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財団基本方針 
 

平成２５年度は市民会館がリニューアルオープンを迎える大きな区切りの年

であり、財団は施設の管理業務を民間の事業者に引き継ぎ、立川市の文化芸術

振興の中心的な役割をこれまでにもまして求められることになります。 

特に工事休館中は旧庁舎施設にオープンした子ども未来センターや市内全域

を活動の場として、地域や市民との繋がりを深める大きな機会でもあり、ワー

クショップや市民参加による事業、歌舞伎鑑賞事業や小学校訪問事業などの新

規事業、地域文化課からの移管事業を新たに加えて、これまで以上に積極的な

事業展開を行います。 

また、市民の文化活動の拠点であるリニューアル後の市民会館が以前にもま

して市民サービスの向上が図られるよう、次期指定管理者との引き継ぎを綿密

に行います。 

市民会館のリニューアルオープンにあたっては、新しく生まれ変わった会館

を一人でも多くの市民に実体験していただくため、様々なジャンルの事業を実

施します。 

さらに、工事休館中に「友の会」会員システムの更新とホームページのリニ

ューアルを実施し、財団としての市民サービスの向上を図ります。 

  

重点事業 

 

１ 文化芸術の鑑賞並びに活動の普及及び支援に関する事業 

・市民会館が使用できない期間は、アイムホールにおいてコンサートや落語会

などを実施するほか、都立多摩社会教育会館や国立音楽大学講堂での主催事

業を実施します。 

・リニューアル後の３か月をオープン記念期間として様々なジャンルの主催 

事業を実施するほか、宝くじ文化事業、東京都の助成事業、ＮＨＫテレビの

公開放送などもこの時期に合わせて開催します。さらに、市民団体やプロモ

ーター、指定管理者とも連携をはかり、快適な劇場空間として生まれ変わっ

た市民会館に多くの市民が訪れる機会を提供します。 

・２年ぶりの本公演となる市民オペラは「アイーダ」を公演し、合唱やオーケ

ストラのみならず、裏方も含めた様々な部分で市民が参加し、市民会館のリ

ニューアルを祝うイベントとします。 

・航空中央音楽隊の協力による中学生の「吹奏楽クリニック」に加えて、国立

音楽大学の協力で小学生の吹奏楽セミナーを新たにスタートさせ、音楽に取
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り組む子どもたちを応援します。 

