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事 業 報 告 書 

 



１．平成２９年度事業報告総括 

 

（１）財団全体の取り組み  

平成２９年度は、世田谷区が設置する世田谷文化生活情報センタ―、世田谷美術館、世田谷文学

館について、期間が５年の第４期指定管理のスタートの年度となった。財団は、「世田谷区第２期文化・

芸術振興計画」に示された推進体制となる区との強力な協働関係を堅持し、定款目的にある「幅広い

文化・芸術事業の展開と多様な文化創造活動や市民活動などの支援」の実現に向け、後掲の「各事

業部事業」に積極的に取り組んできた。 

その中で、財団全体の事業参加者・施設入場者数は、平成２８年度と比較すると約６０,０００人の増

となっている。部門ごとにみると、開場２０周年記念事業等の取組があったシアターは約４,５００人の増、

美術館は、平成２９年度の改修工事により約６か月の休館があったものの大型企画展であるエリック・カ

ール展があったこと等から約２７,０００人の増、また、文学館は、約６か月の改修工事があった平成２８年

度と比較すると約３１,０００人の増となっている。 

財団の財務面では、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（以下「認定法」とい

う。）に定める公益目的事業比率（注）は概ね９９％であった。また、損益は、経常収益が２３億７,７００万

余円、経常費用が２３億７,９００万余円で、当期経常増減額は、マイナス約１６０万円となっている。財団

運営の総体として適正であったといえる。 

財団の運営・管理に関しては、この間、財団改革に取り組んでいるが、更に推し進めるため、平成２９

年１２月に「世田谷パブリックシアター劇場経営に関する基本方針」を、また、年が明けた１月には「公

益財団法人せたがや文化財団人材活用計画」を策定し、継続的な取組の方向性や具体的な取組を

明らかにしたところである。働くことのあり方については、社会的にも様々に議論され、多くの面から法整

備がなされようとしている。財団は、この動向を注視しつつ、今回示した取組を着実に推進していくこと

とする。 

 

     （注） 公益目的事業比率 

     公益法人の活動全体における公益目的事業活動の割合がその費用額において、５０％以上であることを求めるもの 

（認定法第 15 条） 

 

 

各事業部の事業参加者・施設入場者数の推移(人) 

年度 生活工房 
パブリック 

シアター 
音楽事業部 美術館 文学館 合計 

平成 29 年度 135,222 225,035 8,392 373,408 172,363 914,420 

平成 28 年度 136,230  220,508  9,536  346,589 141,150 854,013 

平成 27 年度 140,946 220,356 14,696 347,240 152,305 875,543 

平成 26 年度 193,805 228,846 8,906 483,619 156,521 1,071,697 

平成 25 年度 195,454 207,659 9,765 350,938 138,209 902,025 

（世田谷アートタウン「三茶 de 大道芸」は含まず） 
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（２）各事業部事業 

 

≪世田谷文化生活情報センター≫ 

①生活工房 

公１－２「文化芸術の啓発、体験に資する展覧会」 

 開館２０周年記念事業「家電のある生活展～暮らしのデザインミュージアム２０１７」は、家電製品誕生

から６０余年の私たちの暮らしを、各年代を象徴する家電の変遷で振り返りながら、新しい時代に求め

られる価値観や役割についても考える展覧会となった。 

 山岳地帯に暮らす民族の知られざる文化を紹介する「クライム・エブリ・マウンテン」シリーズは、「ミャオ

族の刺繍と暮らし展」を取り上げた。山岳民族ならではの民芸品・工芸品など、現地の手工芸の展示は、

民族としての思想や多様な生活様式一端を理解する貴重な機会となった。 

 生活工房ギャラリー企画は、日常の暮らしの中からテーマを紡ぎ出して、多彩な内容で展示事業を展

開した。「衣服・祝いのカタチ～赤をめぐる旅展」「祝いの水引結び展」は、日本独自の美しさと豊かさを

受け継ぐ伝統文化について、染織、和紙など様々な分野から探求した展覧会である。音楽家とともに

歌のルーツを辿る「クレオール・ニッポンの旅」は、各地の日本人移民が、異国との接触のなかで残した

市井の歌に込められた「日本人」らしさについて展覧会を通じて考える機会となった。「にしむらあつこ

絵本原画展」は、ユーモア溢れる世界観が人気の絵本作家の作品展として、家族で楽しめる夏休み企

画としても好評で、多くの来館者を得た。 

公１－３「文化芸術の啓発、体験、支援などの教育普及活動」 

 「映像アーカイブ２０１７」事業では、平成２７年度から継続する「穴アーカイブ：an-archive」は、区民が

保存する８ミリフィルムを広く共有する上映会とともに、月例の交流会も定着して、幅広い世代の区民が

参加するイベントとなった。また、区民参加型企画「みっける３６５日」は、美術家によるワークショップとし

て、参加者が１年間通じて写真撮影を行い、それぞれが考える「生活」を表現して作品を制作。３月に

は展覧会で発表を行った。 

 これからの時代の情報の読み解き方と、その活用の仕方を学ぶ「情報編集力連続講座」は、イシス編

集学校との共催で２講座実施。８月には小中学生対象として、特別編「大好きな本の伝えかた～読書

感想文の編集術！」も行った。 

 人気の「子どもワークショップ」は、次世代を担う子どもたちに向けて、各分野の専門家や造形家との

体験学習の機会を提供した。科学の楽しさを体感する〈日常体験 LABO〉、映像と放送の仕組みを体

験から学ぶ〈アニメーション〉、電気自動車の仕組みを探る〈次世代車〉などのワークショップを実施。７

年目となる「１４歳のワンピース」は、中学生ならではの発想を活かした自由な作品づくりが好評であった。 

公１－４「文化芸術活動の発表の機会の提供」 

 「第５回世田谷芸術アワード“飛翔”」は発表展を開催。前年度、生活デザイン部門に選出された２人

の建築家による「世田谷をはかるプロジェクト」は、まちを「はかる」という観点から、世田谷を見つめ直し

て、地域の魅力の再発見を目指した提案型の展覧会となった。 

公１－６「文化芸術の活性化を図るための情報提供」 

 事業を告知するための季刊「イベントガイド」（３ヵ月ごと発行）、年間通じての事業報告と生活工房の

現在を伝える「アニュアルレポート」を発行。いずれも意匠を凝らし、生活工房事業を知ってもらうための
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役割を果たしている。また、「ウェブサイト」は情報発信の重要なコンテンツであると同時に、連動するＳ

ＮＳともども、事業アンケート、解析するモニター制度と合わせ、参加者や閲覧者の関心・動向の一層

の把握を図った。 

公１－７「国際交流のための文化芸術事業」 

 「DAYS JAPAN 写真展２０１７」では、国際フォトジャーナリズム大賞受賞作品を展示。紛争と難民、貧

困、虐待、環境汚染など、写真を通じて、世界の厳しい現実と向き合う機会を提供した。 

公２－１「市民活動の支援及び振興に関する事業」 

 市民グループの活動の場となっている「市民活動支援コーナー」の運営をはじめ、市民活動に向けた

相談事業やコーナーの活性化を目的とした展覧会やイベントも好評を得た。 

 市民活動団体の発展的活動に必要な基礎知識について理解を深めるため「NPO・市民活動のため

のステップアップ講座～組織づくりのためのヒント/コツを学ぼう！」は、世田谷区と一部共催して開催。

多様化する活動団体のニーズにも応えた。 

 「世田谷アートフリマ」は、手づくりアートの“のみの市”として、区内のアーティストやクラフト作家と区民

が交流する場としても定着している。春と秋の２回実施で、多くの人々で賑わいをみせた。 

 

②世田谷パブリックシアター 

 世田谷パブリックシアターは、１９９７年に開場し、主劇場（世田谷パブリックシアター）とシアタートラム

の２つの劇場と大小３つの稽古場を中心に、「新しい作品とレパートリーの創造」、「国際的な共同制

作」、「地域や、学校その他の区内施設との連携」、「普及啓発・人材養成事業」、「国内の公共劇場と

の連携」等を柱に、国内外に発信する創造型の公共劇場として活動している。 

 今年度は、開場２０周年の年となった。 

公１－１「文化芸術の振興に資する展覧会、公演等の企画・実施及び調査研究」 

 国内演劇創作事業として、主劇場で３本、シアタートラムで３本の作品を上演した。主劇場では４月に、

開場２０周年記念事業として『MANSAI◎ボレロ／唐人相撲』を上演。これ以後、いずれも記念公演とし

て、７月には、同じく主劇場で、『子午線の祀り』を上演。演出家として、芸術監督の野村萬斎が、毎日

芸術賞・千田是也賞を受賞、また、作品として、読売演劇大賞・最優秀作品賞、出演者の若村麻由美

が優秀女優賞を受賞し、大きな評価をいただいた。主劇場では、２月に、こまつ座と共同制作により、

井上ひさしの『シャンハイムーン』を上演。兵庫、新潟、びわ湖、豊橋、金沢など、全国各地でも上演し、

好評を得た。シアタートラムでは、８月に、ドイツ各地で上演され、評判の『チック』を日本初演し、翻訳・

演出の小山ゆうなが、読売演劇大賞・優秀演出家賞、小田島雄志・翻訳戯曲賞を受賞、美術の乗峯

雅寛が、読売演劇大賞の優秀スタッフ賞を受賞した。また１１月には、森新太郎演出で、ノーベル賞作

家、ハロルド・ピンターの『管理人』を上演。高い評価をいただき、出演者の、温水洋一が紀伊國屋演

劇賞個人賞を受賞、また美術の香坂奈奈は、日本舞台美術家協会の、伊藤熹朔賞・本賞を受賞した。

そして、２月には、数多くの賞を受賞した『炎・アンサンディ』の連作であるワジディ・ムワワドの『岸 リトラ

ル』を、同じく上村聡史の演出により上演した。 

 また、本年は、開場２０周年記念事業として、勅使川原三郎ダンス公演『ABSOLUTE ZERO 絶対零

度２０１７』を、開場時の上演以来、久方ぶりに再構築し上演、伝説となっていた作品を甦らせ、話題と

なった。 
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 そして、夏休み期間では、“こどもプロジェクト”として、コンドルズ主宰の近藤良平による『まちがいのコ

ンドルズ』や、小・中・高校生のためのワークショップ、そして恒例となった『日野皓正 presents“Jazz for 

Kids”』や子どもとおとなのための読み聞かせ『お話の森』も実施した。 

公１－３「文化芸術の啓発、体験、支援などの教育普及活動」 

 ６月に、高齢者施設や障害者施設を訪問して行う＠ホーム公演『チャチャチャのチャーリー～愛しの

お姫さま～』を１５ヵ所で実施し、劇場になかなか足を運べない多くの皆さんに楽しんで頂く機会となっ

た。また、区の受託事業として、区内小学校全校の６年生を対象に、古典芸能である「狂言」鑑賞とワ

ークショップを組み合わせた『古典芸能鑑賞教室』も実施し、伝統的な文化に触れる機会を提供した。  

 また、コミュニティプログラムや学校プログラムでは年間を通じて、劇場や区内小・中学校で積み重ね

ている、多種多彩なワークショップ事業をさらに充実させ、また、広く区民全般に向けたもの、子どもたち、

子育て世代、教員・教育者、これからの演劇・ワークショップを担う人たち向けのものなど、対象に応じ

て形式や内容を工夫し、通年にわたってワークショップ、レクチャー、研究会などを展開した。  

 ３月には、開場以来の区民参加型企画『地域の物語』を実施した。長期間ワークショップを重ね、最

終日にシアタートラムで作品を発表、本年度は『生と性をめぐるささやかな冒険＜セックスをめぐる冒険

＞＜男と子育てをめぐる冒険＞＜女らしさ男らしさをめぐる冒険＞』という３部活を設定し、女性と男性

の生と性をめぐって参加者たちが考えてきたことを演劇の形で発表し、来場者とともに討論することもで

きた。 

公１－４「文化芸術活動の発表の機会の提供」 

 開場以来、区民が舞台に立つ機会として恒例の『フリーステージ』をゴールデンウィーク期間に実施し

た。本年度は、音楽部門１５団体、バレエ部門７団体、ダンス部門４０団体の区民が参加し、日頃の舞

踊や音楽の練習の成果を発表した。また、若い演劇人の発掘と育成を目的とした『シアタートラム ネク

スト・ジェネレーション vol.10』は、第５回世田谷芸術アワード“飛翔”を受賞した、to R mansion が公演

を行い、大勢の観客を集めた。 

公１－５「地域交流のための文化芸術事業」 

 秋の恒例事業となった、世田谷アートタウン『三茶 de 大道芸』が２１年目を迎え、三軒茶屋の街一帯

で実施された。今年度は、台風の影響で雨天での開催となったが、それでも多くの方々にご参加いた

だき、地域に大きな賑わいと交流を呼び、経済効果をもたらした。 

公１－６「文化芸術の活性化を図るための情報提供」 

 ホームページや広報紙誌、マスコミ媒体等を通じて、劇場の活動を広く区民等に発信した。また、学

芸活動のアニュアルレポート、事業の紹介冊子「CarroMag」も発行した。 

公１－７「国際交流のための文化芸術事業」 

 国際交流公演としては、世田谷アートタウン関連企画で、カンパニーXY を招聘。現在、ヨーロッパ中

の注目を浴びている現代サーカスのカンパニーで、日本初公開の「夜はこれから」を上演。関連ワーク

ショップもおこなった。演劇では、アジア圏を中心とした文化交流を目指す事業として、日韓文化交流

企画「ペール・ギュント」を上演。日韓両国のスタッフ、キャストとの共同作業により、舞台芸術を通じた

更なる異文化理解を促し、多くの観客にも好評を得た。年末、晦日と大晦日の兵庫公演も満員の観客

で盛況となった。 
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③音楽事業部 

公１－１「文化芸術の振興に資する展覧会、公演等の企画・実施及び調査研究」 

 気軽に楽しめる演奏会として、おなじみの「せたがやジュニアオーケストラ 夏のコンサート」を秋に移

し、「オータムコンサート」として実施。２ヶ月間後に送ったことで、メンバーの団結も深まり、より充実した

内容になった。また、初めての試みとして、夜や休日は出かけられない人たちに向けて、「午後の音楽

会」を企画したが、こうした層への働きかけ方法については課題も残した。 

 音楽愛好者向けの演奏会では、高い評価を得ている室内楽シリーズは２企画。人気と実力を兼ね備

える二人、古部賢一と鈴木大介の共演は、タイトル通り「オーボエとギターのおしゃれな時間」を提供。

また、第一線で活躍を続けるチェリスト山崎伸子のリサイタルは、深い感動を誘った。池辺晋一郎音楽

監督による企画公演「異分野とのコラボレーション」は、建築家の澤岡清秀がゲスト。構造という視点か

ら、宮谷理香、小林沙羅による実演を挟みながら、建築と音楽との意外な共通点を紐解いた。世田谷

フィルハーモニー管弦楽団と区民合唱団による「名曲コンサート」はオペラに挑戦。両団も舞台の上に

上がったセミ・ステージ形式で、プッチーニの「ラ・ボエーム」全曲を演奏した。 

公１－３「文化芸術の啓発、体験、支援などの教育普及活動」 

 宮川彬良スペシャル・プロデューサーが、楽曲を独自の解釈で分析しながら演奏していく「せたがや

音楽研究所」は、公募による合唱ワークショップが好評。参加者も観客席も、楽しみながら、音楽につい

て学べる格好の場となっている。 「Let's Sing ゴスペル！」は、ワークショップのコースを１枠増やしたが、

参加希望者がたいへん多く、ニーズに応えきれていない。内容については、発表のコンサートも含め、

満足度が高く、さらなる規模の拡大を検討している。 

 こどもたち向けには、一流の専門家を迎え、茶道と邦楽、日本の文化の本質に接する「こどものため

の茶の湯と邦楽のワークショップ」を開催した。中身の濃い事業ゆえに、定員を絞らざるを得ないという

ジレンマがあった。このワークショップの演奏家は、「学校へのアウトリーチ」も担当。馴染みのない楽器

の演奏に触れた小学生たちの集中力の高さに驚かされた。 

 青少年育成である「せたがやジュニアオーケストラ」は、８年目となる今年度、中心となる定期演奏会を

３月に設定し、じっくりと活動に取り組んだ。公演は、池辺、ブルッフ、モーツァルト、レスピーギと並ぶ、

たいへん充実したプログラムで、メンバーも客席も湧いた。卒団生がソリストの大役を果たしたことも話題

だった。 

公１－４「文化芸術活動の発表の機会の提供」 

 前年度不手際のあった「せたがやバンドバトル」は、改善を図り、音楽事業部をあげて取り組んだ。バ

ンドの応募資格を平均年齢３５歳以上に引き下げたことも手伝い、多彩なジャンルの５７バンドが参加。

区内ライブハウスでの予選から、熱気溢れる競いとなった。 

 例年どおり、世田谷フィルハーモニー管弦楽団、世田谷区民合唱団、世田谷区民吹奏楽団の３団

体の活動を支援。世田谷区も含め、担当が多く代わったため、団体間の密接な連絡を心がけた。 

公１－５「地域交流のための文化芸術活動」 

 日頃音楽に接することの少ない人たちのために、身近な場所へ出かけていく「まちかど・まちなかコン

サート」。野外を会場にする「まちかどコンサート」は、日曜日の二子玉川公園で肩の凝らないメニュー

を提供。一方、室内で行う「まちなかコンサート」は、区民センター３ヶ所を会場にして、幼児たちに好評

の「コトコトさんのドレミ図書館」を開催、人気を集めた。 

5



 世田谷の音楽関係者の集まり「せたがや音楽プロジェクト」は、区が包括協定を結んでいる川崎市の

ジャズ・フェスティバルの一環として、川崎のミュージシャンも交え、バラエティに富んだコンサート「せた

がやジャズクラブ」を開催。また、毎年実施している「音楽は自由をめざす」は、演歌のジェロをはじめ、

来日して、日本で歌い続けている歌手たちを特集、物語のあるコンサートとなった。 

 世田谷区からの受託で、商店街のいっそうの活性化を支援する「商店街アートプロジェクト」では、区

内４か所で開催。雨にたたられた回などもあったが、買い物客などにも、音楽を楽しんでいただいた。 

公１－６「文化芸術の活性化を図るための情報提供」 

 「音楽事業部広報」活動では、半年ごとに事業をまとめて紹介するリーフレットのデザインを改め、より

手に取ってもらいやすいように工夫した。また、利便性を高めるため、ホームページのリニューアルも行

い、利用者の増えるスマホにも対応できるようにした。 

 区から受託している季刊の文化情報誌「せたがや音楽通信」もリニューアル、判型を大きくし、表紙の

デザインや特集記事を一新して、読者から好評を博している。 

 

