
彩の国さいたま芸術劇場 

 

 ミッション・課題など  

■ミッション 
埼玉県民に優れた舞台芸術等の芸術文化に身近に接する機会を提供し、また、県民の芸術文化活動

を支援すること等により、芸術及び文化の一層の振興を図り、もって真に豊かさとゆとりを実感で

きる県民生活の実現に寄与する。 

■ 運営目標 
１：「真に創造し世界に発信する公共劇場｣への挑戦と｢地域づくりの核｣としての役割の徹底 

２：芸術文化の涵養並びに芸術文化界全体を担う人材の育成 

３：高い芸術性と採算性のバランスを意識した効率的な経営 

■ 課題・障害 
観客ニーズの把握 

施設設備の老朽化／不備 

蜷川レガシーの継承 

公共劇場としての人材育成 

地域連携 

■ 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 14.9 2.7 1.1 

埼玉県 57.7 13.7 6.4 

（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 …… 埼玉県 
         （人口：7,266,534 人） 

開 館 …… 1994 年 

運 営 …… 公益財団法人 
      埼玉県芸術文化振興財団 

CASE STUDY 

写真：小川重雄 



1 

 

彩の国さいたま芸術劇場 

 

はじめに 

 彩の国さいたま芸術劇場は、埼玉県民への芸術文化の鑑賞機会及び芸術文化活動の場の

提供とその活動支援を目的に、1994 年（平成 6 年）さいたま市中央区（旧与野市）にオー

プンした県立劇場である。同劇場は開館以来、国内外のすぐれた演劇、ダンス、音楽、演芸

などの舞台芸術を創造・発信、紹介し、県民をはじめとして全国から鑑賞者が来場する国内

有数の芸術文化施設としての役割を担ってきた。同劇場は、「創造する劇場」として、大・

小・音楽・映像の 4 つの専門ホールと、12 の稽古場・練習室、舞台芸術に関する資料室、

展示スペースを備えている。2006 年（平成 18 年）には蜷川幸雄氏を芸術監督に迎え、質の

高い演劇、舞踊、音楽公演を実施してきた。蜷川芸術監督逝去後も1、これまでの業績やそ

の遺産を継承発展するものとし、埼玉県における重要な芸術文化拠点のひとつとして、大き

な期待を集める。 

 

１ 彩の国さいたま芸術劇場の設立経緯と概要2 

彩の国さいたま芸術劇場（以下、「芸術劇場」という）が立地する埼玉県さいたま市は、

10 の行政区を持つ政令指定都市である。2001 年（平成 13 年）に旧浦和市・大宮市・与野

市が合併して誕生した同市において、芸術劇場が置かれる旧与野市エリアは、近隣の物資集

積地あるいは市場として、また自動車の街として栄えた地域であった3。のちに市民の住み

やすさを目指して都市基盤の整備が進み、1980 年代には JR 埼京線の開通に伴い、北与野

駅、与野本町駅、南与野駅が開業、さいたま新都心西側の最寄り駅である北与野駅では、駅

周辺開発事業やビル群の建設が行われた。このような市内の変化に加え、日本経済の成長に

後押しされる形で「豊かな生活」や「物から心の時代」を求める動きが強まり、各地で公共

劇場や市民会館などの建設ラッシュが相次ぐ中、芸術劇場の建設が決まった。 

1979 年（昭和 54 年）、劇場建設の要望書が提出され、1983 年（昭和 58 年）に第 1 回基

本構想検討委員会が開催され、埼玉県民芸術劇場という仮称で具体的な建設計画が進んだ。

1985 年（昭和 60 年）には建設予定地を旧与野市に決定、1987 年（昭和 62 年）に用地取

得確定、本劇場が開館する 1994 年（平成 6 年）までに芸術劇場の基本計画の策定や文化芸

術事業推進室の設置とともに、財団法人埼玉県文化芸術振興財団が設立され、同年竣工、開

館した。2006 年度（平成 18 年度）からは、同財団が指定管理者4となり、現在まで、貸館

                                                 
1 蜷川幸雄（にながわ ゆきお、1935 年(昭和 10 年)10 月 15 日 - 2016 年（平成 28 年）5 月 12

日）。シェイクスピア全 37 作を上演する企画「彩の国シェイクスピア・シリーズ」は 1998 年

（平成 10 年）よりスタート、第 32 弾「尺には尺を」まで、蜷川氏が初代芸術監督を務めた。 
2 彩の国さいたま芸術劇場ホームページ（http://www.saf.or.jp/arthall/） 
3 旧与野市の歴史（http://www.stib.jp/mame/history_yono.shtml） 
4 公益財団法人埼玉県芸術文化振興財団ホームページ（https://www.saf.or.jp/about/） 

http://www.saf.or.jp/arthall/
http://www.stib.jp/mame/history_yono.shtml
https://www.saf.or.jp/about/
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事業、自主事業を柱に劇場運営にあたっている。 

