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◎ 福井市にぎわい交流施設 管理運営方針の策定にあたって 

 西口再開発ビルに導入する市施設（屋根付き広場、多目的ホール、自然史博物館分

館、観光関連施設等）については、『「にぎわい交流拠点」の形成』を基本コンセプト

に、専門家や関係者などから幅広く意見を聞きながら、施設の配置や具体的な内容、

運営方法などの検討を進め、「福井駅西口中央地区市街地再開発事業における市施設の

基本方針（平成２４年１２月）」としてとりまとめました。 

福井市にぎわい交流施設 管理運営方針は、この「市施設の基本方針」並びに「屋根

付き広場及び多目的ホール利活用検討会」からの提案を踏まえ、施設の役割や事業展

開、管理運営、施設維持管理などについて、具体的に示したものです。 

福井市にぎわい交流施設では、施設間の相互連携を図るとともに、中心市街地と連

携して福井の魅力的な「情報」を発信し、「にぎわい」や「交流」を創出します。さら

に、その効果を周辺へ波及させ、市内全域の活力向上につなげていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

来街者に「憩い・やすらぎの

空間」、「楽しめる空間」を提

供し、一層の交流拡大に寄与

します。

福井市にぎわい交流施設と再

開発ビルに導入する他の市施

設や近隣施設等が相互連携

し、福井の活性化を図ります。 

屋根付き広場 

多目的ホール 

福井市にぎわい交流施設と再

開発ビル内の他施設や近隣施

設等が協調し、中心市街地全

体で、福井の魅力発信を行い

ます。

市施設の基本方針における基本コンセプト（平成 24 年 12 月策定） 

≪福井市にぎわい交流施設における３つの整備目的≫ 
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本施設を構成する「屋根付き広場」と「多目的ホール」については、多くの市民の

方々と議論を重ねる中で、「にぎわい」・「交流」・「情報発信」を共通した整備目的とす

るべきとのご意見をいただき、この目的を達成するための管理運営について検討して

きました。その過程において、貸しスペース（貸館）としての事業展開やイベント時

の音響・照明技術、利用申込みの受付業務、広報活動など、共通業務が多いことや施

設間の連携を図った事業展開が有効であることから、一体的に管理運営を行うことと

します。 

このことにより、共通業務の集約などによる人件費の削減や管理スペースの集約化、

経常経費の縮減などで合理的かつ効果的な施設運営を図り、「にぎわい」、「交流」、「情

報発信」のより一層の推進につなげていきます。 

また、本施設は、その整備目的や提供するサービス内容を鑑みると、民間事業者な

らではのノウハウを活用することで、サービスの向上や管理経費の削減が図られると

いったメリットを最大限活かせるとの判断から、指定管理者制度を導入することとし

ます。 

 

  

共通業務の集約化による人件費の削減 

両施設の一体的利用等による利便性の向上

密に連携した事業展開が可能 

連結決算による利益の平準化 
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１ 福井市にぎわい交流施設に求められる役割 

    本施設は、西口再開発ビルの各施設との相互連携はもとより、西口駅前広場をは

じめ中心市街地における他の近隣施設とも協調した運営を図ることで、「にぎわい」

や「交流」を創出すると共に、中心市街地全体で福井の魅力の「情報発信」といっ

た整備目的の達成を目指します。 

    なお、構成施設（屋根付き広場・多目的ホール）はこれらの整備目的を達成させ

るために、それぞれの施設に求められる基本的役割を下図のとおり定めます。 
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２ 事業展開 

（１） 事業展開の考え方 

本施設は、以下に沿った事業を展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 実施事業 

  ① 自主事業 

にぎわいの創出や利用者の交流を促進するイベント事業や、観光・イベント情

報の提供を行う情報発信事業などを効果的に実施します。 

さらに、福井市における食や歴史などの地域の優れた観光資源を活かした事業

を実施することで、福井市ならではの文化・にぎわい・価値を創造・発信し、次

世代に受け継ぐ担い手を育成します。 

 

② 受託事業 

 催事やイベント等の受託を行います。運営の人員やノウハウ、設備を活用し、

企画・運営を行うことで、専門性が高く、ニーズに沿ったサービスを提供してい

きます。 

 

③ 貸しスペース（貸館）事業 

     多様な市民活動や文化活動の貸しスペース（貸館）事業を実施します。立地の

優位性に加え、イベント等の利活用に対するアドバイスや広報による支援などを

行うことで、市民の文化活動をにぎわいの創出につなげます。 

 