・地域に文化活動をお届けする出張ステージ事業は、「どこでもステージ」に

加えて、小学校への訪問事業を実施します。 

・例年開催している松竹大歌舞伎は休館中のため１年見送りとなりますが、新

たな歌舞伎ファンを増やすことも狙いとして、三宅坂の国立劇場への歌舞伎

鑑賞事業を新規に実施します。 

２ 地域コミュニティの活性化及び振興に関する事業 

・春秋の「楽市」、「よいと祭り」では引き続き協働事務局を担当し、財団のノ 

ウハウを活かし、文化的な要素を取り入れたイベントとします。また、今後

の開催のあり方についても検討します。 

・昨年１２月に開設された子ども未来センターを活用して「キッズワークショ

ップ」に加え、「パパママワークショップ」として子育て世代がコミュニケ

ーションを深めながら文化に触れる事業を実施します。 

・音楽文化を通じて姉妹市との交流を図る「市民交流コンサート」を立川市民

オペラ合唱団とプロの歌手、大町市の合唱団の共演により大町市文化会館で

実施します。 

３ 文化芸術施設管理及び貸与事業 

・現指定管理者として引き継ぎの日までは市民会館の受付業務を行うほか、

改修工事とその後の管理運営については、これまでの知識と経験を活かし

て、利用者と来場者の満足度の向上のため、次期指定管理者に対してハー

ド面やソフト面での提言を行います。 

４ 公益財団法人として、法令等に基づく的確な運営 

・公益法人の目的に則した法令遵守の法人運営を行うとともに、今後の財団

の方向を明確に打ち出せるよう、評議員会や理事会で検討します。 

・職員一人ひとりが地域の文化振興の担い手として市民から信頼される人材

となるため研修等を実施し、能力や専門性の向上を図ります。 



定款第4条第1項
公1 第1号

公1-1 1）

2）

3）

第2号
公1-2 1）

2）

第2号
公1-3 1）

2）

第1号及び第2号
公1-4

第1号及び第2号
公1-5

公2 第3号
公2-1

第3号
公2-2

その他 第4号
その他

収益 第5号
収益

広報・友の会事業

公益目的以外の立川市市民会
館の施設管理及び貸与事業

立川市市民会館利用者サービ
ス事業

立川市から受託する
施設の管理に関する
事業

施設を利用する市民
等へのサービスに関
する事業

文化芸術施設管理
及び貸与事業

地域コミュニティ活
動施設管理及び貸
与事業

企 画 相 談 事 業

活 動 支 援 事 業支 援 事 業

平成25年度 定　款　事　業　別　体　系　図

文化芸術の鑑賞並びに活動の
普及及び支援に関する事業

演劇・古典芸能鑑賞事業

鑑賞型普及事業

音 楽 鑑 賞 事 業

美 術 鑑 賞 事 業

市民参加型普及事業

鑑 賞 事 業

普 及 事 業

地域コミュニティの活
性化及び振興事業

地域コミュニティの活性化及び
振興に関する事業
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事業区分別事業計画
注）予算額は費用を記載

1 文化芸術の鑑賞並びに活動の普及及び支援に関する事業

公1-1　鑑賞事業 （定款第4条第1項　第1号）【公益目的事業】

千円

事業
概要

平成25年度の予定

内　　容 　実　施　日 実施回数

通年 10回 市民会館大ホール

市民会館大ホール

市民会館大ホール
市民会館大ホール

千円

事業
概要

平成25年度の予定

内　　容 　実　施　日 実施回数

通年 6回

国立音楽大学講堂大ホール

劇団東少「人魚姫」　（※劇団東少との共同主催） 多摩社会教育会館

演劇ミュージカル・バレエ等（主催）

東京バレエ団　子どもための「眠れる森の美女」 市民会館大ホール

新春たちかわ寄席 市民会館大ホール

アイム寄席（3回） アイムホール

古典芸能等（主催）

　

　　2)演劇･古典芸能鑑賞事業
予　算　額

11,531

日本の伝統芸能を多くの方に観賞いただくため関係団体に協力いただき事業を実施する。

●子ども達にも人気のあるバレエ公演を身近に親しんでいただけるよう、子ども向けのバレエ公演を
実施する。
●笑ホール寄席は改修工事期間中はアイム寄席として実施、新年と改修オープンをにぎやかに迎え
る新春たちかわ寄席を実施する。
●ミュージカルでは、特に子ども達が文化芸術にふれる機会を増やすため「人魚姫」を、劇団東少と
の共同主催として実施する。
●恒例となっている歌舞伎や能、狂言については事業実施日程の調整が困難なため実施しない。

実　施　場　所

岩崎宏美シンフォニックコンサート
青春のグラフィティ

ザッツ・ピアノコンチェルト（東京交響楽団／及川浩治）

ポピュラージャンル　（主催）
国立音楽大学コンサート

　　0歳からのオーケストラ　ズーラシアンブラスmeets東京交響楽団
宝くじ文化公演　※財団法人自治総合センター助成

クラシックジャンル（主催）

　　1)音楽鑑賞事業
予　算　額

32,960

市民会館が１年間の工事休館を終えリニューアルオープンすることから、各ジャンルで記念となる事
業を実施し、多くの市民に感動していただく舞台芸術を提供する。また工事休館中の平成25年12月
まではアイムホールなど他の施設で事業を実施する。

●クラシックジャンルでは、フレッシュ名曲コンサート・ザッツピアノコンチェルト・宝くじ文化公演でオー
ケストラを３公演予定している。また市民会館休館中にはアイムホールを活用し事業を継続、前年度
実施できなかった国立音楽大学との協定記念事業は4月に同大学講堂で実施する。また、児童・青
少年への文化芸術の普及を促進するため、学生割引や親子割引などの制度を利用していただくこと
でさらに子ども達の来場を促進する。
●ポピュラージャンルについてはおなじみとなった青春のグラフィティを開催するほか、人気アーティ
ストの公演を計画し改修オープンを盛り上げる。

実　施　場　所

　　西本智実／日フィル「交響曲第７番（ベートーヴェン）」

エバリー アイムホール
アイムクラシック（3回） アイムホール
フレッシュ名曲コンサート 市民会館大ホール
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千円

事業
概要

平成25年度の予定

内　　容 　実　施　日 実施回数

１～３月頃予定 １回

通年 20回

未定 未定

未定 1回

未定

市役所ロビーアート展（※) 立川市役所

小学生ファーレアート鑑賞事業（※) ファーレ立川

美術館鑑賞事業

　※立川市地域文化課からの移管事業

市役所アートツアー（※) 立川市役所

音楽や舞台芸術と同じく、優れた芸術作品を鑑賞することは市民の文化芸術活動を促進する重要な
要素と捉え、その機会作りの事業を実施する。

●多くの優れた芸術作品に触れる機会を市民に提供するため、美術館を訪問し専門員のレクチャー
を受けるなど、さらに深く美術作品を理解できる事業を実施するとともに、芸術活動を誘発する。
●小学生ファーレアート鑑賞事業、市役所アートツアー、市役所ロビーアート展は今年度より立川市
地域文化課から移管される事業。様々な工夫をしながら、これまでより広がりのある事業展開を行
う。

