
  都の杜うぐいすホールは開館２２年目を迎え、県東部地域における芸術文化の中心的な施設として、地域の皆様

に数多く利用され、親しまれております。

　当法人は平成７年に設立されて以来、地域住民の文化意識の高揚と地域に根差した豊かで格調の高い地域文化の

形成と発展に寄与することを目的に掲げ、都の杜うぐいすホールの魅力向上を通して、本地域の文化振興に努めて

まいりました。第３期都の杜うぐいすホールの指定管理３年目となる今年度は、同指定管理計画に基づき、施設環

境の向上と業務執行体制の効率化を図る中で、各種文化振興事業の実施や利便性の高いサービス提供に取り組みま

した。今後も、「一般財団法人」としての主体的な組織運営や自由な発想力を有効に活用する中で、同ホールのさ

らなる魅力向上を通して、本地域の文化振興に寄与すべく努力してまいります。

　文化振興事業は、芸術文化普及・振興事業２８公演、芸術文化創作・地域文化創造事業２公演を実施したほか、

地域住民が実施する各種文化催事を奨励援助し、芸術文化活動のさらなる推進を図りました。

　施設の利用状況は、大小ホールの利用率はそれぞれ６６.３％、７１.３％となり、練習室２室を含めた利用者数

合計は５７,７３８名の実績となりました。

　施設の管理面においては、経年劣化による老朽化への対策が急務となっており、施設の安全性能の低下や設備性

能の低下に伴う経費の増加などが懸念されます。今後予定されている大規模改修に伴う実施計画の策定にあたって

は、長年の施設管理ノウハウを活かし、設置者である都留市に実状に即した設備改修の提言を行い、これまで以上

に安全・安心・快適な施設環境の整備に努めてまいります。

　なお、大規模改修の実施に向けては、例年の施設利用を考慮する中で、大規模改修に係る施設利用への影響を最

小限に抑える工夫や、利用者等に対し施設利用休止期間の事前告知を行うなど、トラブルを未然に防ぐ対策を講じ

てまいります。

　１．監査

　　　平成２９年４月２０日　午後２時　都の杜うぐいすホール会議室にて開催し、平成２８年度に執行された事

　　業、財務事務及び公益目的支出計画実施報告について、監事２名による監査を行い、いずれも適正であるとの

　　報告がありました。　

　２．第１１回理事会

　　　平成２９年４月２４日　午後２時　都の杜うぐいすホール会議室にて開催し、次の議案について審議の後、

　　原案のとおり承認されました。  

 　 　  議案第１号　平成２８年度事業報告に関する件

　  　  議案第２号　平成２８年度決算報告に関する件

　　　　議案第３号　平成２８年度公益目的支出計画に関する件

　　　　議案第４号　評議員会の開催に関する件

　３．第７回評議員会（定時評議員会）

　　　平成２９年５月２２日　午後２時　都の杜うぐいすホール会議室にて開催し、次の報告事項又は議案につい

　　て審議の後、原案のとおり承認されました。  

　　　　報告第１号　平成２８年度事業報告に関する件

　　　　報告第２号　平成２８年度公益目的支出計画に関する件

  　　  議案第１号　平成２８年度決算報告に関する件

  　　  議案第２号　役員の選任に関する件

  　　  議案第３号　評議員の選任に関する件

　４．第１２回理事会

　　　平成２９年５月２２日　午後４時　都の杜うぐいすホール会議室にて開催し、次の議案について審議の後、

　　原案のとおり承認されました。  

  　　  議案第１号　理事長の選定に関する件

平成２９年度　一般財団法人都留楽友協会　事業報告書

　Ⅰ．事業の概況

　Ⅱ．会議等の開催状況



　５．都の杜うぐいすホール企画運営委員会

　　　平成３０年２月２８日　午後２時　都の杜うぐいすホール会議室にて開催し、次の報告事項について審議さ

　　れました。

　　　　報告第１号　平成２９年度事業等経過報告

　　　　報告第２号　平成３０年度事業計画（案）

　６．第１３回理事会

　　　平成３０年３月２８日　午後２時　都の杜うぐいすホール会議室にて開催し、次の議案について審議の後、

　　原案のとおり承認されました。

　　　　議案第１号　職員給与等に関する規程の改正に関する件

　　　　議案第２号　平成３０年度事業計画に関する件

　　　　議案第３号　平成３０年度収支計画に関する件

　１．役員及び評議員

　　　■　役　員　８名　理事５名（非常勤。理事長含む）、理事１名（常勤。事務局長職兼務）、

