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第１章
１

ポストコロナと新たな劇場整備のあり方

ウィズコロナにおける取組

（１）ウィズコロナによる社会への影響
・新型コロナウイルス感染症拡大防止対策で休業を余儀なくされていた劇場等がゆるやかに
再開の兆しを見せている。緊急事態宣言下においても、映像配信による取組など各劇場が自ら
工夫し、文化の灯を消さないように努力してきた。
・緊急事態宣言の解除後は、適切な感染症拡大防止の取り組みを講じたうえで、ソーシャル
ディスタンスを確保し、各施設が試行錯誤しながらウィズコロナを乗り越えようとしている。
【関内ホールにおける対策例】

【横浜みなとみらいホールにおける対策例】

入場口でのサーモグラフィによるチェック

着座可能な席数を減らし間隔を確保

・ウィズコロナでは社会経済の変化とともに、新たな価値観が生まれている。メディアに
おいても、多様なやり方で文化芸術やエンターテイメントを盛り上げようとしている。
・こういう時こそ、新しい価値観を取り入れながら、文化の灯を絶やさぬよう、文化芸術施策を
推進する力が行政には求められる。
【ウィズコロナによる環境の変化】
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（２）横浜市の取組
ア 補正予算における文化芸術への対応（５月、６月）
【５月補正】新型コロナウイルス感染症「くらし・経済対策」（令和２年５月）総額5,743億円
◆文化芸術に携わる団体・事業者に対する支援
1 市内のアーティスト等の文化芸術活動緊急支援事業（２億1,500万円）
発表、制作等の活動の機会を失っているアーティストや企画運営者を含む文化芸術関係者が⾏う
①活動再開に向けた準備制作等の活動や、②市内文化施設を活用した映像コンテンツを制作・配信する
取組への支援 （助成額：①30万円②70万円 想定件数：550件）
① 文化芸術活動応援 文化芸術分野に係る活動や表現の機会が減少している等、新型コロナウイルス感染症
拡大の影響を受け、経済的にも厳しい状況にある芸術家や文化芸術分野の事業者が、
プログラム
30万円／件
× 450件想定
募集 5/28～6/10

活動を継続していくことができるよう、事業再開に向けた準備活動や新型コロナウイルス
感染症拡大の状況下でも実施可能な（もしくはこうした状況を踏まえて実施したいと
考える）文化芸術活動に対して支援金を給付
(1)支援対象(条件の一部を抜粋)
文化芸術分野における活動を生業とした法人又は個人事業主
(2)支援経費
・ 新型コロナウイルス感染症感染拡大収束後、活動を再開するまでにかかる経費
・ 現在の状況下で実施可能、もしくはこうした状況だからこそ実施したいと考える
文化芸術活動にかかる経費
・ 活動を再開した際に必要な感染症拡大防止策に関するマニュアル作成や研修、
備品の購入等、具体的な安全性向上にかかる経費
(3)給付額
上限 30 万円

(参考)https://covid19.yafjp.org/grants1/

② 映像配信支援
プログラム
70万円／件
× 100件想定
募集 6/15～７/３

文化芸術を生業とし、活動自粛・休業要請等により、横浜市内の文化施設での公演・
展示等が延期又は中止となってしまった方を対象に、横浜市内のライブハウス・ホール・
劇場等の施設を使って、無観客公演など、社会情勢に合った形で文化芸術企画を
実施し、その映像をインターネット上で配信する取組に対して支援金を給付
(1)支援対象者(条件の一部を抜粋)
文化芸術分野における活動を生業とした法人又は個人事業主
(2)支援対象事業
文化芸術企画（コンサートや演劇、ダンス等の公演や展覧会など）の動画制作と
映像配信を行う事業で、以下のア～ウのすべての条件を満たすこと。
ア 令和２年４月１日から令和２年12月31日までの期間に映像配信を行う事業
イ 動画の撮影会場が横浜市内の施設（ライブハウス、ホール、劇場等）
ウ 映像配信は、インターネット上のWEBサイトで不特定多数の方が見ることが
できる方法で実施
(3)給付額
上限70万円

(参考)https://covid19.yafjp.org/grants2/

2 バーチャル版芸術フェスティバル事業（9,000万円）
活動を休⽌しているアーティストの支援として、専⾨文化施設である横浜みなとみらいホール等において、
世界中どこでもバーチャルに体験できる、最新技術を活用した動画コンテンツを制作・配信し、持続可能な
文化芸術活動のモデルづくりにつなげる。
（会場: 横浜みなとみらいホールほか 公演数：10〜20公演）

3 アーティスト・クリエーター等へのワンストップ相談対応事業（1,000万円）
アーティスト・クリエーター等の様々な相談を受け付ける「ワンストップ相談窓口」に新たに税理⼠等の
専⾨資格者を配置し、増加している事業損失等に関する専門的相談への対応を強化。
※ ５月 20 日(水)から、アーツコミッション・ヨコハマ（(公財)横浜市芸術文化振興財団内）に、臨時相談
センター「YES！Yokohama Emergency Support for the Arts」を開設し、オンラインで相談申込受付を
開始
(参考)https://covid19.yafjp.org/yes/

【６月補正】新型コロナウイルス感染症「くらし・経済対策」（令和２年６月）総額187億円
1 市内のアーティスト等の文化芸術活動緊急支援事業（芸術文化支援事業） 1億8,000万円
活動の機会を失っているアーティストや文化芸術関係者が行う文化芸術活動を支援するため、活動再開に
向けた準備制作やライブハウス等市内文化施設を活用した映像配信など、現在の情勢において実施
できる文化芸術活動への助成件数を追加
① 活動再開に向けた準備制作等「文化芸術活動応援プログラム」
上限30万円 450件追加
② 市内施設を活用した映像配信等「映像配信支援プログラム」
上限70万円 50件追加
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イ

文化施設感染症対策の基本的方針
横浜市は文化施設感染症対策の基本的方針として、「横浜市文化施設における新型コロナ
ウイルス感染症対策ガイドライン（令和２年７月 28 日改訂 公表版）(※)」において、次の
ような施設種別ごとの制限を打ち出している。
分類

具体的室名

主な制限内容

ホール系

大ホール、小ホー
ル、レクチャーホー
ル、 本舞台、第二
舞台、芸能ホール、
能舞台

定員の２分の１以内
前後左右空けて着席
ステージ上については、一律にソーシャルディスタンス
をとるのではなく、業種別ガイドラインに基づく対応を
取るものとする。

展示系

展示室、ギャラリー

展示室面積のうち通路部分を除いた面積を一人当たり
４㎡（１m半径円）で割り返した人数を同時入館上限と
する。

練習室系

リハーサル室、練習
室、スタジオ、音楽
ルーム、カルチャー
工房、音楽工房

定員の２分の１以内
大声での発声、歌唱、呼気が激しくなるような運動が想
定される利用の場合は、利用者同士の間隔を十分に確保
する。
管楽器の演奏等については、飛沫拡散等に注意した利用
とする。
向かい合っての大声での発声、歌唱は原則不可とする
が、やむを得ない場合はマスクに加えフェイスシールド
等の対策を講じるものとする。

講座系

アトリエ

集会室系

会議室、集会室、
研修室

※ 令 和 ２ 年 ７ 月 23 日 発 出 の
内閣官房事務連絡に示す
「８月末」までの対応を示した
もの。令和２年８月１日 から
８月末日までを対象とする

定員の２分の１を上限
身体的接触を避けられない利用は不可
定員の２分の１を上限
利用実態に応じた対応

（参考）最新技術を活用した映像体験の例（「横浜ＷＥＢステージ」横浜みなとみらいホールの取組）
新型コロナウイルス感染症の影響で活動の場が減少しているアーティストや音楽関係者を
支援する事業。最新技術を用いた撮影方法によりアーティストのパフォーマンスを収録し、
多様な動画コンテンツを制作、配信。誰もが好きな時間に自由に鑑賞することができる。
360 度カメラ、小型広角カメラ、ドローンによる撮影では、他の動物になったような映像を、
高解像度カメラでの撮影では、そこが現実世界であるかのような映像体験を楽しめる。
⿂の⽬

⾍の⽬

使⽤機材：360 度カメラ

使⽤機材：⼩型広⾓カメラ

全周囲が⾒える⿂になったような映像体験

⾍になったような映像体験

ホールステージ上で円になって収録

グランドピアノの内部

⿃の⽬

⼈の⽬

使⽤機材：ドローン

使⽤機材：⾼解像度カメラ

空を⾶ぶ⿃になったような映像体験

⼈間の空間視認知に近い映像体験

ホール内上空からの空撮

近距離での広⾓撮影
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２

新たな劇場の取組方針を検討する上での基本的な考え方

新たな劇場の取組方針を検討する上での基本的な考え方は次のとおりとする。
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３

ポストコロナ社会の新しい市民生活を考える

・感染症拡大の先行きが不透明で、確実な収束の見通しを持つことが困難な状況にある。
・文化芸術を取り巻く環境も厳しい中、劇場は足踏みしながらも開演に向け取組んでいる。
徹底的な予防策を講じつつオープンしている劇場に、実演団体も観客である市民も、文化芸術の
創造と発信の場があることに、感銘を受けている人も多いはずである。
・密閉、密集、密接の３密の回避、ソーシャルディスタンスの確保、リモートワークなどの
スタイルが浸透している今、コロナの状況が収まりつつあっても、その先に、市民の新たな
価値観やライフスタイル(「新しい生活様式」)が引き続き定着すると考えるべきである。新しい
生活様式における、文化芸術と新たな劇場整備のあり方を考えなければならない。
・「新しい生活様式」を実践する中では、変化を取り入れていく、多様性を受け入れていく
強さ(※)と、そのことによりもたらされる生活の質の高さが何よりも重要と考える。それを
支えるのが文化芸術であり、また、横浜がこれまで培ってきた進取の歴史が大きな強みとなる。
・国の「経済財政運営と改革の基本方針 2020」では、3 つの目指す社会を示している。横浜の
新しい姿を視座する上で大切なポイントでもあり、これらの社会を実現するために文化芸術が
重要な役割を果たす。
・経済財政運営と改革の基本方針 2020（令和２年７月 17 日閣議決定）より抜粋
〇個人が輝き、誰もがどこでも豊かさを実感できる社会
〇誰ひとり取り残されることなく生きがいを感じることのできる包摂的な社会
〇国際社会から信用と尊敬を集め、不可欠とされる国
※ドイツの事例
・文化芸術の大切さは、ドイツ元大統領のヴァイツゼッカー氏が、
「文化は確かに高くつく。しかし、
文化は、私達がそれを楽しむゆとりがあったり、あるいは、取り消したりできるような贅沢品では
ない。私たちの内面に本来備わっている生き抜く力を確実なものにしてくれる精神的基盤である」
と説いている。
・また、古くから、舞台を通じて、自分と違う状況に置かれている人達のことに思いを寄せる場が
あった。表現の自由があるからこそ、他者に対しての寛容の精神というのが育まれる。子供の
頃から、政治家も、企業の人たちも、一般の人たちも、芸術文化に触れる経験をたくさん持って
いる。
第１回管理運営検討部会で委員より紹介
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４

