
神戸文化ホール 

 

 ミッション・課題など  

■ミッション 
市民の文化の向上及び福祉の増進を図る。 

■ 運営目標 
アーティストの育成 

観客の拡大 

地域の魅力の向上 

■ 課題・障害 
助成金の減少 

企業などからの支援獲得 

アートマネジメント関連人材の不足（人材育成） 

施設老朽化への対策及び移転後（2025 年）の展開 

事業効率化 

外部資金の獲得 

■ 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 16.0 4.3 2.0 

神戸市 90.6 64.5 48.9 

（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 …… 神戸市 
         （人口：1,537,272 人） 

開 館 …… 1973 年 

運 営 …… 公益財団法人 
      神戸市民文化振興財団 

CASE STUDY 



1 

 

神戸文化ホール1 

 

はじめに 

1973年（昭和 48年）、兵庫県神戸市に開館した神戸文化ホールは、音楽・演劇用の劇場

である。地下 2階、地上 6階、大中ホールを有し、大ホール（2,043席）では音楽、中ホー

ル（904席）では演劇を中心に、地域文化の向上を目的として、文化の普及・継承、アーテ

ィスト育成につながる公演にも力を入れる。市内の学校・団体の成果発表の場としても定着

しているが、開館より 40年を過ぎた建物は老朽化が進み、現在、その移転が計画されてい

る。新たに建設予定のビルは、中央区役所や市勤労会館などが建つ一画に予定され、今後も

三宮再整備の核となる施設になるものとして期待を集める。 

 

１ 設立経緯と概要 

図 1-1 神戸文化ホール外観（掲載画像は全て劇場提供資料） 

 

                                                   
1 本ケーススタディは、政策研究大学院大学公共政策プログラム文化政策コースディレクター

垣内恵美子教授によるヒアリング及び、下記資料に基づき研究員小川由美子がまとめた内容で

ある。 

・http://www.kobe-bunka.jp/wordpress/wp-content/uploads/2017/07/h28-jigyou.pdf 

・http://www.city.kobe.lg.jp/information/municipal/giann_etc/H29/img/gaitoku290807-2.pdf 

・http://www.kobe-bunka.jp/wordpress/wp-content/uploads/2017/07/h28-jigyou.pdf 
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神戸文化ホールは、神戸市中央区に位置する。「市民の文化の向上及び福祉の増進」（神戸

文化ホール条例第 1 条2）を目的に設置され、開館以降、神戸市における文化振興施策を実

現するための創造拠点施設としての役割を担ってきた。 

神戸市は、兵庫県南部に位置する県庁所在地で、1889年(明治22年)から市制を施行する。

現在の人口は約 150 万人、国際貿易都市として、また港町としての歴史を歩んできた政令

指定都市である。ホールが立地する神戸市中央区は、神戸市を構成する 9 区のうちのひと

つで、神戸都市圏の中心部にあたる。中央区は、1980年（昭和 55年）に葺合区と生田区が

合併して誕生した人口約 13万人の区域であり、重要伝統的建造物群保存地区の北野町山本

通や神戸ルミナリエ、旧居留地、中華街の南京町、メリケンパーク・神戸ハーバーランド、

神戸空港などがあり、観光客も多く訪れる文化の中心でもある。1995年（平成 7年）に発

生した「兵庫県南部地震」では甚大な被害を被ったが、「神戸市復興計画」の下、目覚まし

い復興を遂げた。 

1970年代（昭和 40年代後半）以降、我が国において余暇活動・生涯学習の観点から文化

活動の推進が求められるようになると、神戸市でも市長部局と教育委員会が協働し、文化行

政に積極的に取り組むことになった。折しも、神戸文化ホールの開館した 1973年（昭和 48

年）は「神戸市民芸術文化推進会議」が設立され、また、文化施策の一環として文化功労者

表彰制度が設置されるなど3、今日にも続く文化施策の柱が打ち立てられるなど重要な節目

の年でもあり、同ホールには当時から文化の殿堂としての機能が期待されてきた。神戸市内

においては 1980年代にかけて、市民の活動拠点として兵庫、六甲道、新長田に勤労市民セ

ンターが順次開設され、現在では、各区において区民センター、勤労市民センターが整備さ

れている。 

 