　　　　　　　　　　　　監事２名（非常勤）

　　　■　評議員　４名（非常勤）

　２．職員

　　　■　事務局長（常勤）　１名（理事職兼務）

　　　■　事務局員（常勤）　６名（正規職員４名、嘱託職員２名）

　３．職員勤務体制

　　　職員を効率的に配置するため、平成１８年度より正規職員の二勤制勤務を導入しております。

　　　■　早番勤務（　８：３０～１７：３０）　

　　　■　遅番勤務（１３：００～２２：００）

　４．職員研修の実施

　　　職員能力の向上を図るため、次の職員研修を実施しました。

　　　■　管理研修（社内・社外研修　計６回）

　　　　・　職員７名参加（　４月２１日　コンプライアンス研修　都の杜うぐいすホール事務室）

　　　　・　職員７名参加（　５月２５日　接遇研修　都の杜うぐいすホール事務室）

　　　　・　職員１名参加（　８月　４日　管理研修　コラニー文化ホール）

　　　　・　職員１名参加（１０月　５日　不当要求防止責任者講習会　ぴゅあ富士）

　　　　・　職員６名参加（　２月２２日　接遇研修　都の杜うぐいすホール事務室）

　　　　・　職員６名参加（　３月１９日　コンプライアンス研修　都の杜うぐいすホール事務室）

　　　■　危機管理研修（社内研修　計２回）

　　　　・　職員４名参加（　７月　３日　消防訓練及び避難誘導　都の杜うぐいすホール）

　　　　・　職員６名参加（　２月２２日　消防訓練及び避難誘導　都の杜うぐいすホール）

　　　■　会計研修（社外研修　計２回）

　　　　・　職員１名参加（　４月１９日　決算法人説明会　大月法人会館）

　　　　・　職員１名参加（１１月　９日　年末調整説明会　都の杜うぐいすホール）

　　　■　舞台技術研修（社内研修　計２回）

　　　　・　職員４名参加（　４月２１日　音響設備仕込・操作研修　都の杜うぐいすホール）

　　　　・　職員４名参加（　７月２０日　照明設備仕込・操作研修　都の杜うぐいすホール）

　５．外部会議への参加

　  　次の外部会議へ参加しました。

　　　　・　職員２名参加（　９月２０日　２０年後成人式打ち合わせ　都留市役所）

　　　　・　職員１名参加（１０月２６日　２０年後成人式打ち合わせ　都留市役所）

　　　　・　職員１名参加（　２月　８日　ボランティアまつり打ち合わせ　いきいきプラザ都留）

　　　　・　職員１名参加（　３月１９日　ボランティアまつり打ち合わせ　いきいきプラザ都留）

　Ⅲ．組織体制の整備状況及び会計基準



　６．会計基準

　  　公益法人会計基準（平成２０年４月１１日　平成２１年１０月１６日改正　内閣府公益認定等委員会）を採

    用しております。

　　多様なジャンルの文化振興事業を実施し、都の杜うぐいすホールのさらなる知名度の向上と芸術文化に関心を

　持つ層の拡大を図りました。これまでの実績と経験を踏まえ、事業目的毎に「芸術文化普及・振興事業」「芸術

　文化創作・地域文化創造事業」「文化催事受託・協力事業」「施設管理受託事業」以上４つの柱に事業を分類す

　る一方で、各事業が有機的に連関し、互いの相乗効果を高める事業展開を心がけました。

　１．芸術文化普及・振興事業実績

　　　良質な芸術文化事業を実施したほか、本地域の演奏家や芸術文化団体、教育機関等が実施する優れた芸術文

　　化事業に対する支援を行いました。実績は次表のとおりです。

1 土 大

2 水・木 大

3 日 小

4 土 大

5 土 大

6 日 小

7 水 大

8 金 小

9 土 大

10 土・日 大

11 土 大

12 土 大

13 日 大

14 日 大

15 日 大

16 日 小

17 日 大

18 土 小

19 日 大

20 土 大

21 日 大

22 木 大

23 日 大

24 日 大

25 日 大

曜日 公演名 会場 入場者数

　Ⅳ．事業の実績

No.

事業種別
[主催 7本]
[共催 3本]
[連携18本]

月日

連携 29年 4月29日  都留市　ボランティアまつり ふれあいステージ 700

連携 29年 5月14日  うぐいすキネマ館　映画「ドラえもん」 400

主催
29年 5月 3日
　　   　4日

 家族でピアノリサイタル～春～ 40

連携 29年 7月 1日
 ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮ５／脳狂ＢＢ
 ＬＩＶＥ２０１７