劇場整備を検討する上での新たな視点

（１）新たなデジタル革命への対応
・ポストコロナにおいては、国を挙げてデジタルトランスフォーメーションへの取組が
推進される。デジタルが基盤となった生活様式が進んでいくことも確実である。
・文化芸術、劇場においても先んじて取り組んでいくべきテーマである。劇場に人々が集中する
これまでの流れに加えて、高度な映像技術の活用により、劇場のパフォーマンスを全国各地に
同時配信したり、世界での初演を当劇場で同時に観賞できるようにするなど、分散型の
考え方も取り入れるべきである。新規顧客層の開拓にも期待できる。
・また、高い芸術性と創造力の発揮に、映像技術の活用、他分野との連携、オープン
イノベーションは必須の要件である。新たな劇場が文化芸術のデジタルトランス
フォーメーションの先導的役割を果たすべきである。
（２）劇場同士のつながりの強化
・わが国には質の高い劇場が多く存在するが、これまでは、競合の関係にあったといっても
過言ではない。そのことが劇場経営としての競争力を高めてきたことは評価すべきであるが、
ポストコロナ社会では、それぞれの強みを生かした「協力し合う」関係づくりが大切である。
・昨今、中国や中東での劇場建設ラッシュが続いている。舞台芸術の上演が国際競争力に
つながっている。わが国の舞台芸術へも大きな影響を与えることが懸念される。
・新たな演目の制作、芸術性の高い海外の実演団体の招聘、舞台芸術に関わる人材の育成やコスト
軽減などには、連携が効果的である。わが国の劇場の多くは、欧州のような所属カンパニーを
有しないため、連携が行いやすい。新たな劇場はこの強みを活かし、国際競争に勝ち抜くことが
求められる。
（３）文化芸術による地域の活力
・ポストコロナ社会において、人々の行動様式は、多様化している。こうした中でも、当然のこと
ながら、我々が住み暮らす地域社会は、生活の基盤であることに変わりはない。
・横浜は、地域コミュニティの活力により、福祉、防災、環境、安全などの取組が支えられており、
市民は地域への愛着を感じながら暮らしている。こうした地域活動を支えているものの
一つとして文化芸術活動があり、シニアクラブや文化活動団体、小中学校の文化活動などが
地域のステータスにつながっている。ポストコロナ社会ゆえに、地域の活力を大切にする
取組が求められている。
（４）人・技術・企業を育てる
・ポストコロナ社会においては、一人ひとりが創造力を発揮し、多様化する社会課題に向き合える
人材の育成が必要である。文化芸術に直接触れる機会が増えることで、人間の個としての
様々な可能性を引き出せる。
・そして、これまで以上にイノベーションによる技術開発がもたらす活力が求められる。その際、
文化芸術とのマッチングや劇場が実証実験の場となることなどが考えられる。
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（５）経済再生への貢献
・横浜市では、令和２年春以降、アリーナ、ホテル、国際会議場などの賑わい・集客施設が
相次いでオープンする。現在は、コロナ禍の中、オープンもままならないが、遅からず、新しい
魅力として横浜の活力につながる。
・こうした施設とともに、新たな劇場整備が横浜の経済活性化に大きく貢献することが
求められる。ポストコロナの経済再生に向け、MICE・エンターテイメント・文化芸術の連携に
よる成長戦略を構築すべきである。
（６）ポストコロナ仕様による新たな劇場整備
・新たな劇場では、ポストコロナ仕様のわが国の先達として取り組む必要がある。感染症対策
としてハード、ソフト対策とともに、多様なデジタル装備など安全と利便性の向上につながる
対応を導入する。
・ニューノーマルの時代においては、劇場は閉じた空間で楽しむものという認識も変容する
可能性がある。横浜の芸術フェスティバルでも行っているベイサイドバレエのように、横浜の
まちを背景とした屋外空間を活用した演出や、施設の仕様も有効である。
（７）コロナ禍での市の財政状況をふまえた公費負担（資料５参照）
・横浜市では、法人関係の税収額や観光の消費額が、以前より増加傾向にあるものの、
大都市でありながらも総額としては少ない。こうしたこともあり、厳しい財政状況が
続いている。コロナ禍においては、感染予防、経済対策など、多額の公費支出が避けられない
状況が続いており、更なる財政への影響も懸念される。
・現在のコロナ禍での市民意識とポストコロナの取組としての新たな劇場整備における
公費負担をどう考えていくかについて、丁寧な検討が必要である。コロナ禍の厳しい財政状況
において、新たなプロジェクトのスタートには、懸念される声が多くなることも十分に
理解できる。必要性や効果とともに、財政面も考慮した持続可能性をしっかり説明することが
求められる。
【コロナによって変わる価値観と変わらない本質】
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第２章
１

新たな劇場の取組方針

わが国を代表する劇場としての取組方針

（１）世界トップレベルのバレエ・オペラの日常的公演 ～わが国を代表する質の高い公演～
国内外のトップレベルのバレエ団、オペラ団の公演が日常的に行われている(国内・アジア
各都市の劇場との比較において、公演プログラム数がかなり多い)状態を目指す。そのためには、
これまでの民間主導による招聘だけではなく、劇場(横浜市)が主体となり、諸外国との劇場
ネットワークを活用し、積極的に実演団体を招聘する。
（２）高い芸術性と創造力の発揮 ～わが国を代表する高い芸術性～
バレエ団など実演団体による新作、新演出など新たな制作を促進する。その際、国内外の実演団体
同士の交流、上演ジャンルを超えた連携、新技術による演出など、横浜の劇場ならではの高い
芸術性と創造力を発揮する。また、海外実演団体の新作、新演出の作品の初演の場として、横浜の
劇場がアジアの拠点として選ばれることを目指す。
（３）技術革新の進展に対応するスマート劇場 ～わが国を代表する実証実験の場～
劇場は、リアルな人と人のふれあう場であるとともに、新たな技術の活用により、これまでにない
感動や顧客の拡大につなげられる場にもなる。特に、映像や配信の技術は、劇場の価値を大きく
変える。デジタルトランスフォーメーションに向け、日々進展する技術革新と、アーティストとの
連携による創造力の発揮などにより、新たな劇場を多様な実証実験の場として活用する。
（４）劇場発の賑わいづくり ～わが国を代表する賑わい～
横浜市における芸術フェスティバルの実績を生かし、文化芸術による横浜のプレゼンス向上に
劇場がリーダーシップを発揮する。また、首都圏の代表的な都市開発であるみなとみらい２１
地区の新たな開発エリアである観光エンターテイメントゾーンを中心とした賑わい創出に
つなげる。また、横浜みなとみらいホール、横浜美術館と連携した芸術創造やフェスティバル
なども有効である。
（５）育成機能の充実
～わが国を代表する人材輩出～
わが国の舞台芸術の人材育成機能は充実しておらず、特にバレエでは、才能のある人材が海外に
流出しているケースも多い。体系的に人材育成できる機能を関係機関と連携して劇場整備に
併せて導入することが有効である。これにより、横浜の劇場がバレエ界の活性化に先導的役割を
発揮するとともに、劇場として高い芸術性と創造力の持続的発展につなげられる。
（６）顧客視点での感動の創出
～最高の感動～
質の高い芸術が人々にもたらす感動と記憶は舞台芸術の大事な効用である。優れた公演
プログラムとともに、劇場の外観、エントランス、ホワイエ、観客席などの劇場空間、そして、
顧客へのサービスなどが一体となり、顧客への感動体験につなげられるようにすべきである。
（７）ネットワークづくり
～わが国の舞台芸術の発展へ～
これまでの海外交流の蓄積を生かした海外劇場とのネットワーク化、また、国内劇場との連携を
推進する。さらに、民間としての活動が主体であり、全体としての連携が必ずしも十分ではない
実演団体について、新たな劇場が主体となってつながりを強化する。こうしたネットワーク
づくりが、わが国全体としての芸術の創造と発信に貢献する。
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２

市民生活を支える社会的基盤としての取組方針

（１）次世代育成
ア 本物体験の場づくり
令和元年度から小学４年生を対象に本物体験として、バレエ鑑賞をスタートさせ、多くの
子どもたちの感動につながった。こうした取組をきっかけに、新たな劇場で子ども向け
プログラムを制作し、多くの子どもたちに感動の機会を創出する。また、子ども 向け
フェスティバルなど、実演団体との連携により子どもたちが舞台芸術に触れ、参加するなどの
場を設ける。
イ 地域活動への参加(アウトリーチ)
新たな劇場で上演する国内外のトップクラスの実演団体の有志の方々が地域社会や
学校などへ出向いていただく機会をつくっていく。子どもたちがアーティストと身近な場で
直接交流することにより、芸術への意識や意欲の向上につながるとともに、表現 力・
創造力等の育成に寄与する。また、地域における賑わいづくりにも貢献することが
考えられる。あわせて、舞台芸術に携わるアーティストの方々の地域参加への、
コーディネートの役割を果たすこととする。
ウ 若者の参加促進
バレエ、オペラなどの公演は、チケット代が高価、また、敷居が高い印象から、特に若者の
参加が少ない傾向にある。例えば、親子や 30 歳以下の若者などへの割引制度を導入する
ことにより、直接体験する機会を増やし、将来の創客につなげるなど、舞台芸術の裾野を
支える取組を検討する。
（２）地域コミュニティの活性化
横浜市では、地域社会において多くの文化芸術活動が熱心に行われている。こうした活動は、
世代間交流、高齢者の生きがいづくりなど、地域コミュニティの重要な役割を果たしている。
新たな劇場は、地区センター、区民文化センターなどと連携し、講師派遣などにより、地域
活動の活性化に貢献する。
（３）包摂的社会の実現
障害者やひきこもりがちな人などが、芸術とのふれあいを通じて一人ひとりが潜在能力を
発揮し、エンパワーメント、社会参加の促進につながったという事例もある。劇場や地域
施設へのアウトリーチによるワークショップなどの開催や、双方向性のある映像・配信技術等に
よる取組を推進する。
（４）国際交流・多文化共生
これまでの、横浜市の国際連携や交流で培ってきた実績を、文化芸術の交流に生かす。海外の
劇場との連携などを通じて、実演団体の招致とともに、都市間の交流につなげる。また、
アジアの舞台芸術に着目し、新たな劇場で初演いただき双方で国内外に発信するなど、支援に
つなげる。
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第３章
１

事業計画の見通しの検討について

事業内容の方向性

（１）鑑賞事業
・トップレベルの国内及び海外の舞台芸術として、バレエ公演を主体として、定期的にオペラ
公演を行う。多くの実演団体の上演の場とする。
・海外劇場との連携を生かしトップクラスのバレエ団、オペラ団を積極的に招聘する。
国内劇場とのネットワークを生かし、巡回公演することにより、コストダウンとともに
国としての舞台芸術の振興や次世代育成に貢献する。
・バレエ、オペラ以外の舞台芸術として、ミュージカルなど、優れたプログラムを身近に
鑑賞できる機会を提供する。
・新たな映像・配信技術の活用により、劇場外でもリアルに鑑賞できるようにする。
（２）創造と発信事業
・劇場の高い芸術性と創造力の発揮に向け、当劇場を拠点とする可能性のある実演団体や
利用頻度の高い実演団体による新作、新演出など新たな制作を促進し、発信する。
・実演団体どうしの交流、ジャンルを超えた連携、新技術による演出など、高い芸術性と創造力を
発揮する。また、横浜発で、国内劇場とのネットワークを生かし、巡回公演する。
・新たな映像・配信技術の活用により、海外の初演などの映像公演に取り組む。
（３）次世代育成と社会包摂、地域の活性化
子どもたちを対象とした本物の舞台芸術の体験の場づくりを拡大する。また、劇場
ネットワークの活用などによる子ども向けプログラムの制作を行う。実演団体と連携し、地域や
学校へ派遣するアウトリーチや劇場でのワークショップなどを展開する。
（４）実演家の育成
リハーサル室・スタジオなどを充実させ、拠点化する実演団体などと連携した育成(スクール)
機能を強化する。
（５）国際交流・国際貢献
海外のトップクラスの劇場との提携を通じた実演団体の定期公演とともに、文化芸術の交流に
つなげる。また、アジア諸都市との交流を通じた実演団体の招致や育成につなげる。
（６）交流・環境創出
賑わい創出の一環としての芸術フェスティバルの開催や、劇場利用者に限らず集客交流拠点
としての機能強化もはかる。劇場のブランド創造につながる一流のレストランやカフェ、
物販店舗の入居、また、オープンスペースや屋上空間について良好な環境を維持、創出する。
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２

