュージカル「キャッ

ツ」の約半年間にわたるロングラン公演の成功を受け、演劇専用劇場の建設案も本格的に持

ち上がった。同時期、下川端東地区再開発の機運も高まり、1992年（平成 4年）には福岡

市に対して、「劇場、音楽、多目的ホールを核とした再開発事業への指導と援助」の陳情が

なされるなど、劇場建設とまちづくりとが連動する動きが具体化した。同年、市では「劇場

建設基本構想」がまとめられ、その基本理念が博多座の運営と設計の指針となった。 

 

１）博多座 基本理念 

① 自主興行を中心とする常設の劇場とし、かつて博多の街が支えてきた演劇、芸能の伝統

を生かし、街と一体化できる一般性の高い舞台芸術の場を創出し、九州の一大エンター

テインメントの拠点、演劇文化の国際交流の拠点を目指す。 

② 劇場を核として文化の振興を図り、演じる側も観る側もともに文化の裾野が広がり、高

度な芸術文化から生活文化まで多様な文化の活性化により、都市の質、生活の質を向上

させるための源泉とするとともに、21世紀を担う若者の人間形成に貢献する。 

③ 商業の振興等総合的な街の活性化に資するとともに劇場の持つ華やいだ雰囲気で街を

文化的に変容させ、ゆとり・安らぎがある街づくりに寄与する。 

 

２）設計 

1992年（平成 4年）、地元で再開発準備組合が設立され、まちづくりが具体化することに

なると、翌 1993年（平成 5年）には既述の「劇場建設基本構想」に基づき、劇場及びビル

全体の設計に着手、1994年（平成 6年）には、再開発準備組合と福岡市の間で劇場進出の

覚書が交わされた。 

1996 年（平成 8 年）再開発ビルを起工、1999 年（平成 11 年）落成、博多座の建物は、

「博多リバレイン」東側、明治通りに面し、地下鉄中洲川端駅に直結する街区にあり、銀行、
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レストラン、専門店などが入る複合施設として誕生した2。博多座の洗練されたクラシカル

な外観と豪華なエントランスホール、機能的かつ華のある舞台周りや客席など、ハレの日に

ふさわしい設えは、九州一円はもとより中国地方からも観客を集める。良質な演目の常打ち

公演の実施により演劇文化の普及に努めるとともに、意欲的な作品づくりなど文化創造の

場として活用されている。 

博多座の管理、運営は、福岡市からの委託を受ける形で、株式会社博多座が担う。同社は、

福岡市及び経済界、演劇興行界の 38 企業・団体からの出資を受け、1996 年（平成 8 年）

に発足した日本初の公設民営の株式会社である。 

 

（２）施設 

伝統的な舞台様式の骨格を重んじながら、さまざまな分野の演劇が行えるよう設計され

た演劇専用劇場は、九州最大級の 1,454席を有す。 

 

２ 事業方針、組織、活動内容 

（１）事業方針 

博多座は、「演劇の鑑賞と発表の場を提供することにより、本市における演劇文化の振興

を図り、もって地域文化の発展に寄与するため（博多座条例 第 1条）」に設立された。株

式会社博多座が、本劇場の管理、運営を担い、演劇興行、施設の管理、市民檜舞台の月での

施設の貸し出しを福岡市より受託している。 

 