（３）事業展開 

「にぎわい」、「交流」、「情報発信」という本施設の整備目的が一定の成果とし

て認識できるようになるまでには時間がかかるため、オープン前から段階的かつ

戦略的な事業展開を行っていく必要があります。 

また、文化を取り巻く環境や社会情勢の変化に対応できるよう、事業計画を一

定期間ごとに見直していきます。概ね５年ごとに事業の成果を評価し、新たな目

標の設定を行います。 

① 実施される事業（自主事業・受託事業・貸しスペース（貸館）事業）を効果的に組み

合わせ、両施設を密に連携させた事業展開を図ります。 

② 中心市街地にまちなからしいにぎわいを創出するため、全てのシーズンを通し、様々

な催しができる空間として、誰もが気軽にイベントを企画・開催できるよう利用しや

すい運営に努めます。 
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※ 施設オープン前の準備 

設置者（市）と連携し、イベント実施のノウハウや、ホール施設の管理運営

等の専門知識を持った者の活用を図りながら、自主事業の企画制作、オープ

ニング事業（オープニング記念公演、開設セレモニー等）を行います。 

また、事業計画や施設管理運営と設備技術マニュアル等の作成、障害のある

方や高齢者等への配慮等、利用者へのサービスを充実させる取組みや工夫に

ついて検討します。 

３ 管理運営 

（１） 管理運営の考え方 

 本施設は、以下に沿った管理運営を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 組織体制 

① 組織構成 

ア 専門職員を配置した組織構成 

広場には、イベント等に精通するディレクターを置き、利用者の使い勝手の向

上に配慮した管理運営を行います。 

ホールには、文化芸術活動等に精通するディレクターを置き、質の高い能楽や

演劇等の舞台芸術作品を積極的に創造・発信します。 

 

イ 効率的な組織構成 

構成施設間を横断して連携・兼務する等、効率的な管理運営の下での組織構成

とします。 

① にぎわいの創出や交流の促進を目的とする自主事業の企画・実施に十分な知見と経

験を有するスタッフを配置します。また、施設利用者の立場に立ったきめ細かなサ

ービスの展開を図るため、施設の管理運営に豊富な経験と技量や、創造的な発想力

を有するスタッフを配置します。 

② 受託、貸しスペース（貸館）事業を運営する上で、市民とイベント提供者を結ぶ中

間支援機能を果たすため、多様化する市民ニーズや企業シーズを的確に把握してい

きます。 

③ 広場とホールの一体的管理運営を行い、事業・技術・総務部門の役割をそれぞれ可

能な限り共有化し、合理的かつ効率的な管理運営を図ります。また、市内の企業や

団体、市民ボランティアなどと多様な連携が図れる体制を構築します。 

④ 質の高い事業展開を図るため、広場においてはイベント企画・実施、ホールにおい

ては、伝統芸能、美術、演劇等に専門性を持った人員を配置します。 
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ウ 再開発ビル内の他施設との相互連携を想定した組織構成 

自然史博物館分館（ドームシアター）や観光関連施設等の他市施設で行われる

行事とタイアップしたイベント等を実施するなど相互に連携できる組織体制とし

ます。 

 

② 管理運営主体の組織構成のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

ア 事業部門 

事業部門は、広場とホールで実施されるイベント事業等について、企画・調

整から実施までの業務や、それぞれの施設の利活用方法・実施イベント等の広

報活動を担います。 

また、両施設で行われる自主事業だけでなく、貸しスペース（貸館）事業で

も施設を有効に活用したイベントの運営に関し、豊富なスキルを持つ者を配置

します。特にホールでは、伝統芸能・美術・演劇等に精通していることが求め

られることから、舞台芸術の創造過程・作品制作の手法や作品内容等に関する

専門的知識を持つ者を配置します。 

 

イ 技術部門 

技術部門は、施設や設備等の維持管理を担うほか、イベント等の実施時は舞

台、照明、音響等の技術に精通した者を配置し、技術的な業務を担当します。 

統括責任者

 

本施設の管理運営組織 

  

・自主事業企画・実施 

・申込受付 

・営業 

・利用相談 

・広報宣伝 

・庶務、経理 

・施設運営全般 

・連絡調整 

 

・自然史博物館分館 

・観光関連施設 

・

・子ども一時預かり所 

連絡調整・相互連携 

近隣施設等

・アオッサ 

・近隣商業施設 

・近隣商店街 

・響のホール 

       他 

連携 

外部評価機関 

チェック機能 

市民サポーター等 

イベント等の共同（協働）企画 

市 
 指導・助言 

・施設、設備等維持管理 

・設備操作 

総務部門 事業部門 技術部門 

広場・ホールディレクターの設置
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ウ 総務部門 

総務部門では、本施設の経理や施設運営に関する事務全般を担います。 

 

（３）市民サポーター等の設置 

本施設が、真に市民から求められるサービスを提供するため、本施設のディレク

ターと協働して、イベント企画をサポートする市民サポーター等を必要に応じて設置

します。 

 

４ 施設維持管理 

（１）施設維持管理の考え方 

 本施設の施設維持管理は、以下に沿ったものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）利用規則 

① 休館日 

・原則、年中無休とします。 

※施設の安全・安心な維持管理に必要不可欠なメンテナンスのため、利用に支障

のないよう配慮しながら、臨時休業日を設けることはあります。また、ビルと

の共用部分等について調整を図ります。 

 

② 利用方法 

【屋根付き広場】 

・イベント利用 

・物販利用 

・パフォーマンス利用 他 

① 本施設は末永く利用してもらえるように相応の備品の導入や十分なメンテナンスを

実施します。 

② 備品（特に子どもの遊具）導入の際には、可能な限り県産の物の活用を行います。 

③ 本施設は構成施設（屋根付き広場・多目的ホール）が同時利用や相互連携がしやす

いよう手続きや使用時間などの共通化にできる限り配慮します。 

④ 施設を合理的かつ効率的に管理するだけでなく、誰もが心地よく利用できるよう、

利用のしやすさや公平性にも配慮した施設運営を行います。 

⑤ 災害等が起こった場合には、周辺住民や帰宅困難者等の一時滞在等の用に供するこ

とができる施設として活用します。 
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※再開発ビルの商業施設の営業に不利益を与えることが想定される場合には、