実　施　場　所

　　3)美術鑑賞事業
予　算　額

1,235
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公1-2　普及事業　（定款第4条第1項　第2号）【公益目的事業】

千円

事業
概要

平成25年度の予定

内　　容 　実　施　日 実施回数

5月18～26日 1回

5月下旬～6月下旬頃 2回

1月18日～2月1日 3～5公演

3月15・16日 2回

9月頃 1回

未定 未定

千円

事業
概要

平成25年度の予定

内　　容 　実　施　日 実施回数

2～3月 1回

月１回水曜日 12回
子ども未来センター

通年 12回

通年 未定

小学校訪問事業　★ 通年 未定 市内小学校

6月、12月 2回古典芸能鑑賞教室（歌舞伎・文楽）　★ 国立劇場

アミュー水曜コンサート 市民会館市民ロビー

市役所ロビーコンサート 市役所市民プラザ

中学生吹奏楽クリニック 市内中学校

小学生吹奏楽クリニック　★ 市内小学校

どこでもステージ 市内学習館等

小学校演劇体験事業 市民会館大ホール

　　2)鑑賞型普及事業
予　算　額

2,887
音楽などの芸術に触れる機会の少ない方や小さな子ども達に、地域学習館や学習等供用施設、市内福祉施設
などでコンサートなどを実施することにより文化芸術を身近に感じていただける機会を増やす。

●子どもたちの心豊かな情操を育む「小学校演劇体験事業」は教育委員会と連携し、引き続き親子で楽しめる
演劇鑑賞の機会を提供する。
●「アミュー水曜コンサート」「市役所コンサート」はアーティストの発表の場としても実施しており、継続的に市民
への鑑賞機会の提供に取り組む。水曜コンサートの会場については市民会館工事休館中は子ども未来セン
ターを活用して実施する。
●「どこでもステージ」は前年度に新たに開始した持ち込み型も積極的に取り入れ、これまで以上に文化芸術に
触れる機会を提供する。
●小学校訪問事業は、昨年度どこでもステージとして実施した小学校へのアーティスト派遣事業を拡充し、音楽
分野のみならず落語や演劇ワークショップなども取り入れた事業として実施する。
●古典芸能鑑賞教室については、歌舞伎や文楽の初心者を中心に、安価で鑑賞でき解説も受けることができる
国立劇場が主催する鑑賞教室に参加し、興味を深めていただく。

実　施　場　所

第20回たちかわアートギャラリー展 昭和記念公園

　同入賞者展 市役所･子ども未来センター

第23回星降る夜の演劇祭 市民会館小ホール

立川市民オペラ公演2014　歌劇「アイーダ」 市民会館大ホール

　　1)市民参加型普及事業
予　算　額

6,671
公演及び展示等を通して市民が参加できる普及事業として、オペラ・演劇・絵画・吹奏楽のジャンルで事業を実
施する。

●「たちかわアートギャラリー展」は市民会館改修工事中のため国営昭和記念公園で開催、その後市役所や子
ども未来センターで入賞作品を展示し、多くの方にご覧いただけるようにするとともに、財団事業を多くの方へ積
極的にＰＲしていく。また、子どもにも絵画に興味をもってもらえるよう、関連事業としてワークショップも開催す
る。
●「真夏の夜の演劇祭」は例年の夏の時期をずらし、リニューアルオープン後の1～2月に開催する。
●「立川市民オペラ」は、リニューアル記念の本公演として「アイーダ」を開催。オペラ普及のためレクチャーやゲ
ネプロ公開なども行う予定。
●吹奏楽振興については、これまで取り組んできた航空中央音楽隊隊員を講師とした「中学生吹奏楽クリニッ
ク」を開催するとともに、国立音楽大学の協力を得て、小学生を対象としたクリニックを新たに開催する。

実　施　場　所
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公1-3　支援事業　（定款第4条第1項　第2号）【公益目的事業】