800

連携 29年 5月20日  ザ・サタデーナイツ　ＳＰＲＩＮＧ　ＬＩＶＥ 800

主催 29年 7月 5日  ＤＲＵＭ　ＴＡＯ　ドラムロック疾風 609

連携 29年 7月 2日  うぐいすキネマ館　映画「クレヨンしんちゃん」 430

共催 29年 8月26日  ニューオリンズジャズ 600

連携 29年 8月25日  音楽朗読劇　星の王子さま 250

連携 29年 9月23日  聴き合いコンサート 250

主催 29年 9月 2日
         3日

 うぐいキネマ館  優秀映画鑑賞推進事業 116

連携 29年10月 1日  都留市文化協会　映画鑑賞会「この世界の片隅に」 500

主催 29年 9月30日  陸上自衛隊東部方面音楽隊　ふれあいコンサート 730

連携 29年10月22日  都留市文化協会　舞踊大会 500

連携 29年10月15日  都留市文化協会　都留市合唱祭 550

連携 29年10月29日  都留市文化協会　歌謡大会 500

連携 29年10月22日  都留市文化協会　吟道大会 120

主催 29年11月 5日  シネマ歌舞伎　法界坊 180

連携 29年11月 4日  都留市文化協会　都留市宝生会例会 60

連携 29年11月19日  都留文科大学管弦楽団　定期演奏会 200

共催 29年11月11日
 都留市文化協会創立６０周年記念コンサート
 ザ・サタデーナイツ ＬＩＶＥ

700

連携 29年12月 3日  都留文科大学吹奏楽部　定期演奏会 550

連携 29年11月23日  都留第二中学校吹奏楽部　定期演奏会 300

共催 29年12月24日
 都留文大管弦楽団ＯＢオーケストラ
 クリスマスコンサート

450

連携 29年12月10日  都留文科大学合唱団　定期演奏会 700



26 月 大

27 日 大

28 日 小

　※　大・・・大ホール　小・・・小ホール　

　※　有効席数はそれぞれの施設の座席数のうち、未使用席（オケピット席・ＰＡ席・身障者席）を除きます。

  ※　連携・共催事業の入場者数は、目視による概数表記。

　※　入場者数は招待者が含まれております。

　　　■　収支計算　※　収益及び費用は、区分経理（直接費のみ）により、算定しております。

　　　　　　　　　　※　千円未満の端数は、切上又は切捨しております。

 施設利用料金

 文化振興事業入場料  印刷製本費・使用料・手数料

 指定管理料  租税公課・著作権料・広報費・食糧費

 雑収益  出演委託費

　２．芸術文化創作・地域文化創造事業実績

　　　地域に根差した格調の高い芸術文化、地域文化を創作・創造し、地域文化の創造と発信を図りました。実績

    は次のとおりです。

　　　　■　趣旨・目的

    　　　　ヨーロッパの中世、ルネサンス、バロック期の舞台芸術である「古楽」を、古楽器を用い、多様な古

　　　　　楽コンサートを開催すると同時に、一流講師陣が特色あるテーマで行う個人レッスン、ワークショップ

　　　　　レッスンを主体とした古楽セミナー（全１２講座）を開設し、ヨーロッパからアジアを経て日本へとつ

　　　　　ながっている舞台芸術の源流を探ります。参加者、鑑賞者が舞台芸術の原点に立ち帰り、古楽の素朴さ

　　　　　や楽しさを再認識させることにより、舞台芸術に対する総合的な理解向上を図ります。

　　　　■　日程　平成２９年８月１６日（水）～８月２０日（日）

　　　　■　セミナー参加者数　１１５名（全日程受講生７８名、部分・聴講受講生３７名）

　　　　■　講師・アシスタント・ボランティアスタッフ等参加者数　４１名

　　　　■　古楽セミナー　全１２講座

　　　　　　有村祐輔／合唱・声楽アンサンブル　　　ルーファス・ミュラー／声楽

　　　　　　ロベルタ・マメリ／声楽　　　　　　　　波多野睦美／声楽

　　　　　　吉澤　実／リコーダー　　　　　　　　　大竹尚之／リコーダー

　　　　　　小倉貴久子／フォルテピアノ　　　　　　岡田龍之介／チェンバロ・通奏低音

　　　　　　福沢　宏／ヴィオラ・ダ・ガンバ　　　　渡邊慶子／バロック・ヴァイオリン

　　　　　　つのだたかし／リュート　　　　　　　　浜中康子、トーマス・ベアード／バロック・ダンス

568

No.