埼玉県では、1996 年（平成 8 年）に策定した「彩の国文化創造ビジョン」や「ゆとりと

チャンスの埼玉プラン」に基づき、個性ある地域文化の振興に取り組み、2009 年（平成 21

年）には「埼玉県文化芸術振興基本条例」が施行され、2011 年（平成 23 年）に「埼玉県文

化芸術振興計画」が策定された。芸術劇場は、埼玉会館とともに、県の文化芸術拠点と位置

づけられている。 

  

図 1-1 彩の国さいたま芸術劇場外観（掲載画像は全て劇場提供資料） 

 

２ 事業内容・組織及び活動内容 

 既述の通り、芸術劇場は、公益財団法人埼玉県芸術文化振興財団（以下「芸文財団」とい

う）が指定管理者として運営している。芸文財団は、2011 年（平成 23 年）に公益財団法人

化し、芸術劇場のほか、さいたま市浦和区にある埼玉会館の指定管理運営も埼玉県から受託

し、「埼玉から国内外に向けた芸術文化の創造と発信」「県立文化施設独自の事業展開（若手

の育成や文化事業を多様な形で提供）」「地域の核として賑わいの創出（他施設、地域との連

携した取り組み）」という目標を掲げ、継続的に事業を行っている。 

2017 年度（平成 29 年度）における事業内容は、以下の通りである5。 

 

                                                 
5 公益財団法人埼玉県芸術文化振興財団 2017 年度（平成 29 年度）事業報告書

（https://www.saf.or.jp/pdf/saf2017_rep.pdf） 

 

https://www.saf.or.jp/pdf/saf2017_rep.pdf


3 

 

（１）舞台芸術作品の提供などに関する事業（自主企画公演など及び国内外との交流） 

１） 演劇部門 

「彩の国シェイクスピア・シリーズ」は、2 代目芸術監督に就任した吉田鋼太郎が同シ

リーズ第 33 弾として、自身の演出・主演による悲劇「アテネのタイモン」を上演した。

故蜷川幸雄芸術監督が設立した高齢者演劇集団「さいたまゴールド・シアター」は、岩松

了を作・演出に迎え、約 6 年ぶりとなる書き下ろし新作「薄い桃色のかたまり」を上演し

た。また、故蜷川幸雄芸術監督の功績を称え、追悼公演として、「鴉よ、おれたちは弾丸

をこめる」、「NINAGAWA・マクベス」、「ムサシ」を上演した。さらに、次代を担う

演劇人の取組として、藤田貴大が率いる「マームとジプシー」の 10 周年記念公演を行っ

た。また、県内在学・在住の中学生以上 20 歳以下の公募出演者とともに藤田自身の旧作

「ハロースクール、バイバイ」を新演出上演、児童・青少年向けの演劇作品として「国際

児童・青少年演劇フェスティバルおきなわ」との連携により児童劇「Mr.バンクの魔法の

ガラクタ ～石・棒・折れた骨 Sticks Stones Broken Bones」を上演した。 

公益財団法人熊谷市文化振興財団との共催では「松竹大歌舞伎」を熊谷文化創造館さく

らめいとで開催、実施し、県北部地域において日本の伝統芸能に触れる機会を提供した。 

 