商業施設と調整のうえ、利用許可の判断を行います。 

 

   【多目的ホール】 

    舞台の格納や座席の収納ができる可変式のホールとなっており、次の３つの形態

で利用することができます。 

・能舞台利用 

  ・ステージ利用 

  ・フロア利用 

    

③ 利用時間 

・再開発ビル内の他施設や近隣類似施設の開館時間を考慮した時間設定とします。 

ア 時間帯の区分 

一区分４～５時間とします。区分で利用する際、次の区分の利用者が他に

いる場合は、終了時間までに清掃と明け渡しを行い、施設管理者の確認を受

けることとします。 

 

イ 時間帯以外の利用について 

    開館時間帯前後の時間については、特別な事情のある場合に限り、１時間

単位の有料利用とします。 

 

ウ 連続利用制限について 

    長期利用については、他の利用希望がない場合や利用者の事情を考慮の上、

管理運営上の支障がない範囲で利用許可を行うこととします。 

 

④ 利用の制限 

・公序良俗に反する場合や施設管理上で支障が出る恐れがある場合、天災等で避

難所等として使用される場合などは利用の制限を行います。 

 

⑤ 施設の利用料金の限度額 

利用料金限度額の設定については、類似施設の利用料金や維持管理費の推計など

の比較による検討を行ったうえで、市民等の利用しやすい料金設定とします。  

                              

⑥ 備品の利用料金の限度額 

照明、音響、備品などの利用料金の限度額については個別に定めますが、利用し

やすいようにセット料金を設定し、申し込み時の簡便化を図ります。 
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⑦ 減免について 

    利用料金の減免については、利用者の公平負担の考えから極力行わないこととし

ます。ただし、行政目的や公共目的で利用する場合には、一部減免を行います。 

 

⑧ 禁止事項等 

公序良俗に反する行為の禁止等を規定するほか、施設毎に行為の制限事項を定め

ます。 

 

 

５ 収支 

（１）収支の考え方 

本施設の収支は、以下に沿ったものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  公の施設として持続可能なものにするため、事業の継続を見据えた最適な収支計画

とします。 

② 自主事業については、可能な限り事業費に見合った事業収入を上げられるよう努め

ます。また、観客動員の見込めるイベント等については、継続実施や規模の拡大、

他団体との連携などを検討し、入場料収入の増に努めます。 

③ 貸しスペース（貸館）事業については、施設の職員が利用者に技術的な助言等を行

うことによって、「使いやすい施設」としてのイメージを定着させ、貸しスペース収

入の増に努めます。また、積極的に営業活動を行うとともに、多様な事業展開と平

日の稼働率向上を目指します。 

④ 施設の維持管理については、再開発ビルに隣接する施設であることから、ビルと一

元的な管理等を検討するなど、効率的な維持管理業務の実施に努めます。 



-12- 
 

６ 広報宣伝 

（１）広報宣伝の考え方 

本施設の広報宣伝は、以下に沿ったものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）施設の愛称 

    本施設をより身近に感じてもらうため、施設に求められる基本的役割に沿った広

場とホールの愛称を公募します。公募を通じて親しみやすく、覚えやすい愛称を設

けることで、市民が愛着を持てる施設を目指します。 

 

 

７ 評価システム 

（１）評価システムの考え方 

本施設の評価システムは、以下に沿ったものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 本施設では、適正かつ効果的・効率的な管理運営を行うため、運営状況や問題点等

を把握し、サービス向上のための改善策を見出すことを目的とした恒常的な評価活

動を、施設運営の基本的な活動に位置付けます。 

② 評価結果は運営状況・成果等とあわせて広く公開し、設置の目的や管理運営方針、

また事業実施の方法等について、公共施設としての説明責任を果たします。 

③ 中心市街地の活性化や文化芸術の振興という中長期的な取組みが必要とされる分野

を事業領域としていることに十分配慮するほか、市民や利用者、商業関係者、舞台

芸術関係者等の幅広い視点からの意見が反映されるよう努めます。 

① 本施設におけるイベント、公演等に関して多様なツールを活用して情報を発信し、そ

れに伴う利用の拡大により、にぎわいの創出につなげます。 

② 地域文化の情報発信を行うため、地域に根ざした情報を収集し、定期的、継続的に発

信するとともに、参加型の双方向のコミュニケーションを展開します。 

③ 広場については、大型ビジョンの活用や、観光案内所等と連携したコンシェルジュ機

能（まち歩き、買い物、食べ歩きなどのニーズに応じた案内相談）を導入します。 

④ ホールについては、市民や各種団体、事業者などの日常的な様々な活動の場として、

ホールや練習室等の利用を促進するとともに、自主事業チケットの販売促進などを積

極的に行います。また、福井観光コンベンションビューロー等と連携した誘致活動な

どにより、コンベンション利用の促進も図ります。 
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（２）評価方法 

① 自己評価 

年次・上半期の事業報告書、四半期・月次の業務報告書のほか、利用者に対する

アンケートの実施や、「管理運営」、「維持管理」、「利用率」、「収支」、「財務」等の項

目からなる評価シート等を作成し、自ら評価します。また、評価結果に応じた管理

運営改善計画を策定する等によって、次年度以降の管理運営に反映させます。 

なお、年度末の評価結果については、市のホームページ上で公表します。 

 