千円

事業
概要

平成25年度の予定

内　　容 　実　施　日 実施回数

6月21･25日 2回

5月18～19日 1回

通年 －

通年 －

秋頃 1回

1月～3月頃 2回程度

通年 未定

千円

事業
概要

平成25年度の予定

内　　容 　実　施　日 実施回数

2月23日 1回

夏～秋頃予定 1回

多摩フレッシュ音楽コンサート2013入賞者リサイタル

高齢者の集い 市民会館大ホール

アミュー・マーケット 市民会館市民ホール ほか

　　2)企画相談事業
予　算　額

3,246

立川市と連携し、事業企画提案や事業を受託し実施する。

●「高齢者の集い」は市主催事業のアトラクション部門について、参加者が楽しめる企画を提案、実
施する。
●「大町市姉妹市交流事業」では、大町市を訪問する環境プログラム体験型事業を市から受託し
実施する。

実　施　場　所

アイムホール

大町市姉妹市交流事業 長野県大町市

　　1)活動支援事業
予　算　額

1,878
市民や若手アーティストの多様な文化芸術活動を支援するとともに、文化芸術の育つ環境づくりを図る。

●「多摩フレッシュ音楽コンサート」は若手アーティストの発表や活躍の場を提供、ピアノ部門及び声楽部門を
開催する。
●「立川いったい音楽まつり」は“音楽をより身近に”をスローガンに市内各所で開催、市民団体と協働で実行
委員会形式で実施する。
●「市民団体共催・後援」は、公演やイベントの開催を周知活動などで支援する。
●「立川市児童合唱団」は募集広報などの活動を支援する。
●アーティスト支援ではアート＆クラフトに見て･触れて･感じるイベントとして「第３回アートプラットフォームた
ちかわ」を開催する。
●若手音楽家の育成として多摩フレッシュ音楽コンサートの入賞者をリサイタルの開催などを通じて支援す
る。
●立川及び近隣のクラフトマンを紹介する「アミュー・マーケット」については、市民会館休館中は子ども未来セ
ンターを活用して継続して開催する。
※「立川文化芸術のまちづくり協議会」は事務局を立川市地域文化課に移す。

実　施　場　所

多摩フレッシュ音楽コンサート2013 東大和市民会館

第2回立川いったい音楽まつり 市内各所

市民会館大・小ホールほか

市立第六小学校ほか

未定

市民団体共催・後援

立川市児童合唱団

第3回アートプラットフォームたちかわ
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公1-4　（定款第4条第1項　第1･2号）【公益目的事業】

千円

事業
概要

平成25年度の予定

内　　容 　実　施　日 実施回数

隔月(奇数月) 6回

通年 －

通年 －

通年 －

通年 －

通年 －

公1-5　（定款第4条第1項　第1･2号）【公益目的事業】

千円

事業
概要

平成25年度の予定

内　　容 　実　施　日 実施回数

指定管理期間
(平成25年11月末まで)

－

ムーサ友の会 －

　　広報･友の会事業
予　算　額

19,930

財団ホームページ －

広報や友の会制度により財団事業の周知を充実させ、来場者の増加を図る。

●「情報紙ムーサ」は、市民会館指定管理者の変更などに伴い、紙面構成や見やすい仕組みについて検討す
る。
●「ホームページ」も市民会館指定管理者が変更となることから、掲載内容の項目の見直しや、より見やすくリア
ルタイムな情報発信ができる仕組みについて検討しリニューアルする。
●「ムーサ友の会」については、これまでより個人情報の管理を強化することと、会費をコンビニやクレジットカー
ドで支払いできるシステムを導入する。また併せて利便性向上と事務作業の効率化のためチケット販売システ
ムについても導入を図る。
●「メールマガジン」は、引き続き登録者の増加と配信情報の充実に努める。また「事業モニター制度」はメール
マガジンを利用してモニターを募集し、財団組織や事業についての意見を収集して事業展開に活かせるよう制
度を定着させる。
●「財団ＰＲ」は、楽市の会場などを活用して財団や財団の行っている事業の周知を図り、市民の文化芸術に関
する関心を高める。
●「市内広報掲示板」については、市民への周知方法の一つであり、引き続き適正な管理運営を行う。

実　施　場　所

情報紙「ムーサ」 市内及び周辺17市町

施設及び設備の貸出
貸出の利用促進と改修内容の案内

大ホール
小ホール
展示室兼練習室
サブホール
第１会議室
第2会議室
第3会議室
第4会議室
第5会議室
第6会議室
第7会議室

市民団体の文化活動発表の場としての利用、アミューセット（練習として利用）での利用など、文化芸術の鑑賞
並びに活動の支援をするため、市民会館の施設の貸出し業務を実施。改修工事期間は改修内容を含む利用案
内を実施する。