収支の考え方

（１） 収支の考え方（「令和元年度横浜市新たな劇場整備検討委員会検討資料とりまとめ」より）
収支の構造は以下のように考えられる。
ア

支出構造

（ア）管理費
施設管理費(施設維持費、光熱水費等)、組織運営費(事務費、人件費等)、広報・
プロモーション費など
（イ）事業費
運営管理者が主催者として実施する事業に係る経費
公演や次世代育成、実演団体育成、地域交流にかかる費用など
イ

収入構造

（ア）チケット収入、施設利用料など
自主事業及び共催事業でチケット販売を担うものによるチケット収入、また、貸館事業に
よる使用料など
（イ）関連委託収入
例えば普及啓発や次世代育成、国際交流事業など、劇場のノウハウを生かした事業を市や
関連部門から受託する際の費用など
（ウ）国からの補助金
文化庁からの劇場間の連携プロジェクトや芸術フェスティバルなどへの補助金など
（エ）公費ほか多様な財源
支出に関するものについては、チケット収入等だけで賄えるものではなく、公的性質から
事業費計上しているため、公費含めた多様な財源を活用する。また、運営全般含めて
劇場の高い芸術性の確保のため、民間資金の確保を進める必要がある。
（２）自主事業及び貸館事業について（「令和元年度横浜市新たな劇場整備検討委員会検討資料とりまとめ」より）
【現状】
・自主事業は、劇場運営者の主催によるプログラムである。企画内容により、劇場の存在意義を
示す手段となる一方、事業収支などの責任は劇場運営者が負うこととなる。
・貸館事業は、集客の有無に関わらず使用料としての収入があり、公演自体の事業収支に関する
リスクは貸館利用者が負う。劇場が貸館利用に対し、上演ジャンルを特定するなど制約を
設ければ貸館利用者が減り、一方で、制約を少なくすれば、貸館利用者及び上演ジャンルの
範囲は広がり、多目的化するという課題がある。わが国の劇場では、収益確保の視点から年間
事業の多くを貸館事業としている例が多い。
【方向性】
劇場の存在意義の発揮と高い芸術性の維持向上、文化芸術の創造と発信のため、当面は、自主
事業を主体とする。一方、実演団体の収益力も考慮し、実演団体などと連携した共催事業の導入
も検討していく。貸館事業は、劇場のミッションに適合したプログラムにおいて実施していく。
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３

プログラム設定の考え方

（１）プログラム設定の考え方
自主事業、貸館事業については、事業計画の見通しを算定するために設定したものである。
実際は、劇場側が関わるプログラムは多くあり、共催の形式になることが多いと考えられる。
事業
内容

ジャンル
と公演

事業の
方法

実演団体

① 拠点化の可能性のある実演団体や利用
頻度の高い実演団体による定期公演
② 本格的な国内バレエ団、オペラ団による
定期的な国内巡回公演
③ 世界トップクラスのバレエ・オペラの海外実演団体による公演
④ 歌舞伎などの伝統芸能、ミュージカル
国内外の優れた
など、また、先進性のある優れた舞台
舞台芸術の公演
芸術の公演
⑤ 拠点化の可能性のある実演団体や利用
頻度の高い実演団体及び国内の本格的な
バレエ団、オペラ団による、新作、
国内外の本格的バレエ団、
新演出の公演
オペラ団による新作、
新演出の公演
⑥ 世界トップクラスのバレエ・オペラの海外
実演団体による新作のアジア初演などの
誘致

国内の本格的バレエ団、
オペラ団による定期公演
鑑賞
事業

創造と
発信
事業

自主
貸館
自主
貸館
自主

自主

自主

（２）プログラムの試算[ケース１](※１)
国内の公演実績などをふまえ、設定した。
ジャンル

バレエ

オペラ

新作・新演出…⑤⑥
レパートリー…①
巡回公演…②
海外招聘…③
計

公演
回数
(※3)
20
20
10
12
62

自主

国費、市費による支援、
国内劇場ネットワークの活用

貸館
自主

本格的国内バレエ団参加
海外劇場連携、国内劇場ネットワーク

新作・新演出…⑤⑥

1

6

自主

国費、市費による支援、
国内劇場ネットワークの活用

5
2
8
10
年間

5
8
19
20

貸館
自主

法

巡回公演…②
海外招聘…③
計

上記以外の舞台芸術…④

※１

自主
・
貸館

プログラム
(作品）数
(※2)
5
5
10
3
23

手

備

考

海外劇場連携、国内劇場ネットワーク

自主
貸館

プログラム試算については、事業計画の見通しを立てるために作成したものであり、
今後の公演内容・回数・自主/貸館事業の実施等を決定づけるものではない。

※２ プログラム（作品）数…１つの演目で複数日に渡って公演する場合、１本とカウントする。
※３ 公演回数…公演する回数、同一日に２度公演した場合には２回とカウントする。
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【東京文化会館と新たな劇場の割合分析】
プログラムの試算を元に事務局にて新たな劇場の公演回数の割合（案）を分析した。
東京文化会館
(H30年度)
56.1%
(101回)
43.9%
(79回)
5.0%
(9回)
95.0%
(171回)

バレエ・オペラ
公演ジャンルの割合
その他
自主
自主と貸館の割合
貸館

新たな劇場
(案)
52.6%
(81回)
47.4%
(73回)
55.8%
(86回)
44.2%
(68回)

東京文化会館は、ホームページより事務局調べ
【各劇場の主要ホールにおけるジャンル及び事業傾向】

※ホームページ等より事務局調べ
※公演回数より割合を算出 ※新国立劇場は、貸館における公演数が不明なため、貸館日数より推測
※オーチャードホールは貸館における公演数が不明なため、HP 掲載の 2020 年 7～11 月の公演カレンダー
より推測

【各劇場のジャンルごとの公演回数（H30 年度）】
オペラ
自主 貸館
新国立劇場
(オペラパレス)
東京文化会館
(大ホール)
兵庫県立芸術文化セン
ター(KOBELCO大ホール)
びわ湖ホール
(大ホール)
神奈川県民ホール
(大ホール)
Bunkamura
オーチャードホール

公演回数(回)
バレエ
その他
自主 貸館 自主 貸館

情報元

計
自主

貸館

60

不明

37

不明

2

不明

99

不明 事業報告書

0

28

0

73

9

70

9

171 ホームページの公演情報

13

1

6

2

89

55

108

58 ホームページの公演情報

11

2

1

1

32

76

44

5

0

8

5

8

137

21

0

不明

5

不明

21

不明

26

ホームページの公演情報
年報
ホームページの公演情報
142
事業報告書
79

不明 ホームページの公演情報

※ホームページ等より事務局調べ
※プログラム数の調査のため、天候等による中止は開催したものとしてカウント
※びわ湖ホールは、HP の公演情報(通常公演)と H30 年度年報(普及、共催事業)から算出
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４

公費負担を含めた財源の考え方

（１）公費負担を含めた財源の考え方
・公費の負担を必要以上に抑え、収益へこだわるあまり、貸館事業が増えてしまい、芸術の質の
低下につながることが懸念される。
・単なる収支不足を補うための公費負担では、市民の理解は得られない。支出を文化芸術への
戦略的投資として明確に位置づけ、次世代育成、横浜のブランド力の構築など、長期的で幅の
広い効果の発揮につながるようにすべき。
・自治体の厳しい財政状況の中、整備及び運営での公費負担のためには、国の支援が必須の要件と
とらえている。総合的な支援が構築されるよう積極的に働きかけていくべき。
（２）公費負担の考え方
方針１

収支を確保すべき分野
主に民間事業として取り組んでいる分野は、劇場の事業として収支を確保する。

方針２

価値を高める取組の分野
高い芸術性や創造力の発揮、賑わい、次世代育成など、劇場の価値を高める取組分野
には公費を支出する。

方針３

国費の拡大を求める分野
これまでも国費が実演団体や劇場のプログラムに支出されている。国費の拡大など
制度改正を求める。

（３）収支計画での運用
・鑑賞事業である通常のバレエ・オペラ・その他のジャンルの公演は、自主、貸館事業あわせて、
全体として収支が賄えるようにする。
・創造と発信事業は、これまでも、国の補助金が投入されており、引き続き、積極的に補助金を
入れていくとともに、補う分として市費を投入する。なお、国には、補助金の拡大や新設に
ついて働きかける。
・次世代育成・社会包摂・地域の活性化、国際交流・国際貢献については、これまで市の事業
として実施しており、引き続き、市の事業として劇場が実施する。なお、国には、補助金の拡大
や新設について働きかける。
・交流・環境創出では、フェスティバルの展開などに国の補助金が投入されており、引き続き、
補助金を入れていくとともに、補う分として市費を投入する。
・施設管理、組織運営に伴う費用は、これまでの指定管理の考え方に基づき、必要分は市費で
負担する。
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（参考）指定管理の収支の考え方
市の公の施設の管理においては、市が直営で管理する方法、指定管理者が管理を行う方法、管理を
業務委託する方法がある。多様化するニーズへの効果的・効率的な対応、市民サービスの向上や
経費の節減といった観点では、指定管理や業務委託といった民間力の活用が効果的である。業務
委託の場合、チケット収入や施設使用料といった収益は市に納められる。一方で指定管理の場合、
これらの収益を直接指定管理者が得ることができる。指定管理者制度を採り入れることで、施設
管理者が積極的に創客などの収益拡大の取組を行い、結果として公費の負担を下げることが期待
できる。

⽀出

収⼊
公

管

費

理
運

事

営

業

費
利益

損失
損失

収
益
利益

指定管理者制度における、管理運営費の考え方には次の３通りがある。
① 管理運営費の全てを公費にて負担する
② 管理運営費を公費と指定管理者が事業で得た収益で賄う
③ 管理運営費の全てを指定管理者が事業で得た収益で賄う
劇場の運営には施設管理費や組織運営費等の固定費がかかることから、管理運営費の全てを
指定管理者が事業で得た収益で賄うことは困難である。他都市を含め多くの劇場の管理運営に
おいては、公費と指定管理者が得た収益で賄う考え方を採用している。公費については、その都度
自治体が予算計上して支出しているが、収支の差分を埋めるという発想が中心となっている。
横浜市の新たな劇場においても、事業で得た収益のみで全ての支出を賄うことは困難であるが、
国の補助金、民間投資などと合わせ「何に対し公費で負担し、それがどういった効果を
もたらすのか」という視点から「戦略的投資」により対応すべきである。政策的効果の発現に
つながる支出となるようにすべきである。
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（４）多様な財源の確保
ア