② 外部評価（第三者モニタリング） 

指定管理期間中の中間年度において、第三者（外部有識者等）の外部評価により、

財務部門のほか、「法令遵守」や「情報開示」、「維持管理」、「利用促進」、「地域連携」、

「労働安全性」、「個人情報保護」、「品質」、「情報セキュリティ」、「危機管理」など

の非財務部門についても評価することとします。 

なお、評価結果については、市のホームページ上で公表します。 
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◎買い物やビジネスなど、中心市街地への従来の来街目的に加え、広場で憩い、楽し

むことを目的として時間を過ごせる場所とします。 

◎テーブルやベンチなどを有効的に配置し、買い物等で来街した市民等が、足を止め

て休息できる、ゆとりある空間・景観を形成することにより、利用者にやすらぎを

与えます。 

◎西口駅前広場に路線バスや路面電車の乗降場が集約されることから、バス・電車や

ＪＲ利用者等が待合いの時間を過ごすことのできる場所として重要となります。そ

の機能を補完するとともに、待合い時間を楽しく過ごせる場所を提供します。 

 

 

福井駅西口再開発ビルと一体となった屋根付き広場は、各種イベント等の利活用に

よる中心市街地での「にぎわい」や来街者の休息等による「憩い・やすらぎ」を提供

する空間を創出します。また、隣接する西口駅前広場に新たに路線バスの乗降場が集

約されることから、広く公共交通機関の利用者の利便性を考え、バス・電車・ＪＲ利

用者等が快適に時間を過ごすことができる「待合い」の空間として整備します。 

 

１ 施設の基本的役割 

（１）施設の基本的役割 

西口駅前広場と一体となった屋根付き広場は、市施設の基本方針に掲げる「回遊

性を向上させ、にぎわいを創出する屋根下空間」を実現するものであり、また、効

果的かつ効率的に管理運営するために、次の６つを施設に求められる基本的な役割

とします。 
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◎福井駅の玄関口に位置し、県外の観光者にとって福井の顔となる場所であることか

ら、子どもが元気に駆け回るような場、福井のおいしい食が堪能できる場とし、福

井の素晴らしさをアピールしていきます。 

◎開催されるイベントや大型ビジョンからの放映を通じ、福井の食や観光情報、イベ

ント情報などを発信し、福井の魅力を伝えていきます。 

◎設備や備品（特に子どもたちの遊具等）は可能な限り県産の物を使用し、市民の方

には福井のものづくりの質の高さを改めて実感してもらい、県外の方には物の質と

それらを使って遊ぶ子どもへの教育の質の高さをアピールしていきます。 

◎県都デザイン戦略における「福井城址公園周辺における芸術・文化拠点」、「福井

の「食」を集め、食文化を発信する拠点」、「若者等が活動する場」として、広場

が福井の文化を育て、発信する県都の実現を目指します。 

◎平日・休日にかかわらず、日常的に子どもを連れて楽しめる遊び場の提供やイベン

トの開催などにより、中心市街地のにぎわい創出につなげます。 

◎飲食、スポーツ、音楽のイベント等を開催しやすくすることにより、来街者の興味

を惹きつけ、出会いや交流の場とします。 

◎再開発ビル内の施設（観光関連施設や商業施設など）と連携した集客イベント、情

報発信など、一体的な利活用を図ります。 

◎アオッサから西武福井店を結ぶ“にぎわい軸“を構成する重要な拠点として、歩行

者が快適で楽しく回遊し、再開発ビルにも気軽にアクセスできる空間とします。 

◎中心市街地における周辺施設等、電車通りや南通り等の道路空間と連携した事業を

行います。 

◎福井城址、中央公園、浜町界隈、足羽山、足羽川など中心市街地の歴史や文化に触

れるきっかけ作りのために、広場をまち歩き・まち巡りの出発点とすることで、地

域文化の活性化と経済活性化を目指します。 

◎柔軟な管理運営を行うことで、利用者が自由な発想で活用でき、中心市街地のにぎ

わいや活性化に繋がる空間とします。 
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（２）基本的役割を実現していくための機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

子どもの遊び場機能

子どもが遊べる空間を提供し、子ども教

育の推進と中心市街地の活性化を図る

機能 

 

ふくいの食ＰＲ機能

グルメイベントの開催や屋台・移動店舗

等の誘致により、福井の食を広く内外に

向けてＰＲしていく機能 

 

にぎわい創出機能 

イベント利用の促進による人々の交流

や、近隣商業施設等との連携を促進し、

中心市街地の活性化を図る機能 

 

交流機能 

ゆっくり過ごせる時間消費型オープン

スペースとして、子どもから高齢者まで

世代を越えた多様な交流を促進する機

能 

駅前集客機能 

（シンボル機能） 

市民が誇れる駅前のシンボルスポット

として、日常的に人が集まる場所、待ち

合わせ場所といったイメージを定着さ

せていく機能 

回遊性向上機能 

福井市中心のハブ拠点、観光の発着点と

して、中心市街地及び市域全体への人の

流れを形成していく機能 

 

情報収集・発信機能

福井市の魅力を収集・発信し、市民や観

光者等に広く認知されることで、ブラン

ド力を高める機能 

 

自己実現機能 

市民の創作活動を表現する場を提供し、

創作者の可能性を広げるための支援を

行う機能 

 

 