 

≪世田谷美術館≫ 

公１－１「文化芸術の振興に資する展覧会、公演等の企画・実施および調査研究」 

 平成２９年度の主要事業を挙げれば、企画展では前年度から継続の「花森安治の仕事―デザインす

る手、編集長の眼」展（平成２９年２月～４月）、「エリック・カール展」（４月～７月）、「ボストン美術館 パ

リジェンヌ展 時代を映す女性たち」（平成３０年１月～４月）展の３展。所蔵品を紹介するミュージアム 

コレクションでは「それぞれのふたり 淀井彩子と淀井敏夫」（平成２９年４月～７月）を開催した。そして、

７月２日から平成３０年１月１２日までは、改修工事のために約半年間にわたり全館休館した。改修工事

では外壁補修、空調設備整備、館内主要照明のＬＥＤ化などが主な内容で、施設維持、機能向上の

視点から大きな効果があった。 

 さて、「花森安治の仕事」展は、戦後日本でひときわ異彩を放った家庭雑誌『暮しの手帖』の編集長と

して敏腕をふるった花森安治の生涯をたどるものとなった。花森は編集長という仕事に情熱を傾けつつ、

さらに装丁家、イラストレーター、コピーライター、ジャーナリストなど、じつに多彩な能力を発揮し、多く

の人々に暮らしに対する希望の光をもたらした。本展では、そうした花森の若き日からの歩みをたどり、

人々の暮らしに寄り添った一人の思想家となっていく人生を顧みた。また、４月６日には皇后陛下の行

啓を賜った。 

 「エリック・カール展」は、『はらぺこあおむし』などの絵本原作者として知られるエリック・カールの数々

の原画作品を中核にし、さらに現在もなお旺盛に創作に取り組むアーティストとしての側面を紹介する

ものとなった。日本の子どもたちにも人気が高く、現在、子育て世代にある人たちにとっても思い出深い

エリックの作品に出会おうと、たいへん多くの来場者があった。 

 「ボストン美術館 パリジェンヌ展」は、ボストン美術館の所蔵品で構成された展覧会だったが、内容的

にはいわゆる名品主義的な展覧会ではなく、１８世紀から２０世紀にかけてパリの文化を体現してきた女

性たちに焦点をあてた内容となった。パリに生き、それぞれの時代を映しながら多様な生きかたをみせ

た女性たちを題材とする諸作品に、多くの来館者が魅了された。 

 分館においては、各館３期の展示を組み、計９本の展覧会事業を通じて、向井潤吉、宮本三郎、清

6



川泰次の画業を紹介することができた。 

調査研究は、各展カタログへの執筆、各種データの掲載などに反映し、さらに『世田谷美術館紀要』、

『世田谷美術館年報』などの刊行を通じて発表した。 

公１－３「文化芸術の啓発、体験、支援などの教育普及活動」 

 世田谷美術館は開館以来、区立小中学校との連携を深め「鑑賞教室」を実施してきた。対象として

小学生は第４学年、中学校は第１学年である。この事業の実施にあたっては東京学芸大学との連携で、

インターン生による各校への出張授業を実施し、また約４００名が登録する鑑賞ボランティアの参加と協

力を得ている。また、同じく開館以降継続している「美術大学」についても充実の度合いを高め、その

卒業生たちが友の会や鑑賞ボランティアに参加するなど、良き循環作用を得ている。小学生から中高

年までを包括する各種事業の展開によって、当館は生涯学習の場としての機能も果たしているといえよ

う。 

公１－４「文化芸術活動の発表の機会の提供」 

 世田谷区の事業として長年にわたって開催されてきた「区民絵画展」、「区民写真展」が当財団に移

管されてしばらく時を経たが、両事業への参加者数はほぼ横ばいである。昨今はデジタル技術の進歩

により、私たちの日常生活にもさまざまな変化が生じ、ウェブ環境の向上からインターネット上での作品

発表や発信も盛んである。しかし、実際に作品を描き、題材を求めて写真を撮ることを楽しみとする区

民も多いことから、両展を隔年開催としつつも、この事業を継続している。また、区民ギャラリーの運営も

好調であり、多くの利用者を得ており、こうした事業は当館への関心を深めてもらう契機ともなっている。 

公１－５「地域交流のための文化芸術事業」 

 世田谷美術館の前庭を中心として毎年開催している「さくら祭」は、当館の春の恒例行事として定着

し、日常的に美術館活動を支援してくれている友の会会員と鑑賞ボランティアたちが交流する場ともな

っている。さらに公園への来園者が美術館に立ち寄るきっかけともなっている。そのほかに近隣で開催

される「緑化まつり」、「用賀サマーフェスティバル」への支援、参加を実施してきた。また昭和女子大学、

成城学園などの区内にある大学や、玉川髙島屋、成城コルティといった商業施設ともコラボレーション

を重ねている。 

公１－６「文化芸術の活性化を図るための情報提供」 

 インターネットは、もはや日常生活において必要不可欠な情報提供、情報共有ツールとなっている。

当館のホームページはすでに１４年ほど前に設計されたもので、急速に普及しているスマートフォンなど

への対応が困難になっていたが、平成２９年度は、ホームページの全面的なリニューアルを実施した。

フェイスブック、ツイッターなどにも即時情報としてセタビブログを発信する機能、また多言語化機能など

を付加するほか、動画での企画紹介機能も設備した。また、過去の事業のアーカイブズ機能をもたせる

ことにより、幅広い情報提供を可能とした。 
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≪世田谷文学館≫ 

公１－１「文化芸術の振興に資する展覧会、公演等の企画・実施及び調査研究」 

 大規模改修工事に伴う半年間の休館を経てのリオープンは、「ムットーニ・パラダイス」で幕を開けた。

ムットーニのからくり劇場は、人形と装置の多様な動きにあわせ、音楽、効果音、光、語りなどの要素が

重なり合いながら物語が表現される他に類を見ないアート作品であり、館蔵の７台は開館以来の人気コ

レクションでもある。今回はムットーニこと武藤政彦（１９５６－）の初期から最新作まで３０年の作家活動

を総覧する大規模な展覧会であり、本人によるギャラリートークも多数回実施、会期後半にはＮＨＫの

「日曜美術館」にも取り上げられ、多くの来場者で賑わった。 

 「山へ！to the mountains 展」は、「百の頂に百の喜びあり」（深田久弥）のコンセプトのもと、山というフ

ィールドで繰り広げられた多様な<知>と<表現>に迫った。小島烏水（アルピニズムの祖）、深田久弥（文

学）田辺和雄（植物学）、吉阪隆正（建築学）、坂本眞一（漫画）、石川直樹（写真）、田部井淳子（生活）

の７人を紹介、山岳写真や岩石の実物もあわせて展示し「体験的に山の魅力を伝える」展示空間の創

出を試みた。本展は新たなテーマや手法へのチャレンジでもあり、集客には苦戦したが、初めての来館

者が半数以上であるなど新規の利用者の獲得につながった。 

 「澁澤龍彦 ドラコニアの地平」は、サドなどのフランス文学の翻訳、異色の文化史や美術論・博物誌

をテーマにしたエッセイ、幻想小説など幅広い執筆活動を展開し、１９６０年代以降のわが国の文化芸

術に影響を与えた澁澤龍彦の没後３０年を記念して開催した。豊富な原稿、自筆資料を中心に、関連

する美術品や博物学資料など５００点を超えるボリュームで構成した。往年のファンのみならず、１０代か

ら３０代が来場者全体の４分の１を占めるなど幅広い世代が来館した。 

 毎日新聞社と共同企画した「ミロコマチコ いきものたちの音がきこえる」は、内外の絵本賞を立て続

けに受賞し、今最も注目される作家ミロコマチコ（１９８１－）の初の全国巡回展。代表作の絵本原画だ

けでなく、大型作品を含む絵画や立体等によるダイナミックな展示を試みた。会期中には展示室内で

の公開制作や、子どもたちとの公開ワークショップなどを実施、幼児から高齢者まで幅広い世代が訪れ、

作家との距離の近さが実感できる展覧会となった。 

 コレクション展は前期「Ut pictura poesis 詩は絵のように コレクションにみる文学を彩る書画の魅力」、

後期「ＳＦ再始動」を開催、それぞれ美術資料や特撮関連資料などを中心に調査研究の成果を反映さ

せた。 

公１－３「文化芸術の啓発、体験、支援などの教育普及活動」 

 菅野館長プロデュースによる〈連続講座〉は「澁澤龍彦 ドラコニアの地平」展会期中に、２８年度に引

き続いて澁澤龍彦をテーマに講座を開催。前後期６回の講演録の書籍化にも協力した。 

 出張展示や館の内外でのワークショップなどの活動を行う「どこでも文学館」は、当館の基幹事業に

成長している。今年度はのべ２９回の出張展示、１９回のワークショップを実施した。新たな試みとして小

説の創作から、表紙画の制作、製本までを連続して学ぶ「本作りワークショップ」も開催した。また、特定

費用準備資金により、出張展示キット「ＳＦ入門 ＶＯＬ.２ 星新一」「山へ to the mountains」の２種を制

作した。 

 改修工事後の再開に伴いリニューアルしたライブラリー「ほんとわ」では、授乳室を備えた親子のため

の本のエリアを設けたのをはじめ、「pipio といっしょにおはなしとあそびの時間」、「０歳からのジャズコン

サート」を実施するなど、乳幼児とその保護者を対象に事業の枠を広げた１年でもあった。 
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公１－４「文化芸術活動の発表の機会の提供」 

 区民の創作活動の発表の場として短歌・俳句・川柳・詩・随筆の５部門で作品を募集する「第３４回 

世田谷文学賞」を開催。上位入賞作品は冊子「文芸せたがや」に掲載した。 

公１－６「文化芸術の活性化を図るための情報提供」 

 ホームページや印刷物、ＳＮＳを活用した情報発信を積極的に行ったほか、特定費用準備資金を活

用し多言語対応（英語・中国語２種・韓国語）の施設案内リーフレットも作成し、広報サービスの向上を

図った。 
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２．事業実績　　（１）世田谷文化生活情報センター　生活工房

事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

（円）
実績人数

（人）
当初計画数

（人）
実施場所

【開館20周年記念事業】
家電のある生活展～暮らしのデ
ザインミュージアム2017

　家電誕生から60余年の暮らしを、各年代を象徴する「三種の神器」と
呼ばれた家電製品等で振り返り、これからの未来に向けたライフスタイ
ルを考察する展覧会。①ワークショップ　②展覧会

9月18日～10月15日 無料 ①22②2,962 3,200
生活工房ワーク
ショップルーム、
ギャラリー

［生活工房ギャラリー2017］
　日常の暮らしの中からテーマを紡ぎ出し、伝統から最先端技
術、工芸品からプロダクツデザインなど様々な内容で展示事業を
展開した。

①②衣服・祝いのカタチ「赤をめ
ぐる旅展」

衣服造形家・眞田岳彦ディレクション。日本独自の美しさと豊かさを受
け継いできた伝統文化について考察する展覧会。①日本の伝統的な
赤色の色彩に込めた意味を染織や和紙など様々な分野から考察。
②「祝いの水引結び」を題材に祝いの伝統文化について考えた。

①4月6日～5月14日
②12月20日～
30年2月4日

無料 15,691 4,000 生活工房ギャラリー

③クレオール・ニッポンの旅
－無名詩人の民謡から、ニッポ
ンを聴く

　日本人の移民が残した歌を通して、改めて「日本人」について考える
展覧会。小笠原諸島に伝わる恋歌、ブラジル移民の「五木の子守唄」な
ど、異国との接触のなかで生まれた市井の唄から、日本人の姿を明らか
にしていく。

6月17日～7月22日 無料 6,861 4,000 生活工房ギャラリー

④にしむらあつこ絵本原画展
ぐぎがさんとふへほさん

　夏休みに開催する「おはなしいっぱい」にあわせて、家族で楽しめる
企画として絵本作家を招いての原画展を開催。

7月29日～8月27日 無料 5,826 4,000 生活工房ギャラリー

デザイン・
アートの展
示

1
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

（円）
実績人数

（人）
当初計画数

（人）
実施場所

［映像アーカイブ］
　映像に記録された世界を通じて、かつての暮らしぶりを振り返る機会
や、それぞれの生き方の記録を映像表現とする機会を提供することで、
家族や地域とのつながり、関係性について考える場を創出した。

①「穴アーカイブ2017」
　地域の記憶、記録映像企画として区民が保有する8ミリフィル
ムに記録された映像を掘り起し、鑑賞する機会を設けた。

年間通じて随時活動 無料

提供フィルム
数:17本(6名）
展覧会：2,230
せたがやアカ
カブの会:63

100
生活工房ギャラリー
ワークショップルー
ムほか

②「みっける365日」
　参加者を中心に撮影した、平成29年の1年間の記録映像をもとに、
アーティストと協働して参加型の展覧会を開催。

撮影：通年／展覧会：
30年2月24日～

3月18日
無料 6,297 5,000

セミナールームほ
か

【オリンピック・パラリンピック関連
事業】
映像アーカイブ特別篇

　生活における「映像」をもとに、暮らしを見つめる「穴アーカイブ」。その
手法を用いて、街並み、生活を大きく変えるきっかけとなった『1964年の
東京オリンピック』当時にも焦点をあてて上映会を実施した。

年間通じて随時活動 無料
穴アーカイブ
鑑賞会：78

100
生活工房ワーク
ショップルームほか

映像のフィールドワーク・ラボ

　国立科学映画研究所で始まった「エンサイクロペディア・シネマトグラ
フィカ」（EC）プロジェクトを基にしたワークショップ。暮らしの技法や儀礼
などの貴重な記録を含む、2000タイトルを超えた映像アーカイブから、
同じ手法を用いたモノづくり等を体験した。

①7月1日、15日
②11月18日、25日

③30年3月24日、31日

①②2,500
③2,000

上映会:500
236 200

生活工房ワーク
ショップルームほか

「森・里・海　連環」レリーフジオ
ラマ上映

　映像で表情を変えるレリーフジオラマを中心に、季節ごとの自然の営
み、きれいな川を通じて森と海が豊かにつながる姿と、「森・里・海」とい
う自然の連環を大切にする人々の活動を紹介する映像作品を上映した
（上映最終年）。

通年 無料 679 1,200 八角堂

セミナー・ワークショップ　シリー
ズ

　連続セミナーやワークショップの形式で、様々な分野にわたる《情報》
との向き合い方や暮らしの新しい見方などを考えていく機会を提供す
る。①「情報編集力連続講座」②「大好きな本の伝え方」③「祝いのお正
月飾りワークショップ」を開催。

①6月、30年2月
②7月
③12月

①受講：5,000
②参加：1,000
③参加：2,000

①267
②42
③41

80
生活工房ワーク
ショップルームほか

朗読講座「豊かなことばの世界」
文学作品の朗読を通じて「ことば」のもつ力や自分自身の表現力の向

上、朗読活動の一助となる機会を提供することを目的とし、ＮＨＫ放送
技術研修センターとの提携により実施。

通年 20,500(全4回） 970 240 セミナールーム

ワーク
ショップ・
講座

1
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

（円）
実績人数

（人）
当初計画数

（人）
実施場所

［子どもワークショップ2017］
　デザインやコミュニケーションの体験などを通して、創造性を育む機会
を創出する。幼児から小学生向けの企画。

①②ものづくりワークショップ
　身近な素材を使ったデザイン体験などモノづくりの原点に触れるワー
クショップ。　①「14歳のワンピース」②「日常体験LABO」の２企画を開
催。

8月
①4,000
②1,000

①60
②44

①150
②30

生活工房ワーク
ショップルーム

③アニメーションワークショップ
　映画やゲームなどで身近なアニメーションの仕組みを紐解き、動画の
制作、伝達のためのメカニズムなどを体験するコミュニケーション・ワーク
ショップ。

8月 500 46 30
生活工房ワーク
ショップルームほか

④おはなしいっぱい

　幼児から大人まで楽しめる朗読、素話、パネルシアターなど、区内30
団体をネットワークする①「世田谷おはなしネットワーク」によるお話会。
②活動団体のネットワーク構築と活性化を支援するために、作家や研
究者を招いての講演会も開催した。

8月
①参加無料

②資料代：100
1,729 1,000

生活工房ワーク
ショップルーム

中学生体験ワークショップ2017
　デザインの実践的な体験ワークショップを通じて、多感な時期の中学
生に、モノづくりの本質に触れる機会を提供する「中学生次世代車教
室」を開催。

30年3月 3,500 50 延100
生活工房ワーク
ショップルーム

人材育成
プログラム

インターン生の受け入れ
　昭和女子大学、産能短期大学などのインターン生を受け入れ、コミュ
ニティと交流について事業の現場体験の場を提供する。（2回）

8月 ― 2 2 ―

区民の表
現の場の
提供

第5回世田谷区芸術アワード”飛
翔”受賞発表展
 [区受託]

　若手アーティストを奨励・支援する世田谷区芸術アワード”飛翔”「生
活デザイン」部門受賞者による発表イベントを実施。①ワークショップ②
発表展示

①8月
②30年2月

①参加：1,000
②無料

①19
②2,475

1,500 生活工房ギャラリー

生活工房ウエブサイトの運営
　生活工房プログラムのスケジュール、詳細、募集、関連ブログなどを掲
載し、情報を発信。SNS (Twitter、 Facebook Page)の活用と併せ、有効
に活用した。

通年 ― ― ― ―

生活工房「イベントガイド」（事業
季刊紙）の発行

　生活工房プログラムの四半期毎のスケジュール、事業内容を紹介す
る冊子を発行。（4回）

4月、7月、
10月、30年1月

― 各10,000部 各10,000部 ―

生活工房「アニュアルレポート
2017」の発行

　年間のプログラムを記録した報告書。実施概要のほかに、講座の内
容、展示の写真、出演者やデザイナーのコメントなどを掲載し、生活工
房の活動を一層わかりやすく紹介する冊子を発行。（1回）

