
ミューザ川崎シンフォニーホール 

 

 ミッション・課題など  

■ミッション 
音楽の鑑賞の機会の提供、音楽活動の振興等を図り、もって市民文化の発展に寄与する。 

■ 運営目標 
地域文化の向上 

地域の魅力の向上 

教育普及 

■ 課題・障害 
広報、宣伝の拡充 

地域との協力・連携の推進 

内部での情報共有不足 

■ 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 10.8 2.5 1.2 

川崎市 71.9 28.0 15.8 

（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 …… 川崎市 
         （人口：1,475,213 人） 

開 館 …… 2004 年 

運 営 …… 公益財団法人川崎市文化財団 

CASE STUDY 
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ミューザ川崎シンフォニーホール1 

 

はじめに 

JR 川崎駅西口の再開発事業のひとつとして建てられた「ミューザ川崎シンフォニーホー

ル（以下、「ミューザ川崎」という）」は、「音楽のまち･かわさき」の中核的施設であり、市

制 80 周年記念日の 2004 年（平成 16 年）に開館した。駅前という立地条件のよさと、これ

まで川崎市にはなかったクラシック専用のすぐれた音響効果を持つ音楽ホールという特性

を活かして、川崎市が東京交響楽団とフランチャイズ契約を結び、より多くの市民に良質の

クラシックの鑑賞機会を提供するとともに、ホールの中だけでなく学校や施設へ出て行っ

て、市民に気軽に音楽を楽しんでもらおうという試みも積極的に行っている。2011 年（平

成 23 年）東日本大震災時の天井崩落事故を乗り越え、2019 年（令和元年）に開館 15 周年

を迎えたミューザ川崎には、「音楽のまち・かわさき」のシンボルとしての役割と、音楽の

まちの顔としてさらなる進化が期待されている。 

 

１ 設立経緯 

（１）川崎市の概況 

川崎市は神奈川県の北東部に位置し、東京都及び横浜市にそれぞれ隣接し、市域は多摩川

の上流に向かって次々に拡大されたため、南東から北西へ延長約 33km にわたる細長い地

形となっている。 

川崎市の歴史は、1623 年（元和 9 年）川崎宿にはじまる。厄除で知られる川崎大師が有

名であり、霊山には江戸からの参拝者が絶えず、製塩業や、梨、桃の果物の産地として知ら

れていた。明治維新後は、1906 年（明治 39 年）の横浜精糖（のちの明治製糖）ができたの

を皮切りに、東京電機（現在の東芝）、日本蓄音機製造（現在のコロムビア）、鈴木商店（現

在の味の素）などの各工場が次々と建てられ、1914 年（大正 3 年）に日本鋼管川崎製鉄所

がつくられたことで京浜工業地帯が形成され、急速に都市化が進み、1924 年（大正 13 年）、

神奈川県下 3 番目の市として川崎市は成立した。 

昭和に入ってからは、金属・機械器具・化学工業などの工場が次々と進出、その後の重

化学工業発展へとつながっていった。戦時中は、戦災によって大打撃を受けたが、戦後、

工業都市として驚異的な復興を成し遂げた。湾岸部には大規模な石油化学コンビナートが

形成され、内陸部は東京のベッドタウンとして急速に開発が進むが、一方で大気汚染など

の公害問題を引き起こした。公害を克服したのちにおいても、川崎市は、長く「公害のま

ち」というマイナスのイメージを持たれることになった。近年は、陸・海・空の交通・物

                                                   
1 本稿は、政策研究大学院大学文化政策プログラム「川崎市における「音楽のまちづくり」の

評価に係る調査研究」（調査報告）2010 年 8 月、GRIPS 文化政策ケースシリーズ No.8、

No.22（https://www.culture.grips.ac.jp/case-series）を参照した。 

https://www.culture.grips.ac.jp/case-series
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流の利便性に恵まれた立地に、公害問題の克服の過程で培った環境技術を含むさまざまな