事業種別
[主催 7本]
[共催 3本]
[連携18本]

月日 曜日 公演名 会場

合　　　計 11,863

入場者数

連携 30年 1月21日  都留文科大学初等教育学科音楽専攻生　卒業演奏会 150

主催 30年 3月 4日  ケロポンズとうたって♪おどって♪あそぼう！！

主催 30年 3月25日  しゅほおねえさんと歌おう！０才からの音楽会 110

     142千円      6,035千円

収益科目 金　額 費用科目 金　額

　　①　第３１回都留音楽祭セミナー＆コンサートの実施

757千円  臨時雇賃金・通信運搬費・消耗品費 108千円

4,679千円 532千円

    4,548千円      2,716千円

合　計 　　10,126千円  合　計 9,391千円

 収益合計－費用合計   735千円



　　　　■　古楽コンサート※　大学生以下入場無料

　　　　　　８／１６[水]　大ホール／１９時開演／３,０００円

　　　　　　　オープニングコンサート／セミナー講師陣によるコンサート

　　　　　　　　コンサート入場者数　１４５名

　　　　　　８／１８[金]　大ホール／１９時開演／３,０００円

　　　　　　　海外演奏家によるコンサート／ロベルタ・マメリ＆ルーファス・ミュラー＆波多野睦美

　　　　　　　　コンサート入場者数　１８８名

　　　　　　８／１９[土]　大ホール／１８時３０分開演／１,５００円

　　　　　　　第３０回国際古楽コンクール《山梨》入賞者コンサート／ホ・ヨンジン　リコーダーリサイタル

　　　　　　　　コンサート入場者数　１３５名

　　　　　　８／２０[日]　大ホール／１１時開演／入場無料

　　　　　　　セミナー受講生コンサート

　　　　　　　／バロックダンス受講生全員アンザンブル／洋楽受講生全員アンサンブル

　　　　　　　　コンサート入場者数　１３２名

　　　　　　８／１７[木]～８／２０[日]　１２時３０分～１４時／入場無料

　　　　　　　昼休みのフリーコンサート

 　　　　　     コンサート入場者数　２４０名　　　

　　　　　　コンサート参加者数計　８４０名（招待者を含む）

　　　　■　主なスタッフ

　　　　　　音楽監督　有村祐輔／講師アシスタント　伊藤誠、戸崎廣乃、土居瑞穂、平野智美、山縣万里、野澤

　　　　　知子、武澤秀平、渡辺敏晴、徳島大蔵、小川絢子、小出智子／舞台監督　佐竹淳／通訳　名倉亜矢子、

　　　　　辻康介／調律スタッフ　ギタルラ社、久保田彰チェンバロ工房、太田垣至、佐藤裕一／展示販売スタッ

　　　　　フ　（株）アカデミア・ミュージック、ユニバーサル（株）

　　　　■　補助（助成）／後援／協力

　　　　　　補助（助成）　都留市／独立行政法人日本芸術文化振興会

　　　　　　後援　山梨日日新聞社／山梨放送

　　　　　　協力　都留市／都留文科大学／都留音楽祭実行委員会　

　　　　■　収支計算　※　収益及び費用は、補助又は助成金の助成対象となる収益及び費用を算定しております。

　　　　　　　　　　　※　千円未満の端数は、切上又は切捨しております。

 文化振興事業入場料

 都留音楽祭参加料

 受取都留市補助金

 受取日本芸術文化振興基金助成金

 その他雑収益

収益科目 金　額 費用科目 金　額

5,611千円  消耗品費・印刷製本費・使用料 2,329千円

719千円  臨時雇用賃金・通信運搬費 145千円

1,278千円  賃借料・諸謝金・手数料 1,655千円

1,199千円  租税公課・著作権料・広報費・食糧費 1,254千円

9千円  出演委託費 3,433千円