30年4月 ― 1,500部 1,000部 ―

生活工房モニター制度の実施

　アンケート調査より踏み込んだ内容で来館、参加した方々の中から参
加した動機、参加後の暮らし方の変化などを調査する。また、平成25年
度から始めた未来館者の調査を継続し、施設の活用、事業への参加な
どを積極的に区民に発信した。

通年 ― ― ― ―

青少年課
外講座

生活工房
広報
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

（円）
実績人数

（人）
当初計画数

（人）
実施場所

DAYS JAPAN 写真展2017

　フォトジャーナル「DAYS JAPAN」誌が実施する国際フォトジャーナリズ
ム大賞に選定された写真作品の展覧会。「写真」という媒体を通じて、
世界の様々な紛争、公害、人権問題などを取材しているジャーナリスト
たちからのメッセージを伝える機会を設けた。

5月～6月 無料 3,020 1,500
生活工房ワーク
ショップルームほか

クライム・エブリ・マウンテン
シリーズ１
「ミャオ族の刺繍と暮らし」展

山岳民族ならではの家畜利用、高地に適した農業など、現地の暮らし
とともに、その地の民芸品・工芸品などから、思想と知恵をシリーズ展覧
会として紐解く。

本年度は、愛知県常滑市にある「苗（ミャオ）族刺繍博物館」より衣装
などを借用し、緻密な刺繍に込められた想いや祈りを探りながら、高地
での稲作や歌垣の風習など、日本に通ずる文化も紹介した。

11月～12月 無料 10,736 3,000
生活工房ギャラリー
ワークショップルー
ムほか

区民国際交流事業
　区民国際交流事業「国際交流inせたがや」を開催し、海外派遣による
地域リーダー育成事業の経験者を中心としたグループが区内外の大使
館などとの交流を通じて培った文化交流を区民とともに楽しんだ。

30年2月 ― 280 300
生活工房ワーク
ショップルームほか

市民活動団体支援事業
　専門性を活かして活動している市民活動団体とともに、区内の市民活
動団体の発展と活性化を図るための事業を展開する。
①市民活動団体との共催によるセミナー②市民活動相談事業の実施

通年
①1,000

②相談無料
①58
②7

100
市民活動支援コー
ナー、セミナールー
ムほか

世田谷アートフリマ2017
　（春・秋2回企画）

　作り手と区民が交流する機会をフリーマーケット形式で開催し、区内
のアーティストやクラフト作家の創作活動の発表、プレゼンテーション、
販売、交流、さらに、作家による来場者向けのワークショップを開催す
る。また、「つながり展」と題し、参加作家の作品展を併設した。

4月、9月 無料 10,100 12,000
生活工房ワーク
ショップルーム、セ
ミナールームほか

市民活動支援コーナーの運営

①区内を中心に活動する各種団体の活動場所等の提供と市民活動の
活性化を図るための事業を行う。コーナーの運営は市民活動団体に委
託。②市民活動の活性化を目的としたイベント「市民活動パオフェスタ」
③「日々展2018」も開催。

①通年
②10月

③30年3月
―

①21,518
②604
③1870

20,000
市民活動支援コー
ナー

国際交流・
異文化理
解の推進

市民活動
支援
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　事業実績　（２）世田谷文化生活情報センター　世田谷パブリックシアター

事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

（円）
実績人数

（人）
当初計画数

（人）
実施場所

【開場20周年事業】
『MANSAI◎ボレロ／唐人相撲』

　構成・演出：野村萬斎
　出演：野村万作、野村萬斎ほか万作の会、公募により選出された市民

　狂言の技法や発想と劇場空間を活かした演出効果により新たな能狂
言の創出を行ってきた野村萬斎が、劇場の開場20周年を機に、自らの
独舞「MANSAI◎ボレロ」をさらに進化させて上演。また、公募により選
出した区民も参加し、地域の劇場としてより認識を深めてもらう機会にも
なった。（無料公演＋式典1回、通常公演3回）

4月5日、4月7日～9日 6,500～無料 2,162 2,000 パブリックシアター

【開場20周年事業】
【オリンピック・パラリンピック関連
事業】
芸術監督企画
『子午線の祀り』

　作：木下順二　演出：野村萬斎　音楽：武満徹
　
 日本の演劇史上に燦然と輝き、1979年の初演以来幾度となく再演を重
ねてきた木下順二の不朽の名作「子午線の祀り」。“新たな「子午線の
祀り」”を創るという信念のもと、世田谷パブリックシアター芸術監督の野
村萬斎が一新した出演陣とともに挑んだ。本公演を通して日本語の美
しさを実感してもらうなど、俳優陣だけでなく若い客層への文化継承の
機会としても生かされた。（20回）

7月1日～23日 8,800～2,200 10,632 8,200 パブリックシアター

　原作：ヴォルフガング・ヘルンドルフ　作：ロベルト・コアル
　翻訳・演出：小山ゆうな

　ドイツのハンブルグで生まれ育ち、ドイツ演劇に精通している若手演
出家の小山ゆうなを迎え、ドイツ座での初演後好評を博し再演の続く
「チック」を上演。海外作品の魅力を提供するだけでなく、若手実演家
の起用によって未来の舞台芸術の発展に寄与する機会として機能さ
せ、次世代の演劇人やグローバルなアーティストを時間をかけて育成
するという公共劇場の使命を果たした。（16回）

8月13日～8月27日 2,539 2,800 シアタートラム

　兵庫公演　兵庫県立芸術文化センター（2回） 9月5日、6日 358 350
兵庫県立芸術文化
センター

MANSAI◎解体新書
その弐拾七

　芸術監督の野村萬斎が、毎回様々なジャンルからゲストを招き、実
演、トークセッションなどを通して「表現の本質」を多角的な視点から解
き明かす人気シリーズ。第27弾として「古事記～神々のマジカルミステ
リーツアー～」を展開した。

8月23日 4,000～2,000 587 500 パブリックシアター

戯曲リーディング
『岸　リトラル』より

　将来上演予定の作品や、実験的な作品のリーディングを通して、舞台
芸術の面白さや演劇の可能性に出会う企画。観劇初心者にも気軽に
劇場空間へ足を運んでもらえるよう観劇料金も可能な限り低価格に設
定し、幅広い観客層に演劇の楽しさを体験してもらう企画。30年2月に
上演の「岸　リトラル」をとりあげ、本公演へとつながる可能性を模索する
貴重な上演機会となった。（2回）

10月7日、8日 2,000～1,000 413 320 シアタートラム

国内演劇
創作事業

【開場20周年事業】
小山ゆうな演出作品
『チック』

6,500～3,000
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

（円）
実績人数

（人）
当初計画数

（人）
実施場所

　作：ハロルド・ピンター　演出：森新太郎

　傑作戯曲ながら難易度が高いとして敬遠されがちなピンター代表作
「管理人」を、日本演劇界の第一線で活躍する若手演出家の森新太郎
に託し、現代的な解釈による新演出で創り上げた。良質な舞台芸術作
品の提供機会とするだけでなく、次世代への芸術作品継承の意味でも
重要な公演となった。（21回）

11月26日～12月17日 3,595 3,750 シアタートラム

　兵庫公演　兵庫県立芸術文化センタ―（3回） 12月26日、27日 802 780
兵庫県立芸術文化
センター

　作：井上ひさし　演出：栗山民也　出演：野村萬斎ほか
　
平成24年、26年と好評を博した「藪原検校」に続き、同じく井上ひさし作
の「シャンハイムーン」が、開場20周年の掉尾を飾った。芸術監督の野
村萬斎が主演を務め、演出は日本演劇界を代表する栗山民也が務め
た。また、井上戯曲上演を専門とするこまつ座と共同制作を行うことで、
民間制作団体＋公共劇場による互いの長所を活かした公演形態を構
築した。（20回）

30年2月18日～
3月11日

11,330 12,000 パブリックシアター

　兵庫公演　兵庫県立芸術文化センター（3回） 30年3月14日、15日 2,198 1,760
兵庫県立芸術文化
センター

　新潟公演　りゅーとぴあ新潟市民芸術文化会館（1回） 30年3月18日 790 630
りゅーとぴあ新潟市
民芸術文化会館

　びわ湖公演　滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール（1回） 30年3月21日 1,046 1,200 滋賀県立芸術劇場

　豊橋公演　穂の国とよはし芸術劇場PLAT（3回） 30年3月23日、24日 2,183 1,760
穂の国とよはし芸
術劇場PLAT

　金沢公演　金沢歌劇座（1回） 30年3月31日 1,653 1,600 金沢歌劇座

　作：ワジディ・ムワワド　　演出：上村聡史

　平成26年に上演した「炎　アンサンディ」で数多くの賞を受賞し、若手
演出家の筆頭ともなった上村聡史を演出に迎え、「炎」の連作であるワ
ジディ・ムワワド作品「岸　リトラル」を、実力派のスタッフ・キャストとともに
創り上げた。作家自身の内戦経験がありありと反映された「炎」と同様、
「岸　リトラル」も内戦中・内戦後の中東を舞台としている。父の死によっ
て自らのルーツを知ることとなる青年の成長が、祖国の戦乱をベース
に、時に静かに時に激しく描かれる。今なお世界各国でおこる民族間
紛争をテーマとし、上質かつ実験的要素も高い作品を創り上げること
で、舞台芸術の実演家と観客、双方の育成にもつながった。（19回）

30年2月20日～
3月11日

3,112 3,750 シアタートラム

　兵庫公演　兵庫県立芸術文化センター（1回） 30年3月17日 542 500
兵庫県立芸術文化
センター

【開場20周年事業】
上村聡史演出作品
『岸　リトラル』

6,800～3,400

国内演劇
創作事業

【開場20周年事業】
森新太郎演出作品
『管理人』

6,500～3,250

【開場20周年事業】
芸術監督企画
『シャンハイムーン』

8,600～3,250
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

（円）
実績人数

（人）
当初計画数

（人）
実施場所

せたがやこどもプロジェクト①
子どもとおとなのための◎読み
聞かせ『お話の森』

　7月29日出演：ROLLY
　8月1日出演：野村萬斎

　子供も大人も気軽に劇場へと足を運び、一緒にお話を楽しんでもらう
企画。読み手が映像・音楽・照明など趣向をこらした演出で、絵本や童
話を読み聞かせた。（4回）

7月29日、8月1日 3,500～500 898 540 シアタートラム

せたがやこどもプロジェクト②
『日野皓正 presents “Jazz for
Kids”』

　プロジャズミュージシャンによる長期間のワークショップを受けた区立
中学生と日野皓正ら一流ミュージシャンによるジョイントコンサートを実
施した。1日目は日野皓正のバンドによるコンサート、2日目はドリーム
ジャズバンドワークショップに参加した子供たちの成果発表の場となっ
た。(2回)

8月19日、20日 4,500～2,２50 886 880 パブリックシアター

せたがやこどもプロジェクト③
『NEVERENDING　STORY～ま
ちがいのコンドルズ～』

　シェイクスピアの「間違いの喜劇」を土台にした野村萬斎の代表作「ま
ちがいの狂言」に着想を得て、ダンスカンパニー・コンドルズの近藤良
平が、子どもから大人まで楽しめるパフォーマンス作品を仕上げた。ま
た、夏休み期間にワークショップを行い、本番のオープニングアクトなど
には子どもたちにも登場してもらう機会を設けた。（公演5回、ワーク
ショップ5回）

8月31日～9月3日 5,000～1,500 2,673 2,400 パブリックシアター

伝統芸能
企画

爆笑寄席●てやん亭
『新春！柳家権太楼一門会』

　実力、評価、将来性などを備えた、落語、漫才、講談等の寄席芸能の
プログラムを上演する企画。29年度は3年ぶりの登場となる柳家権太楼
のほか、柳家甚語楼、柳家さん光をはじめとした一門が出演し盛り上
がった。（1回）

30年1月20日 3,500～1,700 420 500 パブリックシアター

こどもプロ
ジェクト
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

（円）
実績人数

（人）
当初計画数

（人）
実施場所

【開場20周年事業】
勅使川原三郎公演
「ABSOLUTE ZERO　絶対零度
2017」

　世田谷パブリックシアター開場初年度のオープニング事業を飾った振
付家・勅使川原三郎が、初演時に好評を博し海外でも絶賛の
「ABSOLUTE ZERO」を2017年版に再構築して上演。ほか劇場で再演
されることなく伝説となっている本作を甦らせ、開場時の当劇場の息吹
を新たに観客に提供した。（４回）

6月1日～4日 5,000～2,500 1,510 1,500 パブリックシアター

ダンス提携公演／育成

　気鋭の若手カンパニーからベテランまで、選りすぐりのダンスカンパ
ニーと提携し、現代演劇と舞踊を専門として上演する劇場のレパート
リーの多様性を創出する。創作活動を支援しながら、演劇的な要素や、
音楽、美術など、異なるジャンルのアートとの出会いを提案し、世田谷
でしか生まれ得ない新しい舞台芸術の創造を目的とする。

　【パブリックシアター公演】（21回）
　・大駱駝艦　天賦典式　創立45周年「超人」「擬人」
　・another BATIK　「子どもたちの歌う声がきこえる」「波と暮らして」
　・カンパニーデラシネラ　「分身」「椿姫」

　【シアタートラム公演】（22回）
　・天使館　「花粉革命」
　・関かおりPUNCTUMUM　「うとぅ　り」
　・平原慎太郎OrganWorks　「聖獣～live with a sun～」
　・東京ELECTROCK　STAIRS　「Post Post Memories」
　・GRINDER-MAN　「SEE SAW」

通年 7,000～1,000 8,728 7,500
パブリックシアター/
シアタートラム

音楽公演 音楽提携公演

　区民に芸術性に優れた音楽の鑑賞機会を提供し世田谷区の文化振
興を図るため、優れた音楽グループ等と提携して音楽コンサートを実施
した。

  【パブリックシアター公演】（2回）
  ・ホリプロ　「古武道新年会vol.4～初春の狂詩曲（ラプソディー）」
  ・ムジカキアラ　「大方斐紗子　エディットピアフに捧ぐ」

通年 7,000～3,000 795 450 パブリックシアター

ダンス公演

1
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

（円）
実績人数

（人）
当初計画数

（人）
実施場所

提携公演 演劇提携公演

　気鋭の若手から長年の実績を誇るカンパニーまで、優れた演劇作品
の上演実績がある劇団・ユニット・制作会社・団体等と提携し制作的な
補助、広報宣伝協力等を行った。

　【パブリックシアター公演】（43回）
  ・小田原文化財団　「杉本文楽　女殺油地獄」
  ・兵庫県立ピッコロ劇団　第59回公演「かさぶた式部考」
  ・シス・カンパニー　「ローゼンクランツとギルデンスターンは死んだ」

  【シアタートラム公演】（123回）
  ・シス・カンパニー　「黒塚家の娘」
  ・チェルフィッチュ　「部屋に流れる時間の旅」
  ・風琴工房　「Pemalty killing-remix ver.-」
  ・劇団かかし座　「Wonder Shadow-ワンダーシャドウ-」
  ・Seicho Actors Club　「クラウディア！」
  ・イキウメ　「散歩する侵略者」
  ・トライストーン 「Shakespeare's R&J」
  ・日韓演劇交流センター　「ぼんくらと凡愚」「クミの5月」

通年 10,000～500 51,053 37,270
パブリックシアター/
シアタートラム

　
　演出家・ファシリテーター・ダンサーなどを招き、目的・対象に応じた
ワークショップを一般参加者を対象に行った。
　1～2日単位で気軽に体験できる入門ワークショップから、複数日ある
いは長期間を1企画として舞台芸術を創造するさまざまな要素を体験し
たり、地域の課題等にアプローチして作品に仕上げるワークショップも
行った。

①劇場ツアー2017「子午線の祀り」（全1回） 7月16日 500 27

②「デイ・イン・ザ・シアター」（全7回）
4月5日～

30年1月8日（うち7日）
500 延119

③台本をめぐるワークショップ（全4回） 8月11日～13日 500 延59

④あかちゃんのためのえんげきワークショップ（全16回）
6月1日～

30年3月2日（うち8日）
500 延376

⑤おとなワークショップ(全2回) 30年3月24日～25日 1,000 延50

コミュニ
ティプログ
ラム

演劇・ダンスワークショップ 640 稽古場ほか
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

（円）
実績人数

（人）
当初計画数

（人）
実施場所

　子どもを対象に、劇場内外を問わず演劇やダンスのワークショップを
実施した。

①夏休み子どもワークショップ（全16回） 夏季休暇期間 500 延132

②中学生のためのワークショップ　世田谷パブリックシアター演劇部第1
期（全3回）

6月10日～7月9日
（うち3日）

500 延36

③中学生のためのワークショップ　世田谷パブリックシアター演劇部第2
期（全16回／11月12日は発表会）

9月2日～11月12日 6,000 延160

④中学生のためのワークショップ　世田谷パブリックシアター演劇部第3
期（全1回）

30年2月24日 500 10

⑤ごちゃまぜ演劇ワークショップ（全3回） 12月26日～28日 1,500 延16

　
　区民を中心とした参加者たちが世田谷のまちを歩いて取材したり、
各々が持ち寄った課題やモチーフを使って演劇やダンスの要素を用い
たワークショップを重ね、自分たちの住む地域について考察。ワーク
ショップを通して得た発見をもとに作品を創造し、3月にはシアタートラム
で発表公演を行った。公演は無料、入退場自由で劇場周辺住民を中
心として気軽に来場できるようにした。

①「生と性をめぐるささやかな冒険」≪夏の終わりの夕涼み編≫
9月4日～8日

（うち3日）
1,500 延72

②「生と性をめぐるささやかな冒険」≪おためし編≫ 11月26日 500 延22

③「生と性をめぐるささやかな冒険」～セックスをめぐる冒険部
12月23日～
30年3月17日

6,000 延156

④「生と性をめぐるささやかな冒険」～女らしさ男らしさをめぐる冒険部
12月23日～
30年3月17日

6,000 延156

⑤「生と性をめぐるささやかな冒険」～男と子育てをめぐる冒険部
12月23日～
30年3月17日

6,000 延72

コミュニ
ティプログ
ラム

子どものためのワークショップ 825 稽古場ほか

地域の物語

参加者
　390

発表会
　250

稽古場/シアタート
ラムほか
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

（円）
実績人数

（人）
当初計画数

（人）
実施場所

学校のためのワークショップ

　世田谷区内の小中学校の児童・生徒・教員を対象に、以下の事業を
実施した。

①ワークショップ巡回団：進行役やアーティストが学校へ出向き、授業
時間の中で児童・生徒を対象とした演劇的手法を用いるワークショップ
を実施するほか、演劇作品の鑑賞と、その演劇作品をもとにしたワーク
ショップを実施した。(252回)