２）舞踊部門 

世界的に活躍する振付・演出家の最新作や国内外で活躍するアーティストによる多彩な

身体表現の可能性を探る作品を提供した。 

主催公演として、国内からは、昨年結成 20 周年を迎えた近藤良平が率いるダンスカン

パニー「コンドルズ」による新作公演「17's MAP」を上演。海外からは、イスラエルを代

表する振付家オハッド・ナハリン率いるバットシェバ舞踊団を迎え、「LAST WORK」を

国内初上演した。また、世界的に活躍する振付家ジェローム・ベルによる話題作「Gala」

を国内初上演、本作品はダンスのプロ、アマチュアを問わず、子供から大人まで、幅広い

年齢のキャストを日本国内で募集し、日本版／埼玉版として上演した。 

そのほか、2014 年（平成 26 年）度から実施している振付家、ダンサーによる、県内中

学校の生徒を対象にしたアウトリーチ事業｢MEET THE DANCE～アーティストが学校に

やってくる！｣を引き続き実施した。 

共催公演としては、振付家金森穣が率いる新潟りゅーとぴあを拠点とするプロフェッシ

ョナル・ダンス・カンパニー｢Noism1｣の新作及び初期の代表作を上演した。さらに、舞

踏家故大野一雄をモチーフとした「大野一雄について」（ダンサー：川口隆夫）と、大野

一雄自身が踊る映像作品などの公開を実施、ダンサー及び振付家として活躍する平山素子

とパーカッショニスト加藤訓子によるダンスと音楽によるデュオ公演「DOPE」も実施し

た。 
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３） 音楽部門 

芸術劇場の音楽ホールの音響特性を活かし、世界のトップ・アーティストから気鋭の若

手まで幅広く起用し、多様なニーズに応える公演を実施するとともに、気軽に足を運べる

無料コンサートや参加・育成を目的とした事業もあわせて展開した。 

世界最高級の演奏を鑑賞できる機会として、毎年恒例のバッハ・コレギウム・ジャパン

公演のほか、ヴァイオリニストのレオニダス・カヴァコス、木管五重奏のアンサンブル・

ウィーン=ベルリンの公演を実施するほか、公演に際して、関連レクチャーなども行っ

た。また、若手ピアニストによる「ピアノ・エトワール・シリーズ」及び同シリーズの

「アンコール！」公演を実施し、4 年目を迎えたリサイタル・シリーズ「次代へ伝えたい

名曲」では、出演者によるアフタートークや関連プログラムを開始し、次世代の育成に資

するべく内容の充実を図った。 

共催として、前年度に引き続き、埼玉県在住で日本を代表するピアノデュオ ドゥオー

ルによるデュオセミナーを開催した。 

ポジティフ・オルガンを活用した無料のミニ・コンサート「光の庭プロムナード・コン

サート」、オルガンを通じて音楽の普及啓発を図る「みんなのオルガン講座」、小・中学

校へのアウトリーチ事業「MEET THE MUSIC～アーティストが学校にやってくる！」な

ども継続的に実施した。 

 

４） その他 埼玉の魅力を発信する文化プログラムなど 

高齢者の舞台芸術参加を促進する事業として「1 万人のゴールド・シアター2016」の一

般出演者を母体にした 60 歳以上の男女による芸術クラブ活動集団「ゴールド・アーツ・

クラブ」を県委託事業として立ち上げた。また、世界の高齢者舞台芸術を紹介し、高齢社

会における芸術文化の可能性を探る高齢者舞台芸術の国際フェスティバル「世界ゴールド

祭」の開催へ向け「世界ゴールド祭キックオフ！」を開催した。 

これまで、県障害者福祉推進課との共催で制作・上演してきた「近藤良平プロデュース 

障害者ダンスチーム ハンドルズ」については、初の県外公演を県委託事業として石川県

金沢市で行った。 

伝統芸能に親しむ機会の提供と、若手落語家の支援事業として「彩の国さいたま寄席」

を年 4 回開催し、年間で最もすぐれた演者に「彩の国落語大賞」を授与した。 

県内高等学校の生徒及び公立文化施設の職員を対象とした舞台技術の研修会を実施する

とともに、埼玉大学の講座への協力、大学生インターンシップを積極的に受け入れた。ま

た、親子で劇場空間に親しむための「劇場体験ツアー」を実施し、地域との連携を深め

た。  
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（２）広報・営業など 

１）企画展示事業 

彩の国さいたま芸術劇場内の情報プラザ、ガレリアなどを活用し、「彩の国シェイクスピ

ア・シリーズ」など芸文財団主催事業の紹介や舞台芸術への関心を高めるための企画展示を

開催した。 

 