（２）組織 

博多座組織図を図 2-1 に示す。取締役以下各部署は、総務部、営業部、場内サービス部、

演劇事業部の 4つに区分される。各部署での具体的な業務概要を以下にまとめる。 

総務部は、「総務グループ」「経営管理グループ」からなり、黒子集団として劇場の運営全

般を行う。総務グループは、人事や研修、施設管理ほか事務局としての機能全般を担い、経

営管理グループは、経理、予算管理、計画の策定・執行・進捗管理を行う。 

営業部は、「チケット販売グループ」「博多座グループ」「セールスグループ」からなり、

チケット購入のためのサービスを提供する。「チケット販売グループ」は、博多座チケット

販売窓口、電話予約センター、インターネット及び販売委託先への配券業務を行う。博多座

グループは、会員組織「博多座会」の運営管理業務を行い、「セールスグループ」が九州一

円及び近郊の企業、団体などを対象とした販売促進業務を実施する。 

場内サービス部は、「場内サービスグループ」「事業開発グループ」からなり、主には劇場

内で観客に直接的なサービスを提供する。場内サービス部では、劇場内での各種案内を行い、

                                                   
2 福岡市が再開発組合から購入したが、土地は建物の専有面積にフロアごとの効用費を勘案し

持分を算出して 131億円、建物については、設備を含めた床面積 1万 6,000㎡を 181億円で取

得した。（「博多座 開場記念誌」P34） 
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事業開発グループは劇場内での物販に関わる管理・運営、また商品開発などを担う。「おも

てなし」精神に基づく高いホスピタリティと、博多座オリジナル商品の開発や月ごとに入れ

替わる場内売店などにおける創意工夫はリピーターの獲得にもつながっている。 

演劇事業部は、「制作グループ」「宣伝グループ」「舞台管理グループ」からなり、舞台作

品の企画・宣伝・上演を行う。制作グループでは、上演演目の企画・立案・買付け、またオ

リジナル作品の自主制作を行い、宣伝グループでは各媒体を用いた広報宣伝を担い、舞台管

理グループは舞台装置などの仕込みから実演、撤収までにかかる一連の業務調整・管理、舞

台制作者及び関係者の調整などを実施する。 

 

 
図 2-1 博多座組織図 

出典：株式会社博多座 経営状況説明書類 
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（３）特徴 

開業時より 1 か月 1 公演を基本としつつ、半月公演なども実施する。自主公演のほか、

人気アイドルグループによる公演など、多彩な演目を実施し、プログラムのさらなる充実を

図るともに、リピーター向けの特別割引、劇場内でのみ利用できるプリペイドカードの発行

などを行い、収益の増加を図る。演目毎に入れ替えを行う売店などは、個人商店と近隣百貨

店とのハブの役割も果たしており、地域における商業活性の一助ともなっている。 

会員組織「博多座会」は現在約 3万人の会員を擁しており、会報誌の無料送付や、特別イ

ベントへの案内のほか、基本的には割引制度のないチケット販売においてポイント制度に

よる座席の優先抽選を行うなどして、コアなファンの継続的な利用をバックアップしてい

るが、開館当初の会員においては高齢化も進んでいるため、会員の若返りも課題とされる。 

 

３ 財政状況 

2016 年度（平成 28 年度）における売上高は約 44 億 7 千万円（前期比 31.5％増）とな

り、営業利益は約 1億 4千万円、経常利益は約 1億 5 千万円、当期純利益は約 1億 3千万

円であり、5 期連続の黒字となった。同年における公演は、月間公演として、歌舞伎 4 本、

ミュージカル 2本、宝塚歌劇 1本、その他演劇 4本、短期公演 5本、外部公演 1本を実施、

平均興行収入率は 66.0％で、この 5年間で最も高い比率となった3。 

 

近年の売上高及び興行収入率などを表 3-1に示す。 

 

表 3-1 博多座売上高推移など 

出典：劇場提供資料 

 

４ 課題 

近年、景気の低迷や熊本震災などの影響もあり、入場者が減少傾向となっている。劇場で

は、集客力のある演目の買い付け、顧客の若返りやインバウンド対策なども急務と考えてい

る。 

福岡市内における外国人観光客数は近年大きく増加し、2012 年（平成 24年）には約 82

                                                   
3 2016年（平成 28年）3月、約 1ヵ月間休館しての大改装を行っている。 

  
2012 年度 

(平成 24 年度) 

2013 年度 

(平成 25 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) 

興行収入率 57.5% 63.0% 64.7% 62.4% 66.0% 

売上高（千円単位） 4,137,037 4,641,844 4,248,425 3,605,263 4,776,477 

経常利益（千円単位） 58,233 133,489 156,557 △ 28,154 147,604 

当期純利益（千円単位） 49,442 132,872 140,812 89,515 128,268 
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万人、2013 年（平成 25 年）は約 90 万人、2014 年（平成 26 年）には約 120 万人、2015