分野の研究開発拠点が集積し、400を超える研究開発機関が立地するなど、最先端の産業

都市として、人口150万人を超える政令指定都市となった。 

 

 

図 1-1 ミューザ外観（掲載画像は全て劇場提供資料） 

 

（２）ミューザ川崎の建設 

ミューザ川崎は、「川崎駅西口地区第一種市街地再開発事業」として都市再生機構（旧都

市基盤整備公団）が実施した都市再生プロジェクトである。1979 年（昭和 54 年）から川崎

駅西口地区の再開発事業の一貫として計画・構想が進められた。1988 年（昭和 63 年）に神

奈川県及び川崎市から都市再生機構に特定再開発の施行を要請、整備方針は、①「新しい都

市環境の創造」：地域の人々にひらかれたまちとするため、都市基盤の整備とあわせて駅前

の顔にふさわしい賑わいのある「川崎の業務と生活文化の核」を創造すること、②「アメニ

ティ豊かなオフィス空間の創造」：業務市街地のリーディングプロジェクトとなるよう、業

務施設の高度な集積を図るとともに、アメニティ豊かなインテリジェントビルを創出する

こと、③「情報・文化・交流拠点の創造」：川崎の新しいタウンイメージの発信地として、

業務・商業・サービス施設、文化施設などが融合した複合空間を形成することとされ、超高

層オフィス棟とともに公益施設（川崎市が取得した文化施設）を整備することになった。 

この公益施設は、同再開発事業が参考としていたアークヒルズ（サントリーホール）、錦

糸町駅前（すみだトリフォニーホール）、福岡天神地区（福岡シンフォニーホール）、みなと
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みらい横浜（みなとみらいホール）の事例のいずれもが音楽専用の大ホールを導入し「発信

性の高い文化機能を併設している」と判断されたことから、音楽機能に特化したホールが構

想された。1993 年（平成 5 年）ホール建設が決定、1998 年（平成 10 年）から内容の検討・

調査がなされ、その際に、1,000 席規模の多目的ホールは既に各区にあったこと、目的をも

った専用ホールを求める声が多く聞かれたことから、まちの魅力を高め地域イメージをリ

ードする文化施設として、クラシック音楽ホールとし、立地優位性を活かし、世界的なオー

ケストラ演奏に対応できるコンサートホールとして計画され、2001 年（平成 13 年）着工、

2003 年（平成 15 年）竣工、2004 年（平成 16 年）にオープンした。 

あわせて、川崎市と東京交響楽団は 2003 年（平成 15 年）にフランチャイズ提携を交わ

し、東京交響楽団はミューザ川崎を拠点として市内外で演奏活動を行っている。近年、我が

国では、プロオーケストラが特定の音楽ホールと提携し、当該施設を拠点として活動する動

きがあり、提携の内容・形態はケースによりさまざまであるが、オーケストラにとって、拠

点となるホールを持つことは、音楽面でのレベル向上のために有意義であるとともに、オー

ケストラが拠点ホールの地域に密着した活動を展開することで地域音楽文化振興に重要な

役割を果たしうる。 

 

 

図 1-２ ミューザ内観 
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（３）施設 

ミューザ川崎は、JR 川崎駅西口駅前に建つ業務・商業・文化機能を有する複合施設の一

画に位置するコンサートホールで、1,997 席を擁するアリーナ型のホールであり、クラシッ

ク音楽に最適な音響性能を持つ。客席はヴィンヤード形式に配置され、舞台正面にはパイプ

数 5,284 本の規模を持つパイプオルガンが設置されている。また、市民のための施設として

音楽工房（発表会や講演会に適した市民交流室、企画展示室、研修室、練習室、会議室から

構成）が併設されている。 

 