考え方
・文化芸術への支援は、「文化芸術の振興」という目的に加えて、都市間競争を意識した地域
経済の活性化も期待できる。目に見える効果だけではなく、都市のプレゼンス向上などに
大きく貢献するものである。

・一方、市民や民間企業といった支援者サイドとしても、これまでのような広報としての知名度
アップや企業イメージの向上目的だけではなく、劇場とともに、礎である文化芸術を構築して
いくという視点が重視されてきている。
・新たな劇場においても、民間企業含めた多くの主体からの支援が経営の安定的な財政基盤、
さらに芸術性の高さを維持していく上で重要な役割を有する。これからの劇場のモデルと
なるような仕組みも構築していくべきである。
・コロナ禍においては、民間企業の文化芸術への投資はあまり期待ができない。一方、ポスト
コロナを見据え、新たな劇場が創造と発信に注力するためには、民間企業もビジネス
パートナーとして捉え、新たなイノベーションを発揮していく必要がある。民間企業と
劇場が相互にプレゼンス力を発揮できるような仕組みを構築すべきである。
イ

導入を検討するべき仕組み（「令和元年度横浜市新たな劇場整備検討委員会検討資料とりまとめ」より）

① 多くの市民の皆様が参加する仕組みづくり
多くの市民の方に寄付額の多寡にかかわらず、参加していただくとともに、寄付以外の多様な
形で劇場の支援に関われる仕組みを検討する。
② 多様な主体が参加しやすい方法
少数の大口支援から多数の少額の支援まで、また、大企業から個人までもが参加できる
仕組みを設定する。支援の対象として、劇場の運営全般から具体的な事業などの仕組みを
設定する。
③ 事業推進をリードする民間主体の組織づくり
民間企業の参加による例えば支援協議会を設立し、事業推進のリーダーシップを発揮する。
支援協議会は、民間企業からの資金支援の中心的存在になるとともに、整備・運営などへも
積極的に関わる役割を果たす。
④ 早い段階からの具体化
通常は、整備が進んでいる段階で民間企業との具体的な協議を進める事案が多い。新たな
劇場は計画段階から、(仮称)支援協議会を設立し、協議会とともに、国等の制度改正や仕組み
づくりなどに取り組む。
⑤ クラウドファンディング
クラウドファンディングなど、インターネットなどを通じた、不特定多数（群集＝crowd）を
対象とする小口の資金調達（funding）の方法がある。文化芸術分野では、緒に就いた
ばかりであるが、広報の要素も含めると可能性が広まる仕組みである。
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【参考】民間企業による支援のパターン
（「令和元年度横浜市新たな劇場整備検討委員会検討資料とりまとめ」より）
支援制度
会員制度

協賛制度

寄付制度
基金への
出捐
民間助成
広告

事業への
参画

概要
・個人あるいは法人から、継続的な資金援助を得る方法ある。
・使途を特定しない団体自体へのサポートとしては、賛助会員やサポーター等のメニューがある。
会費を年払いでなく、月払いとするマンスリーサポーターの制度も広がりつつある。
・オリジナル作品の制作や若手の育成等、特定のプロジェクトに使途を指定する場合もある。
・会員に対し、チケットの提供や優先予約枠の提供等を実施する場合がある。
・希望者に対しては、会員名をホームページや広報誌、館内に掲示する場合がある。
・主として法人から、継続的な資金援助を得る方法。
・使途を特定しない団体自体へのサポートは、会員制度の「法人会員」等と類似する。
・使途を特定して支援する場合、プログラム等に協賛企業名を掲示することが一般的。
・個人あるいは法人から資金援助を得る方法。
・寄付金（会費、協賛金等含む）については、税制上の優遇措置が講じられる。
・芸術文化振興基金は、政府の出資金と民間の寄付金を原資とする運用益により文化芸術活動への
助成を行う。寄付額１社あたりおよそ１億円の企業名は HP で掲示されている。
（①）
・民間企業による助成制度。セゾン財団などが挙げられる。
・プログラムや劇場 HP、劇場内などに企業広告を出稿するもの。
・施設の命名権を販売するもの。兵庫県立芸術文化センターでは、大、中、小ホールそれぞれの
ネーミングライツを民間企業に販売している。
・運営主体へ出資を行うもの。例えば、博多座の指定管理者である株式会社博多座は、福岡市の
ほか、興行会社、地元経済界などが出資して設立された。（②）
出典 ①芸術文化振興基金 HP

②福岡市公表資料

【参考】民間企業等法人、個人からの支援確保制度の事例
（「令和元年度横浜市新たな劇場整備検討委員会検討資料とりまとめ」より）
施設名
①新国立劇場
（年間収入
約 76.5 億
円）

②兵庫県立
芸術文化
センター
（年間収入
36 億円）

支援額
471.8 百万円

50.0 百万円
6.8 百万円
2.4 百万円

③東京芸術
劇場
④国立西洋
美術館

非公表
非公表
3.6 百万円

⑤日本セン
チュリー
交響楽団

―

取組内容
民間からの財政支援を求める活動については、経済界関係者からなる「新国立
劇場支援協議会」を設置し、活動の内容を協議している。
【賛助会員】年会費を募り、エントランスホール等への会員名の顕名や法人会員
に対しては、団体チケットの先行予約等を実施している。
【協賛企業】シーズンやプログラム、事業等、特定の用途を指定しての特別支援を
募っている。
【インターネットによる小口寄付】
公演事業、研修事業における６つの事業分類に対し、事業を指定した寄付が可能。
希望者は、ホームページ上に会員名が掲載される。
【ネーミングライツ】看板、ポスター、チラシ、開放し、情報誌、広告、HP、
チケットに企業名表示
【賛助会員】
・特別賛助会員：センターエントランスロビーでの掲示、HP・情報誌・会報誌への
掲載、公演ご招待
・一般賛助会員：情報誌への掲載、公演ご招待
【ふるさと納税】
【協賛（パートナー企業・団体）】年間運営事業に対し、主として法人から協賛を
募る。アトリウムの芳名ボードに会員名が掲載される。
【オンライン寄付】施設の保全、教育普及事業、調査研究事業を指定しての寄付を
募り、特典として、展覧会の招待券を進呈している。
【クラウドファンディング】国立西洋美術館開館 60 周年記念事業「クロード・
モネ 《睡蓮、柳の反映》デジタル推定復元プロジェクト」としてクラウド
ファンディングを実施した。目標金額 300 万円に対し、支援総額は 364.2 万円
（支援者 348 人）を達成した。
【寄付】一定額以上の寄付で楽団を支援した方の名前を世界初演新作の作曲
依頼者名（作曲委嘱者）として音楽史に残す支援プログラム「世界初演作品
パトロン募集」（世界初演作品委嘱者名記載）を 2019 年９月より開始した。

出典 ①【支援額】平成 30 年度正味財産増減計算書(受取寄附金、協賛金)【取組内容】新国立劇場 HP
②【年間収入】平成 30 年度芸術文化センター管理評価シート【支援額・取組内容】平成 30 年度事業報告書、兵庫県 HP
③ 東京芸術劇場 HP ④ 独立行政法人国立美術館 HP ⑤ 日本センチュリー交響楽団 HP
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【参考】民間企業による支援確保の事例：メトロポリタンオペラ

ファンドレイズ

（「令和元年度第５回横浜市新たな劇場整備検討委員会」より）

概要
個人寄付者

企業寄付
特徴的施策

９割は個人（Family Office、Foundation を含む）
、１割が企業からの寄付。
・“Patron Program”
、“Guild”と呼ばれる後援会に登録。
・Managing Director
年間寄付額が 25 万ドル（２千万円）以上の大口寄付者。理事会メンバーとして
Met の運営をモニターする権限が付与される。
・Board メンバー
年間１憶円以上の大口寄付者は取締役会に相当。
※ 個人寄付者に対して、Met は電話、手紙、インターネット等で直接寄付継続を
働きかけるダイレクトマーケティングを展開、毎年 85％程度が継続。
・特定のプロジェクト（新制作のオペラ、ライブビューイング、の無料上映会や学校
向け教育プログラム等）への寄付等。
① 既存寄付者に対し翌年の寄付を促す積極的なダイレクトマーケティング展開
② チケット購入時の寄付
チケット販売を担当しているマーケティング部門とファンドレイジングを担当して
いるディベロップメント部門のシステム統合を行い、観客が Met のインターネット
サイトでチケット購入を行う都度、寄付金を促すシステムを導入。観客が Met から
直接チケットを買い、その際に寄付を行うと座席が優遇される対応をシステム上で
行っており、ネットでチケットを購入する観客の６割が同時に寄付を行っている。

【参考】実演団体の収入内訳の例
（１）国内オーケストラ（プロオケ 33 団体統計）

（２）アメリカのオーケストラ

オーケストラ連盟 2014 年統計より集計

Orchestra Facts 2006-2014 より
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【参考】国内公共施設における資金調達方法とその充当先の例（2019 年度時点）
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（５）国の補助金制度について
事業名
舞台芸術創造活動活
性化事業

劇場・
音楽堂
等機能
強化推
進事業

劇場音楽堂
等機能強化
総合支援
事業
地域の中核
劇場・音楽
堂等活性化
事業

共同制作
支援事業

劇場・音楽
堂等間ネッ
トワーク強
化事業
国際芸術交流支援
事業

分野

補助対象

対象者

・公演活動（オーケストラ、オペラ、バレエ、
ミュージカル等）に対して支援
・複数年計画支援、公演事業支援
我が国を代表する牽引力のあるトップレベルの劇場・
音楽堂が行う事業を総合的に支援

一 定 の 要 件 を
満たす、法人格を
有する芸術団体
劇場等設置者・
運営者

鑑賞
人材育成
普及啓発

劇場・音楽堂等が自ら主催し、経費を負担して行う
もので、地域住民や実演家団体等とともに取り組む、
特 色 あ る 優 れ た 実 演 芸 術 に 関 す る 「 公 演 事 業 」、
「人材養成事業」
、「普及啓発事業」を支援

劇場等設置者・ 運
営者、実行委員会
(設置者、運営者、
地方公共団体、
実演芸術団体等で
構成)

創作

複数の劇場・音楽堂等が複数又は単一の実演芸術団体 劇 場 等 設 置 者 ・
（国内に限る）と共同して行う、実演芸術（音楽、舞踊、 運営者
演劇）の新たな創造活動（新作、新演出、新振付、
翻訳初演等）による公演

鑑賞

劇場・音楽堂等又は実演芸術団体が主体となって企画・
制作する質の高い実演芸術の公演を、複数の
都道府県内の劇場・音楽堂等を巡回して実施する場合、
当該巡回公演に要する旅費及び運搬費に対して助成
国内外で実施する実演芸術の公演活動を支援
(オーケストラ、オペラ、バレエ、ミュージカル等の
分野における、海外公演、国際共同制作公演（海外公演、
国内公演）、国際フェスティバル)
新進の芸術家等が、その専門分野について海外に
おいて実践的な研修に専念できるよう渡航費及び
滞在費を支援
芸術祭等の文化芸術事業をコアとし、他分野との
有機的な連携を図ることで継続的に世界にアピール
できる我が国を代表する国際文化芸術発信拠点を
形成する総合的な取組を支援
・地方公共団体が主体となり、住民や芸・産学官と
ともに実施する、地域の文化芸術資源を活用した
取組を支援
・地方公共団体等による文化芸術分野の専門的人材の
確保、地域の文化施策推進体制を構築する取組を
支援
オーケストラ、オペラ、バレエ、演劇等の分野で青少年、
市民を対象とした親しみやすい公演や芸術活動の裾野
を広げることをねらいとする公演活動に助成