6月7日～
30年3月8日

無料 延9,718 5,300
世田谷区内の各小
中学校/稽古場

中学校演劇部支援

　世田谷区立中学校教育研究会演劇教育部と連携し、区内中学校演
劇部の活動を、支援・指導を実施した。

①夏季休暇期間中の区立中学校の全演劇部員を対象としたワーク
ショップの実施
②秋季世田谷区立中学校演劇部合同発表会に対する、技術・制作ス
タッフの派遣

7月25～
10月29日

無料 350 540
世田谷区内各小中
学校/区民会館ほ
か

区内施設連携プログラム

　地域住民の生活拠点となっている区内施設／団体（ボランティアセン
ターや障害者支援施設等）に進行役を派遣して、演劇的手法を用いた
ワークショップを施設利用者及び近隣住民に向けて実施した。

「せたがやチャイルドライン」

4月16日 無料 延8 160 ―

小学校古典芸能鑑賞教室
 ［区受託］

　世田谷区内の小学校（全校）6年生を対象に、区民会館にて狂言の公
演と、公演を楽しむためのワークショップを実施。能狂言の発想や技能
を体感し、日本固有の伝統芸能について関心を高める機会を提供し
た。（12回）

6月11日～29日 無料 5,692 5,670
砧、世田谷、烏山、
玉川区民会館など

中学生課外講座
才能の芽を育てる体験学習
ドリームジャズバンド・ワーク
ショップ
 ［区受託］

　日野皓正氏をはじめとするプロのミュージシャンとともに、楽器演奏及
び音楽の魅力を体験するワークショップを長期間かけて実施。8月には
成果発表となるコンサートを行った。（ワークショップ28回）

5月3日～8月20日 無料 40 50
池尻小学校第二体
育館/パブリックシ
アター

移動劇場「＠ホーム公演」

　劇場への来館が難しいお年寄りや障害者が生活する施設へ、アー
ティストが訪問し演劇作品を上演。観客は施設の利用者をはじめ、その
家族、施設で働く人々、近隣に暮らす人たちなど。普段の生活空間を
そのままに、食堂やラウンジなどを利用して舞台をつくり、見ている人た
ちの目の前でプロの俳優たちが演じた。8年目を迎える29年度は、これ
まで＠ホーム公演での作品創作を手掛けてきたノゾエ征爾の新作公演
「チャチャチャのチャーリー～愛しのお姫さま～」を上演した。（15回）

6月11日～22日
100,000～

10,000
（1施設）

1,000 1,100
区内特別養護老人
ホームほか

学校その
ほか区内
施設との
連携プログ
ラム

2
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

（円）
実績人数

（人）
当初計画数

（人）
実施場所

　地域市民及び観客を対象に、主催公演関連のワークショップや作品
の分析・舞台芸術についての知識を深める企画を実施した。

①世田谷パブリックシアターダンス食堂：現役のダンサーを招き、その
理念やメソッドに触れるワークショップ及びトーク

9月1日～
30年3月22日

（うち6日）
500 延108 100

②舞台芸術のクリティック：舞台芸術に対し批評的な視点を獲得し、そ
の視野を広めるレクチャー及びゼミ

7月8日～
30年1月13日

（うち8日）
6,500～5,000 延17 15

③カンパニーXY「夜はこれから」関連ワークショップ
10月2日～23日

（うち5日）
2,000～500 延52 ―

④ダンスダイアローグ 11月1日 無料 延25 ―

⑤Cross Transit プロジェクトスタディトーク 12月8日 無料 延15 ―

専門家育成プログラム

　ワークショップの進行役・ファシリテーターや研究者、インターン希望
の大学生を対象として、主催事業で実際に劇場の仕事に関わるプログ
ラム。

①「大学生インターン」大学生を対象とした現場でのインターンシップの
実施
②SPTワークショップラボ2017-18

通年 無料 延12 ―
稽古場/セミナー
ルーム/ワークショッ
プルームほか

舞台技術講座

　次世代を担う舞台技術者やプランナー、デザイナーを対象に舞台・照
明・音響各分野で未体験者及び体験者向けの安全講座、各分野別プ
ログラムを実施し、初級編、中級編など段階ごとのプログラムを設けて実
施した。

5月18日～
30年1月28日

（うち6日）
3,000 延211 80

パブリックシアター/
稽古場ほか

舞台技術支援
　劇場使用者等に対して、設備等の使用講習会の実施や、プラン・オ
ペレートや機材等の支援を行った。

通年 ― ― ― ―

研究育成
プログラム

観客育成プログラム
稽古場/セミナー
ルーム/ワークショッ
プルームほか

舞台技術
者人材育
成プログラ
ム
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

（円）
実績人数

（人）
当初計画数

（人）
実施場所

フリーステージ

　音楽部門、ダンス部門からなり、出演者は世田谷区内に在住、もしく
は活動拠点を置く文化団体から公募。区内のアマチュア団体に発表機
会を提供し、地域の文化芸術活動の活性化を図った。(バレエ・ダンス
部門3回、音楽部門1回)

4月30日～
5月7日

（うち3日）
無料 2,300 2,800

パブリックシアター/
シアタートラム

シアタートラム　ネクスト・ジェネ
レーション　vol.10
第5回世田谷区芸術アワード“飛
翔”受賞者発表公演
 ［区受託］

　公演実施団体：to R mansion
　上演作品名：「The Wonderful Parade」

　公募で選ばれた若手の実演家・実演団体に対し劇場が制作面・技術
面を全面的にサポートし公演を行う企画で、若手アーティストの登竜門
的存在ともなっている。10回目を迎える29年度は、世田谷区による若手
アーティスト支援事業『世田谷区芸術アワード』で舞台芸術部門を受賞
したto R mansionが公演を行った。（5回）

30年1月
13日～15日

3,500～1,000 894 560 シアタートラム

地域活性
のための
文化芸術
事業

世田谷アートタウン2017
　「三茶de大道芸」

　三軒茶屋の活性化と地域の文化向上を図るため、地元商店街や町会
等との実行委員会方式により実施。三軒茶屋の街を舞台に、商店街の
各所等で大道芸のパフォーマンスなどを行ったが、台風の影響で雨天
での開催となり、規模を縮小しての開催となった。（文化生活情報セン
ター全体事業）

10月21日、22日 無料 延55,000 220,000
パブリックシアター/
三軒茶屋駅周辺商
店街ほか

劇場営業広報宣伝

　営業・広報・宣伝活動を通じて、世田谷パブリックシアターの事業を世
田谷区内外に広く周知し、地域の劇場／創造発信型劇場としての当劇
場の存在意義を高めるブランディング活動とともに、マスコミへの情報提
供、ホームページや広報誌などによる情報発信により、主催事業への
集客を図り、財団の収益性の向上に資する活動を行った。

通年 ― ― ― ―

学芸共通広報宣伝
　学芸で行われているワークショップ・レクチャー等の普及を進めるため
の広報物の作成や宣伝等の活動を、紙媒体とウェブ媒体の両方におい
て展開した。

通年 無料 6,000部 4,000部 ―

劇場雑誌の発行

　各事業の成果を記載したアニュアルレポートを劇場雑誌として編集・
発行する。今年度は平成28年度の事業を報告するための冊子を作成し
た。そのほか、必要に応じて事業ごとの活動を分析、記録、周知する劇
場雑誌を編集・発行した。

通年 無料 1,500部 1,000部 ―

区民の表
現の場の
提供

劇場広報
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

（円）
実績人数

（人）
当初計画数

（人）
実施場所

　フランスを拠点に活動し、ヨーロッパ中の注目を集めている現代サー
カスの団体、カンパニーＸＹを招聘し、日本初公開となる最新作「夜はこ
れから（原題：「It n'est pas encore minuit…」）」を上演した。（3回）
アクロバットのみで人々を魅了するパフォーマンスは「まさに現代サーカ
スがアートであることを証明した」と称賛されている。
　公演のほか、一般向けのアクロバットを用いてほか者との信頼関係を
築く”ことに焦点を当てたワークショップを行い、身体表現の多様な芸術
性を感じてもらう機会も設けた。

10月20日～22日 1,356 1,380 パブリックシアター

高知公演　高知県立美術館 10月9日 399 260 高知県立美術館

福岡公演　東市民センター 10月15日 669 400 東市民センター

　2020年の東京オリンピック･パラリンピック開催を前に、アジア圏を中心
とした文化交流を目指す事業として「日韓文化交流企画」と銘打ち
「ペール・ギュント」を上演。韓国の演出家、演出助手、そして劇団ヨハ
ンジャのキャスト陣を招き、日本の第一線で活躍するスタッフ、キャストと
共同作業をすすめた。また、世界的に有名な劇作家イプセンの戯曲を
取り上げることで、海外作品の魅力を広く提供し、舞台芸術を通じたさら
なる異文化理解を促した。（19回）

12月6日～24日 8,471 9,500 パブリックシアター

兵庫公演　兵庫県立芸術文化センター（3回） 12月30日、31日 1,627 1,300
兵庫県立芸術文化
センター

海外招聘・
国際共同
制作

【開場20周年事業】
世田谷アートタウン関連企画
カンパニーＸＹ招聘公演
『夜はこれから』

4,000～1,500

【開場20周年事業】
【オリンピック・パラリンピック関連
事業】
日韓文化交流企画　ヤン・ジョン
ウン演出作品
『ペール・ギュント』

8,800～2,200

2
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　事業実績　（３）世田谷文化生活情報センター　音楽事業部

事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

（円）
実績人数

（人）
当初計画数

（人）
実施場所

せたがやジュニアオーケストラ
オータムコンサート

　舞台上でオーケストラに混じって演奏を聴く「スペシャルシート」や「楽
器体験コーナー」なども含め、広く区民に肩の力を抜いて音楽を楽しん
でいただく演奏会。せたがやジュニアオーケストラが４月からの練習の
成果を披露した。

10月１日 500 722 800 世田谷区民会館

午後の音楽会
　夜間には外出しにくい層を念頭に、平日昼間に開催のコンサート。ソ
プラノの塩田美奈子による、生誕150周年だったグラナドス歌曲集とお
はなしオペラ「蝶々夫人」。

11月8日 3,000～2,800 146 250 成城ホール

室内楽演奏会
　内外で活躍する演奏家による室内楽演奏会。今年度は、①オーボエ
とギターのデュオ、②チェロのリサイタルの2公演を開催した。

①6月18日
②10月9日

3,500～3,000
①278
②278

各260 成城ホール

音楽監督企画
異分野とのコラボレーション
「建築と音楽」

　池辺晋一郎・音楽監督企画公演。音楽とは無縁な分野で活躍するゲ
ストを迎え、ゆかりの音楽を聴く演奏会。今回は、建築家の澤岡清秀の
話を聞きながら、宮谷理香のピアノ、ソプラノ小林沙羅の歌を楽しんだ。

30年3月2日 3,500～3,200 185 250 成城ホール

せたがや名曲コンサート
　世田谷フィルハーモニー管弦楽団と世田谷区民合唱団の共催によ
る、プッチーニのオペラ「ラ・ボエーム」のセミステージ形式上演。オペラ
は7年ぶりの上演になった。

30年2月4日 4,500～2,000 1,238 1,400
昭和女子大学人見
記念講堂

9月16日 3,000～2,800 711(合唱団58) 1,050 世田谷区民会館

30年3月21日 3,000～2,800 284(合唱団61) 350 烏山区民会館

　「人生の応援歌」として親しまれているゴスペルを基礎から学ぶワーク
ショップを「火曜」「木曜」「土曜」の３コース開催。

10月24日～12月17日 8,000 144 ―
三茶しゃれなあど
ホールほか

　プロの音楽家の演奏も交えながら、ワークショップ参加者が成果を発
表するゴスペルコンサート。

12月16日 2,000 472 800 世田谷区民会館

【オリンピック・パラリンピック関連
事業】
こどものための茶の湯と邦楽の
ワークショップ

　こどもたちに、音楽へ興味をもち、親しんでもらえる機会を提供する
ワークショップ。茶道家の吉野亜湖による茶の湯、箏の日原暢子、三味
線・箏の渡部祐子、尺八の川村葵山による邦楽を体験し、和の文化の
神髄に触れた。

11月26日 1,000 27(見学33) ―
松本記念音楽迎賓
館

気軽に楽
しめる演奏
会

音楽愛好
者向け演
奏会

ワーク
ショップ・
講座

【オリンピック・パラリンピック関連
事業】
せたがや音楽研究所

　音楽事業部スペシャルプロデュ―サーである宮川彬良氏が、奇想天
外かつ独自の解釈で、音楽を紐解く、世田谷ならではのバラエティ形式
のコンサート。「来たれ！　劇伴道場」(9月)と「世の中のことは音楽から
学べ」（3月）をテーマに実施した。

【オリンピック・パラリンピック関連
事業】
Let's Sing ゴスペル2０１７
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

（円）
実績人数
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せたがやジュニアオーケストラ運
営

　子どもたちが、オーケストラ活動を通じ、演奏技術の向上はもちろん、
団結力や豊かな人間性、社会性を身に着けることを目指している。今年
度から、開催する期間をずらして、活動に余裕を持たせた。

通年 月額4,000 65(団員数） 80 区内各所

せたがやジュニアオーケストラ定
期演奏会

　「せたがやジュニアオーケストラ」の1年間の活動の締めくくりとして、年
に1度開催する定期演奏会。第８回目となる今回は、指揮者に田中祐
子、ソリストに当団卒団生の大谷真結子を迎え、充実のプログラムを演
奏した。

30年3月31日 1,000 730 800 世田谷区民会館

子どもと学
校プログラ
ム

学校へのアウトリーチ
　学校と連携して、小学生が本格的な演奏に触れ、音楽への親しみや
興味を持つ機会を提供した。今年度は、箏、尺八、三味線の３人の演
奏家を派遣した。

30年1月30日、31日、
2月1日

― 209 300
明正小学校、
池ノ上小学校

　バンド活動に親しむ区民から出場者を募り、音源審査を経た団体を対
象に、区内の複数のライブハウスで予選を実施、決勝大会進出バンドを
決めた。

10月28日～12月9日 ―
57バンド

（来場者約
150）

50バンド 区内ライブハウス

　ライブハウス予選で勝ち残ったバンドが出場する決勝大会を実施、年
間グランプリを決定した。

30年2月18日 1,000～800 505 500 世田谷区民会館

世田谷区民音楽団体の支援
 ［区受託］

　世田谷フィルハーモニー管弦楽団、世田谷区民合唱団、世田谷区民
吹奏楽団、3団体の活性化、発展を側面から支援する。

通年 ― ３団体 3団体 ―

せたがやまちかど・まちなかコン
サート

　区民が身近な地域で音楽を楽しめるよう、公園（まちかど）や区民セン
ター（まちなか）で、コンサートを実施。二子玉川公園では「ホリディズコ
ンサート」と題した開放的なライブを、区民センター３か所では「コトコトさ
んのドレミ図書館」という子ども向きの親密な空間をつくった。

5月27、28日
(まちなか)

9月24日(まちかど)
― 480 2,000

鎌田区民セン
ター、粕谷区民セ
ンター、上北沢区
民センター、二子
玉川公園

せたがや音楽プロジェクト201７

　区が包括協定を結ぶ川崎市の、かわさきジャズの一環として開催した
①「せたがやジャズクラブ」、母国を離れ、日本で歌うジェロらを招いた
②「音楽は自由をめざすvol.3～何故に私は日本で歌い続けるのか？」
の2企画を実施した。

①11月19日
②30年1月21日

1,000 506 250
①成城ホール
②烏山区民会館

商店街アートプロジェクト
 ［区受託］

　商店街が企画、実施する音楽祭などに、①桑江知子、シキーニョ、②
BRASS　NEX、③Lumie Saxophone Quartet、③のはらヒロコ指導の
Let's Sing ゴスペル！2017ワークショップクワイアなどのアーティストを
派遣して、事業を盛り上げた。

①10月29日
②③11月19日
④12月17日

― 約800 500

①経堂駅北口広場
②烏山区民セン
ター広場
③喜多見駅前広場
④三軒茶屋ふれあ
い広場

青少年育
成

区民の表
現の場の
提供

せたがやバンドバトル

地域活性
のための
文化芸術
事業
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

（円）
実績人数

（人）
当初計画数

（人）
実施場所

「情報ガイド」をはじめとする各種
広報活動

　情報ガイドやホームページ、さらにはマスコミ等への情報提供を通じ、
事業予定・内容等を広く区民へ発信した。

― ― ― ― ―

「せたがや音楽通信」の発行
 ［区受託］

　民間も含めた、区内の各種音楽会や貸し出し施設情報などを掲載し
た「せたがや音楽通信」を季刊で発行し、音楽文化振興、区民の音楽
活動を促進を図った。

4月、7月、10月、
30年1月

― 各15,000部 各15,000部 ―

音楽事業
部広報
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　事業実績　（４）世田谷美術館

事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

（円）
実績人数

（人）
当初計画数

（人）
実施場所

花森安治の仕事展
―デザインする手・編集長の眼

　戦後日本の出版界でひときわ異彩を放った家庭雑誌『暮しの手帖』。
その創刊から1978年にまで、30年にわたって現役の編集長をつとめな
がら、装釘家、イラストレーター、コピーライター、ジャーナリストなど、多
彩な活躍をしたのが花森安治（1911-１978）である。花森が戦後日本の
社会に問いかけた〈美しい暮し〉を彼のデザインや編集術から探った。
（8日間）

(28年度より継続）
2月11日～4月9日

一般1,000ほか
12,061

（総計39,968）

4,000
（総計

11,500）

世田谷美術館、
創作室など

　世界的ベストセラー絵本『はらぺこあおむし』で知られるアメリカの絵本
作家エリック・カール（1929-）の個展。色の魔術師とよばれる絵本のコ
ラージュ原画、ドイツ表現主義やマチス、クレーら近代美術に多くを負っ
ている作家の原点を、アメリカ・マサチューセッツ州のエリック・カール絵
本美術館及び国内美術館の所蔵品により紹介し、カール芸術の知られ
ざる側面に迫り創作の秘密を探った。読売新聞社との共催。（63日間）