２ 事業方針・組織・活動内容 

政令指定都市の中で、市民の平均年齢が最も低い川崎市だが、少子高齢化が急速に進展し、

これまで日本経済を支えてきた臨海部もグローバルな競争に直面する中、都市としても大

きな転換期を迎えている。2016 年（平成 28 年）に策定された新たな「川崎市総合計画」で

は、「市民が抱く川崎のイメージは･･･（中略）、『住みやすく、活力にあふれたまち』といっ

たプラスのイメージへと変わってきている」2との認識に立ち、交通・物流の利便性、先端

産業・研究開発機関の集積、豊富な文化芸術資源などの特徴を活かした「安心のふるさとづ

くり」と「力強い産業都市づくり」を進め、少子高齢化などの新たな課題に対応した「成長

と成熟の調和による持続可能な最幸のまち かわさき」を目指すこととした。 

 

（１）ミューザ川崎 事業方針 

１）川崎市文化芸術振興条例など 

川崎市は、2005 年（平成 17 年）「川崎市文化芸術振興条例」を制定、これに基づき文化

政策を展開している。条例では、文化芸術振興施策を総合的かつ計画的に推進するため、川

崎市文化芸術振興計画を策定するとされている。これに基づき、2008 年（平成 20 年）には

「川崎市文化芸術振興計画」が、2014 年（平成 26 年）には、新たに「第 2 期川崎市文化芸

術振興計画」が策定された。その後の社会状況の変化や国の動向3、そして川崎市が新たに

策定した総合計画を踏まえ、2019 年（平成 31 年）に「第 2 期川崎市文化芸術振興計画」

（改訂版）が策定された4。この改訂版は、第 2 期計画の体系を基本的に継続しつつ、以下

の 2 点を改訂の方針としている。 

  

                                                   
2 川崎市総合計画

http://www.city.kawasaki.jp/170/cmsfiles/contents/0000075/75895/sougoukeikaku(2).pdf 
3 文化芸術振興基本法が改正され、「文化芸術基本法」が制定されるとともに、「障害者による

文化芸術活動の推進に関する法律」が制定された。 
4 第 2 期 川崎市文化芸術振興計画（改訂版） 2019 年（平成 31 年）3 月 川崎市

http://www.city.kawasaki.jp/250/cmsfiles/contents/0000001/1384/keikaku2(kaitei).pdf 

第 2 期 川崎市文化芸術振興計画（改訂版）概要版 

http://www.city.kawasaki.jp/250/cmsfiles/contents/0000001/1384/keikaku2(kaitei)_gaiyou.pdf 

http://www.city.kawasaki.jp/250/cmsfiles/contents/0000001/1384/keikaku2(kaitei).pdf
http://www.city.kawasaki.jp/250/cmsfiles/contents/0000001/1384/keikaku2(kaitei)_gaiyou.pdf


5 

 

〇文化芸術を通じたダイバーシティ（多様性）とソーシャル・インクルージョン（社会的包

摂）を推進するため、多くの市民が文化芸術活動に参加しやすい環境づくりを進め、多様な

主体と協働・連携しながら文化芸術活動の振興をより一層図ること 

〇更なる都市イメージの向上やシビックプライドの醸成に向けて、文化芸術を通じた川崎

の魅力発信に取り組むこと 

 

この計画の体系は、以下図 2-1 に示す通りである。 

 

＜計画の体系図＞ 

基本方針１ 文化芸術の振興による創造的で持続的なまちづくりの推進 

基本方針２ 市民の主体的な文化芸術活動の尊重と支援 

基本方針３ 関係機関等との連携による文化芸術の振興と地域づくり 

基本方針４ 文化芸術活動を通じた都市・地域間の交流の推進 

 
図 2-1 基本目標と重点施策の取組により目指すまちの姿 

出典：第２期川崎市文化芸術振興計画（改訂版）概要版 

http://www.city.kawasaki.jp/250/cmsfiles/contents/0000001/1384/keikaku2(kaitei)_gaiyou.pdf 
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ミューザ川崎は、上記計画にさまざまな形で関わるが、とりわけ基本目標 1に掲げる文化

芸術を活かしたまちづくりの推進の中核的な施設となっている。 

 