図 1-2 大ホール               図 1-3 中ホール 

 

                                                   
2 神戸文化ホール条例 

http://www1.g-reiki.net/city.kobe/reiki_honbun/k302RG00000524.html 
3 芸術活動を担う人々による相互協力と市民のための芸術文化の推進を図るための「神戸市民

芸術文化推進会議」は、昭和 56年（1981年）に「神戸芸術文化会議」となり、現在も約 750

名の会員を有している。 
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1982年（昭和 57年）には、教育委員会文化課での文化業務を市長部局市民課へ移管、全

市における統括的な文化行政が進められ、さらなる文化振興を図るべく「神戸市民文化振興

財団」（以下、「文化財団」という）が設立された。文化財団は、2012年（平成 24年）に公

益財団法人に移行、2016年（平成 28年）には、公益財団法人神戸市演奏協会と合併、「神

戸市の文化創生都市づくりのパートナーとして、文化創生都市の実現に貢献する」ことを経

営理念とし4、神戸市の文化振興を担っている。 

2017年度（平成 29 年度）からは同財団が単独で指定管理者となり5、これまで培ってき

た経験やノウハウを十分に発揮し、「劇場法」の趣旨を踏まえた地域の文化拠点としての芸

術創造発信の強化を行うとともに、市民参加型事業や地域連携型事業などの文化事業に重

点的に取り組むこととしている。 

また、全国から参加者がある「オカリナフェスティバル」や、ほかの文化施設との連携事

業、公演に併せたワークショップや学校アウトリーチを継続する。さらに、神戸国際フルー

トコンクール入賞者によるリサイタルやレクチャーといった音楽事業の充実に加え、地域

の人々が広く文化・芸術に親しめる事業の強化を図るとしている6。 

 

２ 事業概要 

文化財団では、文化ホールを拠点とし、区民ホールなど市民の身近な場所で質の高い演奏

を提供、演奏を一層洗練されたものとし、音楽芸術の発展に寄与すること、広報強化による

神戸市室内合奏団・神戸市混声合唱団の周知を図るとともに、魅力的な公演を行うことで主

催公演だけではなく依頼公演の増加を図るとして、文化ホールを拠点とした文化発信の実

践に取り組んでいる。 

神戸文化ホールの事業は、公演事業と貸館事業を 2本の柱とし、以下の事業方針・内容で

運営されている7。 

 

（１） 事業方針 

公演事業及び貸館・管理事業における事業方針は以下に示すとおりである。 

１）公演事業 

① 神戸文化ホールを拠点とした芸術創造・発信事業の積極的展開 

② 優れた舞台芸術の鑑賞機会の提供及び鑑賞教室や解説セミナーなどの実施 

                                                   
4 公益財団法人神戸市市民文化振興財団ホームページ 財団の概要・事業 

https://www.kobe-bunka.jp/aboutus 
5 神戸市 神戸文化ホールの次期指定管理者候補者選定方法等の変更について

https://www.city.kobe.lg.jp/documents/14242/kodomo281130-25_1.pdf 
6公益財団法人神戸市市民文化振興財団ホームページ 2017年度（平成 29年度）事業計画より

転載 https://www.kobe-bunka.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/06/h29-keikaku.pdf 
7 2017年度（平成 29年度）公益財団法人神戸市民文化振興財団事業概要 神戸文化ホール関

係事業 

http://www.kobe-bunka.jp/wordpress/wp-content/uploads/2017/07/h28-jigyou.pdf 
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③ 財団のネットワークを活用した市民・芸術家・文化団体などとの交流・連携事業の実施 

 

２）貸館・管理事業 

① 弾力的なホール運営と専門性の高いサービスの提供 

② 施設利用者、来館者の意見を反映したホール運営 

③ 文化の発信拠点として地元芸術団体、若手芸術家を支援 

④ 基幹ホールにふさわしい安全・安心な管理運営 

 

（２）公演事業 

 公演事業は、１）芸術創造・発信事業、２）教育普及・育成事業、３）鑑賞型事業に分け

られている。8 

 