６つの基本的役割 
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２ 事業展開 

（１）事業展開の考え方 

広場の事業展開は、以下に沿ったものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）実施事業 

  ① 自主事業 

各種団体（企業・団体・近隣商業施設・近隣商店街等）と連携して街なかのに

ぎわいを創出する事業や、次代を担う子どもたちの豊かな感性と心を育むための

事業、市民が多様なジャンルの文化芸術に触れることができる事業などを展開し

ます。 

 

ア 自主事業の事業区分 

自主事業については、１施設の基本的役割「（２）基本的役割を実現していく

ための機能」から次のように事業を区分します。再開発ビル内施設や周辺施設

と連携しながら、それぞれの事業をバランスよく計画的に実施します。 

事業区分 事業内容の具体的イメージ 

子どもの遊び場事業 
・子どもの遊びの場（体験、学び） 

・小中学生等の遠足や校外学習での昼食の場、集合の場 

ふくいの食ＰＲ事業 
・福井の食材のマルシェ（野菜、魚、スイーツ、パン） 

・飲酒イベント（ワイン会、利き酒会） 

にぎわい創出事業 

・季節ごとのイベント 

・ワークショップ 

・祭りなど大型イベント 

・芸能イベント、セレモニー 

・パブリックビューイング 

・スポーツイベント 

交流事業 
・飲食や憩い、おしゃべりができる環境の提供 

・朝のラジオ体操、ダンストレーニング 

駅前シンボル事業 
・イルミネーション、プロジェクションマッピング 

 

回遊性向上事業 
・まちなか周遊バス、電車の旅、観光ツアーの発着の場 

・まち歩き、歴史巡りツアーの発着の場 

・公共交通の案内所・待合所 

① 実施される事業（自主事業・受託事業・貸しスペース事業）を効果的に組み合わせ、

両施設を密に連携させた事業展開を図ります。 

② 中心市街地にまちなからしいにぎわいの創出をするため、全てのシーズンを通し、

様々な催しができる空間として、誰もが気軽にイベントを企画・開催できるよう利用

しやすい運営に努めます。 

③ イベント等が実施されない時でも、日常的な利用を促すことで、人と人の交流が生ま

れるにぎわいの場づくりを進めます。 
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情報収集・発信事業 
・観光・イベント情報等の発信 

・多目的ホールの演奏等のビジョン放映 

自己実現事業 
・音楽系ステージ（ミニライブなど） 

・パフォーマンス（ダンス、大道芸など） 

・夢アートなどの創作、作品展示 

 

イ 自主事業の展開 

多様化する市民ニーズを的確に把握し、それに応じた事業を展開することで、

「中心市街地におけるにぎわい創出」のきっかけづくりを行います。 

また、市民やイベント提供者の利用を促すために、多様なジャンルや創意工

夫を凝らした事業の開催を通じて、様々な広場の利用方法の提案を行います。 

なお、イベント開催時以外においても、まちなかの「遊び場」、「交流の場」、

「休憩・待合いの場」として開放することで、にぎわいのある風景づくりを行

います。 

 

② 受託事業 

 催事やイベント等の受託を行います。運営の人員やノウハウ、設備を活用し、

企画・運営を行うことで、専門性が高く、ニーズに沿ったサービスを提供してい

きます。 

 

③ 貸しスペース事業 

     多様な市民活動や文化活動の貸しスペース事業を実施します。立地の優位性に

加え、イベント等の利活用に対するアドバイスや広報による支援などを行うこと

で、市民の文化活動をにぎわいの創出につなげます。 

 

（３）事業展開 

「にぎわい」、「交流」、「情報発信」という本施設の整備目的が一定の成果として認

識できるようになるまでには時間がかかるため、オープン前から段階的かつ戦略的

な事業展開を行っていく必要があります。 

また、文化を取り巻く環境や社会情勢の変化に対応できるよう、事業計画を一定

期間ごとに見直していきます。概ね５年ごとに事業の成果を評価し、新たな目標の

設定を行います。 

 

①オープン前：準備期 

●市民による広場活用の下地づくり 

オープンに先立って、広場の愛称募集や市民が施設に対する興味・関心を惹く

ようなプレイベント、情報発信を実施し、オープンに向けた下地づくりを進めま
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す。また、オープン後のイベント等の担い手に対する説明会などを順次実施し、

広場の活用方法について、市民への浸透を図ります。 

● 市民や団体、近隣施設とのネットワークづくり 

イベントや文化活動を行っている市民や団体、近隣施設など、事業を展開して

いく上で連携していく各組織とのネットワーク構築のため、情報の収集や蓄積を

広く行います。また、市民サポーター等を活用し、各事業において共同（協働）

できる機会を模索していきます。 

 

②オープン～初期：初動期 

● 広場を広く周知し、利用拡大につながる事業展開 

にぎわい交流拠点施設として、施設の認知度を高めるため、市内外へ広く広場

の存在を周知できるような事業を展開します。 

また、普段駅前に足を運ばない人も参加しやすい多彩な事業を実施し、積極的

な広報活動を行い、広場へ訪れる人を増やします。 

● スタッフの習熟、経験の蓄積による運営の安定化 

安定した運営を行い、より充実したサービスが提供できるよう、オープン後も

広場における施設運営・事業展開のレベルアップを目指します。 

● ブランドの創造・発信 

広場独自の新たな事業の創造に取り組み、この広場でしかできない特色ある事業

を展開し、発信していきます。 

● コミュニティの形成 

市民の集いの場として、子どもから高齢者まで自然と人が集まり、交流する広

場を目指していきます。 

 