２）音楽によるまちづくり 

川崎市には、北部に昭和音楽大学、中央部に洗足学園音楽大学、南部にミューザ川崎と、

音楽の拠点がバランスよく存在する。加えて、4 つの市民オーケストラや 150 を超える市民

合唱団、さらにはストリートミュージシャンなど、市内全域に豊富な音楽資源が存在する。

市では、これらの資源を結び、連携することにより、更なる広がりや効果の拡大を目指した

取り組みが実施されている。それが、「音楽のまちづくり」である。文化振興のみならず、

川崎市のイメージアップ、音楽を中心とした産業や文化の振興、新たな産業の創出、地域活

性化、福祉、医療など幅広い効果まで視野に入れたまちづくりである。川崎市が魅力ある都

市として発展し、市民が自分のまちに愛着と誇りを共有することを目的としている。 

2003 年（平成 15 年）、川崎市内に「音楽のまちづくり」の全庁的な組織が設置され、2004

年（平成 16 年）には市内の音楽教育機関、音楽関連団体、企業、メディア、行政などによ

って「音楽のまち・かわさき」推進協議会が組織された。「音楽のまちづくり」は「音楽の

まち・かわさき」推進協議会などを中心とし、民間活力を活用した取組を進めている。この

「音楽のまち・かわさき」の象徴であり、中核的な施設がミューザ川崎である。 

 

３）ミューザ川崎の運営方針5 

ミューザ川崎は「すべての人がつながるまち～共生社会の実現～」を目指し、次の 5 つを

テーマに掲げた事業を展開している。2011 年（平成 23 年）の東日本大震災時には、天井崩

落事故のため、ミューザ川崎音楽ホールは長期にわたり閉館を余儀なくされたが、この間、

東京交響楽団の協力を得ながら、川崎市の各地での出張コンサートなどを積極的に行い、こ

れが観客の掘り起こしにつながり、リニューアルオープン後も着実に活動を展開している。 

 

・頂点 最高峰の音楽芸術の創造・発信。 

・広がり 音楽に触れる楽しさや演奏の喜びをあじわう。 

・多様性 バリアフリーの環境づくりを推進し、誰もが文化芸術に親しむ。 

・未来 子どもたちの感性豊かな心の成長と豊かな人生の形成。 

・まちのシンボル 「音楽のまち・かわさき」として発信、シビックプライドの向上。 

 

（２）組織 

ミューザ川崎の指定管理者は、公益財団法人 川崎市文化財団（以下、「文化財団」とい

う）を代表とし、（株）シグマコミュニケーションズ及びサントリーパブリシティサービス

（株）の 3 者で構成する「川崎市文化財団グループ」である。文化財団では、ほかの指定管

                                                   
5 ミューザ川崎シンフォニーホール運営方針 https://www.kawasaki-sym-hall.jp/facilities/ 

https://www.kawasaki-sym-hall.jp/facilities/
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理施設とあわせてミューザ川崎を管理し、そのうち、ミューザ川崎では事業部長を筆頭に、

3 課を設置、2017 年度（平成 29 年度）で 20 名の職員を擁し、次節で述べる事業を展開し

ている。 

図 2-2 公益財団法人川崎市文化財団 組織図（平成 30 年 4 月 1 日現在） 
出典：劇場提供資料 

  