4月22日～
7月2日

一般1,200ほか 133,750 65,000

　講演会 「エリック・カール～その人生と受け継がれていくもの～」
　講師：エリック・カール美術館館長　アレクサンドラ・ケネディ
　※日本語及び手話通訳付

4月23日 無料 149 140

　おはなし会 「みて　きく　エリック・カール　えほんのせかい」
　出演：世田谷おはなしネットワーク

4月27日、5月13日
5月25日、6月3日

無料 589 各回60名

　おはなしコンサート「カールさんの　おたんじょうび」
　出演：ハーナ、新沢としひこほか

6月10日 １組2,000 124
60組（子ど
も、大人各1
名で1組）

　アメリカのボストン美術館の所蔵品を当館にて紹介する企画展第２
弾。「ジャポニズム」に続き、「パリジェンヌ」というタイトルのもと、「パリ」と
いう特異な都市文化を形成してきた女性たちの肖像やファッションの推
移をとおして、18世紀から20世紀半ばまでの250年間にわたり、新しい
生き方を模索する多様な女性たちの姿を追った展覧会。NHKプロモー
ションとの共催。（67日間）

30年1月13日～
　（4月1日）

一般1,500ほか 51,206 120,000

　レクチャー
　「画家として、女として、パリジェンヌとして-ベルエポックの女性群像」
　講師：千足伸行
　※手話通訳付

30年1月14日 無料 148 140

　レクチャー
　「アートとオートクチュールの緊密な関係-アメリカ女性とパリジェンヌ」
　講師：深井晃子
　※手話通訳付

30年1月27日 無料 143 140

企画展事
業

エリック・カール
ＴＨＥ　ＡＲＴ　ＯＦ　ＥＲＩＣ
ＣＡＲＬＥ展

世田谷美術館、
創作室など

ボストン美術館　パリジェンヌ展
―時代を映す女性たち 世田谷美術館
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

（円）
実績人数

（人）
当初計画数

（人）
実施場所

　ミニレクチャー「30分でよくわかる！パリジェンヌ展のポイント」
　講師：塚田美紀
　※手話通訳付

30年1月26日、
2月23日、
3月30日

無料
42(1月26日)
70(2月23日)
96(3月30日)

140

　トーク「踊るパリジェンヌ―舞台に立った女性たち」
　講師：芳賀直子
　聞き手：塚田美紀
　※手話通訳付

30年2月12日 無料 140 140

　トーク「褐色の肌のパリジェンヌ―エキゾティシズムが生んだミューズた
ち」
　講師：くぼたのぞみ
　聞き手：塚田美紀
　※手話通訳付

30年2月24日 無料 105 140

人間・髙山辰雄展
　〔30年度事業の準備年〕

　戦後の日本画壇を代表する作家である髙山辰雄（1912－2007）の回
顧展。1951年より世田谷区成城に住んだゆかりの作家の画業を振り返
る。次年度4月の開催に向けて準備を行なった。

(30年4月14日～
6月17日）

― ― ― 世田谷美術館

調査・研究　企画展
　次年度以降の企画展の立案・具体化のため、国内外各所との交渉や
基礎的な調査研究を行った。

通年 ― ― ― 世田谷美術館

調査・研究　収蔵品展 　収蔵品に係る調査・研究を行った。 通年 ― ― ―
世田谷美術館及び
分館

紀要編集・発行
 ［指定管理］

　学芸員による調査研究成果を美術研究に資するため『紀要』として編
集発行。

通年 ― 350部 350部 世田谷美術館

アーカイブ
 ［指定管理］

　28年度の館全体の事業を報告する年報を作成した。 29年3月 ― 300部 300部 世田谷美術館

企画展事
業

ボストン美術館　パリジェンヌ展
―時代を映す女性たち

世田谷美術館

調査・研究
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

（円）
実績人数

（人）
当初計画数

（人）
実施場所

世田谷美術館の収蔵作品を、テーマを設定して公開した。年2回実施し
た。

　ミュージアムコレクションⅢ
　　ぜんぶ1986年―世田谷美術館の開館とともに（8日間）

（28年11月5日）～
　4月9日

一般200ほか 5,432

　ミュージアムコレクションⅠ
　それぞれのふたり　―「淀井彩子と淀井敏夫」　（66日間）
   小コーナー「濱田能生のガラス」

4月18日～7月2日 一般200ほか 24,804

　関連イベント　講演会「自作を語る」　講師　淀井彩子　※手話通訳付 6月17日 無料 85 140

向井潤吉作品に係る作品展を年3回実施した。

　第Ⅰ期　向井潤吉　民家への道　（98日間）
4月1日～7月23日 一般200ほか 2,288

　第Ⅱ期　向井潤吉1960's 民家遍歴（104日間） 8月5日～12月3日 一般200ほか 2,467

　第Ⅲ期　向井潤吉1970's-1980's  民家集大成　（75日間）
12月16日～
30年3月18日

一般200ほか 1,979

　担当学芸委員によるギャラリートーク
5月13日
9月16日
12月23日

無料
11（5月13日）
48（9月16日）
23（12月23日）

―

清川泰次作品に係る作品展を年3回実施した。

　第Ⅰ期　清川泰次が写したパリ　（98日間）
4月1日～7月23日 一般200ほか 1,367

  第Ⅱ期　清川泰次　季節の情景（104日間） 8月5日～12月3日 一般200ほか 1,167

　第Ⅲ期　清川泰次　平面と立体（75日間）
12月16日～
30年3月18日

一般200ほか 506

　担当学芸委員によるギャラリートーク
5月27日
10月21日
12月16日

無料
15（5月27日）
19（10月21日）
8（12月16日）

―

宮本三郎作品に係る作品展を年３回実施した。

　第Ⅰ期　宮本三郎の描く身体 　（98日間）
4月1日～7月23日 一般200ほか 1,077

　第Ⅱ期　宮本三郎の顔・貌　（104日間） 8月5日～12月3日 一般200ほか 1,552

　第Ⅲ期　第4回宮本三郎記念デッサン大賞展（東京巡回展）（75日間）
12月16日～
30年3月18日

一般200ほか 982

　担当学芸委員によるギャラリートーク
5月20日
11月18日
12月17日

無料
10（5月20日）
25（11月18日）
25（12月17日）

―

清川泰次記念ギャラリー収蔵品
展
 [指定管理]

2,400

清川泰次記念ギャ
ラリー

収蔵品展

美術館　ミュージアム コレクショ
ン
 [指定管理]

10,000

世田谷美術館

向井潤吉アトリエ館収蔵品展
 [指定管理]

8,100

向井潤吉アトリエ館

宮本三郎記念美術館収蔵品展
 [指定管理]

3,600

宮本三郎記念美術
館
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

（円）
実績人数

（人）
当初計画数

（人）
実施場所

資料収集
 ［指定管理］

　貴重な美術作品及び美術に関する資料を、世田谷区民の文化的財
産として蓄積していくため、区と共に収集委員会条例に基づき、美術品
等を収集した。現在、作品の購入はないが、作家本人や区民から寄贈
の申し出があり、収集する機会が生ずる。これらの機会を的確にとらえ
調査を行い、収集委員会への提案に結び付けた。美術作品の収集―
寄贈116点

通年 ― ― ―

作品保管整理
 ［指定管理］

　収蔵品を保管・整理し、いつでも展示・公開できるように作品のコン
ディションを良い状態に保った。問題が生じた作品は修復や額装改善
などの処置を施した。作品のデータについては収蔵品管理システムを
活用し、一括管理した。また、収蔵品の公開の機会を増やすため、貸付
要領に基づき、作品の貸出を行った。　修復、額装など1,020点。貸出
については、貸出12件358点（内資料88点）、返却10件272点（内資料
88点）、寄託4件4,960点

通年 ― ― ―

　美術の普及を目的とした各種講座、企画展に関連した講座、子どもか
ら大人まで幅広い年齢層を対象とした単独開催形式の講座を開催し
た。100円ワークショップなど、実技の体験を目的とした講座や小中学生
を対象に連続した実技と講義で美術を学ぶ講座を開催した。

通年 ― ―

　世田谷美術館×世田谷区民健康村
「美術館から出かけるスケッチの旅３～雪山讃歌・雪の彫刻を作ろう」

30年1月27、28日 23,000 15

【100円ワークショップ】

　100円ワークショップ（エリック・カール展）
　　「飛び出せ！主人公マグネット」
　　「エリック・カールさん風コラージュ缶バッチ」

4月22日、29日、
5月6日、13日、20日、
27日、6月3日、10日、
17日、24日、7月2日

100 2,937

　緑化祭 5月21日 100 131

　ギャラクシティ出張100円ワークショップ 7月17日 100 273

　用賀小学校スマイルスクール出張100円ワークショップ 7月28日 100 80

　100円ワークショップ（パリジェンヌ展）
　　「おフランス・フレグランス」

30年1月13日、20日、
27日、2月3日、10日、

17日、24日、
3月3日、10日、17日、

24日、31日

100 608

　100円ワークショップ（川場村文化祭) 11月3日 100 163

資料収集・
管理

世田谷美術館及び
分館

ワーク
ショップ・
講座

講座・ワークショップ 1,500
世田谷美術館、
創作室など
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

（円）
実績人数

（人）
当初計画数

（人）
実施場所

　展覧会の内容や当館の建築などからヒントを得て、一般参加者（主と
して10代～20代の若者）が演劇をつくった。プロの演出家が講師とな
り、参加者の表現をサポートした。（2回）

　エリック・カール展
　講師：柏木陽

6月18日
10代500

20代以上2,000
14 15

　ボストン美術館展
　講師：柏木陽

30年3月4日
10代500

20代以上2,000
5 15

美術大学 　美術大学ＯＢを対象としたステップアップ講座を開催した。（60日間） 通年 10,000～2,000 182 170
世田谷美術館、
創作室ほか

　美術館を音楽による交流の場とするとともに、若手音楽家の育成を図
ることを目的に、実力ある若手音楽家によるリサイタル形式のコンサート
を行った。（2回）

　ハビエル・バスケス・グレラ　ピアノ･リサイタル 6月4日 無料 169 140

　山田よしひろ　ピアノ・リサイタル 30年2月18日 無料 165 140

　展覧会内容に関連するパフォーマンス等のイベントを実施した。当館
の展覧会は狭義の「美術」に限定されない内容を含むことが多く、関連
企画というかたちで展覧会内容の広がりをいっそう魅力的に紹介した。

　美術と音楽の対話「音が見える！？　ちょうちょと魔笛」
〔Ａ〕第１部（室内楽コンサート）
〔Ｂ〕第1部＋第2部（室内楽コンサート＋ワイン、軽食）

5月28日
予約3,000
当日3,500

ほか
118

〔Ａ〕100
〔Ｂ〕50

ワーク
ショップ・
講座

えんげきのえ

プロムナード・コンサート

展覧会関連イベント

世田谷美術館、
レストラン「ル・ジャ
ルダン」

世田谷美術館

世田谷美術館
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

（円）
実績人数

（人）
当初計画数

（人）
実施場所

　音広場「宮本三郎記念美術館 リオープン・コンサート」 4月15日 1,500 50 50

　音と映像で楽しむクラシック講座　vol.34　「ランメールモールのルチ
ア」

4月16日 500 36 50

　人ひろば vol.36　出張特別企画「福沢一郎記念館講演会」 5月20日 500 27 50

　人ひろば vol.37「『開かれた庭』とは？～みどりの街づくり」 7月23日 500 30 50

　サマー・ワークショップ「かおかおブローチをつくろう！」 8月9日、10日、11日 1回100 214 150

　音と映像で楽しむクラシック講座　vol.35　「サムソンとデリラ」 9月16日 500 44 50

　人ひろば vol.38「自由が丘と『ポパイカメラ』―今、アナログがおもしろ
い。」

9月30日 500 40 50

　講演　解剖学でみる「名画の中の人体」 10月29日 500 38 50

　子どもとおでかけ美術館 2017 11月18日 無料 42 15組30

　音広場「宮本三郎記念美術館ニューイヤーコンサート」 30年1月27日 1,500 39 50

　音と映像で楽しむクラシック講座　vol.36　「仮面舞踏会」 30年2月10日 500 40 50

　実技講座「人物クロッキー　女性を描く」 30年3月17日、18日 2,500 28 30

　その他 通年 ― 348 ―

ワーク
ショップ・
講座

分館講座室活動
宮本三郎記念美術
館
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

（円）
実績人数

（人）
当初計画数

（人）
実施場所

　世田谷区教育委員会との連携により、世田谷区立の小学校4年生の
児童、中学校1年生の生徒を対象に、展覧会及び美術館内の施設見
学を実施した。また特別プログラムでは、当館インターンによる区立小
学校への出張授業を行った。（鑑賞教室は小中学校全94校）

　【小学生】 通年 ― 6,179 5,300

　【中学生】 通年 ― 3,489 3,000

　川場村小学校美術館教室 11月2日 ― 30 30
川場村立川場小学
校

博物館実習
　学芸員後継者育成と美術館の普及のために、博物館学実習の講義、
実習を行った。（10日間）

通年 10,000 19 20 世田谷美術館

インターンシップ

　長年の実績がある学芸大学インターン生を指導し、鑑賞教室で来館
する区内小学校4年生への事前（事後）授業を行う特別プログラムを実
施した。インターン生が当館の教育普及事業の企画実施にも展開する
可能性を探った。

通年 無料 1,989 5,300 世田谷美術館ほか

区内大学との連携事業

　区内の各地域や学校と連携し、コラボレーション事業を行った。過去
には、三軒茶屋を舞台にした昭和女子大学主催の芸術系プロジェクト
や、用賀駅前で行う大学生主体の「用賀サマーフェスティバル」と連携
した。今年度も上記2つとコラボレーションし、世田谷美術館のコレクショ
ンを活用したワークショップや創作活動を実施した。

通年 無料 500 1,000
世田谷美術館/区
内大学

アクセシビリティ向上事業
　展覧会に関連した講演会において、より良い理解を目的として、手話
通訳を手配し、配置した。

通年 無料 18 10 世田谷美術館

　美術と教育に関心のある方を対象に、美術を鑑賞する方法を幅広い
視点からとらえ直すことを目的に、視覚障害者の美術鑑賞に関して先
進的な活動を行っている国内の団体の事例を紹介した。

　講演 「手で見る世界、その豊かさの先へ―11年間のレクチャーシリー
ズを振り返る」
講師：岩崎清

8月2日 500 62 90
世田谷文化生活情
報センターセミナー
ルーム

子どもと学
校プログラ
ム

鑑賞教室

世田谷美術館

人材育成
プログラム

アクセシビ
リティ向上
事業

ミュージアム・セッション
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

（円）
実績人数

（人）
当初計画数

（人）
実施場所

アートライ
ブラリーの
運営

アートライブラリーの運営
 ［指定管理］

　世田谷美術館が所蔵している美術専門書の閲覧やビデオ視聴、また
レファレンスサービス等による情報提供を行った。

通年 ― 12,974 7,000 世田谷美術館

区民絵画・写真展（交互・隔年開
催）

　世田谷区もしくは川場村在住・在勤・在学者を対象に、隔年で、絵画
作品（洋画、水彩画、日本画、版画）及び写真作品の募集を行い、審査
の上、入賞・入選作品を区民ギャラリーにて展示した。29年度は写真作
品の募集・展示を行った。

30年1月13日～21日 無料 173 360 世田谷美術館

区民ギャラリー等の貸出
 ［指定管理］

　世田谷美術館及び清川泰次記念ギャラリーにおいて、創作活動発表
の場として区民ギャラリーの貸出を行った。

　①美術館（本館）区民ギャラ
リー

　創作活動発表の場として、世田谷美術館の区民ギャラリーＡ・Ｂ貸出
を行った。（利用団体数73）

通年
1日あたり1室

11,520ほか（利
用は6日単位）

47,753 39,000 世田谷美術館

　②美術館（本館）講堂
　文化・芸術に関する活動・発表の場として、美術館活動に支障のない
範囲で世田谷美術館の講堂貸出を行った。（利用団体数6）

通年 1日9,000ほか 426 800 世田谷美術館

　③清川泰次記念ギャラリー 区
民ギャラリー

　創作活動発表の場として、清川泰次記念ギャラリーの区民ギャラリー
貸出を行った。（利用団体数44）

通年
1日あたり2,400
ほか（利用は6

日単位）
6,264 6,000

清川泰次記念ギャ
ラリー

　若手アーティストのための世田谷区芸術アワード“飛翔”の美術部門
の第5回受賞記念発表展を実施した。区民ギャラリーを会場とし、受賞
者による新作・近作の発表・公開を支援した。

　第5回世田谷区芸術アワード“飛翔”受賞記念発表
　青木亨平展

1,138 1,000

　第5回世田谷区芸術アワード“飛翔”受賞記念発表
　古田和子展

1,183 1,000

区民の表
現の場の
提供

第5回
世田谷区芸術アワード“飛翔”受
賞者発表展示
 ［区受託］ 30年1月23日～

2月4日
無料 世田谷美術館
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

（円）
実績人数

（人）
当初計画数

（人）
実施場所

地域活性
のための
文化芸術
事業

ボランティア活動
　世田谷区立小学校鑑賞教室及び出張授業、中学校鑑賞教室、川場
村小学校出張授業、ミュージアム・ツアー、ワークショップ、イベント等の
支援を行った。

通年 無料 271 250 世田谷美術館ほか

美術館広報
　ホームページや印刷物のほか、マスコミ等の媒体への情報提供を通
じて、館の活動や事業予定・内容等について広く区民等へ発信した。

通年 ― ― ― ―

美術館だより 　美術館だより（年3回、6月･10月･1月発行、各1,500部）の発行 6月、10月、30年1月 ― 4,500部 4,500部 ―

美術館広報

3
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　事業実績　（５）世田谷文学館

事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

（円）
実績人数

（人）
当初計画数

（人）
実施場所

ムットーニ・パラダイス展

自動からくり人形作品で知られるアーティスト、「ムットーニ」こと武藤政
彦（1956-）。人形と装置の多様な動きにあわせ、音楽、効果音、光、そ
して本人の語りなどの要素が重なり合いながら物語や世界観が表現さ
れるその作品は、ほかに類を見ないアート作品として多くの人びとを魅
了している。武藤氏がからくり人形作家としてのキャリアをスタートしてか
ら30年の節目に当たる2017年、本展ではこれまでの代表作のほか、近
年制作された複数の新作、初期の油彩画や創作過程のラフスケッチ等
を交えた多面的な内容で、美術・音楽・文学等の諸領域を横断するこの
ユニークな作家活動の全容とその魅力を紹介した。