③中期：定着期 

● リピーターの確保と新たな利用者への働きかけ 

初期からの事業を検証し、継続事業と新規事業を織り交ぜた事業展開により、

既に獲得した施設利用者・観客等の確保に加え、新たな利用者を発掘し、裾野を

広げていきます。 

● 多彩なイベント開催と市民利用の定着化によるにぎわい 

様々な事業の展開により培ってきた利用者の広がりを基に、福井市のイベント

開催活動が豊かなものとなり、市民の文化活動が活性化する環境づくりを目指し

ます。また、市民による施設の利用が定着し、一定の利用率が確保される状態を

目指します。 
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④長期：発展期 

● 持続可能な施設への転換 

  経営努力により、安定した事業収入を確保できる事業展開を行います。 

● 育んできた人材による施設運営や事業展開 

様々な事業によって育み、施設運営や事業展開のノウハウを身につけ経験を積

んだ人材を活かした、福井ならではの一大イベント等の創造を行います。 

  

 

  オープン～初期 オープン前 中期 長期 

広場を拠点とした

事業展開 

情報発信を主とし

た事業展開 

 
●子ども教育支援事業 

●遊び場づくり事業 

 
自
主
事
業 

【事業展開のイメージ】 

  ●広場活用イベント事業 

    ●プレイベント  ●ブランド創造事業 

交流事業 
●交流促進事業 

●連携（市民、団体、近隣施設等）事業 

 

●シンボル拠点ＰＲ事業 駅前集客事業 

●グルメイベント事業 

●飲食店舗誘致事業 

 

 

貸しスペース事業 
●イベント主催者等説明会  ●市民活動支援事業 受託事業 

【準備期】    【初動期】     【定着期】    【発展期】

●ハブ拠点構築事業 

●広場魅力発信事業  

●愛称募集            ●ブランド発信事業 

●コミュニティ活性化事業 

 

自己実現事業 ●創作活動支援事業 
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 ◎催事・パーティーや学会・大会・展示会等のコンベンションなどの用途で利活用す

ることにより、広域的な人、モノ、情報の交流を促進し、都市としての求心力を高

めます。 

◎再開発ビル内の各施設のほか、近隣のホールや文化施設等と連携した事業の展開を

行い、福井市のにぎわいや活性化に繋げます。 

◎周辺施設等と連携したイベント等を行うことで、周辺地域への回遊性を高め、中心

市街地全体へにぎわい創出の効果を波及させていきます。 

◎柔軟な管理運営を行うことで、利用者が自由な発想で活用でき、中心市街地の賑わ

いや活性化に繋がる空間とします。 

 

 

本施設に整備する多目的ホールは、本格的な能舞台を備え、市民が能楽を始めとし

た古典芸能に触れられる場であると共に、現代演劇や音楽演奏、さらに芸術作品の展

示や講習セミナーなどの開催の場としても活用できるホールとなっています。また、

立地の優位性を活かし、西口再開発ビル内各施設、近隣施設等とも連携しながら観光

や伝統文化などの様々な情報を発信していきます。 

１ 施設の基本的役割 

（１）施設の基本的役割 

ホールのあり方を明確にし、その上で効果的かつ効率的に管理運営するため、次

の６つを施設に求められる基本的役割とします。 
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◎能楽や演劇を始めとした優れた文化芸術を身近に鑑賞できる場を提供し、文化の振

興を図ります。 

◎子どもたちに本物の芸術の鑑賞や体験できる機会、モノを提供し、豊かな感性を育

み、創造力を養います。 

◎文化芸術活動に特化したディレクターを置き、ホールを活用した各種展示や美術系

のワークショップなどを実施し、福井の芸術の魅力に触れる機会を創出します。 

◎市民が自らの活動を創作、発表できる場とし、音楽、演劇、ダンス、芸能など、幅

広いジャンルに対応できる場を提供します。 

◎これまで文化芸術に触れる機会の少なかった人や、次世代の文化芸術を担う子ども、

若者が関心を持つきっかけとなる事業展開を図ります。 

◎地域文化、伝統文化の継承者など、文化芸術活動を支える担い手を育成します。 
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（２）基本的役割を実現していくための機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

にぎわい創出機能 

市民・事業者・団体・市外からの来訪

者等の交流や、再開発ビル内施設・近

隣ホールとの連携を促進し、中心市街

地の活性化を図る機能 

 

交流機能 

文化交流の他、企業間交流や学術交流

など多種多様な交流を促す機能 

 

 

 

文化芸術振興機能 

優れた舞台芸術の鑑賞機会の提供や、

文化芸術活動への積極的な参加を促す

ことにより、文化芸術の発展につなげ

ていく機能 

 

創作活動支援機能 

福井の魅力ある芸術作品の創出や、市

民主体の創作・発表活動を支援する機

能 

 

 

育成機能 

文化芸術活動を行う者やそれを支える

者、将来の文化芸術を担う者を育成す

る機能 

 

 

情報収集・発信機能

観光や伝統文化などの様々な情報を蓄

積し、発信する機能 

 

 

 

６つの基本的役割 
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２ 事業展開 

（１） 事業展開の考え方 

ホールの事業展開は、以下に沿ったものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 実施事業 

  ① 自主事業 

ディレクション（専門性を持つ人による企画）をされた各種展示や美術系のワ

ークショップ、子どもたちが本物を体験できる場所やモノを提供する事業、市民

が多様なジャンルの文化芸術に触れることができる事業などを展開します。 

 