公益財団法人川崎市文化財団　組織図

運営嘱託員

（指定管理者）川崎市文化財団グループ

　公益財団法人川崎市文化財団、昭和音楽大学、日本映画大学の３者による共同事業体

（指定管理者）川崎市文化財団グループ

　公益財団法人川崎市文化財団、一般社団法人川崎市観光協会の２者による共同事業体

◆川崎シンフォニーホール
（指定管理者）川崎市文化財団グループ

経営管理課

運営嘱託員 運営嘱託員 運営嘱託員３人

運営嘱託員

広報営業課

運営嘱託員 運営嘱託員 運営嘱託員１人

事業課

運営嘱託員 運営嘱託員 運営嘱託員6人

SPS・シグマ

【業務分担】 川崎市文化財団
・ 事業の企画・立案と共同事業体の代表者として全体の統括と業務管理全般

サントリーパブリシティサービス（SPS)
・ レセプション業務を中心とした接遇・接客に関することなど、ソフト面の顧客サービス

シグマコミュニケーションズ（シグマ）

・ 舞台運営管理を中心としたハード面の顧客サービス

SPS責任者

シグマ責任者

事業推進担当課長

（運営嘱託員）

新百合トウェンティワン

ホール

理事長

（常勤）

平成30年4月1日現在

事業課長

 主任　１人

総務・経理担当　２人

広報営業担当　1人

 事業担当　６人

総務課長
経理・社会保険担当　1人、総務担当　1人（運営嘱託員）

文化事業担当  2人(1人欠員）（運営嘱託員）

理事会
評議員会

副理事長

（非常勤）

ラゾーナ川崎プラザソル

アートガーデンかわさき

川崎能楽堂

事務局長

主任 １人

事業係長

（公益財団法人川崎市文化財団、株式会社シグマコミュニケーションズ、
 　サントリーパブリシティサービス株式会社の３者による共同事業体）

経営管理課長

広報営業課長

事業部長

川崎市アートセンター

東海道かわさき宿交流館

総務

担当係長

代表取締役社長

友の会担当

チケット担当・チケットセンター

総合受付（チケット販売）
レセプショニスト（公演時のみ）

施設利用受付

舞台機構操作運営管理

施設利用担当

サントリーパブリシティ

サービス

代表取締役社長

シグマ

コミュニケーションズ
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（３）ミューザ川崎の活動内容6 

2018 年度（平成 30 年度）には、以下の事業を実施した。 

１）芸術文化振興事業 

① 主催公演事業 

フェスタサマーミューザ KAWASAKI 2018、子どもフェスタ 2018、海外オーケストラ

公演、MUZA ランチタイムコンサート、ナイトコンサート、かわさきジャズほか 

②  共催公演事業 

名曲全集、海外アーティスト公演、プラチナ音楽祭 

 

２）普及啓発・人材育成事業 

 「ミューザの日」「こどもの日オープンハウス」「若手演奏家支援事業」 

 

３）企画展の開催 

 

４）アウトリーチ事業 

 

５）友の会運営事業 

 

６）地域活性化に向けた取り組み 東響ミニコンサート 

 

７）インクルーシブな社会への取り組み 川崎パラムーブメント、施設バリアフリー化 

 

事業運営に関しては、ホールアドバイザー制を導入し、よりユニークな企画をつくろうと

している。フランチャイズ・オーケストラ東京交響楽団の定期演奏会・名曲全集などの演奏

会、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団やウィーン・フィルハーモニー管弦楽団など世界

水準の海外一流のオーケストラの公演などクラシック音楽専用ホールの音響性能を活かし

たオーケストラやパイプオルガンの公演を実施するほか、首都圏の 9 つのプロのオーケス

トラが集まりクラシック初心者にも気軽に楽しんでもらえる真夏のクラシック音楽の祭典

「フェスタ サマーミューザ KAWASAKI」、ジャズ・ポピュラー音楽・パイプオルガン・民

族楽器・和楽器・クラシック四重奏など幅広い音楽ジャンルの演奏を 500 円～1,000 円の低

価格で鑑賞できる「ランチタイムコンサート」「ナイトコンサート」、「市民合唱祭」や「市

民交響楽祭」「市民吹奏楽祭」など市民が主体となった音楽祭や発表が開催された。また、

子ども向けのオーケストラやパイプオルガン・ピアノの演奏会を行い次代の子どもたちへ

音楽文化を継承する「こどもフェスタ」といった事業が実施されている。 

 

                                                   
6 https://www.kbz.or.jp/about/common/pdf/report-h30.pdf 
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３ 財政状況など 