4月29日～
6月25日

300～800 13,889 10,000 世田谷文学館

山へ！　to the mountains 展

「百の頂に百の喜びあり」（深田久弥）のコンセプトのもと、明治から平
成にかけて、山というフィールドで繰り広げられた多様な<知>と<表現>
に迫った。

日本のアルピニズムの礎を築いた小島烏水、山の名著を残した深田
久弥、女性で世界初の７大陸最高峰登頂を達成した田部井淳子、写真
家で作家の石川直樹、高山植物学者の田辺和雄、数々の山小屋を設
計した建築家・吉阪隆正、「孤高の人」を描いた漫画家の坂本眞一の7
人を紹介、このほかにもさまざまな山の表情をとらえた山岳写真や岩石
の実物も合わせて展示し、「体験的に山の魅力を伝える」展示空間の創
出を試みた。

7月15日～
9月18日

300～800 7,683 13,000 世田谷文学館

澁澤龍彦　ドラコニアの地平

澁澤龍彦は、サドをはじめとするフランス文学の翻訳、異色の文化史
や美術論・博物誌をテーマにしたエッセイ、幻想小説などの幅広い執
筆活動を行い、1960年代以降の日本の文化芸術に影響を与えたとい
われる。没後30年を迎え、今なお読みつがれる作品の背景や魅力をと
らえなおす展覧会を開催し、原稿・自筆資料を中心とした総資料点数
約500点のボリュームで澁澤の業績をテーマごとに紹介した。連続講
座、トークイベント、朗読会、セレクト書店、特別サロン展示も行った。

10月7日～12月17日 300～800 9,188 10,000 世田谷文学館

第36回　世田谷の書展

現代書壇を代表する区内在住書家約38名による、所属会派を超えた
新作展を開催した。「世田谷ゆかりの作家たち」をテーマにした作品に
より、日本が誇る文化・文学と書道が織りなす豊かな芸術世界を展観し
た。

30年1月4日～14日 ― 688 800 世田谷文学館

企画展事
業3
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

（円）
実績人数

（人）
当初計画数

（人）
実施場所

企画展事
業

ミロコマチコ　いきものたちの音
がきこえる

類いまれな色彩感覚と独自の造形表現、豊かな言語感覚によって生
み出される作品が国内外で高く評価され、これまで数多くの絵本賞を受
賞してきたミロコマチコの個展を開催した。毎日新聞社との共同企画に
よる本展では、代表作の絵本原画をはじめ、大型作品を含む絵画・立
体等、約200点の作品を展示し、会期中には展示室内での公開制作も
行った。

30年1月20日～
（4月8日）

無料～800
9,632

(総計13,373）

9,800
（総計

11,100）
世田谷文学館

調査・研究
調査・研究
 ［指定管理］

　文学館活動の基盤となる世田谷ゆかりの作家・ゆかりの作品の調査・
研究を行い、「文学館ニュース」内などで紹介した。館蔵書の翻刻作業
を進めたほか、山田風太郎の戦中戦後日記のデジタル画像化を推進、
日本映画・テレビ美術監督協会の協力による映画美術資料（中古智関
係資料）の調査・デジタルデータ化も継続中である。

通年 ― ― ― 世田谷文学館

収蔵品展
コレクション展
 ［指定管理］

　文学館1階展示室で、世田谷を舞台にした文学作品の関連資料と、
ゆかりの文学者の資料を展示し、区民に広く文学に親しむ機会を提供
する。前後期それぞれテーマを決め、ゆかり作家と館蔵資料を幅広く紹
介する。「ムットーニのからくり書物」コーナーも併設。前期は「Ut pictura
poesis―詩は絵のように　コレクションにみる文学を彩る書画の魅力」の
テーマで館蔵の美術資料を織り交ぜて紹介、後期は「SF再始動」の
テーマで豊田有恒氏旧蔵のSF図書を中心に、特撮など映画・テレビに
も大きな影響を与えた日本SFの発展期を紹介。

4月29日～
30年3月31日

200～80 21,217 22,000 世田谷文学館

資料収集・
管理

資料収集・管理
 ［指定管理］

　世田谷ゆかりの作家や区民等からの寄贈・寄託により、文学資料等の
収集を行う。世田谷区が所有している作品を系統的に整理するととも
に、良好な状態で保存・展示するため保管管理し、計画的に調査を進
める。また、貸付要領に基づき、コレクションの貸付を行った。
　■平成30年3月31日現在 99,635点の収蔵品を登録・保管
　■収蔵品の貸付4件（66点）
　■収蔵品の画像貸付７件（12点）

通年 ― ― ― 世田谷文学館
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

（円）
実績人数

（人）
当初計画数

（人）
実施場所

　「いつでも・どこでも・だれでも参加できる」を活動方針として、「地域に
根ざした文学館」となることを目指し、地域と協働しながら事業を実施す
る。この事業は、館内外で行うワークショップなどを地域交流催事、図書
館や小中学校での出張展示を地域交流展示と位置づけ、「地域の子ど
も」「地域のおとな」「博物館」を積極的につなげる役割を担い、それによ
り幅広い層と地域への浸透を図る。このような事業の成果を、広報やイ
ンターネットを通じて報告しながら、これまで当館をご利用いただいてい
ない方々にも関心を持っていただけるよう活動する。

通年

世田谷文学館、区
内小中学校、区民
センター、青少年
会館、川場村、書
店、アウトドアショッ
プなど

　ワークショップ　「ネイチャーコラージュ」
　講師：須藤正男

6月3日 無料 181 世田谷文学館

　ワークショップ　「超ショートショート講座：初級編」
　講師：田丸雅智

8月2日 無料 28 池之上青少年会館

　施設見学　「“体験型博物館”「食と農」の博物館見学会」
　講師：黒澤弥悦、今木明

8月5日 無料 7
東京農業大学「食
と農」の博物館

　ワークショップ　「超ショートショート講座：中級編」
　講師：田丸雅智

8月20日 無料 27 奥沢区民センター

　「本作り」ワークショップ
　第１回「だれでも小説家 ～ショートショートを書こう～」
　講師：荒居蘭

9月9日、10日 無料 40 世田谷文学館

　ワークショップ　「ネイチャーコラージュ」
　講師：須藤正男

9月16日、17日 無料 216 世田谷文学館

　「本作り」ワークショップ
　第２回「だれでも絵描き ～気持ちの絵を描こう～」
　講師：吉田花子、横山杏奈、佐藤真紀

9月23日、24日 無料 36 世田谷文学館

　「本作り」ワークショップ
　第３回「だれでも製本家 ～本の形に仕立てよう～ 」
　講師：佐藤真紀、中野裕子

10月14日 無料 18 世田谷文学館

　ワークショップ
　「くんくん旅人＠世田谷文学館 ～自然と書籍のにおいを楽しもう～ 」
　講師：井上尚子、白須未香

10月29日 無料 7 世田谷文学館

　ワークショップ　「芦花小学校＋大竹英洋ワークショップ（１日目）」
　講師：大竹英洋

11月27日 無料 147 芦花小学校

子どもと学
校プログラ
ム

どこでも文学館
50000

↓3
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

（円）
実績人数

（人）
当初計画数

（人）
実施場所

　ワークショップ　「芦花小学校＋大竹英洋ワークショップ（２日目）」
　講師：大竹英洋

11月28日 無料 147 都立蘆花恒春園

　ワークショップ　「芦花小学校＋大竹英洋ワークショップ（３日目）」
　講師：大竹英洋

11月30日 無料 144 芦花小学校

　ワークショップ　「ワン・ミニット・ムービー～冒険物語をつくろう！～」
　講師：北阪昌人、本田友美

30年1月21日 無料 19 世田谷文学館

　ワークショップ　「いきものの音がきこえる」
　講師：ミロコマチコ、中ムラサトコ

30年2月3日 無料 34 世田谷文学館

　ワークショップ　「はえろはえろ　いきものの毛」
　講師：ミロコマチコ、渋谷侑美江、山川路子

30年2月10日 無料 28 世田谷文学館

　ワークショップ　「超ショートショート講座」
　講師：田丸雅智

30年2月24日 無料 20 山野小学校

　出張展示　「北の森　ノースウッズの世界」 4月3日～16日 無料 250
ジュンク堂書店梅
田店

　出張展示　「中高生のための寺山修司のススメ」 5月10日～10月18日 無料 13,646
世田谷区民健康村
（群馬県川場村）

　出張展示　「ＳＦ入門 Vol.1 星新一」 6月16日～7月5日 無料 635 砧小学校

　出張展示　「北の森　ノースウッズの世界」 6月17日～7月2日 無料 120 モンベル三宮店

　出張展示　「北杜夫　どくとるマンボウ昆虫記」 6月19日～30日 無料 510 烏山小学校

　出張展示　「宮西達也と子どもたち」 7月7日～21日 無料 669 経堂小学校

　出張展示　「新　宮沢賢治幻想紀行」 7月18日～8月25日 無料 380 池之上青少年会館

　出張展示　「北の森　ノースウッズの世界」 7月29日～8月13日 無料 180 モンベル渋谷店

　出張展示　「クマのプーさんと魔法の森へ」 8月5日～9月21日 無料 3,198 桜丘区民センター

　出張展示　「北の森　ノースウッズの世界」 8月15日～10月1日 無料 620
ジュンク堂書店立
川髙島屋店

子どもと学
校プログラ
ム

どこでも文学館
↑

5,000
↓

3
9



事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

（円）
実績人数

（人）
当初計画数

（人）
実施場所

　出張展示　「シャーロック・ホームズの倫敦」 8月4日～30日 無料 1,165
コミュニティカフェ
ななつのこ

　出張展示　「水上勉のハローワーク」 9月1日～15日 無料 525 上祖師谷中学校

　出張展示　「ＳＦ入門 Vol.1 星新一」 9月29日～10月25日 無料 2,512 中央図書館

　出張展示　「『赤毛のアン』 -プリンス・エドワード島への旅- 」 10月2日～11月7日 無料 382 緑丘中学校

　出張展示　「北の森　ノースウッズの世界」 10月4日～11月7日 無料 800 丸善桶川店

　出張展示　「宮西達也と子どもたち」 10月12日～11月16日 無料 465 上北沢小学校

　出張展示　「水上勉のハローワーク」 10月19日～3月31日 無料 6,689
世田谷区民健康村
（群馬県川場村）

　出張展示　「超ショートショート講座：中級編」 10月25日～11月29日 無料 5,450 奥沢区民センター

　出張展示　「ＳＦ入門 Vol.1 星新一」 10月30日～11月16日 無料 371 玉川中学校

　出張展示　「宮西達也と子どもたち」
11月22日～
30年1月25日

無料 570
池之上青少年会館
１階

　出張展示　「中高生のための寺山修司のススメ」
11月22日～
30年1月25日

無料 285
池之上青少年会館
2階

　出張展示　「『赤毛のアン』 -プリンス・エドワード島への旅- 」
30年1月4日～

3月28日
無料 7,592 中央図書館

　出張展示　「芦花小学校＋大竹英洋ワークショップ」　４年生作品展 30年1月6日～2月2日 無料 3,907 粕谷区民センター

　出張展示　「北の森　ノースウッズの世界」
30年1月12日～

2月22日
無料 944 芦花小学校

　出張展示　「超ショートショート講座：中級編」
30年1月17日～

2月11日
無料 4,508 奥沢区民センター

　出張展示　「北杜夫　どくとるマンボウ昆虫記」
30年1月25日～

3月29日
無料 580 池之上青少年会館

　出張展示　「新　宮沢賢治幻想紀行」 30年2月9日～27日 無料 669 経堂小学校

　出張展示　「ＳＦ入門 Vol.1 星新一」
30年2月8日～

3月28日
無料 525 上祖師谷小学校

　出張展示　「北の森　ノースウッズの世界」 30年3月1日～31日 無料 1,000
ジュンク堂書店池
袋本店

子どもと学
校プログラ
ム

どこでも文学館
↑

5,000

4
0



事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

（円）
実績人数

（人）
当初計画数

（人）
実施場所

　企画展・コレクション展やライブラリー事業と連動したトークイベント、講
座、コンサート、ワークショップなどを実施し、幅広い世代の来場者に文
学館のさまざまな楽しみ方を提案した。

　「ムットーニ・パラダイス」
　ギャラリートーク　　講師：武藤政彦

4月29日～6月25日の
毎週末（計38回）

- 4,214

　「ムットーニ・パラダイス」
　スペシャルトーク　　講師：武藤政彦

5月6日、5月20日、
6月17日

- 152

　「ムットーニ・パラダイス」
　「露天商・楽園」　　出店：武藤政彦

6月17日 - 130

　ワークショップ
　「pipioといっしょにおはなしとあそびのじかん『山のぼり大作戦！』」
　講師：武本佳奈絵、平澤朋子

8月6日、9月16日
無料（工作は
有料100円）

187

　「山へ！To the mountains展」
　講演会　「地学で旅する日本列島の山たち」　　講師：加藤碵一

8月19日 ― 161

　「山へ！To the mountains展」
　ワークショップ　「山×身体　やまは“からだ”」

8月29日 ― 20

　「山へ！To the mountains展」
　ワークショップ「衣服を描く」　　講師：寺本愛

9月16日 ― 14

　「山へ！To the mountains展」
講演会 「てっぺん わが妻・田部井淳子の生き方」 講師：田部井正

伸
9月17日 ― 31

　「澁澤龍彦　ドラコニアの地平」
　「澁澤龍彦をめぐるトーク」　　出演：榎本了壱、四谷シモン

11月12日 500 187

　「０才からのジャズコンサート」
　出演：クニ三上、池田聡、則武諒

12月1日
大人 1,700
子ども 300

385

　「澁澤龍彦　ドラコニアの地平」
　「澁澤龍彦　セレクト書店」　　出店：ノストスブックス

12月9、10日 ― 578

　「世田谷の書展」
　鑑賞講座 　 講師：稲村龍谷、田中栄子、荒谷大丘

30年1月10日、
12日、13日

― 110

　「ミロコマチコ　いきものたちの音がきこえる」
　「古書トムズボックス」　　出店：土井章史

30年3月3日、4日 ― 677

　
　「ミロコマチコ　いきものたちの音がきこえる」
　ライブペインティング　　出演：ミロコマチコ、ｈａｒｕｋａ　ｎａｋａｍｕｒａほか

30年3月24日 ― 219

ワークショップ 「pipioといっしょにおはなしとあそびのじかん『春がきた
よでておいで！』」　　講師：武本佳奈絵、平澤朋子

30年3月31日
無料（工作は有

料100円）
122

講演会等
事業

企画展・コレクション展・ライブラ
リー関連講演会、上映会、コン
サート等事業 2,000 世田谷文学館

4
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

（円）
実績人数

（人）
当初計画数

（人）
実施場所

　館長プロデュースにより、一人の作家に焦点を絞った講演会・対談等
を短期間に集中して開催する。「澁澤龍彦　ドラコニアの地平」展会期
中に、28年度に引き続いて澁澤龍彦をテーマとして3回実施した。前後
期6回の講演録書籍化に協力している。

 連続講座「夢と綺想の球体―澁澤龍彦」後期①
 「澁澤龍彦　文学の旅」　　講師：巖谷國士

10月21日 500 182

 連続講座「夢と綺想の球体―澁澤龍彦」後期②
 「回想の澁澤龍彦」　　講師：養老孟司

10月28日 500 166

 連続講座「夢と綺想の球体―澁澤龍彦」後期③
 「澁澤龍彦の好んだもの嫌ったもの」　　講師：池内紀

11月4日 500 109

だれでもセタブンマーケット

 地域の催事「第8回　からすやま下町まつり」と連携し、館内で開催。本
の輪企画「子どもたちにいい本あげる！」、群馬県川場村や北海道中
川町からの物産コーナーのほか、活版や、自然素材を用いた子どもも
楽しめるミニワークショップを開催した。

6月3日 ― 1,434

セタブンマーケット2017

　書物との新たな出会いと多様な楽しみ方を発信する、本と雑貨の蚤の
市を開催した。3年目となる今回は、山へ！展と連動して「アウトドア」を
テーマに据え、古書店・雑貨店・飲食店の出店のほか、作家・デザイ
ナー・編集者からの特別出品や、子どもも楽しめるミニワークショップな
どを行った。

　特別出品:石川直樹、角田光代、クラフト・エヴィング商會、坂本眞一、
椎名誠、しまおまほ、鈴木芳雄、祖父江慎、タベイ企画、火野文子、藤
原えりみ、星ライブラリ、夢枕獏、吉本ばなな

9月16日、17日 ― 2,562

活動支援・
共催事業

市民活動・友の会の支援
　区内生涯学習グループ・大学からの展覧会見学の解説、区民セン
ター・区内を拠点とする企業ＯＢ会への出張講座、海外からのグループ
見学の解説、友の会との共催イベントを行った。

通年 ― 518 1,000
奥沢区民センター・
世田谷文学館ほか

学芸員実習
　学芸員後継者育成のために、博物館学実習の講義・実習を行う。
　（6日間）

7月25日～30日 ― 4 5 世田谷文学館

職場体験受入
　参加者は事業の企画や実施に直接参加できるようなプログラムで、近
隣の中学などから職場体験を受け入れる。

通年 ― 35（9校） 50 世田谷文学館

人材育成
プログラム

講演会等
事業

連続講座 300 世田谷文学館

2,000 世田谷文学館

4
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

（円）
実績人数

（人）
当初計画数

（人）
実施場所

ライブラ
リーの運営

ライブラリーの運営
 ［指定管理］

　改修工事後の再開にともないリニューアルし、授乳室を備えた親子の
ための本のエリアや、各分野のプロフェッショナルや作家が薦める本の
コーナー、定期的に入れ替わる特集コーナーなどを設け、地域のため
の図書空間を企画・運営した。

通年 ― 27,645 11,000 世田谷文学館

区民の表
現の場の
提供

第34回　世田谷文学賞

　区民の創作活動の発表の場として、短歌・俳句・川柳・詩・随筆作品を
募集した。上位入賞作品は冊子「文芸せたがや」に掲載した。

　選考委員：（短歌）草田照子、佐佐木幸綱、（俳句）高橋悦男、西村和
子、（川柳）おかの蓉子、速川美竹、（詩）三田洋、渡辺めぐみ、（随筆）
鴻巣友季子、堀江敏幸

募集9月
表彰30年3月

― 267 ― 世田谷文学館

文学館広
報

文学館広報

　ホームページや印刷物のほか、マスコミ等の媒体への情報提供を通
じて、館の活動や事業予定・内容等について広く区民等へ発信した。
本年度は、多言語（英語、中国語2種、韓国語）対応の施設案内リーフ
レットの製作やスマートフォン版ホームページの機能アップを図り、広報
サービス向上に努めた。