鑑賞

鑑賞

鑑賞
創作

新進芸術家海外研修
制度

人材育成

国際文化芸術発信
拠点形成事業

鑑賞
普及啓発

文化芸術創造拠点
形成事業

鑑賞
普及啓発

現代舞台芸術創造
普及活動

鑑賞

劇場等設置者・
運営者
実演芸術団体
芸術団体（一般
社団法人、公益
社団法人等）
各分野における
新進の芸術家等
地方公共団体、
地方公共団体を
中核とした実行
委員会
地方公共団体

実演団体

※文化庁ホームページ等より事務局調べ

※「劇場・音楽堂等機能強化総合支援事業」
（我が国を代表する牽引力のあるトップレベルの劇場・
音楽堂が行う事業を総合的に支援）は５年採択事業のため、令和２年度は募集なし。
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５
１

運営体制の考え方
背景

・わが国では、実演団体の多くが民間団体として営まれている。そのため、練習場所の確保、
中長期的な人材育成、経営基盤などが弱い状況である。
・一方、民間活動であるがゆえに、興行面などにおいて運営への厳しい視点を含んだ自主性のある
運営が行われている。運営法人としては、公益財団法人、株式会社などの形式が多い。
・ヨーロッパでは、劇場に所属している実演団体(オペラ、バレエ、オーケストラなど)が多く、
公的機関として位置づけられているものもある。
・こうした状況の中、劇場における高い芸術性と創造力の発揮、賑わいづくり、育成システムなどを
構築するためには、劇場と実演団体のつながりの強化が求められる。

２

新たな劇場における検討の選択肢
国内における

特徴

主な例

① ヨーロッパ型
② フランチャイズ型

【劇場が実演団体を専属上演団体として抱える】
・ヨーロッパのように、劇場と実演団体が一体となることで高い芸術性や
創造力の発揮、育成の強化につなげられる。
・既存の実演団体または新たな実演団体を抱えるケースが考えられる。
・人件費や運営費などが高価になる。
・既存の実演団体の場合、劇場の運営者と団体の団員が新たに雇用を結ぶ
(団体は解散することが考えられる)。公的立場での関与に課題がある。
・新たな実演団体を設ける場合、定期的にメンバーを入れ替える育成型で
あれば、人材競合の可能性は低い。
【フランチャイズ契約をした実演団体が劇場を優先的に利用する】
・フランチャイズにより、優れた実演団体の定期的な公演の確保は可能で
ある。実演団体の優先利用であり、例えば、練習、創作活動などの拠点化
には、つながらないケースが多い。
・劇場と実演団体が緩やかな関係であるため、既存団体との競合や人件費・
運営費などが高価になるなどの課題はない。

③ 新たな関係性

・優れた既存の実演団体が練習、創作活動などの取組を拠点化すること、
および海外招聘、施設管理などの役割が達成できる運営主体と実演団体
との「新たな関係性」について検討する。
※その際、実演団体の属する実演業界全体のコンセンサスが重要である。
例：
【実演団体と運営主体の一体化(既存の実演団体を包含した運営主体)】
・既存の実演団体を包含した運営主体が、劇場の管理運営を担うことに
伴い、その実演団体が劇場を拠点化する。
（豊中市文化芸術センターの指定管理者グループの 1 社として、
（公財）日本センチュリー交響楽団が参画）
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・新国立劇場
(バレエ団、合唱団)

・兵庫県立芸術文化センター
(管弦楽団)

・びわ湖ホール
(声楽アンサンブル)

・オーチャードホール
(Ｋバレエ団)

・ すみだトリフォニー
ホール

(新日本フィル)

ほか

第４章
１

概算整備費、整備手法の検討

基本計画において重視すべき視点

わが国を代表する劇場としての取組方針及び市民生活を支える社会的基盤としての取組方針を
もとにこれまでのわが国の劇場における課題やポストコロナにおける新たな社会価値などをふまえ、
基本計画に当たり、重視すべき視点を取りまとめた。
（１）世界トップレベルのバレエ・オペラの日常的公演
・国内外の舞台芸術の新たな創作に当たり求められているニーズは多様化している。必ずしも
大型化した舞台設備だけではなく、照明など多岐な視点が世界レベルでは必要である。
・一方、海外からの舞台装置などの搬出入、入れ替えの時間を要するなどから非効率な場合が
多い。
・こうした課題をふまえ、国内外の主要なバレエ団、オペラ団のトップレベルのパフォーマンス
が可能となる設備、諸室などを備えた世界レベルの劇場とする。
・また、搬出入や舞台入れ替えなどの効率化が図れるようにする。
（２）高い芸術性と創造力が発揮できる劇場
・本劇場を拠点とする実演団体や利用頻度が高い実演団体が、新作・新演出などの制作ができ、
発信できる劇場とする。そのためには、大型スタジオ、リハーサル室など整備が必要である。
・また、育成機能の導入が継続的な創造力の発揮につながる。大型スタジオ、リハーサル室
などは、育成機能において必須の要件である。
（３）顧客の感動をもたらす劇場
・世界レベルの劇場とは、アーティストのパフォーマンスとともに、顧客視点から世界レベルの
施設水準としなければならない。
・顧客が劇場へのアクセス→エントランス・ホワイエ→観客席→幕間の休息→帰宅などの瞬間に
おける感動の高揚を継続させる、劇場の景観から内部の内装までの質の高い空間づくりが
求められる。
・特に、顧客特性に応じた区別化(例えば、旅客のエコノミーとビジネスのような区別化)の発想も
考慮した空間づくりに配慮する。
（４）まちづくりの視点による劇場
・みなとみらい２１地区の新たな開発地区である観光・エンターテイメントゾーンの入り口
として先導的役割を果たさねばならない。
・この地区には、文化芸術施設、ホテル、エンターテイメント施設などが集積する計画であり、
一体としての飛躍が期待される。賑わいづくり、回遊性などに配慮した動線、質の高い空間整備
など、地区全体としての効果の発揮を念頭に劇場計画づくりを進める。
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（５）ポストコロナの社会価値をふまえたスマート劇場
・
「第２章 １ わが国を代表する劇場としての取組方針（３）技術革新の進展に対応するスマート
劇場」で示したように、急速なスピードで進化するデジタル技術を高い芸術性と創造力の発揮
に生かしていく。技術を固定的にとらまえるのではなく、進化に応じて、劇場とアーティストが
対応していく実証実験の場となるよう取組んでいく。
・緊急事態宣言の際、多くの劇場やアーティストにより、リモートの関係の中、映像や配信による
コミュニケーションと価値の共有につなげられた。劇場外にも存在するユーザーも劇場の顧客
であり、そのニーズに応えていくことは重要である。また、これからは、海外劇場の初演の映像
配信による上演、育成やコンクールなどへの積極的活用なども考えられる。
・こうしたことを基本計画の段階から検討が進められるよう、多岐にわたる専門家の関わりが
重要である。
<参考>ウィーン国立歌劇場
ウィーン国立歌劇場前の広場に設置された 50 ㎡の LED スクリーンに、歌劇場のバレエ、オペラ
の演目がライブ上映される。歌劇場内のカメラで中継して、常に最良のアングルから舞台を鑑賞で
きる。
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２

他劇場の施設概要（新国立劇場、滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール、横須賀芸術劇場）
※全て事務局調べ

（１）新国立劇場
ア 施設概要
・開館年
・構造
・劇場概要
・関連諸室
・延床面積
・運営主体

1997 年
地下４階、地上５階
オペラ劇場 1,814 席、中劇場 796 席、小劇場 358 席
リハーサル室（19 室）、情報センター、レストランなど
68,800 ㎡
公益財団法人新国立劇場運営財団

【写真１】エントランスロビー

【写真２】ホワイエ

【写真３】客席

【写真４】舞台
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イ 舞台機構
・主舞台の他に、奥舞台と袖舞台の４面舞台を有し、連続公演の対応が可能
・常設のオーケストラピットはフル編成 120 人の演奏可能
・主にオペラでの使用で、バレエ上演用の床機構ではないため、組立式のバレエ床を
その都度敷き詰めて対応（写真５）
・搬出入口と舞台面が同一フロア（地上１階）にあり、トレーラー、大型トラックで
の搬入が可能（写真６）
【写真５】奈落に保管されているバレエ床

【写真６】搬出入口と舞台面が同一フロア

奥舞台

搬出⼊⼝

【写真７】搬出入スペース
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（２）滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール
ア 施設概要
・開館年
1998 年
・構造
地下２階、地上４階
・劇場概要 大ホール 1,848 席、中ホール 804 席、小ホール 323 席
・関連諸室 リハーサル室、練習室（3 室）
、舞台芸術情報サロン、レストランなど
・延床面積 29,264 ㎡
・運営主体 公益財団法人びわ湖芸術文化財団
【写真１】エントランスロビー

【写真２】ホワイエ

【写真３】客席

【写真４】舞台
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イ 舞台機構
・主舞台の他に、奥舞台と袖舞台の４面舞台を有する（写真５）
・オーケストラピットは 126 ㎡（横幅 21.5m×奥行 4.45m×最深 4.15m）だが、編成に
応じて拡張が可能（横幅 21.5m×最大奥行 5.95m×深さ 2.45m）
・走行式音響反射板を有し、コンサートホールにも対応
・搬出入口と舞台面が同一フロア（地上１階）にあり、トレーラー、大型トラックで
の搬入が可能（写真６）

【写真５】大ホール舞台（４面舞台）

【写真６】搬出入口と舞台面が同一フロア

奥舞台

袖舞台

奥舞台

袖舞台
主舞台

搬出⼊⼝
【写真７】搬出入スペース

【奈落の使い方】

奈落から
迫りが上昇

迫りが舞台⾯まで上昇
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（３）横須賀芸術劇場
ア

施設概要
・開館年
・構造
・劇場概要
・関連諸室
・延床面積
・運営主体

1994 年
地上７階
大劇場 1,806 席、小劇場（574 席）
リハーサル室（２室）
23,339 ㎡
公益財団法人横須賀芸術文化財団

【写真１】エントランスロビー

【写真２】ホワイエ

【写真３】客席

【写真４】舞台
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イ

舞台機構
・平土間席を４回のバルコニー席が囲む馬蹄形の客席
・主舞台と同じ大きさの袖舞台を有する、スライド式完全３面舞台（写真５）
・オーケストラピットは大・小２分割方式で、大編成では４管編成が可能
・走行式音響反射板を有し、コンサートホールにも対応
・搬出入口と舞台面が同一レベルにない為、搬出入時にエレベーターを使用(写真６)
・バレエ、オペラ、コンサート、演劇、ミュージカルなどあらゆる舞台芸術の上演が
可能な設備