実　施　場　所

メールマガジン・事業モニター制度 －

市内広報掲示板 －

　　文化芸術施設管理及び貸与事業
予　算　額

4,139

財団ＰＲ　★
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2 地域コミュニティの活性化及び振興に関する事業

公2-1　（定款第4条第1項　第3号）【公益目的事業】

千円

事業
概要

平成25年度の予定

内　　容 　実　施　日 実施回数

4月21日 1日

未定 2日

8月上旬 1回

1月上旬 1回

通年 －

通年 未定

通年 未定

未定 1回

公2-2　（定款第4条第1項　第3号）【公益目的事業】

千円

事業
概要

平成25年度の予定

内　　容 　実　施　日 実施回数

指定管理期間
(平成25年11月末まで)

　　　　地域コミュニティの活性化及び振興事業
予　算　額

1,592
イベントや表彰、姉妹市との交流などを通して、人と人を結ぶコミュニティ事業に積極的に取り組む。

●「楽市（春･秋)」は、商工会議所などと連携して協働事務局として、財団の経験やノウハウを活かし、コンサー
トなど文化的要素を取り入れたものとする。また今後の開催のあり方などについても検討を進める。
●「立川よいと祭り」は、光と音のシンフォニーをテーマにサンサンロードで開催するイベントで協働事務局を担
う。
●「子ども凧あげ大会」は市子ども会連合会との連携事業として、子ども達のコミュニティ形成の場として実施す
る。
●「コミュニティ奨励賞」は、文化芸術での顕著な成績や地域貢献活動に対し、その個人や団体を表彰し市民の
関心を深めるとともに、地域活動の活性化を図る。
●「キッズワークショップ」は改修工事休館中は子ども未来センターを中心に、世代を超えた交流と文化芸術へ
の関心を深めるため開催する。
●「パパママワークショップ」は子育て世代に文化芸術に触れることで疲れを癒し、心のゆとりを感じていただくこ
とを狙う。また同世代の親同士の交流によるコミュニティの促進と、ワークショップで学んだことを子どもにも伝え
るなどで親子間のコミュニケーションの活性化にもつなげる。
●「市民交流コンサート」は姉妹都市大町市との文化を通した市民交流を目的に、立川の市民芸術活動の象徴
となりつつある市民オペラに関するコンサートを大町市と協働で開催する。

実　施　場　所

　　　（秋） 国営昭和記念公園

立川よいと祭り サンサンロード

楽市（春） 国営昭和記念公園

市民交流コンサート　★ 長野県大町市

子ども凧あげ大会 多摩川緑地市民運動場

コミュニティ奨励賞 －

子ども未来センター　ほか

子ども未来センター　ほか

パパママワークショップ　★

キッズワークショップ

施設及び設備の貸出
貸出の利用促進と改修内容の案内

大ホール
小ホール
展示室兼練習室
サブホール
第１会議室
第2会議室
第3会議室
第4会議室
第5会議室
第6会議室
第7会議室

　　地域コミュニティ活動施設管理及び貸与事業
予　算　額

181

自治会連合会の会合、よいと祭り実行委員会、楽市実行委員会など、地域コミュニティの活性化及び
振興に関する活動のために使用する、立川市市民会館の施設の貸出業務。改修工事期間中は改修
内容を含む利用案内を実施する。

実　施　場　所
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３　公益目的以外の立川市市民会館の施設管理及び貸与事業

（定款第4条第１項　第4号）【その他事業】

千円

事業
概要

平成25年度の予定

内　　容 　実　施　日 実施回数

指定管理期間
(平成25年11月末まで)

４　立川市市民会館利用者サービス事業
（定款第4条第１項　第5号）【収益事業】

千円

事業
概要

平成25年度の予定

内　　容 　実施時期

通年

大・小ホールロビー

(オープン後)

CD等物品販売 アイムホールほか

　　　施設を利用する市民等へのサービスに関する事業
予　算　額

3

出演者等が公演開催時に、ホールエントランス等でCD等の公演関連商品を販売した際、物品販売
手数料を徴収する。
その徴収した手数料や収益分を、公益目的事業に充てる。

実　施　場　所

施設及び設備の貸出
貸出の利用促進と改修内容の案内 大ホール

小ホール
展示室兼練習室
サブホール
第１会議室
第2会議室
第3会議室
第4会議室
第5会議室
第6会議室
第7会議室

　　立川市から受託する施設の管理に関する事業
予　算　額

4,314

企業の説明会・研究発表・株主総会・面接・組合大会、学校の入学式・卒業式、行政の講演会など、
公益目的以外の立川市市民会館の施設の貸出業務の実施。

実　施　場　所
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