ア 自主事業の区分について 

自主事業については、１施設の基本的役割「（２）基本的役割を実現していく

ための機能」から次のように事業を区分します。再開発ビル内施設や周辺施設

と連携しながら、それぞれの事業をバランスよく計画的に実施していきます。 

事業区分 事業内容の具体的イメージ 

にぎわい創出事業 

・合唱コンクール、ピアノ発表会 

・冠婚葬祭行事 

・生放送（オープンスタジオ、サテライトスタジオ） 

・ミニシアター（美術、音楽、科学、観光スポットなど） 

・子どもの遊び場（屋内遊園地等） 

交流事業 
・企業セミナー、学会、コンベンション、飲食パーティー、展示会、各種

記念行事 

文化芸術振興事業 
・能楽定期公演、演劇、コンサート 

・寄席、落語の演芸 

創作活動支援事業 
・各種ワークショップの開催 

・図画、書道、生け花、陶芸などの製作及び発表展示の会場 

育成事業 
・能楽、演劇の体験講座 

・能楽、演劇の見学会 

情報収集・発信事業 
・舞台芸術やホールに関する情報収集・提供の実施 

・市民活動の情報発信 

 

 

① 実施される事業（自主事業・受託事業・貸館事業）を効果的に組み合わせ、両施設を

密に連携させた事業展開を図ります。 

② 中心市街地にまちなからしい賑わいを創出するため、全てのシーズンを通し、様々な

催しができる空間として、誰もが気軽にイベントを企画・開催できるよう利用しやす

い運営に努めます。 

③ イベントや公演などに多くの市民参加が得られる魅力ある運営プログラムを展開す

るとともに、市民参加型の事業を展開し、まちなかのにぎわいを創出します。 
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イ 自主事業の展開 

施設の性格に適したジャンルの文化芸術に触れられるよう創意工夫を凝らし

た事業を展開します。 

また、市内の多くの文化芸術活動の担い手との共催により、文化芸術活動の

発表機会の提供と市内の文化芸術活動の活性化を図ります。 

なお、福井市の独自性を活かした魅力あるプログラムの展開をするため、市

民の手による新たな創造活動を支援することで、ホールが福井市の文化芸術を

創り出す場としての強力な発信源となることを目指します。 

 

② 受託事業 

 催事やイベント等の受託を行います。運営の人員やノウハウ、設備を活用し、

企画・運営を行うことで、専門性が高く、ニーズに沿ったサービスを提供してい

きます。 

 

③ 貸館事業 

     多様な市民活動や文化活動の貸館事業を実施します。立地の優位性に加え、イ

ベント等の利活用に対するアドバイスや広報による支援などを行うことで、市民

の文化活動をにぎわいの創出につなげます。 

 

（３）事業展開 

「にぎわい」、「交流」、「情報発信」という本施設の整備目的が一定の成果として認

識できるようになるまでには時間がかかるため、オープン前から段階的かつ戦略的

な事業展開を行っていく必要があります。 

また、文化を取り巻く環境や社会情勢の変化に対応できるよう、事業計画を一定

期間ごとに見直していきます。概ね５年ごとに事業の成果を評価し、新たな目標の

設定を行います。 

 

①オープン前：準備期 

●市民によるホール活用の下地づくり 

オープンに先立って、ホールの愛称募集や市民が施設に対する興味・関心を惹

くようなプレイベント、情報発信を実施し、オープンに向けた下地づくりを進め

ます。また、オープン後の文化芸術活動等の担い手に対する説明会などを順次実

施し、ホールの活用方法について、市民への浸透を図ります。 

● 市民や団体、近隣施設とのネットワークづくり 

文化芸術活動を行っている市民や団体、近隣施設など、事業を展開していく上

で連携していく各組織とのネットワーク構築のため、情報の収集や蓄積を広く行
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います。また、市民サポーター等を活用し、各事業において協働できる機会を模

索していきます。 

 

②オープン～初期：初動期 

● ホールを広く周知し、利用拡大につながる事業展開 

文化芸術振興施設として、施設の認知度を高めるため、市内外へ広くホールの

存在を周知できるような事業を展開します。 

また、普段駅前に足を運ばない人も参加しやすい多彩な事業を実施し、積極的

な広報活動を行い、ホールへ訪れる人を増やします。 

● スタッフの習熟、経験の蓄積による運営の安定化 

安定した運営を行い、より充実したサービスが提供できるよう、オープン後も

ホールにおける施設運営・事業展開のレベルアップを目指します。 

● ブランドの創造・発信 

ホール独自の新たな事業の創造に取り組み、このホールでしかできない特色ある

事業を創造し、発信していきます。 

● コミュニティの形成 

常に文化芸術に触れることができる場を形成し、市民や観光者、各分野の専門

家など、自然と人が集まり、交流するホールを目指していきます。 

● 次世代の担い手の育成 

地域文化、伝統文化の継承者など、次世代の文化芸術活動を支える担い手を育

成します。また、これまで文化芸術に触れる機会の少なかった人たちや、次世代

の文化芸術を担う子ども、若者が関心を持つきっかけづくりを行います。 

 