【写真５】スライド式完全３⾯舞台

【写真６】搬出⼊⽤エレベーター

袖舞台
主舞台

袖舞台
【写真７】搬出⼊スペース

【奈落の使い⽅】
奈落内の迫りを
利⽤し主舞台へ
奈落

トラック停⾞場所
（搬⼊⼝）

荷卸し後、
奈落に運搬

迫りが上がり舞台上に荷物搬⼊
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断面イメージ

施設例

ホワイエ

組立場

5Ｆ
4Ｆ

新国立劇場

3Ｆ

舞台

滋賀県立
芸術劇場
1Ｆ びわ湖ホール

客席

2Ｆ

奈落

搬出入口

ホワイエ

7Ｆ
6Ｆ

エレベーター

5Ｆ

舞台

客席

4Ｆ
3Ｆ

奈落

1Ｆ

搬出入口
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横須賀
芸術劇場

３

求められる施設機能

・概算整備費を算出するには、まずは、ある程度必要な施設機能や延床面積などを想定する必要が
ある。
・施設機能の想定に当たっては、第３回管理運営検討部会で議論された以下のプログラムを基に
検討する。
【プログラムの試算[ケース１](※１)】
公演
回数
(※3)
20
20
10
12
62

自主
・
貸館

備

新作・新演出
レパートリー
巡回公演
海外招聘
計

プログラム
(作品）数
(※2)
5
5
10
3
23

自主

国費、市費による支援、
国内劇場ネットワークの活用

貸館
自主

本格的国内バレエ団参加
海外劇場連携、国内劇場ネットワーク

新作・新演出

1

6

自主

国費、市費による支援、
国内劇場ネットワークの活用

5
2
8
10
年間

5
8
19
20

貸館
自主

ジャンル

バレエ

オペラ

手

法

巡回公演
海外招聘
計

上記以外の
舞台芸術

考

海外劇場連携、国内劇場ネットワーク

自主
貸館

※１ プログラム試算については、事業計画の見通しを立てるために作成したものであり、今後の
公演内容・回数・自主/貸館事業の実施等を決定づけるものではない。
※２ プログラム（作品）数…１つの演目で複数日に渡って公演する場合、１本とカウントする。
※３ 公演回数…公演する回数、同一日に２度公演した場合には２回とカウントする。

・劇場の有する施設機能を担う役割ごとに４つのエリアにゾーニングし、それぞれの機能の関連
について整理する。
エリア

機能

ホールエリア

客席、舞台、ホワイエ、エントランスロビー、
楽屋、搬出入口、荷捌き組立場など

創造支援エリア

リハーサル室、練習室、大道具庫、小道具庫、
創造スペース

交流促進エリア

オープンスペース、賑わい施設

インフラエリア

駐車場、バックヤード（外部）
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施設の構成イメージ
劇場外
創造支援拠点

劇場
創造支援エリア

ホールエリア
搬出入口
（コンテナ車 ・
大型トラック ）

楽屋
リハーサル室

荷捌き
組立場

舞台

練習室

大道具庫
小道具庫

観客席
（2,500席規模）

創造スペース
バーカウンターなど
トイレ

クロークなど

ホワイエ

賑わい施設

駐車場
エントランス・ロビー

車寄せ

オープンスペース

インフラエリア

交流促進エリア
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４

概算整備費算出の考え方

（１）概算整備費算出の考え方
・これまでの劇場整備の実績からは、床面積当たりの工事費（単価）や社会情勢の変化による
ものと、劇場の施設構造物としての特殊性による差異が考えられる。特殊性としては、舞台
機構の規格内容などがある。したがって、当劇場の事業費算出のために、実績からの単価を
用いることができない。
・今回の検討では、以下の方法により、概算事業費を算出する。
ア

地上構造物や付帯設備などの一般的な建築物部分については、施設機能の配置を想定し
延床面積に床面積当たりの工事費（単価）を乗じ想定する。工事費（単価）は、施工単価
などを用い、近年整備された国内の劇場も参考にしながら想定する。
イ 舞台設備部分については、その仕様を検討し、工事費を算出する。
ウ 埋立地の特性に合わせた基礎杭や地下部分については、施設規模から想定する。
エ ア～ウでそれぞれに算出した費用を合算して、概算整備費とする。

【参考

国内主要劇場の床面積当たりの工事費（単価）
】
施設名

床面積当た
りの工事費

整備費

延床面積

開館年

愛知県芸術劇場
（愛知県美術館など
複合施設を含む）

約 610 億円

109,062 ㎡

56 万円/㎡

1992 年

大ホール（2,500 席）
小ホール（330 席）

横須賀芸術劇場

約 230 億円

23,339 ㎡

97 万円/㎡

1994 年

大劇場（1,806 席）
小劇場（574 席）

富山市芸術文化ホール

約 170 億円

24,255 ㎡

68 万円/㎡

1996 年

大ホール（2,196 席）

新国立劇場

約 720 億円

68,800 ㎡

105 万円/㎡

1997 年

滋賀県立芸術劇場
びわ湖ホール

約 220 億円

29,264 ㎡

74 万円/㎡

1998 年

兵庫県立芸術文化
センター

約 190 億円

33,144 ㎡

57 万円/㎡

2005 年

東大阪市文化創造館

約 110 億円

14,934 ㎡

76 万円/㎡

2019 年

堺市民芸術文化ホール
（フェニーチェ堺）

約 140 億円

19,815 ㎡

70 万円/㎡

2019 年

高崎芸術劇場

約 270 億円

27,204 ㎡

99 万円/㎡

2019 年

参考

オペラ劇場（1,814 席）
中劇場（796 席）
小劇場（358 席）
大ホール（1,848 席）
中ホール（804 席）
小ホール（323 席）
大ホール（2,001 席）
中ホール（800 席）
小ホール（417 席）
大ホール（1,500 席）
小ホール（300 席）
大ホール（2,000 席）
小ホール（312 席）
大劇場（2,027 席）
スタジオシアター
（398～1,000 席）
音楽ホール（412 席）

（事務局調べ）
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（２）想定する施設規模
・概算整備費の算出に当たって、ある程度の施設機能や施設規模の想定が必要である。主な想定
内容は以下として、検討を進める。
【検討１】舞台・舞台設備
海外のトップレベルの実演団体が高い芸術性を発揮でき、世界に通用する水準とする。
舞台機構の仕様は、バレエ、オペラで求められるものが異なることもふまえ、検討する。
ア

舞台面数
バレエ、オペラの上演中の舞台転換、異なる演目の連続上演、上演期間中の別演目の
リハーサル、舞台美術の組立てや解体撤去、搬出入などを並行して行うことを可能とする
ことを検討する。
最近のヨーロッパの新設劇場は、舞台面数が増えており、舞台転換以外の多角的な用途
（リハーサル場所など）として使われているとの情報もあり、実情など調査する。

舞台の事例
舞台数

多

舞台数

少

４面以上の舞台を備える
（海外事例あり）

主舞台と同等の広さを持つ舞台を
備える

主舞台のほかに袖舞台や奥
舞台などを備える

王立劇場（コペンハーゲン）
国立劇場（オスロ） など

新国立劇場
滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール
兵庫県立芸術文化センター など

愛知県芸術劇場
東京文化会館 など
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イ

地下構造
地下構造の使われ方としては、人の出現、舞台転換のための演出、道具類の搬出入、音響
反射板の収納などがあり、使途により構造設備のあり方が異なる。

奥舞台
袖舞台

主舞台

袖舞台

奈落

ウ

簀の子の構造
照明や舞台設備の配置などのために簀の子がある。特に、バレエでは、バトン本数など
簀の子の高い設備水準が求められることを考慮する。

【写真１】簀の子（上段）
簀の⼦
フライタワー

【写真２】簀の子（下段）

客席
主舞台

奥舞台

奈落

※簀の子とは、舞台の天井の一部が「すのこ」状になっており、その上にバトンなどの
吊り物機構の巻き上げ機やワイヤー、滑車などが設置されている。
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【検討２】劇場のレベルとなる高さの設定
・劇場では、舞台レベルとエントランスレベルの高さの設定は、基本構成を組み立てるための
最も大切なことである。
[舞台レベルの高さ]
・舞台面は、資材の搬出入の利便性を考慮すると同一階とすることが理想である。
したがって、舞台レベルは、地上階高さと近いことが望ましい。
[観客席後部入り口の高さを考慮した劇場のエントランスレベルの高さ]
・エントランスの高さとして地上階と２階レベルの考え方がある。エントランスにつながる
観客席後部入り口の高さは、劇場内から想定すると、舞台レベルから、観客席の後ろ側に
向けて上り勾配で客席を構成するため、２階以上の高さが必要になる。
[周辺からのアプローチを考慮した劇場のエントランスレベルの高さ]
・Ｋアリーナ、高島中央公園、キング軸からの歩行者メイン動線の高さを考慮する。また、
搬出入ルートは、周辺道路状況を考慮し、近接するエンターテイメント施設との調整なども
ふまえ、メイン動線を検討する。

検討候補地

高島中央公園
凡例
計画歩行者動線
横断歩道
新設歩道橋（構想）

＜イメージ＞

至横浜駅東口

Ｋアリーナ
プロジェクト施設
52街区
検討候補地

至新高島
貨物線

とちのき通り

キング軸

※周辺街区や基盤整備計画と調整が必要です
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【検討３】バックヤード機能
・海外のトップレベルの実演団体が高い芸術性を発揮でき、世界に通用する水準とする。
特に、大型の舞台装置の導入の可否は、実演団体の創作意欲にも関わることである。
・拠点となる実演団体、また、巡回公演の実演団体のために、舞台衣装や装置の保管、
加工・修理場所などの倉庫機能の充実は不可欠である。劇場内で確保できない場合は、
劇場外で設けることを検討する。
・育成機能のためにも、設備の充実したリハーサル室（スタジオルーム）を一定数確保する
ことが必要である。海外の先進事例なども調査し、検討する。

＜イメージ＞

組⽴場

搬出⼊スペース
客席

舞台

創造スペース
リハーサル室
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【検討４】客席
・客席数として約 2,500 席を確保する。その他、立見席の設置も検討する。
・客席先端から最後部までの最大視距離に配慮し、主舞台を全域から見渡せるよう客席配置を
計画する。また、すべての客席からオーケストラピットの指揮者が見えるサイトラインを確保
する。
・客席と舞台との距離を短くできる多層型バルコニー形式を基本形態として検討する。
【写真１】立見席（横須賀芸術劇場）

⽴⾒席

バルコニー席
【検討５】エントランスロビー・ホワイエ

・エントランスロビー・ホワイエは、劇場の顔である。わが国を代表する劇場の顔として
ふさわしい計画内容としなければならない。すなわち、この空間での顧客の感動を得られる
ことが何よりも重要である。
・まずは、大きさへの配慮である。古くからあるヨーロッパの劇場は、明らかにエントランス
ホールが観客席などとの比較で大きくなっている。最近の事例では、機能性から必ずしも以前
よりも大きな規模とはなっていない。
・エントランスロビー・ホワイエは、劇場だけではなく、ホール、映画館、ホテル、
コンベンション施設などにも共通する交流機能である。こうした多面的な視点から検討する。
・劇場運営としては、（幕間などの)退出時のバー動線、クローク動線、トイレ動線の円滑化が
大切であり、劇場の印象に大きく影響を与える。
【写真１】エントランスロビー（東京文化会館）
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５