 合　計  8,816千円  合　計  8,816千円

 収益合計－費用合計 0千円



 　　　 ■　コンサート、セミナー写真

8月16日　オープニングコンサート 8月16日　オープニングコンサート

8月18日　海外演奏家によるコンサート　 8月19日　第30回国際古楽コンクール《山梨》入賞者コンサート

8月20日　受講生コンサート 8月20日　受講生コンサート

8月17日～19日　古楽セミナー 8月17日～19日　古楽セミナー

8月17～20日　昼休みのフリーコンサート 8月17～20日　昼休みのフリーコンサート



　　②　第２２回市民第九演奏会の実施

　　　　■　趣旨・目的

　　　　　　４年制大学である都留文科大学を有する本市の特性を活かし、都留文科大学管弦楽団主体の管弦楽団、

　　　　　都留市合唱連盟主体の合唱団を中心に、ベートーヴェンの第九交響曲を演奏します。同大学生と地元住

　　　　　民が一体となった「文化学園都市　都留市」を代表するイベントとして、本演奏会を市内外へ積極的に

　　　　　アピールします。

　　　　■　開催日程及び会場

　　　　　　平成２９年１２月１７日（日）１４：００開演　都の杜うぐいすホール　大ホール於

　　　　■　参加者

　　　　　　２８５名（うぐいすリコーダーアンサンブル２６名、市民第九管弦楽団及び合唱団ほか２５９名）

　　　　■　出演団体及び演奏曲

　　　　　　第一部（特別演奏）　

　　　　　　　出　演　うぐいすリコーダーアンサンブルによる演奏

　　　　　　　演奏曲　アルマンド　　　　　　　　　　　　　ジョージ・ホワイトヘッド

　　　　　　　　　　　私のいい人　　　　　　　　　　　　　Pierre Passereau

　　　　　　　　　　　マイ・フェイバリット　スィングス　　成田為三　　

　　　　　　　　　　　コンドルは飛んで行く　　　　　　　　ダニエル　Ａ．ロブレス

　　　　　　　　　　　おもちゃの兵隊の行進　　　　　　　　イエッセル

　　　　　　　　　　　ママがサンタにキスをした　　　　　　トミー・コナー

　　　　　　　　　　　見上げてごらん　夜の星を　　　　　　いずみたく

　　　　　　第二部　

　　　　　　　出　演　指揮：吉田悟　ソプラノ：山口道子　アルト：岩森美里　テノール：星洋二　バリトン：

　　　　　　　　　　末吉利行　管弦楽団：市民第九管弦楽団２０１７　合唱団：市民第九合唱団２０１７

　　　　　　　演奏曲　ベートーヴェン交響曲第九番ニ短調　作品１２５「合唱付」

　　　　　　アンコール演奏　

　　　　　　　出　演　指揮：吉田悟　管弦楽団：市民第九管弦楽団２０１７　合唱団：市民第九合唱団２０１７

　　　　　　　　　　うぐいすリコーダーアンサンブル

　　　　　　　演奏曲　都留市民愛唱歌「今生きてます」　ほか

　　　　■　入場料金及び入場者数

　　　　　　入場料金　指定席３，０００円／自由席１，５００円　

　　　　　　入場者数　６７２名

　　　　　　入 場 率  ９３.１％（入場者数６７２名／有効席数７２２席×１００）

        ■　主なスタッフ（市民第九演奏会実行委員会）

　　　　　　音楽監督：吉田悟　顧問：梶原清　実行委員長：澤田洋一　副委員長：天野行、山宮正浩　管弦楽団　

　　　　　長：山本未希　合唱団長：白戸和子　合唱副団長：中野美樹　事務局長：佐藤健司　事務局員・協力者：

　　　　　井上和枝、石井康子、梅田正男、大竹まさみ、長田智恵子、唐佐千子、川村奇子郎、小林まゆみ、酒井

　　　　　知子、佐藤美恵子、重原真澄、白戸和子、高部照子、村松奈美、吉田冨士子、渡邉重基、長田隆之

　　