通年 ― ― ― ―

文学館ニュースの発行
　文学館の事業活動を広く周知するため、文学館ニュースを年3回発行
した。
館長対談：小池昌代（66号）、松浦寿輝（67号）、馬場あき子（68号）

通年 無料 各10,000部 各10,000部 ―

4
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　事業実績　（６）財団共通　

事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

（円）
実績人数

（人）
当初計画数

（人）
実施場所

　様々な状況にある区民等の参加機会を増やすため、公演等において
来館者サポートを行った。

　【生活工房】

　　①車椅子の貸出 通年 ― ― ―
ワークショップルー
ム等

　【世田谷パブリックシアター】

　　①託児サービス　　託児付き公演（466公演）
通年 2,000 170 ―

　　②車椅子スペースの利用 通年
定価の10%引、
付添1名無料

137
（付添119）

―

　　③車椅子の貸出 通年 ― ― ―

　　④客席内エレベーターの利用 通年 ― ― ― シアタートラム

　　⑤視覚障害者のための音声案内システム付き化粧室の設置 通年 ― ― ― パブリックシアター

　　⑥視覚障害者のための舞台説明会
　　　　　（対象：主催公演）　5公演

通年 ―
57

（付添含む）
―

　　⑦盲導犬を伴っての観劇
　　　　　（対象：主催公演）　4公演

通年 ― 11 ―

　　⑧視覚障害者向けの解説付きイヤホンガイド
　　　　　（対象：主催公演）　1公演

通年 ― 21 ―

　　⑨聞こえにくい方向けの音声サポート
　　　　　（対象：主催公演）　2公演

通年 ― 63 ―

　　⑩聴覚障害者のための上演台本の貸出
　　　　　（対象：主催公演、要事前申込）

通年 ― 0 ―

　　⑪聴覚障害者のためのオンライン手話サービス
　　　　　（アクセス、チケト購入方法等）

通年 ― ― ―
シアターホーム
ページ

　　⑫非常時の避難方法及び広域避難場所への地図の配布 通年 ― ― ―

　　⑬聴覚障害者のためのコミュニケーションボードの設置 通年 ― ― ―

来館者サ
ポート 来館者サポート

パブリックシアター
シアタートラム

パブリックシアター
シアタートラム

パブリックシアター
シアタートラム

4
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

（円）
実績人数

（人）
当初計画数

（人）
実施場所

　【世田谷美術館】

　　①手話通訳付き講演会・講座等（9回）

4月23日、6月17日、
30年1月14日、26日、

27日、2月12日、
23日、24日、

3月30日

無料 978 ― 世田谷美術館

　　②車椅子等の貸出 通年 ― ― ― 世田谷美術館

　　③ベビーカーの貸出 通年 ― ― ― 世田谷美術館

　　④授乳スペースの提供
　　　　（※エリック･カール展期間中は特別に講義室を開放）

通年 ― ― ― 世田谷美術館

　　⑤音声誘導装置の導入 通年 ― ― ― 世田谷美術館

　【世田谷文学館】

　　①車椅子等の貸出
通年 ― ― ― 世田谷文学館

　　②ベビーカーの貸出など 通年 ― ― ― 世田谷文学館

　　③授乳室の利用 通年 ― ― ― 世田谷文学館

　　④託児サービス （2日間）
30年2月10日、

3月25日
1,000～500 4人 ― 世田谷文学館

せたがやアーツカード

　世田谷区民を対象とする登録料、年会費無料の会員制度。
劇場公演の先行発売、料金割引や美術館、文学館の観覧料の団体割
引などの特典があり、会員向けメールマガジン（希望者のみ、月1回）配
信などで財団事業や施設利用者の拡大と情報提供、広報活動の強化
を図った。また、29年度は会員資格である区内在住の確認を兼ね、有
効期限更新のため新会員証の一斉送付を行った。

通年 無料

登録者数
１6,800

割引利用者
延 3,500

15,000 ―

来館者サ
ポート

来館者サポート
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

（円）
実績人数

（人）
当初計画数

（人）
実施場所

　財団ホームページ等により財団及び事業内容等を紹介する。また、ふ
るさと区民まつり等のイベント会場での事業ＰＲなどの広報活動を行っ
た。

　①財団ホームページの運用 通年 ― ― ― ―

　②ふるさと区民まつりでのＰＲ活動 8月4日、5日 ― ― ―
世田谷区民会館/
区役所中庭ほか

　③せたがや梅まつりでのＰＲ活動 30年2月10日 ― ― ― 羽根木公園

　④財団広報誌「せたがやアーツプレス」の発行 4月、7月、12月 無料 各15,900部 各15,900部 ―

せたがや文化・スポーツ情報ガ
イドの発行

　財団各部の事業内容等を広く区民等に周知するため、毎月25日にタ
ブロイド版の情報紙を発行した。（12回）　新聞（主要6紙）折り込み、図
書館等の区施設、区内鉄道駅広報スタンド等に配布した。

毎月25日発行 無料 各282,200部 各282,200部 ―

　世田谷文化生活情報センターの施設維持管理を行った。 通年 ― ― ―
世田谷文化生活情
報センター

　生活工房セミナールーム、ワークショップルームの貸出を行った。 通年 9,720～2,400 40,384 ―
世田谷文化生活情
報センター

　世田谷区内の劇団等による演劇・舞踊・音楽公演、落語など、様々な
催し物を実施した。10団体（公演回数107 回）

通年 8,800～2,000 33,950 ―
世田谷文化生活情
報センター

　
　世田谷美術館及び3分館（向井潤吉アトリエ館、清川泰次記念ギャラ
リー、宮本三郎記念美術館）の施設維持管理、区民ギャラリー及び講堂
の貸出を行った。

　①世田谷美術館区民ギャラリー　73団体 通年
1日あたり1室

11,520ほか（利
用は6日単位）

47,753 ― 世田谷美術館

　②清川泰次記念ギャラリー区民ギャラリー　44団体 通年 1日9,000ほか 6,264 ―
清川泰次記念ギャ
ラリー

　③世田谷美術館講堂　6団体 通年
1日あたり2,400
ほか（利用は6

日単位）
426 ― 世田谷美術館

財団広報

財団広報

世田谷文化生活情報センターの
施設維持管理
 ［指定管理］

世田谷美術館及び分館の施設
維持管理
 ［指定管理］

文化芸術
の拠点施
設の管理
運営
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

（円）
実績人数

（人）
当初計画数

（人）
実施場所

　世田谷文学館の施設維持管理を行った。 通年 ― ― ―

　講義室の貸出を行った。
通年

（4月21日まで休館）
無料 2,004 ―

パブリックシアターＤＶＤ等の販
売

　劇場で上演された公演等を映像化したDVDや関連商品の販売を
行った。

通年 4,500～500 500 ―
世田谷文化生活情
報センター

美術館ミュージアムショップの運
営

　ミュ－ジアムショップにおいて、ゆかりの作家関連商品、収蔵品のオリ
ジナルグッズ等の直接販売、企画展図録、関連グッズ・書籍等の受託
販売、ほか館等でのオリジナルグッズの委託販売を行った。

通年 ― ― ―
世田谷美術館及び
3分館

文学館ミュージアムショップの運
営

　ミュージアムショップを運営し、展覧会に関連した書籍や絵はがき等
のグッズの販売を行った。

通年 ― ― ― 世田谷文学館

ロビーカフェの運営
　パブリックシアターのロビーカフェを委託により運営した。
　（営業回数216回）

通年 ― 10,132 10,000
世田谷文化生活情
報センター

レストランの運営
　世田谷美術館内のレストラン「ル・ジャルダン」にて、利用者等への飲
食提供サ－ビス及び結婚式等パ－ティ－（36組）を実施した。

通年 ― 18,711 35,000 世田谷美術館

カフェの運営
　世田谷美術館内の地下喫茶「セタビカフェ」にて、来館者への飲食提
供サ－ビスを行った。

通年 ― 35,869 35,000 世田谷美術館

世田谷文学館
世田谷文学館の施設維持管理
 ［指定管理］

物品販売
事業

飲食物提
供事業

文化芸術
の拠点施
設の管理
運営
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３． 事業評価 

 

（１）生活工房 

開館２０周年を迎えて、これまでの「生活工房らしさ」に加え、これからのライフスタイルの変化にあわせた新

しい提案型の事業にも取り組んだ。 

 記念事業「家電のある生活展～暮らしのデザインミュージアム２０１７」は、家電製品誕生から６０余年、各年

代の私たちの生活を象徴する家電の変遷で振り返りながら、新しい時代に求められる価値観や役割につい

ても考える展覧会となった。世界各地の山岳民族の手仕事に焦点をあてた「クライム・エブリ・マウンテン」で

は「ミャオ族の刺繍と暮らし展」を開催。山岳民族ならではの民芸品・工芸品などの貴重な展示品が並び、多

くの熱心な来場者で賑わった。 

 区民参加型の事業「みっける３６５日」は、一年間通じて区民が写真撮影を行い、それぞれの考える「生活」

を表現。３月の展覧会で作品を発表した。また、平成２７年度より継続する「穴アーカイブ」は、地域の記録と

して８ミリフィルムを掘り起すプロジェクト。映像提供者と観客が記憶を語り合う交流会も好評で、幅広い世代

からの参加者が集まった。 

 また、「衣服・祝いのカタチ～赤をめぐる旅展」は、伝統的な日本の「赤色」を題材に、日本文化に込められ

た技術や美意識を探る２企画を実施。「クレオール・ニッポンの旅」は、各地の日本人移民が、異国との接触

のなかで残した歌に込めた「日本人」らしさを、音楽家が歌のルーツを辿りながら伝える企画展として話題と

なった。前年度「世田谷芸術アワード“飛翔”」に選出された建築家による「世田谷をはかるプロジェクト」は、

「はかる」という観点から世田谷を見つめ直す提案型の発表展となった。 

 また「子どもワークショップ」では、子どもたちに、各分野の専門家や造形家との体験学習の機会を提供。

手づくりアートの“のみの市”「世田谷アートフリマ」、市民グループの活動の場「市民活動支援コーナーの運

営」など、生活工房の基盤ともいえる事業についても充実を図った。 

開館２０年を契機に、この間の状況変化を踏まえ、これまでの事業の成果と課題を検証し、今後の事業展

開に生かしていく。 

 

（２）世田谷パブリックシアター 

 開場２０周年。多くの記念事業公演が実施された。 

 主劇場・トラム両劇場の年間入場者総数は、１４７,８４１人（年間公演総回数 ４７０回）、また、劇場事業全

体については、年間参加者・入場者総数は、２２５,０３５人となった。国内のツアー公演数は２０回。１２,２６７

人であった。今後も、他の公共劇場などとの連携をより緊密にし、全国展開を図っていく。 

 事業実績については、ほとんどの演目を、開場２０周年記念事業として、また、東京オリンピック・パラリンピ

ック関連事業として実施し、主劇場で上演した『子午線の祀り』（作・木下順二、演出・野村萬斎、音楽・武満

徹）、『シャンハイムーン』（作・井上ひさし、演出・栗山民也）、ダンスの『ABSOLUTE ZERO 絶対零度２０１７』

（構成・振付・美術・照明 勅使川原三郎）、トラムで上演した、『チック』（原作・ヴォルフガング・ヘルンドルフ、

演出・小山ゆうな）、『管理人』(作・ハロルド・ピンター、演出・森新太郎)、『岸 リトラル』（作・ワジディ・ムワワド、
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演出・上村聡史）いずれの公演も、高い評価を得ることができた。 

 また、ツアー活動も、前年度に比べ、公演回数は落ちたが、各地、大入りを果たし、公演の成果を上げると

ともに、劇場間の信頼関係、存在意義を高めることができた。 

 『子午線の祀り』では、読売演劇大賞の最優秀作品賞、出演者の若村麻由美が、優秀女優賞を受賞。芸

術監督の野村萬斎が、演出家として、毎日芸術賞・千田是也賞を受賞。また、『チック』では、翻訳・演出の

小山ゆうなが、読売演劇大賞の優秀演出家賞、美術の乗峯雅寛が優秀スタッフ賞を受賞、小山ゆうなは、

小田島雄志・翻訳戯曲賞も受賞した。 

 また、『管理人』では、出演者の温水洋一が、紀伊國屋演劇賞個人賞を受賞、美術の香坂奈奈が、日本舞

台美術家協会の、伊藤熹朔賞・本賞を受賞した。 

 夏のせたがやこどもプロジェクトでは、『まちがいのコンドルズ』、子どもとおとなのための読み聞かせ『お話

の森』など多彩な企画で注目を集め、秋の世田谷アートタウン・三茶 de大道芸は、台風の影響であいにくの

雨天での開催となったが、それでものべ５５,０００人の方々にご参加いただき、大きな賑わいとなった。 

 国際交流企画として、ダンスでは、今、ヨーロッパで注目の現代サーカスの、カンパニーXYをアートタウン

関連企画として招聘。関連ワークショップも行った。 

 演劇では、日韓両国のスタッフ・キャストによる、日韓文化交流企画『ペール・ギュント』（作・ヘンリック・イプ

セン、演出・ヤン ジョンウン）を上演し、いずれも好評であった。 

 普及啓発・人材養成事業では、「コミュニティプログラム」「学校・区内施設との連携プログラム」「研究育成

プログラム」の３つの柱により、通年でワークショップ・レクチャー・研究会を実施。学校教育現場等での活動

及び地域の活性化への支援など、未来の観客育成の観点も踏まえ積極的な展開を行った。 

 また、事業を運営管理していくにあたり、平成２９年１２月、「世田谷パブリックシアター劇場経営に関する基

本方針」を策定し、業務分析や職員の働き方など経営面の課題等にも着目して取組方針を掲げた。こうした

方針に沿って、今後も、国内外の公共劇場や民間の実演団体などと積極的に連携し、作品創造及び人材

交流の活性化、東京オリンピック・パラリンピックに向けた対応、普及啓発・人材育成事業の充実、多様な料

金システムの設定、ＩＴや最新のメディアの活用等による鑑賞機会の拡充および情報発信、新たな観客を育

成する等、時代の流れを的確に捉えながら、事業展開を進めていく。 

 

（３）音楽事業部 

 職員の大半が入れ替わり、定番の事業であっても検討し直し、改良を加え、事業に磨きをかけて新生・音

楽事業部をめざした一年であった。中でも、昨年度不手際があった「せたがやバンドバトル」は、部をあげて

取り組み、運営方法を改めた。応募資格の年齢を引き下げたこともあり、これまでになくバラエティに富んだ

バンドが参加、コンテストを盛り上げてくれた。決勝大会の激しい競演と和気あいあいとした交流は印象深

い。 

 「せたがやジュニアオーケストラ」でも、スケジュールを再構成した。ファミリー向けの演奏会としても定着し

ていた「夏のコンサート」を秋に移し、「オータムコンサート」として実施。一年間の締めくくりの定期演奏会は

３月の開催にして、じっくりと活動に取り組めるようにした。 

49



 ワークショップと公演を結び付けて好評の「Let's Sing ゴスペル！」や「せたがや音楽研究所」では受け入

れ体制の強化を図ったが、たいへん人気が高く、まだ十分に希望に応えきれなかった。次年度へ向け、さら

なる改善が必要である。新企画の「午後の音楽会」や「こどものための茶の湯と邦楽のワークショップ」も、内

容の充実ぶりに比して、対象の設定や働きかけ方法については、今後の課題となった。 

 おなじみの企画も、それぞれ新たな試みを行った。「まちなかコンサート」は、幼児たちに人気の「コトコトさ

んのドレミ図書館」をバージョンアップ、区内の音楽関係者の集まり「せたがや音楽プロジェクト」は、区が提

携を結んでいる川崎市との交流事業に取り組んだ。また、世田谷フィルと区民合唱団の共演「名曲コンサー

ト」では、セミ・ステージ形式でオペラの全曲演奏に挑んだ。 

 日程や会場の選択が自由にならない状態は変わらず、営業面での苦労は続くが、事業案内リーフレットや

ホームページ、さらには季刊の文化情報誌「せたがや音楽通信」といった広報面でもリニューアルを実施。 

今後とも、新生・音楽事業部を訴えていく。 

 

（４）世田谷美術館 

平成２９年度は、改修工事関係から企画展事業は、次の３展となった。 

「花森安治の仕事」展は、戦後日本でひときわ異彩を放った家庭雑誌『暮しの手帖』の編集長として敏腕

をふるった花森安治の生涯をたどるものとなった。本展では、花森の青年期の絵画作品から始まり、『暮しの

手帖』の名編集長として活躍した当時にかかわる諸資料を全国から集め、装丁家、イラストレーター、コピー

ライター、ジャーナリストとしても活躍した花森の仕事を網羅的に紹介することができ、大きな反響を呼んだ。

稀代のマルチ・アーティストといえる花森安治の生涯をご覧いただくことで、戦後日本の平和への希求、そし

て人間生活の基本となる、日々の暮らしの大切さを、当初予想を大きく上回る来場者に訴えかけることがで

きた。 

 「エリック・カール展」は、『はらぺこあおむし』などの絵本原作者として知られるエリック・カールの数々の原

画作品を中核にし、さらに現在もなお旺盛に創作に取り組むアーティストとしての側面を紹介するものとなっ

た。日本の子どもたちにも人気が高く、現在、子育て世代にある人たちにとっても思い出深いエリックの作品

に出会おうと、たいへん多くの来場者があった。とくに未就学児の来場も多く、家族揃って美術館を楽しむこ

との豊かさを、実感していただけたかと考えている。絵本作家として知られるエリック・カールではあるが、現

在も造形作家としても活躍をしている。本展では、エリック・カールが多大な影響を受けた他の作家の作品も

併せて展示し、その創作の源泉をたどる試みとなった。結果、予想を大きく上回る来場者を得たことにより、

今後の企画展策定にとっても重要な糧となり経験となった。 

 「ボストン美術館 パリジェンヌ展」は、ボストン美術館の所蔵品で構成された展覧会だったが、内容的には

いわゆる名品主義的な展覧会ではなく、１８世紀から２０世紀にかけてパリの文化を体現してきた女性たちに

焦点をあてた内容となった。パリに生き、それぞれの時代を映しながら多様な生きかたをみせた女性たちを

題材とする諸作品に、多くの来館者が魅了された。当館が開館から関心を寄せ続けている、人間の生活に

密着した文化的事象に対する、一つのアプローチを示すことができた。来館者数は、当初予定を下回る結

果となったが、これは天候不順、また冬季オリンピック、パラリンピックの中継などによる影響が如実に現れた
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ものと推測され、２０２０年の東京オリンピック、パラリンピックへの対応が急がれるところである。 