整備手法の考え方

劇場整備候補地における整備手法としては、施設形態として、単館または複合利用(劇場と他の
用 途 の 施 設 の 一 体 利 用 ) 、 整 備 手 法 と し て 単 独 施 行 、 PFI な ど の 選 択 肢 が 考 え ら れ る 。
みなとみらい２１地区という、民間活力が発揮しやすい場所であるとともに、劇場の特殊性を
考慮し、比較検討を行う。
（１） 単館または複合利用(劇場と他の用途の施設の一体利用)の比較検討について
みなとみらい２１地区は、都市計画としては高度な土地利用が求められている。一方、劇場は
単独施設では、使用する容積率が、指定された容積率に比べ、大きく低くなる。したがって、
施設計画の立案に当たっては、まずは複合利用を検討すべきである。
（ケース１）立体複合 低層部に劇場、上層部に他の用途(例えばホテルなど)
構造上大きな梁が必要となることや、荷重上の制約が生じることも想定される。また、異なる
施設間での音や振動の伝播を防ぐための対策が必要となるなど制約条件が多く発生する。
【例】東京宝塚劇場（上層部：オフィスフロア）
（ケース２）立体複合 低層部に他の用途(例えば商業施設等)、上層部に劇場
顧客の移動が長くなる。舞台装置の搬出入などのために大規模な昇降装置が必要になる。
また、異なる施設間での音や振動の伝播を防ぐための対策が必要となるなど制約条件が多く
発生する。
【例】札幌文化芸術劇場 hitaru（低層部：図書館等）
（ケース３）平面複合 劇場と他の用途が別棟
搬出入スペース、舞台、客席などの大空間をできる限り同一フロアなど低層階に設置すること
が必要である。そのため、建築面積を最大限確保することで、これらの機能性の向上につなげる
ため、平面的に複合利用施設を併設するのは難しい。
【例】横須賀芸術劇場、アクトシティ浜松、愛知県芸術劇場
【複合利用イメージ】
ケース１

ケース２

ケース３

劇場
劇場

劇場

・複合利用は、一般的に施設整備の経済性や効率性、さらに民間活力の導入などのメリットは
あるが、劇場という建築物の特殊性と運営で求められる条件、さらに、今回の敷地条件では、
単館整備が望ましいと考える。
【単館事例】新国立劇場、東京文化会館、滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール、
京都会館(ロームシアター京都)、堺市民芸術文化ホール(フェニーチェ堺)、
兵庫県立芸術文化センター
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（２）整備手法について
・PFI（※）事業とは、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的
能力を活用して行う手法である。
・一方、ホールのような貸館が主体である事業の場合、民間活力が有効に働くが、今回の劇場計画
では、高い芸術性と創造力の発揮のため自主事業が主体としていること、また、運営が高度な
専門性を有するため、実演団体の参画、市としてのリーダーシップによる新たな関係性を
持った主体の検討を進めていることなどから、PFI 等による手法は困難と考える。
・こうしたことから、市の単独施行が望ましいと考える。
※「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」、「PFI（Private Finance
Initiative：プライベート・ファイナンス・イニシアティブ）」
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第５章

観光・エンターテイメントゾーンのまちづくり

（１）考え方
みなとみらい２１地区におけるキング軸周辺の新しい開発エリアである。大規模な MICE、
エンターテイメント、文化芸術機能の充実・連携という、みなとみらいでのこれまでにない
飛躍が期待できるエリアである。ポストコロナの価値観をふまえ、わが国を代表する魅力
づくりを推進する。
（２）方向性
ア 賑わいづくり
首都圏を代表する価値と集客のある施設が立地しており、それら個々の楽しみとその前後
での楽しみがつなげられることを目指す。ゾーン全体としてのつながりのある賑わい
づくりのしくみを入れ込む。例えば、フェスティバルや光の演出など、一体としての賑わい
のまちづくりも有効である。
イ

質の高い魅力ある都市空間づくり
建築物、オープンスペース、公共空間などのゾーン全体としての魅力を高めていく都市空間
づくりを推進する。特に、河川沿いの空間、公園、公開空地などのオープンスペースは、
魅力のある共有空間として質の高さを追求する。

ウ

動線づくり
歩行者や自動車の交通動線について一体的なネットワークが形成できるようにする。特に、
河川沿いルートとキング軸とのつながり、駐車場、搬出入や送迎バスなどの円滑な動線整備
に配慮する。

エ

連携による創造と発信
文化芸術、エンターテイメント施設は、創造と発信の場である。施設の連携、例えば、
アーティストどうしの交流、ジャンルを超えたつながりなどにより、新たな創造を生み出す。
そのことが、文化芸術、エンターテイメントの日常的な価値の向上につながる。

（３）推進に向けて
ア 連携の場づくり
街区ごとの事業計画が固まりつつある中、早い段階からの事業者の連携が重要である。
こうした場で、方向性などを意思決定し、計画的なまちづくりにつなげる。
イ

デジタル技術革命の導入
ゾーン全体として、デジタル技術の基盤を強化し、施設運用に導入すべきである。

ウ

ブランディング
個々の事業者としての目指すべきブランドがあるが、トータルとしてゾーンの価値を
高めていくブランディングを共有し、反映させていくべきである。
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検討候補地

高島中央公園
凡例
計画歩行者動線
横断歩道
新設歩道橋（構想）

【周辺の開発状況計画とまちづくり方針】

Ｋアリーナプロジェクト

62 街区

提案は２万人規模の音楽専用

提案はグローバルラグジュアリー

アリーナ、ホテル、賃貸オフィス、

ホテル＆ホテルコンドミニアムを中核

展示施設等を新設するものです

とし、水族館、店舗（レストラン・物販）

（市webサイトより）

を新設するものです
（市 web サイトより）

検討候補地

高島中央公園
広さ：約 14,000 平方メートル
四季の変化を感じられる樹木や芝生広場、
イベント対応が可能な広場がある都心の
オアシス空間です。
（市 web サイトより）
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第６章

劇場整備による効果

劇場の活動は多分野に広がっており、その効果は鑑賞客への直接的なものだけでなく、多面的
効果、相乗効果を生む。ここでは、考えられる効果について示す。
（１）一次的効果と相乗効果
分野

一次的効果

相乗効果など（ブランド向上や長期的効果など）

集客の増加

・国内外からの集客の増加(市場範囲の拡大)と
滞在時間の増加

文化芸術

・フェスティバルなどの増加による集客の増加
・来街者の周遊型行動による滞在期間の増加
・文化芸術に関わる人の増加
・民間企業の文化芸術への投資の増加
・既存文化芸術施設の魅力向上による集客の増加
・文化芸術関連産業の増加

・文化芸術への家計支出の増加
・新たな文化芸術関係施設・エンターテイメント施設
の立地増加
・実演団体の事業の増加と実演団体数の増加

観光

・来街者の増加と滞在期間の増加による消費額の
増加
・ナイトタイムエコノミーの増加
・物販・飲食産業などの集積

・クルーズ船舶の寄港回数の増加
・観光ツアーなどへの民間参入の増加
・ホテル・MICE施設などの整備増加

まちづくり

・新たな都市開発の増加
・多様なビジネスマッチングなどによるベンチャー
企業等の集積増加
・コンテンツ産業の集積

・市内雇用の増加
・新たな企業立地の増加
・大規模改修などのスピードアップ

国際交流

・インバウンド誘客の増加
・海外からの実演団体の増加
・アジアのアーティストの交流・活躍の場の増加

・外国人居住者の増加
・市内企業の海外進出の機会増加
・海外企業の参入増加
・海外へ挑戦する若者の増加と海外から横浜へ挑戦
する機会を求める人の増加

施設の存在

・子どもたちが優れた文化芸術に触れる機会の増加
・世代、国籍、障害の有無を問わず、優れた文化芸術
に触れる機会の増加
・劇場から地域へのアウトリーチの機会の増加

・文化芸術への関心、理解が深まり、参加する人が増加

次世代育成

・文化芸術に関心の高い子どもたちの増加
・豊かな心、創造力のある子どもたちの増加
・地域の文化芸術活動の機会の増加

・文化芸術に関わる投資額、消費額の増加
・実演団体への参加者数の増加
・教育機関などの増加

社会包摂
・多文化共生

・国際感覚豊かな人材の増加
・多様性を認め合える人の増加
・地域の文化芸術活動への参加機会の増加

・文化芸術に関わる人の増加
・海外からのビジネス進出、外国人居住者の増加
・海外への挑戦の増加

施設の存在

（２）産業、まちづくりにおける効果
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（２）産業関連の効果

コンテンツ産業
新ビジネス起業
まちの活性化

イノベーション
創造・交流

建設・不動産
サービス業
金融業

都市開発
業務・オフィスの集積
産業振興

文化芸術創造都市

観光 ⇒ 物販
飲食
宿泊

MICE関連・
エンタテイメント

新たな劇場

次世代育成

ファッション
デザイン

教育・文化施設の
立地

社会包摂・
多文化共生

メディア産業
アパレル
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教育関連産業・
美術芸術産業

第７章

新たな劇場の検討候補地について

「令和元年度横浜市新たな劇場整備検討委員会」において、横浜のまちづくりの状況を踏まえ、
みなとみらい２１地区を対象エリアとし、街区の選定にあたっては、現在の土地利用の状況、
まちづくり方針との整合性、劇場計画にふさわしい敷地規模を検討し、60・61 街区を検討候補地
とした。
（１）対象のエリア
横浜のまちづくりの中心であり、多くの文化芸術施設の集積、利便性の高さなどを考慮し、
都心臨海部を対象のエリアとする。
【都心臨海部】
【恵まれた⽴地特性】

※瑞穂ふ頭地区については、都⼼臨海部に隣接し広⼤な
⾯積を有しますが、⽶軍と返還合意されていないため、
返還後の活⽤について、今後検討します。

（出典

横浜市都心臨海部再生マスタープラン（平成27年2月））

（２）整備検討する地区
都心臨海部において、劇場整備にもっともふさわしい都市環境を備えている地区として、
みなとみらい２１地区とする。
ア

インフラの充実
道路、公園、鉄道等の都市基盤施設の整備が進んでおり、良好な都市環境が形成されている。
交通利便性にも優れており、国内外からの広域的なアクセスにも恵まれている。また、比較的
大きな面積の街区が多く、街区ごとに計画的なまちづくり誘導が進み魅力を高めている。

イ

横浜らしい景観形成
都心臨海部のウォーターフロント沿いの魅力ある開発が進んでいる。また、みなとみらい２１
地区は海につながる景観を基軸としている。劇場は一般的にその存在がまちにとって大きな
役割を果たす場合が多く、みなとみらい２１地区における新たな象徴となり得る。
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ウ

高い相乗効果の発揮
みなとみらい２１地区には、高質なホテル、エンターテイメント施設、文化芸術施設、MICE
施設、商業施設などが集積している。こうした施設と相まって、劇場での鑑賞とともに、宿泊、
ショッピング、業務、ナイトタイムエコノミーなど多様な行動がつながることによる経済活力
が期待される。

エ

街区の大きさ
劇場整備は平面的に利用できる面積の大きさがその価値を高める場合が多い。みなとみらい
２１地区には、比較的面積が広い街区があるため、劇場計画には極めて有利である。

（３）街区の選定
まちづくり方針との整合をはかり、
「観光・エンターテイメント」ゾーンの中で、未利用土地
である 60・61 街区を検討候補地とする。
60・61 街区

面積(㎡)

建ぺい率/容積率(%)

所有

約 23,000 ㎡

80/600

横浜市

【参考① まちづくりの方針】

・ みなとみらい２１中央地区では、都市計画法にもとづく地区計画により、土地利用の方針を
さだめている。
・ インターナショナルゾーンによる観光・エンターテイメントを軸としたまちづくりや、ビジネス
ゾーンにおけるオープンイノベーションの誘発に資する施設誘導など、近年の開発動向を捉えた
方針等により、地区の魅力向上につながるまちづくりを進めている。
【参考② 敷地規模】