　　　　■　補助／後援／協力

　　　　　　補助　都留市

　　　　　　後援　山梨日日新聞社／山梨放送

　　　　　　協力　都留市／都留文科大学／市民第九演奏会実行委員会



　　　　■　収支計算　※　収益及び費用は、補助金の助成対象となる収益及び費用を算定しております。

　　　　　　　　　　　※　千円未満の端数は、切上又は切捨しております。

 文化振興事業入場料

 受取都留市補助金

 その他雑収益

　  　　■　コンサート写真

第一部　うぐいすリコーダーアンサンブル 第二部　交響曲第九番ニ短調作品１２５　　

      による演奏 　 　 「合唱付」　

アンコール演奏　都留市民愛唱歌

              「今生きてます」

　３．文化催事受託・協力事業

　　　来場者の窓口案内、問合せ対応、舞台制作に対する助言、舞台設営・舞台設備器具操作（舞台・音響・照明）

　　に必要な人員提供を行いました。主な実績は次のとおりです。

　　　　■　都留市事業

　　　　　［取組例］

　　　　　　市制祭、成人式、税務説明会、消防団講習会、消防団出初式　ほか

　　　　■　教育機関事業

　　　　　［取組例］

　　　　　　市内幼稚園・保育園おゆうぎ会、小中学校親善音楽会、小中学校演劇鑑賞会、東桂中合唱交歓会、東

　　　　　　桂中吹奏楽部定期演奏会、都留一中合唱交歓会、都留興譲館高校吹奏楽部定期演奏会、都留興譲館高

　　　　　　校入学式、都留興譲館高校教育実践公開発表会、都留興譲館高校進路説明会、都留興譲館高校芸術鑑

　　　　　　賞会、都留文科大学国際文学祭、都留文科大学入学式・卒業式　ほか　　　

1,064千円  通信運搬費・消耗品費 120千円

 印刷製本費・使用料 563千円

223千円

449千円

 出演委託費 3,424千円

収益科目 金　額 費用科目 金　額

3,671千円

 広報費・著作権料・食糧費

 合　計  4,779千円  合　計

44千円  諸謝金・手数料

 4,779千円

 収益合計－費用合計 0千円



　　　　■　芸術文化団体事業

　　　　　［取組例］

　　　　　　ピアノ発表会、バレエ発表会、ダンス発表会、器楽発表会、声楽発表会、バンド発表会、ジャズコン

　　　　　　サート、カラオケ発表会、リトミック発表会、朗読発表会、歌謡ショー、山梨県合唱祭、郡内おかあ　　　

　　　　　　さんコーラス大会、山梨県シニアコーラス大会、北都留吹奏楽祭　ほか　　　

　　　　■　その他事業

　　　　　［取組例］

　　　　　　県農業会議研修会、食生活安全講習会、経済講演会、戦没者慰霊祭、建設業安全講習会、都留市社協

　　　　　　ふるさと祭りおさらい会、会社研修会、仏教講話会、災害研修会、市制報告会、学習塾英語弁論大会、

　　　　　　都留文科大学学生大会、県ＰＴＡ研修会、市ＰＴＡ研修会、ＣＤ録音　ほか

　４．施設管理受託事業

　　　都の杜うぐいすホールの管理を都留市から受託し、安全・安心・快適な施設環境を提供しました。主な実績

　　は次のとおりです。　

　　　　■　安全・安心・快適な施設環境の整備

　　　　　　［取組例］

　　　　　・　専門機関による設備器具保守点検の実施 ・　専門機関による清掃衛生業務

　　　　　・　専門機関による庭園等植栽業務 ・　職員による器具操作点検の実施

　　　　　・　職員による施設内巡回目視点検の実施 ・　中長期修繕計画の策定　など

　　　　■　不具合箇所及び危険箇所の修繕等

　　　　　　［取組例］

　      　・　大ホール照明設備修繕 ・　小ホール音響設備修繕

　      　・　小ホール客席修繕 ・　大小ホール扉修繕　

　      　・　大ホール音響備品修繕　 ・　空調設備修繕

　      　・　浄化槽修繕　 ・　トイレ修繕

　      　・　駐車場電灯改修 ・  除雪機修繕　ほか

　　　　■　施設利用割引制度等

　　　　　［取組例］

　　　　　・　新規利用割引制度 ・　連続利用割引制度

　　　　　・　利用ポイント制度 ・　部分利用割引制度

　　　　　・　平日利用割引制度 ・　開館日の拡充（祝翌日の開館）

　　　　■　効率的な管理と経常経費節減への継続的な取組み

　　　　　［取組例］

　　　　　・　職員の二勤制勤務による時間外手当の節減

　　　　　・　職員による日常清掃業務、夜間管理業務の実施

　　　　　・　職員による保守点検業務の実施（環境衛生管理、電気保安管理業務）

　　　　　・　職員による草刈、肥料散布、害虫駆除、外部清掃、湿度管理業務

　　　　　・　電力表示施設の日常管理、深夜電力の利用　　　

　　　　　・　芸術文化団体等との共催・連携事業の実施

　　　　　・　補助金・助成金の活用

　　　　　・　都留市グリーンアクションパートナーへの参加　など

　　　　■　喫茶室・大ホール喫茶コーナーの経営

　　　　　エルフィンインターナショナル（本社　都留市）に経営を委託しております。飲食サービスの向上をお

　　　　願いするとともに、適正な管理について監督・指導を行いました。

　　　　■　定期報告等

　　　　　毎月、都留市に定期報告（管理業務の実施状況、利用者数等の状況、利用料金収入の状況、事業の実施

　　　　状況、管理にかかる経費の収支状況等）を行いました。



　　　　■　利用満足度アンケート調査

　　　　　利用満足度アンケート調査の結果は、次のとおりです。利用者からの要望等をサービス改善に活かし、

　　　　利用満足度の向上に努めてまいります。

　　　　［回答件数］１６８件（市内１２０件、市外４８件）

  　　  ［満足度集計］満足９２.８％／普通４.２％／不満３.０％

　　　　［主な意見等］

　　　　　・　設備や楽器が充実していて使いやすいです。

　　　　　・　いつもきれいで気持ちいいです。

　　　　　・　ホールの響きが良いので、音楽発表の場としてふさわしいと思います。

　　　　　・　長年経つと設備の痛んでいるところ出ると思いますが、見栄え良く修理をお願いします。