年（平成 27年）には約 208万人を迎えた。また、博多港には国外からのクルーズ船の寄港

が急増し、2010 年（平成 22 年）には 84 回、2015 年（平成 27 年）には 259 回で、2015

年（平成 27 年）には横浜港を抜き全国一の寄港回数を記録した。博多座は、博多駅から 4

分、福岡空港から 10分、博多港からも約 20分と、最寄り駅からのアクセスも抜群によく、

国際観光ルートの確立など、地の利を生かした展開も視野に入れることもできよう。福岡市

内における外国人観光客については、多くがアジアからの旅行者であり、現在は飲食と買い

物を中心に周遊しているとされるが、いずれはエンターテインメントにも誘客できればと

考えている4。 

日本国内全体でみても 2017 年（平成 29 年）の訪日外国人数及び訪日外国人消費額は前

年を超え、5年連続で過去最高額を更新し、4兆円を突破した。物から体験へと、消費動向

にも変化が生じるものと予測される。訪日観光客が増え続ける東京都内では、歌舞伎座、明

治座などは、外国人観光客向けに、演目時間の短縮やポップカルチャーとの融合を図る特別

プログラムを作成するなど、本来の公演形式を一部変更したり、スマートフォンを用いた多

言語字幕、解説も取り入れながら、積極的なインバウンド対策を試みている。新国立劇場、

東京芸術劇場では主催公演チケットを英語対応としているが、博多座では 2018年（平成 30

年）より、歌舞伎公演に限り、外国人向けの「YOKOSO JAPAN TICKET」チケットの販

売をはじめた。対象は、訪日外国人旅行者・在日外国人・外国人留学生及び対象外国人の日

本人ご家族(ホストファミリーも含む）で、外国人観光客滞在先の提携宿泊施設コンシェル

ジュデスクあるいは市内観光案内所などで手配する。英語、韓国語、中国語（簡体字・繁体

字）での演目あらすじ、案内文書などを用意しているが、現在は、博多座窓口での販売はな

い。なお、前日までの予約分のみ対応するものとして実施されている。購入の際にパスポー

トの提示などが必要とされるといった手続きの煩雑さに加え、既存の販売システムを活用

しての取組となるため、コンシェルジュや販売員の手腕が問われる部分も少なからずある

ものと考えられる。福岡市経済観光文化局との連携もはじまったことで、今後はこの特別チ

ケットの認知度、普及度も上がるものと期待される。WEBサイトでの取り扱いや、本国で

の購入が可能になれば、所定の時間を拘束される舞台公演についても間口が広がる可能性

がある。 

また、「歌舞伎」という日本文化の発信にとどまらず、アジアの観光客を取り込むことに

ついていえば、韓国ミュージカルの買付けや韓国人俳優の出演もなされており、韓国人客の

取り込みも望めるのではないかと考えられる。ただ、外国にも多くファンを持つとされる宝

塚公演についても外国人観光客への呼び水になると考えられるが、黙っていてもチケット

が売れるという状況であるため、インバウンド対策を敢えて実施する必要はないとの見方

                                                   

4 劇場提供資料及び福岡市経済観光文化局のデータ。 

http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/45791/1/27hakataza.pdf 
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がなされている。 

博多座に期待される役割は、文化振興のみならず、都市の魅力を高めることにもあると考

えられる。実際、都市機能における付加価値を向上させ、市外、国外からの集客に伴う経済

波及効果にも期待が寄せられている。開業時に投じられた 300 億円と改修費用などは市の

負担であり、コストの受益者は市民全体であることから、文化振興を担うばかりでなく、一

企業として収益性を高め続けることも不可避である。 

しかし、現実には、1か月公演を行うことが、収益モデルとしては最も合理的で利益性が

高いが、この 1か月公演自体、全国的に減っている。また、演劇は、TVなどの仕事を抱え

ている役者が多いため、関東に集中しており、地方で公演を行う場合には、滞在費が必要と

なるため、価格の圧縮が難しい。 

 こういった現状や構造的課題を踏まえながらも、完成度の高い作品を制作、観客の拡大に

取り組んでいくことで、2019年度（平成 31年度）には 20周年を迎える博多座の舞台芸術

の魅力を観客にアピールしながら、潜在的な客層を開拓するといった活動展開が期待され

る。 