・ 劇場は、他都市の状況などを考慮すると、敷地面積としては、10,000 ㎡～20,000 ㎡であること、
劇場の形態としては、立体的に利用するよりも平面的に利用することの方が有利であることから、
未利用土地の中で、面積の広い街区が望ましい。
【参考③ 未利用地の状況】
未利⽤地
⾯積（㎡）
①
38 街区
約 5,000 ㎡
②
52 街区
約 12,000 ㎡
約 4,000 ㎡
③
57 街区
④
※１

60･61 街区

所有
⺠間
※１
国・横浜市

MM 本町⼩学校を除く

横浜市

約 23,000 ㎡

横浜市

公募実施に向けて、国と横浜市が現在協議中。
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まちづくりの⽅針
〇ビジネスゾーン
〇ビジネスゾーン
〇ビジネスゾーン

敷地規模
△
〇
△

◎インターナショナルゾーン
（観光・エンターテイメント）

〇

【みなとみらい２１中央地区】

（４）60・61 街区の活用にあたって生じる一般会計負担について
60・61 街区は、第三セクター等改革推進債（以下「三セク債」という。）を活用して解散した横浜市
土地開発公社（以下「公社」という。）から承継した土地と埋立事業会計の売却用地であり、土地
売却収入を三セク債の償還財源や埋立事業会計の事業収入とすべき土地である。そのため、今後、
劇場の事業手法の検討や事業費の算定などの作業を進めるにあたっては、一般会計負担となる土地
の費用（一般財源充当額）も含めて検討する必要がある。
【参考④

三セク債償還財源について】

三セク債の償還については、公社から承継した土地の売却収入等を充て、不足分を一般財源で充当
することとしている。
60･61 街区を劇場用地として活用する場合の一般財源充当額は、令和２年度予算時における売却価格
や金利等から試算（以下「令和２年度予算時試算」という。）した場合、
「ア 償還財源」の一般財源
充当額 568 億円（①）に、
「イ 60･61 街区の土地評価額」の 78 億円（②）を加えた 646 億円(③)(※)
となる。
※土地評価額などは実際に劇場用地として活用する時点で改めて算定予定。
ア

償還財源
土地売却収入等

一般財源充当額

計

公社解散時（参考）

８４８億円

５９８億円

１，４４６億円

令和２年度予算時試算

８５４億円

５６８億円（①）

１，４２２億円
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イ

60･61 街区の土地評価額
公社解散時（参考）

８８億円

令和２年度予算時試算
ウ

７８億円（②）

60･61 街区を劇場用地として活用する場合の償還財源
土地売却収入等
令和２年度予算時試算

【参考⑤

７７６億円

一般財源充当額

計

６４６億円（③）

１，４２２億円

埋立事業会計の売却用地】

60･61 街区については、公社から承継した土地に加え、埋立事業会計売却用地があり、埋立事業会計
への土地の買取費用として 50 億円が生じる。
【参考⑥

三セク債を活用した公社の解散】

公社は、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、横浜市によって設立され、事業に必要な
土地を本市に代わって先行取得し、街づくりに大きく貢献。しかし、街づくりの進展に伴い、
「公社に依頼し新たに土地を取得する必要性が薄れたこと」や「厳しい財政状況の中で、事業化の
進捗が遅れ、土地の取得にかかる借入金の金利負担が増加していること」などから、財政健全化の
一環として将来の財政負担を軽減するため、三セク債を活用し平成 25 年度に解散。
＊三セク債とは、地方公社や第三セクターなどの抜本的改革を集中的に行うため、平成 21 年度から
25 年度までの時限措置として発行が認められた特別な地方債で、第三セクター等の廃止、解散等に
要する経費について措置されるもの。
【参考⑦ みなとみらい２１地区 60・61 街区の土地の価格】（※）
近隣街区での土地売却予定価格（令和元年 10 月１日時点）により積算（※）すると、60･61 街区の
土地価格は約１３５億円。
所管等

面積（ha）

時

価

財政局（三セク債）

１．４

約８２億円

港湾局（埋立事業会計）

０．９

約５３億円

２．３

約１３５億円

合

計

※62 街区（22,188.34 ㎡）

12,369,432,847 円（589,100 円/㎡）

新たな劇場の検討候補地にかかる経費について、本来は昨年度の検討委員会で説明すべき内容で
あった旨、令和２年度予算審議の際、議会から指摘を受けました。また、第１回目の部会の冒頭で説明が
なかった点についても指摘がありました。
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第８章

今後の進め方

（１）管理運営分野
<提言に向けて検討すべきこと>
ア 基本となるプログラム案の設定と運営方法の検討
・劇場の資金計画や運営体制を検討するための基本となるプログラム案を策定する。特に、
事業内容(自主事業と貸館事業の割合など)に応じて複数案の設定を検討する。また、時間軸を
視野に、例えば開館後の 5 年間とそれ以降といった、中期的な視点からプログラム設定する
ことも検討する。
・運営体制について、第３章５「運営体制の考え方」(p.21)における「新たな関係性」について、
実現性及び課題などを検討し、方向性を取りまとめる。
イ 年間運営費等の算出と財源確保の検討
・プログラム案に基づいて、年間運営費を算出する。個々の所要事業費(例えば、自主事業
としてプログラム実行に要する費用など)は、関係者へのヒアリングなどを参考にする。
あわせて、第３章４「公費負担を含めた財源の考え方」に基づき、必要となる財源を算出する。
・運営における国費の確保は重要であり、導入方策について検討する。現制度の状況と国に
求めるべき拡大策や新たな財源確保について提案する。
・民間資金の導入方策として、寄付のような従来型の仕組みとともに、金融面を取り入れた
アプローチなど、新たな方策も提案する。
ウ 事業効果などの検討
・新たな劇場整備により多面的な効果が期待できる(p.43 参照)。劇場という施設の性格を考慮
すると、これまでの分析手法では、限定的な算出になる可能性もあるため、新たな方法なども
模索し、試算する。
・事業効果には市民の関心が高いため、検討プロセス含め、分かりやすく説明できるよう、
取りまとめる。
エ 事業費の執行の妥当性の検討
・市内のスポーツ施設、文化芸術施設、地域施設、さらに、国の施設や他都市の施設での公費
負担の状況などを勘案し、公費負担の妥当性を検討する。
・横浜市の財政状況や文化芸術への支出状況などをふまえ、年間運営費などの執行の可能性に
ついて検討する。また、当該検討候補地が埋立事業会計、三セク債を活用した土地であること
をふまえ、その財源を明示する。
オ ソフトファーストの取組
舞台芸術による次世代育成、地域活性化など、新たな劇場における重要な施策を早い段階から
始めるソフトファーストに基づく取組を取りまとめる。芸術フェスティバルの活性化、区役所
と連携した施策などを立案する。
<提言以降も継続して検討すべきこと>
ア ポストコロナの劇場整備のあり方の検討
スマート劇場、実演者の育成機能、アウトリーチによる次世代育成・地域活性化の取組などは、
これまでのわが国の劇場の機能を、大きく変革していくものである。技術的な視点、ノウハウ
なども必要であり、具現化に向けて専門家の意見も聞きながら、検討を進める。
イ ブランディングの検討
新たな劇場を国内外のトップレベルのバレエ・オペラの公演を行う場として、また観光施設
として、全国からの集客につなげるためには、それにふさわしいブランディングを行う必要が
ある。そのためには、目指すべきブランディングにこだわったハード、ソフト両面からの施策
の展開が求められる。ブランディングには丁寧な議論が大切であるため、継続して検討を進め
る。
ウ 管理運営の考え方への助言
市が作業を進める管理運営の考え方の検討業務は、提言取りまとめ後も続くため、その都度、
指導助言を行う。
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（２）基本計画分野
<提言に向けて検討すべきこと>
ア

施設計画の概要

・第４章４（２）「想定する施設規模」(p.34)に示している検討項目について、方向性を
取りまとめる。方向性は、世界のグローバルスタンダードに対応するよう、国内外の先進
劇場の実状、今後の実演団体のニーズなどを考慮したものとする。
・施設計画の概要は、全体事業費算出の材料とするとともに、市民の理解が得られやすいように
図示するなど表示方法に配慮する。
・施設計画の検討の際、導入機能の有無など必要に応じて、複数案の設定を行うこととする。
イ

工事費等算出と財源確保の検討

・施設計画の概要にもとづき、概算の工事費等を算出する。国内既存劇場の整備単価が使用
できないため、規格に応じた積み上げなどにより作業を進める。
・整備財源として、現在の国費導入の見通し及び今後働きかけるべき国費のあり方などを検討
する。
ウ

整備手法と整備期間

・第４章５「整備手法の考え方」(p.39)について、部会の議論をふまえ、単館、市の単独施行を
前提として検討を深める。
・今後、事業化した場合の設計、工事に要する整備期間を示す。
エ

都心臨海部のまちづくりの推進

・劇場整備検討候補地である、みなとみらい２１地区の観光・エンターテイメントゾーンに
ついて、横浜の新たな魅力ある発展に資すること、横浜みなとみらいホール及び横浜美術館
との連携(３館連携)による個性豊かで高い芸術性と創造力の発揮につなげること、市内進出
企業との連携による新たなイノベーションの創出につなげることなどを検討する。
・提言の段階で、全体像を示せるよう検討を進める。
オ

整備費の執行の妥当性の検討

・横浜市の財政状況などをふまえ、整備費などの執行の可能性について検討する。また、当該
検討候補地が埋立事業会計、三セク債を活用した土地であることをふまえ、その財源を明示
する。
<提言以降も継続して検討すべきこと>
ア

ポストコロナの劇場整備のあり方の検討
スマート劇場、実演者の育成機能、アウトリーチによる次世代育成・地域活性化などは、
これまでのわが国の劇場の機能を、大きく変革していくものである。技術的な視点、ノウハウ
なども必要であり、具現化に向けて専門家の意見も聞きながら、検討を進める。

イ

まちづくりの推進
上記（２）エについて具体化していくために、引き続き関係部門と連携した検討を進める。特
に、市内進出企業との連携・マッチングなどは、劇場という場を活用した新たな機能導入でも
あるため、企業ニーズも把握し、芸術との融和などの検討を進める。

ウ

基本計画の考え方への助言
市が作業を進める基本計画の検討業務は、提言取りまとめ後も続くため、その都度、指導助言
を行う。
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（３）市民への情報提供
ワークショップの開催を予定していたが、コロナ禍の中、市民との直接の接点を持つことが困難
であり、動画をウェブ上で公開するなど、広く、分かりやすい情報提供を進めている。
ア

「広報よこはま」による情報提供
全世帯に配布される「広報よこはま」で、劇場の検討に関する情報提供を定期的に行う。

イ

ウェブ上での会議動画の公開
検討委員会及び部会の会議に関する動画をウェブ上で公開。また、部会での議論を補完する
ため、劇場の現場などを取材した動画を配信する。

ウ

ライブ配信型シンポジウム開催
検討委員会の委員と市民との対話の場を設ける。ウェブを通じてシンポジウムを行うことに
ついて検討中。

エ

自治会町内会への説明
検討委員会の検討状況について自治会町内会に情報提供する。
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