　　　　　・　空調について、座席の場所によって温度差の違いが大きいです。

　　　　　・　利用申請時に、ホールの空き日が前もってわかる方法があればありがたい。

　　　　　・　利用料金が安くてありがたい。

　　　　　・　看板など細かな備品の利用について、利用料金を減免してもらいたい。

　　　　　・　ＮＰＯ法人の利用について、利用料金を減免してもらいたい。

　　　　　・　有料公演チケットの事務所での取扱いをお願いしたいです。

　　　　　・　ホールＨＰトップページに貸館事業の掲載を積極的にお願いします。

　　　　　・　音楽コンサートをもっと聴きたいです。

　　　　　・　初めての利用でしたが、いろんな面でサポートいただき、大変ありがとうございました。

　　　　　　利用者目線の対応に感謝しています。

　　　　　・　毎年気持ち良く発表会を行わせていただき、本当に感謝してます。

　　　　　・　いつも使わせていただいております。今回も滞りなく会を終えられ感謝しております。

　　　　　・　プロフェッショナルなスタッフの皆さんのおかげで、毎回良い発表会となっております。

　　　　　・　職員の皆様、これからも創意工夫をしてサービス向上に努めてください。

　　　　　・　職員の接遇が無愛想だと思います。改善をお願いします。

　　　■　都の杜うぐいすホール利用実績
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4月 23 9 39.1 4,290 23 11 47.8 1,800 26 20 76.9 183 26 13 50.0 58

5月 15 10 66.7 4,180 13 9 69.2 1,220 25 13 52.0 121 25 8 32.0 64

6月 20 8 40.0 4,100 21 14 66.7 2,090 26 14 53.8 129 25 12 48.0 91

7月 19 16 84.2 2,670 18 9 50.0 1,280 26 16 61.5 162 26 8 30.8 46

8月 20 19 95.0 2,156 19 18 94.7 1,030 20 17 85.0 177 19 13 68.4 125

9月 15 6 40.0 1,042 17 9 52.9 1,280 21 13 61.9 182 21 8 38.1 75

10月 12 9 75.0 3,697 17 10 58.8 760 25 19 76.0 184 25 11 44.0 102

11月 24 21 87.5 5,268 24 21 87.5 2,010 26 22 84.6 223 26 17 65.4 98

12月 19 17 89.5 5,060 23 22 95.7 1,640 20 11 55.0 91 20 8 40.0 76

1月 12 8 66.7 2,205 12 10 83.3 880 23 17 73.9 147 23 21 91.3 312

2月 10 4 40.0 1,120 8 5 62.5 520 24 14 58.3 116 24 11 45.8 70

3月 19 11 57.9 2,687 21 16 76.2 1,703 25 19 76.0 160 25 8 32.0 58

計 208 138 66.3 38,475 216 154 71.3 16,213 287 195 67.9 1,875 285 138 48.4 1,175

※　利用可能日は、休館日、設備保守点検日を除いた日数となります。

※　利用日数は、各施設の利用日数となります。

※　利用率は、利用日数を利用可能日で除したものを、パーセンテージで表示しております。

※　利用者数は、利用者の延人数となります（文化振興事業による入場者数を含みます）。

練習室２
区
分

大ホール 小ホール 練習室１



　　　■　施設利用者数、利用料金及び利用料金減免額の推移（年度別比較）

※　減免額は文化振興事業（主催・共催事業）に係る施設利用分は除きます。

　５．その他必要な事業

　　　その他この法人の目的を達成するため、必要な事業等に取り組みました。主な実績は次のとおりです。

　　　■　芸術文化情報収集及び提供

　　　　［取組例］

　　　　　・　文化振興事業の開催時に、アンケート調査を行いました。

　　　　　・　うぐいす友の会の管理運営を行っております。

　　　　　　　　会 員 数　全３４２名（一般１５８名　学生１８４名）

　　　　　　　　会員特典  ①　文化振興事業及び芸術文化事業の情報提供

　　　　　　　　　　　　　②　文化振興事業（当法人が指定したもの）入場券の優先予約

　　　　　　　　　　　　　③　文化振興事業（当法人が指定したもの）入場券の割引販売

　　　　　　　　　　　　　④　入場券購入ポイント制度

　　　　　・　公演ポスター・チラシ・・・　県内約１６０箇所に掲示を依頼しております。

　　　　　・　各種メディア・・・・・・・　都留市広報、フジマリモ（毎月）、山梨日日新聞などで広報を行い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　・　ダイレクトメール・・・・・　イベント情報誌や公演チラシなどを、希望者宛適時郵送しました。

　　　　　・　入場券の販促活動・・・・・　福利厚生事業を行っている各種団体に対して入場券の販促活動を行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いました。

　　　　　・　Ｗｅｂ情報・・・・・・・・　最新情報への更新に努めたほか、出演者情報やメッセージなども掲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　載しました。

　　　　　・　芸術文化事業との連携・・・　イベント情報誌への掲載やポスターやチラシの掲示協力を行ったほ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か、類似イベントについては入場者へのチラシ配布をお願いしました。