１） 芸術創造・発信事業 

「芸術創造・発信事業」では、財団法人地域創造の「公共ホール現代ダンス活性化事業」

に挑むとともに、小空間でのチャレンジを実現すべく“Stage on Stage”スタイルを取り入れ

た新たなプログラムを展開した。さらに第 4 回神戸国際フルートコンクール入賞者ヘンリ

ック・ヴィーゼをドイツより招聘してリサイタルを開催。また、地域団体と連携した夏祭り

や餅つき大会などを開催し、継続して市民とアーティストとの交流の場を広げる事業を展

開した。 

 

２） 教育普及・育成事業 

「教育普及・育成事業」では、小学生を招待する劇団四季「こころの劇場」公演のほか、

歌舞伎、能、狂言やオペラの解説セミナーを区民センターと連携して実施。音楽やダンスの

ワークショップなども実施した。 

 

３）鑑賞型事業 

「鑑賞型事業」では、国内外の優れた舞台芸術の鑑賞機会として、ローマ・イタリア歌劇

団による「ラ・ボエーム」や「松竹大歌舞伎」などの大型公演のほか、開館以来受け継がれ

る「第 42回東西落語名人選」、親子のためのコンサート「ズーラシアンフィルハーモニー管

弦楽団』、また神戸出身アーティストによる「木嶋真優ヴァイオリンリサイタル」など幅広

いジャンルの公演を実施。また 2015 年度（平成 27 年度）から取り組んでいる「神戸文化

ホールキネマ」や大ホールロビーを有効活用したロビージャズコンサート、青春落語道場大

倉亭の集大成として「神戸文化ホール落語まつり」「キャンディ浅田ジャズコンサート」を

実施した。 

                                                   
8 １）～３）は 2016年度（平成 28年度）事業報告 

https://www.kobe-bunka.jp/wordpress/wp-content/uploads/2017/07/h28-jigyou.pdf より転記 

https://www.kobe-bunka.jp/wordpress/wp-content/uploads/2017/07/h28-jigyou.pdf
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 2016年度（平成 28年度）事業実績は表 2-1、表 2-2に示す通りである。公演実績は、68

事業、130公演、入場者は 66,582人である。事業別には、①鑑賞型事業が 15事業、②芸術

創造・発信事業が 37 事業、③教育普及・育成事業が 16 事業、入場者数は、①27,070 人、

②22,969 人、③16,543 人となっている。部門別では、音楽事業が最多の 28 事業、舞踊 4

事業、演劇 5 事業、演芸 17 事業、その他 14 事業であり、音楽事業の半数はクラシック部

門で 19 事業（うちオペラ 4 事業）、ジャズ 4 事業、ポピュラー4 事業、邦楽 1 事業となっ

ている。公演数及び入場者数は演劇部門が最大で、全 39公演、33,340人を動員した。 

 

表 2-1 2016 年度（平成 28 年度）実績〈事業別〉 

  事業数 公演数 入場者数 

ア 鑑賞型事業 15 35 27,070 

イ 芸術創造・発信事業 37 57 22,969 

ウ 教育普及・育成事業 16 38 16,543 

合 計 68 130 66,582 

 

表 2-2 2016 年度（平成 28 年度）実績〈部門別〉 

  事業数 公演数 入場者数 備考 

音 楽 28 34 17,497 
クラシック 19（オペラ 4） ジャズ 4  
ポピュラー4 邦楽 1 

舞 踊 4 5 4,170 バレエ 2 ダンス 2 

演 劇 5 39 33,340 能 1 狂言 1 歌舞伎 1 ミュージカル 2 

演 芸 17 24 9,139 落語 11 映画 6 

その他 14 28 2,436 
秋祭り 1 バックステージツアー1（オペラ）  
セミナー6（能 3、狂言１、クラシック 2）  
ワークショップ（クラシック 2、ダンス 4） 

合 計 68 130 66,582   

出典：201６年度（平成 2８年度）公益財団法人神戸市民文化振興財団事業報告書  

https://www.kobe-bunka.jp/wordpress/wp-content/uploads/2017/07/h28-jigyou.pdf 

 

（３）貸館・管理事業 

2016年度（平成 28年度）における貸館・管理事業は次の通り実施された。 

 

１） 原則年中無休とし、早期設営、深夜撤収など弾力的な運営を継続した。 

 