２）芸文財団情報誌「埼玉アーツシアター通信」の発行 

会員に芸文財団の主催する公演や活動内容を詳しく紹介するとともに、新たな会員の拡

大とチケットの販売促進に効果を上げることを目的に、情報誌を発行した。 

 

３）メンバーズ事業 

会員に対して、芸文財団の情報誌を送付するほか、主催事業のチケットの優先予約や割引

販売などを行うことにより、顧客の定着化とチケットの販売促進を図った。 

 

４）サポーター会員制度の運営 

芸文財団の活動に対し財政面で支援いただく法人などの会員組織「サポーター会員」の運

営を行うとともに、会員の拡大を図った。 

 

（３）芸術文化活動の場の提供に関する事業 

施設の適正管理とともに、ホール、けいこ場、練習室などが十分に活用されるよう利用

者サービスの向上に努めるほか、施設の空き情報の提供など積極的な働き掛けを行い、利

用率の向上にも努めた。また、ウェブサイトを活用し、わかりやすく充実した利用案内や

迅速な施設利用情報の提供、公演チラシ掲載による貸館公演の広報支援など、利用者サー

ビスの充実を図った。 

 

３ 財政状況6 

 芸文財団は、彩の国さいたま芸術劇場のほか、埼玉会館においても、指定管理者として

2015 年度（平成 27 年度）から引き続き 5 年間の指定を受けている。埼玉独自の質の高い

芸術文化の創造、発信を行うとともに、各施設において地域の特性に合ったプログラムを実

施し、地元の住民、関係者と連携した取組みなどにより、地域の核として賑わいの創出にも

努めてきた。芸文財団の経常費用は、2016 年度（平成 28 年度）で約 16.9 億円、2017 年度

（平成 29 年度）で約 17.3 億円であった。経常収益は、それぞれ 17.2 億円、17.6 億円とな

っている。この収益のうち、事業収益から地方公共団体受託事業収益を除いた、チケットや

会費、施設利用料金などの収入は、約 3.8 億円、約 5.1 億円で、それぞれ経常収益の 22％、

29％に相当する。2016 年度（平成 28 年度）は、蜷川幸雄芸術監督の逝去により、公演を

                                                 
6 http://www.saf.or.jp/pdf/saf2016_04.pdf 

http://www.saf.or.jp/pdf/saf2016_04.pdf
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中止するなどの影響があったため若干下がったものとみられる7。また、埼玉会館は大規模

改修工事のため、2015 年（平成 27 年）から 2017 年（平成 29 年）まで休館しており、こ

の影響もあったと考えられる。 

 

表 3-1 公益財団法人 埼玉県芸術文化振興財団決算            （単位：円） 

    
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) 

事

業

収

益 

地方公共団体
受託事業収益 

1,152,216,000 1,049,461,200 1,205,989,920 1,047,986,000 

公演票券収益 266,671,350 189,565,664 228,576,650 201,936,000 

利用料金収益   289,981,047 183,849,827 89,344,672 264,465,636 

受取会費  11,122,000 11,580,000 9,862,000 9,992,000 

協賛金収益  0 1,080,000 1,080,000 0 

事業雑収益 47,331,072 8,705,786 47,440,835 36,758,889 

経常収益 計 1,994,124,962 1,627,996,173 1,717,091,640 1,760,336,743 

経常費用 計 1,969,556,732 1,731,287,912 1,687,395,257 1,733,965,264 

出典：公益財団法人 埼玉県芸術文化振興財団各年度決算報告書 

 

４ 今後の課題 

「創造する劇場」を理念とし、世界トップレベルの芸術作品を創造、発信、提供し続けて

いくためには、直面する課題を掘り下げ、その解決方法を探る必要がある。芸術劇場の今後

の最大の課題は、蜷川前芸術監督の残したレガシーの継承発展、人材育成、地域との連携な

どの社会的要請にどう応えていくのかに集約されよう。 

 