　　　■　芸術文化団体等の支援及び育成

　　　　［取組例］

　　　　　・　都の杜うぐいすホール登録アーティスト制度

　　　　　　本地域で活躍している演奏家を「都の杜うぐいすホール登録アーティスト」として広報面等において、

　　　　　支援しました。　　　

　　　　　　［アーティスト登録者数計　１３名］　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　登録者　土屋朱帆（童謡）、堀内ゆう（ピアノ）、望月恭子（ピアノ）、外川真理亜（ピアノ）、

　　　　　　　　　　松岡友子（チェンバロ）、カペラッテ（女声アカペラグループ）、天詩（Ｔａｋａｓｈｉ

　　　　　　　　　　バリトン）、都留文科大学管弦楽団ＯＢオーケストラ（オーケストラ）、コンコルディア

　　　　　　　　　　（ピアノ・声楽・合唱）、市川志寿子（マリンバ）、Ｔｈｅ Ｓａｔｕｒｄａｙ

 　　　　　　　　　 Ｎｉｇｈｔｓ（ロックバンド）、ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮ ５ （ロックバンド）、合唱団

                    杜のＣｈｏｉｒ（合唱）

年     度 利用者数 利用料金 利用料金減免額

Ｈ21年度 　　　 　62,155名 　　 　   　8,601千円 　　 　   　5,708千円

Ｈ20年度 　　　 　62,057名 　　 　   　8,544千円 　　 　   　3,987千円

Ｈ23年度 　　　 　54,313名 　　 　   　8,883千円 　　 　   　5,872千円

Ｈ22年度 　　　 　61,280名 　　 　   　8,909千円 　　 　   　5,419千円

Ｈ25年度 　　　 　64,636名 　　 　   　9,165千円 　　 　   　5,923千円

Ｈ24年度 　　　 　56,643名 　　 　   　8,623千円 　　 　   　5,609千円

Ｈ27年度 　　　 　89,860名 　　 　   　7,986千円 　　 　   　7,812千円

Ｈ26年度 　　　 　67,097名 　　 　   　9,066千円 　　 　   　7,878千円

Ｈ29年度 　　　 　57,738名 　　 　   　6,488千円 　　 　6,459千円

Ｈ28年度 　　　 　60,868名 　　 　   　7,846千円 　　 　7,825千円



　      　・　会場の提供

      　　　当法人が支援する芸術文化団体に、練習・本番会場を提供しました。

      　　　［団体名］

 　     　　　　市民第九管弦楽団、市民第九合唱団、 合唱団　杜のＣｈｏｉｒ、都留第一中学校吹奏楽部、都

　　　　　　　留第二中学校吹奏楽部、都留文科大学管弦楽団、都留文科大学吹奏楽部、都留文科大学合唱団

      　　・　楽器貸与制度の活用

      　　　当法人が保有する楽器を貸与しました。

　      　　［貸与団体名］

　        　　　市民第九管弦楽団

　　　■　各種サービスの提供

　　　　　お客様の利便性向上を図るため、各種サービスを提供しました。

　　　　［取組例］

　　　　　・　窓口案内業務 ・　問合せ等応対業務

　　　　　・　利用相談窓口の設置 ・　利用者情報・舞台データベースの整備

　　　　　・　チラシ等印刷サービス ・　舞台業務受託サービス　など

　　　■　県内主要文化施設との連携

　　　　　県内主要文化施設と連携し、宣伝協力や入場券の販売協力を行いました。

　　　■　つるポイントカード店会への加盟

　　　　　地域の商業施設や商店との連携を図るため、同店会に加盟し、うぐいす友の会特典や施設利用特典に活

　　　　用しました。　　

　　　■　ボランティアスタッフの育成

　　　　　入場券もぎり、会場整理、出演者接待等に従事していただいきました（登録者数８名）。

　　　■　法人情報の公開

　　　　　役員名簿のほか、事業・収支計画書、事業・決算報告書をＵＲＬで公表し、当法人経営の透明性確保に

　　　　努めました。

　　　■　業務管理

　　　　　管理業務全般に関して、適正かつ効率的な業務管理と職員間の意思疎通を図る必要性から、毎月１回を

　　　　目安に、職員会議を開催しました。

　　　　［取組例］

　　　　　・　業務管理計画の策定 ・　職員研修計画の策定

　　　　　・　職員配置の最適化 ・　職員の行動規範・行動計画の最適化

　　　　　・　各種サービスの最適化　など

　　　■　各種マニュアルの最適化

　　　　［取組例］

　　　　　・　受付、接遇、設備器具操作、危機管理、現金・入場券管理、個人情報保護マニュアル　など

　　　■　公益目的支出計画

　　　　　公益目的支出計画に基づき、同実施報告書（平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで）を提

　　　　出しました。
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