２）エントランスにお客様の声 BOXを設置し、アンケートなどで寄せられた来館者のご意

見・ご要望を共同事業体で共有し、速やかに対応するとともに、研修などでのスキルア

ップを図った。 

 

https://www.kobe-bunka.jp/wordpress/wp-content/uploads/2017/07/h28-jigyou.pdf
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３）抽選会における優先利用制度や利用料の減免制度により地元芸術団体や若手芸術家な

どの活動を支援した。また、若手芸術家の発表の場、交流の場としてのロビー活動を推

進した。 

 

４）設備管理では、日常点検、定期点検、法定点検を着実に実施し、毎月の定例会議で設備

の問題点、課題を抽出して計画的な保全に努めるとともに、市と連携して老朽化した施

設・設備の改修、更新を実施した。 

 

なお、2016年度（平成 28 年度）年間開館日数は、大ホール 306 日、中ホール 304日で

ある。2016 年度（平成 28 年度）は、外壁改修工事の影響で休館日が増加したため、2015

年度（平成 27年度）に比べ、大ホールの利用件数が減少したが、利用率は大中ホールとも

増加した。2015年度（平成 27 年度）及び 2016 年度（平成 28年度）における利用率及び

利用者数は表 2-3の通りである。 

 

表 2-3 神戸文化ホール利用者数、利用率、友の会加入数 

   
2015 年度 
(H27 年度) 

実績 

2016 年度 
(H28 年度) 

実績 

2017 年度 
(H29 年度) 

実績 

2018 年度 
(H30 年度) 

実績 

利用率 

（踏入率） 

大ホール 88.5% 88.6% 94.4% 87.1% 

中ホール 86.0% 89.8% 94.2% 92.7% 

利用率 

（実利用率） 

大ホール 78.8% 79.8% 83.8% 77.4% 

中ホール 75.1% 81.2% 85.1% 84.3% 

利用者数 
大中ホール 516,880 人 503,347 人 488,854 384,000 

練習室含む 574,991 人 563,627 人 550,614 597,000 

利用者満足度 99.1% 97.3% 95% 97% 

友の会 

加入数 

個人 1,411 人※ 1,254 人 1,193 人 1,265 人 

法人 ー ー ー ー 

出典：平成 29 年度公益財団法人神戸市民文化振興財団事業報告書 

https://www.kobe-bunka.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/06/h29-jigyou.pdf 

2018 年度（平成 30 年度）公益財団法人神戸市民文化振興財団事業報告書 

https://www.kobe-bunka.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/07/H30-houkoku.pdf 

注：※2015 年度（平成 27 年度）友の会加入数は劇場提供資料 

  

https://www.kobe-bunka.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/06/h29-jigyou.pdf
https://www.kobe-bunka.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/07/H30-houkoku.pdf
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（４）文化財団としての取り組み 

先の 2事業に加えて「区民センター関連事業」「広報事業」などの取り組みを実施、区民

センター関係事業における「地域連携事業」では、市民の文化活動ニーズをくみ上げ、地域

住民参加型イベントなどにも取り組む中で、各区民センターを神戸文化ホールと連携させ

たり、「広報事業」では神戸文化ホールの情報発信機能の充実を図り、情報誌やメールマガ

ジンの発行、「友の会」運営を行っている。「友の会」は年会費制（年額 2,160円）で、自主

公演チケットの優先購入、割引、提携施設での優待割引などが特典となっている。 

 