（１）「蜷川レガシー」の継承 

芸文財団の方針としては、全 37 作品の「彩の国シェイクスピア・シリーズ」を引き続き

上演していくとしている。吉田芸術監督を迎え、「彩の国シェイクスピア・シリーズ」第 33

弾の上演を 2017 年（平成 29 年）に実施しており、残りの作品も順次制作、発表している。

蜷川幸雄氏と各界のアーティストとの公開対談シリーズなどに見られる舞台技術の地域社

会への発信や、世界で評価される作品づくり、地域に開かれた劇場づくりといった理念や取

り組みも同様に継承していく必要がある。 

一方で、劇場そのものの持つ魅力の向上も、非常に重要な課題である。これまで劇場が培

ってきた特性、蜷川ブランドを引き継ぎながら、劇場自体の吸引力や牽引力、多くの地域住

民に対する訴求力を向上させる事業や取り組みを一層強化していく必要があるだろう。 

                                                 
7 蜷川芸術監督の逝去を受け、2016 年（平成 28 年）の NINAGAWA×SHAKESPEARE 

LEGEND 第 3 弾「ハムレット」、2017 年（平成 29 年）の「近松心中物語」の 2 公演は中止さ

れた。 



7 

 

（２）公共劇場としての人材育成 

人材育成は、先で述べた蜷川レガシーの継承とも深く関わる。芸術劇場では、蜷川前芸術

監督の下、18 歳以上の若手で構成される劇団「さいたまネクスト・シアター」、高齢者演劇

集団「さいたまゴールド・シアター」を主宰するなど、舞台公演を通じて舞台芸術に関わる

人材の育成に注力してきた。さらに、舞台技術に関する講習会の開催や、周辺地域の幅広い

層に対する舞台芸術の発信、インターンシップの受け入れによる専門人材の育成などは、そ

の効果をすぐには数字的、定量的に測定するのが難しい取り組みではあるが、芸術劇場の人

材育成の一翼を担っており、更なる充実が求められる。 

 

（３）地域との連携について 

地域との連携については、さいたま市中央区のまちづくり協議会との連携を図るととも

に、さいたま市における初の芸術祭開催となった「さいたまトリエンナーレ 2016」では、

劇場周辺に作品を展示し、多くの地域住民にとって芸術作品を身近に感じられるような取

り組みがなされている。一方で、県立である芸術劇場には、県全体で期待される役割もあり、

さいたま市以外との連携も始動している。吉川市の「吉川市演劇プロジェクト」や、公益財

団法人東松山文化まちづくり公社による「東松山戯曲賞」への協力など、劇場の特性を活か

し、専門性の高い内容となっている。 

今後も、さいたま市や中央区のみならず、県内市町村との連携が求められてゆくだろうが、

継続性や質の確保のためには、限られたマンパワーをどう配置するか、ほかの事業とのバラ

ンスなど、戦略や工夫が必要である。 

 

（４）社会包摂 

芸文財団は、2015 年度（平成 27 年度）から 2019 年度（平成 31 年度）にかけての中期

経営計画として、既述した 3 つの柱、「埼玉から国内外に向けた芸術文化の創造と発信」「県

立文化施設独自の事業展開（若手の育成や文化事業を多様な形で提供）」「地域の核として賑

わいの創出（他施設、地域との連携した取り組み）」をより強固にする方策を掲げ推進した。 

一方、超高齢社会という日本の課題に対し、芸術文化の視点から取り組むことに大きな期

待が持たれている。この社会的要請に呼応し、芸術劇場では、「さいたまゴールド・シアタ

ー」などの取り組みを先駆的に行ってきた。現在、芸文財団の使命として、これまでの「創

造・発信」「人材養成・普及啓発」「芸術文化活動への支援」に加え「社会包摂」を 4 つ目の

柱とし据え、これらの社会包摂的な意味合いの強い事業にも乗り出している。既述の「ゴー

ルド・アーツ・クラブ」は 1,000 名を超える会員を維持しており、県の委託事業として、芸

文財団がその活動の運営にあたっている。これまでに、演劇ワークショップと成果発表、芸

術劇場の大ホールを使用した演劇公演も開催している（図 4-1） 
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図 4-1 ゴールド・アーツ・クラブ ©宮川舞子 

 

 

図 4-2 「パーキンソン病患者のためのダンス・プログラム」©宮川舞子 
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また、2019 年度（平成 31 年度）より、公益財団法人スターダンサーズ・バレエ団と協働

し、パーキンソン病の患者を対象としたダンスクラス、「パーキンソン病患者のためのダン

ス・プログラム」をスタートさせた（図 4-2）。 

社会の変化に伴い、劇場に期待される役割も変わりつつある。芸術劇場も、県立劇場とし

て、時代の要請に呼応して、進化し続けていかなければならない。 