2017 年度（平成 29 年度）では、入場者数は約 23 万 9 千人で、主催・共催公演は 106 公

演であった。総事業費は、約 12 億 5 千万円で、このうち、指定管理料は、約 7 億 3 千万円

であった（表 3-1）。 

なお、音楽ホールの区分利用率は 96％で、音楽工房なども 81％と高い利用率がある7。 

 

表 3-1 施設運営データ 

  
2014 年度 

(H26 年度) 

2015 年度 

(H27 年度) 

2016 年度 

(H28 年度) 

2017 年度 

(H29 年度) 
備考 

1 施設運営           

開館日数（日） 347  322  342  345    

入場者数（人） 207,369  222,072  237,047  238,615  主催・共催・貸館 全て含む 

公演回数＜自主公演＞(回) 106  109  104  106  主催・共催 

スタッフ数（人）※ 18  19  19  20  財団職員のみ 

2 教育普及活動 ※           

教育普及事業の比率 41% 57% 61% 61% 人材養成・普及啓発事業 

参加者の推移 28,810  33,772  27,202  28,644    

3 収支の概要（単位：千円）         

総事業費 1,271,249  1,221,682  1,251,238  1,246,257    

  音楽文化事業収入 498,660  476,054  505,566  500,697    

  受託料等収入  748,826  730,044  730,505  730,471    

 その他 23,763 15,584 15,167 15,090  

(参考) 指定管理料  747,878  728,808  729,493  729,409    

出典：川崎シンフォニーホール第 3 期総括評価別紙（ホール運営実績） 

http://www.city.kawasaki.jp/250/cmsfiles/contents/0000046/46772/s25-29myu-zabessi.pdf 

※ 劇場提供資料 

 

４ 課題 

 ミューザ川崎は、川崎市の音楽のまちづくりの中核施設、都市イメージを上げるシティセ

ールスにつながる顔として、質の高いクラシック音楽公演を中心にアウトリーチや人材育

成事業に至るまで多様な活動を展開している。 

一方、川崎市では現在人口流入が進んでいるが、今後急速に少子高齢化が進むことが想定さ

れ、外国籍の住民も多く、多様化する地域コミュニティの課題に劇場としても対応する必要

が出てきている。ミューザ川崎では、ホールだからこそできることを念頭に、全ての人がつ

                                                   
7 川崎シンフォニーホール 2017 年度（平成 29 年度）評価 より

http://www.city.kawasaki.jp/250/cmsfiles/contents/0000046/46772/29myu-za.pdf 

http://www.city.kawasaki.jp/250/cmsfiles/contents/0000046/46772/s25-29myu-zabessi.pdf
http://www.city.kawasaki.jp/250/cmsfiles/contents/0000046/46772/29myu-za.pdf
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ながるまち、共生社会の実現ということを目指していくことで、これらの課題の解決策が見

出そうとしている。 

具体的には、職員の意識改革、研修、地域に出てアウトリーチングを実践することがある。

このほか、他施設とのネットワークづくりや、地域、行政と連携していくことも不可欠と考

えている。客層にあわせたプログラムづくりは不可欠であるが、一方、アウトリーチについ

ては、自ら手掛けるものを拡大するほか、これまでに蓄積したノウハウを伝えることも選択

肢と考えている。 

ミューザ川崎では、「地域における社会的課題解決に対する寄与」として、多様な社会的・

文化的背景をもつ人々が音楽、ホールという場を通じてつながる取り組みも続けられてい

る。市の政策と音楽文化のつながりのある事業の運営のみならず、芸術創造・発信を進めな

がら、教育機関、市内諸機関との連携を活かし、特別支援学校生らへの鑑賞機会の提供、地

域の企業や団体との連携による障害者への鑑賞支援への技術的な取り組みなども、公立文

化施設だからこそ実現できる活動ともいえる。これらの取り組みを次世代へ継続するため

にも、持続可能な創造活動の体制の確保も不可欠であろう。 