③中期：定着期 

● リピーターの確保と新たな利用者への働きかけ 

初期からの事業を検証し、継続事業と新規事業を織り交ぜた事業展開により、

既に獲得した施設利用者・観客等の確保に加え、新たな利用者を発掘し、裾野を

広げていきます。 

● 多彩なイベント開催と市民利用の定着化によるにぎわい 

様々な事業の展開により培ってきた利用者の広がりを基に、福井市の文化芸術

活動が豊かなものとなり、市民の活動が活性化する環境づくりを目指します。ま

た、市民による施設の利用が定着し、一定の利用率が確保される状態を目指しま

す。 

 

④長期：発展期 

● 持続可能な施設への転換 
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  経営努力により、安定した事業収入を確保できる事業展開を行います。 

● 育んできた人材による施設運営や事業展開 

様々な事業によって育み、施設運営や事業展開のノウハウを身につけ経験を積

んだ人材を活かした、福井ならではの一大イベント等の創造を行います。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【事業展開のイメージ】 

オープン～初期 オープン前 中期 長期 

ホールを拠点とし

た事業展開 

情報発信を主とし

た事業展開 

 

●文化芸術体験事業 

 ●次世代担い手育成事業 

賑わい創出事業 

自
主
事
業 

●プレイベント 

●ホール活用イベント事業 

●コミュニティ活性化事業 

交流事業 ●交流促進事業 

●連携（市民、団体、近隣施設等）事業 

 

●文化芸術参加事業 

育成事業 

●文化芸術鑑賞事業 

 
●ホール魅力発信事業  

●愛称募集            ●ブランド発信事業 

●ブランド創造事業 

貸館事業 
●公演主催者等への説明会  ●ホール利用促進事業 受託事業 

【準備期】    【初動期】     【定着期】    【発展期】

●  
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（付録） 屋根付き広場及び多目的ホール利活用検討会からの提案 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

□ふく憩い、ふくい来い、ふくい恋をキーワードに「子どもが遊べて楽しめる＝大人も楽しめる」場 

□福を子どもとなぞらえ、未来の駅前のユーザーを育む場 

□誰もが自由に使え、ゆったりと憩える場 

□市民や来街者に向けた福井の様々な魅力を発信する場  

□公共交通（バス・電車）を利用して福井を遊びまわるためのハブ拠点の役割を担う場 

□新交通（超小型ＥＶ車やレンタサイクル）を利用して、まちなか散策に足を伸ばしたくなる場 

利活用検討会提案の基本コンセプト 

 

 
□能楽堂が漂わす本物の空気・質感に触れ、伝統的な文化芸術を学び、継承していく場 

□ディレクション（専門性を持つ人による企画）をされた芸術活動を通じ、より多くの市民が、文化芸

術に関心を持って集い、交流する場 

□福井駅からのアクセスの良さを活かして各種セミナー・コンベンションに使用できる場 

※屋根付き広場及び多目的ホール利活用検討会（平成 25 年 12 月～平成 26 年 3月） 

  屋根付き広場及び多目的ホールにおける管理運営方針の策定にあたり、具体的な利活用イメージや必要となる

設備・備品等について、広く利用者の声を反映させるために設置された検討会。 

【検討会議事】 

第１回利活用検討会 平成２５年１２月２０日（金） 

  （１）検討会の目的、構成及びスケジュールについて 

  （２）事業の概要説明 

  （３）先進（類似）事例の紹介 

  （４）施設のあり方について 

 

第２回利活用検討会 平成２６年２月６日（木） 

  （１）具体的な利活用のあり方 

  （２）必要となる設備・備品の検討 
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第３回利活用検討会 平成２６年２月２７日（木） 

  （１）屋根付き広場の利活用のコンセプトについて 

  （２）多目的ホールの利活用（ニーズ・アイデア、実現の仕掛けと道具）について 

 

第４回利活用検討会 平成２６年３月２４日（月） 

  （１）第４回検討会の目的 

  （２）これまでの検討内容の確認と補足 

  （３）利活用検討の全体像、今後の展開 

  （４）第１～３回検討会以外の検討内容 

  （５）主要な設備、備品のラインナップ 

  （６）使用料を設定するときのポイント 

  （７）運営側に求めるもの 

【検討会委員】  

委員長    下川 勇    （福井工業大学） 

副委員長   羽田野 慶子   （福井大学） 

[以下順不同]             

委員     山下 裕己   （株式会社 福井新聞社） 

委員     小川 明彦   （福井商工会議所 流通第二(小売）部会） 

委員     加藤 幹夫   （福井駅前五商店街連合活性化協議会） 

委員     釣部 博文   （福井観光コンベンションビューロー） 

委員     角原 馨    （福井駅西口中央地区市街地再開発組合） 

委員     嶋田 浩昌   （まちづくり福井 株式会社） 

委員     五十嵐 由香   （福井県広告業協会） 

委員     玉森 慶三   （株式会社 ライトスタッフ） 

委員     南 宏季    （公益社団法人 福井青年会議所） 

委員     橋本 恭一    （公益社団法人 福井県文化振興事業団） 

委員     中埜 浩之    （ＮＰＯ法人 福井芸術・文化フォーラム） 

委員     川島 英治    （福井県能楽協会） 

委員     牧野 順子    （福井鉄道 株式会社） 

委員     矢部 良智    （京福バス 株式会社） 

委員     景山 直恵    （一般公募） 

委員     粟原 知子    （一般公募） 

委員     嶋本 佳世    （一般公募） 

委員     中車 恭明    （一般公募） 