（５）組織 

財団は、1982 年（昭和 57 年）に財団法人神戸市民文化振興財団として発足、既述のとお

り、現在は公益財団法人として、指定管理者を務めている。2016年（平成 28年）以降は、

一度他団体へ移管した演奏団体を再び組織内に抱える新体制となった。 

文化財団は、設立当初から神戸文化ホールの運営を担ってきた。指定管理者制度導入後第 1

期にあたる 2005年度（平成 17年度）から 2008年度（平成 20年度）までは単独で、第 2

期の 2009年度（平成 21年度）から 2012年度（平成 24年度）は、神戸市民文化振興財団・

神戸国際会館共同事業体として、第 3 期にあたる 2013 年度（平成 25 年度）から 2016 年

度（平成 28年度）までは、神戸市民文化振興財団グループの代表団体として神戸文化ホー

ルの指定管理業務を受託してきた。 

2019年度（平成 29年度）からは、5年間の指定管理期間で、公募によらず文化財団が指定

管理者として選定された。神戸文化ホールが神戸市の基幹施設として市の文化政策と密接

に関連することから、市と一体的に神戸市の文化振興を担う必要が合い、長期的な視野に立

った事業展開や専門人材の必要性などが勘案されたもので、劇場法の趣旨に則ったものと

なっている。また、これまでの良好な業績及び、ガバナンスに民間の知見を導入したことが

評価されている9。 

                                                   
9 神戸市 神戸文化ホールの次期指定管理者候補者選定方法等の変更について

https://www.city.kobe.lg.jp/documents/14242/kodomo281130-25_1.pdf 
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図 2-1 財団組織図（2019 年（平成 31 年）4 月現在）（劇場提供資料） 

 

３ 財政状況 

 2012年度（平成 24 年度）から 2017 年度（平成 29 年度）までの文化ホール関係事業費

の推移を表 3-1に示す。  

理事長

専務理事 兼
事務局長

総務部 総務課

区民センター事業課

事業部 営業企画課

演奏課

文化振興課

事業課

北神区民センター

須磨区民センター

西区民センター

文化ホール事業課

舞台課

神戸アートビレッジセンター

東灘区民センター

葺合文化センター

生田文化会館

北区民センター

管理部 施設管理課



9 

 

表 3-1 事業別収支 

  
 

2012 年度 
（H24 年度） 

2013 年度 
（H25 年度） 

2014 年度 
（H26 年度） 

2015 年度 
（H27 年度） 

2016 年度 
（H28 年度） 

収

入 

文化ホール 
公演事業 

131,341,639 130,433,041 134,947,217 81,450,186 62,269,419 

文化ホール 
貸館・管理事業 

304,714,802 30,898,4330 324,389,432 325,238,807 523,204,568 

支

出 

文化ホール 
公演事業 

192,967,336 152,365,767 156,630,447 114,400,533 62,023,815 

文化ホール 
貸館・管理事業 

268,587,751 300,764,137 308,796,072 316,227,779 526,519,601 

出典：劇場提供資料 

 

４ 課題 

神戸文化ホールは、「劇場、音楽堂等の活性化に関する法律」の趣旨を踏まえ、芸術創造・

発信事業、教育普及・育成事業、地域連携事業に取り組んでいる。文化への関心の強い地域

性とこれまでの芸術性の高い活動により、非常にはっきりした輪郭を持つ劇場というイメ

ージであるが、人口縮退の中での地方劇場のあり方、インバウンドの取り込みなど、長期的

課題も含めて認識する必要がある。また開館より築 40年が過ぎたホールについて、近い将

来移転が想定され、移転後の活動の在り方が検討されており、跡地の活用を含めて大きな課

題となっている。 

文化財団は、2017年度（平成 29年度）に神戸アートビレッジセンターの指定管理者とな

り、神戸文化ホール、区民センター、神戸アートビレッジの施設管理における一元化も進み、

人材活用・職員の専門性の向上、広報・営業活動の強化を目指すなど、一層充実した組織・

体制づくりが必要とされるようになった。あわせて、事業における経費の見直し、業務効率

化、外部資金の獲得など収支の改善も課題とされている。 

同時に、観客の拡大やリピーターの獲得なども不可欠であることから、魅力のあるサービ

ス、公演の実施も大きな課題といえる。組織・体制の強化においては、民間人材の活用・職

員の専門性の向上、効率的な執行体制の構築、広報営業活動の強化、利用促進においては公

演事業の積極的な展開も必要と考えられる。 

2025 年（令和 7 年）の移転後10には集客効果による地域活性化にも期待が寄せられてお

り、劇場の役割を再考する時期にあるといえよう。 

                                                   
10 2017年（平成 29年）11月神戸市は公共施設再配置計画を発表した。計画においては、神

戸文化ホールの大ホールを三宮駅南東地区バスターミナル１期ビルに、中ホールを複合庁舎に

移すとし、移設先となる建物については 2025年（令和 7年）の開業が予定されている。 