 教育普及事業については、「鑑賞教室」、「美術大学」、「１００円ワークショップ」などを中核に展開したが、

これらの事業も充実の度合いを増している。また、ここにかかわる関係者、ボランティアも多く、参加する側も、

これをサポートする側も、美術館を一つの場として集い、個々の日常で文化を享受することにつながった。 

 そして、美術館の基盤となる調査研究、また美術作品の収集などは、平成２９年度も着実に実施し、後世

の人々と社会に手渡していくべき文化的資源を掘りおこし、保存することにつなげることができた。 

 

（５）世田谷文学館 

 平成２９年度の世田谷文学館の年間利用者の総数は１７２，３６３人となり、大規模改修前の２７年度と比較

しても１割程度増加した。 

この結果は、リニューアルしたライブラリーの利用者増によるところが大きい。今回の大規模改修は電気設

備や空調工事が中心であったため、内装等に著しい変化はなかったが、大きく生まれ変わったのがライブラ

リーである。「新たな本との出会いの場」をコンセプトに、「ほんとわ」と命名した。 

 「ほんとわ」では、ベビーケア設備を整えた子どものためのエリアを拡充したほか、作家だけでなく、写真家

や料理研究家など各分野のプロフェッショナル、あるいは古書店主に依頼したセレクト本のコーナーなど企

画性のある書棚作りも行い、紹介した本の一部はミュージアムショップでも購入できるようにした。 

 幼児向けのお話会や、企画展と連動した小さな古本市も開始した。気鋭のイラストレーター・長場雄氏に依

頼した入口看板、群馬県川場村の木材を使ったあたたかみのある什器の効果もあってかＳＮＳなどの反応も

好評で、子ども連れを中心に来場者数が伸び、ライブラリー利用者はリニューアル前の３倍となっている。 

 「ほんとわ」には、「本は永久（とわ）」「本と和」、そして本とは世の中の「ほんとう」を知りたいときのためにあ

るもの、という意味も含まれている。従来取り組んできた展示や教育普及の枠組みとはまた異なる発想と視点

から、文学の可能性を発信していきたいと思う。 

 また、本年度は、北杜夫・齋藤茂吉資料９７２点を受贈した。受贈資料の中には、北の芥川賞受賞作の原

稿や創作ノート類、父齋藤茂吉の歌集稿本など文学史上貴重な資料が多数含まれている。こうした世田谷

の文化遺産ともいうべき収蔵品については今後ホームページ上で順次インターネット公開を目指していく予

定である。 

 

 

平成２９年度事業報告には、「公益財団法人せたがや文化財団 定款」第８条第１項の２で規定する事業報

告の付属明細書は、事業報告の内容を補則する重要な事項がないため作成しない。 

 

51



 

４．重要な契約の概要 

 

契約件名 契約年月日 相手方 契約の概要 

世田谷区文化施

設の管理運営に

関する基本協定 

平成29年4月1日 

 

世田谷区長 １ (公財)せたがや文化財団は、世田谷区立世田谷美

術館、世田谷区立世田谷文学館、世田谷区立世田

谷文化生活情報センターの指定管理者として、世田

谷区立世田谷美術館条例第18条、世田谷区立世田

谷文学館条例第18条及び世田谷区立世田谷文化

生活情報センター条例第20条の規定により、次に掲

げる業務を行う。 

（１）世田谷区立世田谷美術館 

① 美術館条例第2条第2号から第8号までに規定す

る事業に関する業務のうち、世田谷区が指定した

業務 

② 美術館の利用の承認等に関する業務 

③ 美術館の施設及び施設の維持管理に関する業

務 

④ その他、世田谷区が必要と認める業務 

（２）世田谷区立世田谷文学館 

① 文学館条例第2条第2号から第7号までに規定す

る事業に関する業務のうち、世田谷区が指定した

業務 

② 文学館の利用の承認等に関する業務 

③ 文学館の施設及び設備の維持管理に関する事

務 

④ その他、世田谷区が必要と認める業務 

（３）世田谷区立世田谷文化生活情報センター 

① センター条例第2条各号に規定する事業に関す

る業務のうち、世田谷区が指定した業務 

② センターの利用の承認に関する業務のうち、世

田谷区が指定する業務 

③ センターの施設及び設備の維持管理に関する業

務 

④ その他、世田谷区が必要と認める業務 

 

２ 指定期間は平成29年4月1日より平成34年3月31日

までの5年間とする。 

 

世田谷区文化施

設の管理に関する

年度協定 

平成29年4月1日 世田谷区長 １ （公財）せたがや文化財団は、世田谷区立世田谷

美術館、世田谷区立世田谷文学館、世田谷区立世

田谷文化生活情報センターの指定管理者として、世

田谷区文化施設の管理運営に関する基本協定及び

年度協定の仕様書に定める業務を行う。 

 

２ 協定期間は平成29年4月1日より平成30年3月31日

までの1年間とする。 
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５．登記事項 

 

理事変更登記 

   平成２９年８月１５日  登記 

     平成２９年６月１６日付 理事変更（９名重任、１名退任、１名就任） 

 

代表理事変更登記 

   平成２９年８月１５日  登記 

     平成２９年６月１６日付 代表理事変更（１名重任） 
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６．理事会・評議員会開催状況 

 

（１） 理事会 

回 開催日 議案番号 件  名 

第 1回 

(定時) 

平成 29年 

5月 30日 

 

議案第 1号 
平成 28 年度公益財団法人せたがや文化財団事業報告につい

て 

議案第 2号 
公益財団法人せたがや文化財団特定費用準備資金の積立に

ついて 

議案第 3号 平成 28年度公益財団法人せたがや文化財団決算について 

議案第 4号 
平成 29 年度公益財団法人せたがや文化財団補正予算（第一

次）について 

議案第 5号 平成 29年度第１回評議員会の招集について 

報告事項 
理事長及び常務理事の職務執行状況の報告について 

積立金の取り崩しについて 

第 2回 

（臨時） 

平成 29年 

6月 16日 
議案第 6号 公益財団法人せたがや文化財団役付理事の選定について 

第 3回 

（臨時） 

平成 29年

7月 27日 
議案第 7号 公益財団法人せたがや文化財団人事制度改革について(案) 

第 4回 

(書面表決) 

平成 29年 

11月 30日 
議案第 8号 

公益財団法人せたがや文化財団職員就業規程の一部改正に

ついて 

議案第 9号 
公益財団法人せたがや文化財団専門職員就業規程の新規制

定について 

議案第 10号 
公益財団法人せたがや文化財団職員処務規程の一部改正に

ついて 

議案第 11号 
公益財団法人せたがや文化財団職員文書管理規程の一部改

正について 

第 5回 

（臨時） 

平成 30年 

1月 16日 
議案第 12号 公益財団法人せたがや文化財団人材活用計画について 

議案第 13号 平成 29年度第 2回評議員会の招集について 

報告事項 
世田谷パブリックシアター劇場経営に関する基本方針について 

世田谷区条例改正に伴う公益財団法人せたがや文化財団職員

給与規程の一部改正について 

第 6回 

(定時) 

平成 30年 

2月 20日 
議案第 14号 

平成 30 年度公益財団法人せたがや文化財団事業計画及び収

支予算について 

議案第 15号 公益財団法人せたがや文化財団給与規程の一部改正について 

議案第 16号 
公益財団法人せたがや文化財団専門職員給与規程の新規制

定について 

報告事項 
理事長及び常務理事の職務執行状況の報告について 

東京都立入検査の結果報告について 
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回 開催日 議案番号 件  名 

第 7回 

(書面表決) 

平成 30年 

3月 26日 
議案第 17号 

平成 30 年度公益財団法人せたがや文化財団補正予算（第一

次）について  

議案第 18号 
平成 29 年度第 3 回評議員会の開催（書面決議とすること）につ

いて 

議案第 19号 
公益財団法人せたがや文化財団役員及び評議員の報酬等及

び費用弁償に関する規程の一部改正について 

議案第 20号 
公益財団法人せたがや文化財団総合職員就業規程の一部改

正について 

第 8回 

(書面表決) 

平成 30年

3月 30日 
議案第 21号 

公益財団法人せたがや文化財団事務局長の理事長による任免

について 

議案第 22号 公益財団法人せたがや文化財団役付理事の選定について 

 

 

（２） 評議員会 

回 開催日 議案番号 件  名 

第 1回 

(定時) 

平成 29年 

6月 16日 

 

議案第 1号 
平成 28 年度公益財団法人せたがや文化財団事業報告につい

て 

議案第 2号 平成 28年度公益財団法人せたがや文化財団決算について 

議案第 3号 
平成 29 年度公益財団法人せたがや文化財団補正予算（第一

次）について 

議案第 4号 公益財団法人せたがや文化財団理事の選任について 

報告事項 
特定費用準備資金の積立について 

積立金の取り崩しについて 

第 2回 

（臨時） 

平成 30年 

2月 27日 
議案第 5号 

平成 30 年度公益財団法人せたがや文化財団事業計画及び収

支予算について 

報告事項 
公益財団法人せたがや文化財団人材活用計画について 

世田谷パブリックシアター劇場経営に関する基本方針について 

人事関連等規程類の改正等について 

東京都立入検査の結果報告について 

第 3回 

(書面表決) 

平成 30年 

3月 28日 
議案第 6号 

平成 30 年度公益財団法人せたがや文化財団補正予算（第一

次）について    

議案第 7号 公益財団法人せたがや文化財団 理事の選任について 

議案第 8号 公益財団法人せたがや文化財団 監事の選任について 

議案第 9号 
公益財団法人せたがや文化財団役員及び評議員の報酬等及

び費用弁償に関する規程の一部改正について 

議案第 10号 
公益財団法人せたがや文化財団副理事長の報酬月額及び期

末手当について 
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７．役員名簿 

 （平成 30年 3月 31日現在） 

【理事：10名】                         

【任期：平成 29年 6月 16日から平成 31年度定時評議員会の終結の時まで】 

役職名 氏 名 備  考 

理 事 長 永井  多惠子 
公益財団法人せたがや文化財団 

世田谷文化生活情報センター館長事務取扱 

常務理事 酒 井  忠 康 
公益財団法人せたがや文化財団 

世田谷美術館館長 

常務理事 菅 野  昭 正 
公益財団法人せたがや文化財団 

世田谷文学館館長 

常務理事 城 倉  茂 
公益財団法人せたがや文化財団 

事務局長 

理  事 池 松  俊 雄 元日本テレビ放送網株式会社取締役 

理  事 桑 島  俊 彦 東京都商店街振興組合連合会理事長 

理  事 竹 内  修 司 前世田谷文学館友の会会長 

理  事 田中  富美子  弁護士 

理  事 名 児 耶  明 公益財団法人五島美術館副館長 

理  事 湯川  れい子 音楽評論家、作詞家 

 

【監事：2名】 

【任期：平成 27年 6月 15日から平成 31年度定時評議員会の終結の時まで】 

監  事 鈴 木  重 雄 公認会計士・税理士 

監  事 金 澤  眞 二 世田谷区会計管理者 
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９．財団幹部名簿 

    （平成 30年3月31日現在） 

職 務 名 氏  名 備  考 

理事長 永井  多惠子  

事務局長 城 倉  茂 常務理事 

次長 知 久  孝 之  

統括部長 杉 中  寛 之  

世田谷文化生活情報センター館長 永井  多惠子 理事長事務取扱 

副館長 伊 佐  茂 利  

総務部長 知 久  孝 之 事務局次長事務取扱 

生活工房室長 伊 佐  茂 利 副館長事務取扱 

劇場部長 安 澤  哲 男  

技術部長 熊 谷  明 人  

音楽事業部長 蓑 輪  勇 二  

世田谷美術館館長 酒 井  忠 康 常務理事 

副館長 河 合  岳 夫  

総務部長 河 合  岳 夫 副館長事務取扱 

   学芸部長 橋 本  善 八  

世田谷文学館館長 菅 野  昭 正 常務理事 

副館長 堀 川  雄 人  

総務部長 鈴 木  律 子  

学芸部長 瀬 川  ゆき  

 

芸術監督 野 村  萬 斎  

音楽監督 池辺  晋一郎  
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財 務 諸 表 

 



１．貸借対照表 （平成30年3月31日現在）

 （単位：円）

科　　　　目

Ⅰ　資産の部   

　１．流動資産   

①現金預貯金 360,877,134 338,064,657  22,812,477

②未収入金 269,084,518 183,349,913  85,734,605

③商品 32,648,548 33,363,410  △ 714,862

④貯蔵品 570,350 464,211  106,139

⑤前払金 1,574,809 1,597,575  △ 22,766

⑥仮払金 409,200 0 409,200

⑦立替金 3,400,667 0 3,400,667

流 動 資 産 合 計 668,565,226 556,839,766 　 111,725,460

  ２．固定資産   

　（１）基本財産   

①国公債 656,764,146 446,293,590  210,470,556

②預貯金 143,235,854 353,706,410   △ 210,470,556

基 本 財 産 合 計 800,000,000 800,000,000  0

　（２）特定資産   

①退職給付引当資産 238,667,995 210,800,805  27,867,190

②文化芸術充実積立資産 29,600,000 65,700,000 △ 36,100,000

③次世代育成積立資産 9,600,000 12,500,000 △ 2,900,000

④周年事業積立資産 3,800,000 3,800,000 0

特 定 資 産 合 計 281,667,995 292,800,805  △ 11,132,810

　（３）その他の固定資産   

①建物附属設備 36,776,167 34,432,567 2,343,600  

        　 減価償却累計額 △ 19,752,186 17,023,981 △ 17,002,265 17,430,302 △ 2,749,921 △ 406,321

②器具備品 92,655,527 87,073,050 5,582,477  

       　  減価償却累計額 △ 58,953,026 33,702,501 △ 53,909,825 33,163,225 △ 5,043,201 539,276

③リース資産 44,314,875 58,483,714 △ 14,168,839

       　  減価償却累計額 △ 38,534,204 5,780,671 △ 41,470,905 17,012,809 2,936,701 △ 11,232,138

④ソフトウエア 22,615,780 24,420,708  △ 1,804,928

⑤保証金等 60,000 60,000  0

⑥大規模事業等実施積立金 31,500,000 31,500,000 0

⑦経営安定化積立金 180,000,000 180,000,000 0

⑧事故対策積立金 90,000,000 90,000,000 0

そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 380,682,933 393,587,044  △ 12,904,111

固 定 資 産 合 計 1,462,350,928 1,486,387,849

資 産 合 計 2,130,916,154 2,043,227,615

Ⅱ　負債の部   

　１．流動負債   

①未払金 259,500,832 218,124,782  41,376,050

②前受金 670,300 2,653,200  △ 1,982,900

③預り金　　 105,251,475 80,525,913  24,725,562

④賞与引当金 32,628,891 21,957,341 10,671,550

⑤リース債務 4,208,535 11,488,389 △ 7,279,854

流 動 負 債 合 計 402,260,033 334,749,625  67,510,408

  ２．固定負債   

①退職給付引当金 238,667,995 210,800,805  27,867,190

②リース債務 1,881,417 6,089,952 △ 4,208,535

固 定 負 債 合 計 240,549,412 216,890,757 　 23,658,655

負 債 合 計 642,809,445 551,640,382  91,169,063

Ⅲ　正味財産の部    

　１．指定正味財産   

①世田谷区出捐金 800,000,000 800,000,000  0

　　指定正味財産合計 800,000,000 800,000,000  0

　　（うち基本財産への充当額） (800,000,000) (800,000,000)  (0)

　　（うち特定資産への充当額） (0) (0)  (0)

　２．一般正味財産 688,106,709 691,587,233

　　（うち基本財産への充当額） (0) (0)  (0)

　　（うち特定資産への充当額） (43,000,000) (82,000,000)  (△ 39,000,000)

正 味 財 産 合 計 1,488,106,709 1,491,587,233

負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 2,130,916,154 2,043,227,615

△ 3,480,524

87,688,539

当年度 前年度 増　減

△ 24,036,921

87,688,539

△ 3,480,524
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２．損益計算書（正味財産増減計算書） (平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

（単位：円）

　

4,193,873 3,982,608 211,265

4,193,873 3,982,608 211,265

1,164,380 1,140,339 24,041

1,164,380 1,140,339 24,041

1,145,539,849 1,166,457,637 △ 20,917,788

643,706,409 669,565,805 △ 25,859,396

501,833,440 496,891,832 4,941,608

受取区補助金 1,140,185,000 1,074,153,000 66,032,000

1,140,185,000 1,074,153,000 66,032,000

受取助成金等 73,053,101 82,682,880 △ 9,629,779

73,053,101 82,682,880 △ 9,629,779

受取寄附金 29,600 139,360 △ 109,760

29,600 139,360 △ 109,760

13,289,210 18,085,072 △ 4,795,862

13,289,210 18,085,072 △ 4,795,862

315,562 515,221 △ 199,659

70,902 64,316 6,586

244,660 450,905 △ 206,245

2,377,770,575 2,347,156,117 30,614,458

2,375,516,119 2,316,826,969 58,689,150

651,683,690 589,872,058 61,811,632

賞与引当金繰入 28,741,067 19,024,733 9,716,334

28,368,306 28,932,154 △ 563,848

411,223 439,926 △ 28,703

1,447,882 1,926,486 △ 478,604

264,889 250,467 14,422

6,044,474 6,062,700 △ 18,226

12,293,789 12,775,919 △ 482,130

43,754,394 43,164,898 589,496

31,154,986 51,645,755 △ 20,490,769

5,012,254 4,621,705 390,549

18,171,666 14,889,676 3,281,990

6,301,750 8,416,458 △ 2,114,708

36,329,669 37,237,277 △ 907,608

修繕費

光熱水費

諸謝金

会議費

旅費交通費

通信運搬費

消耗経費

印刷製本費

保険料

給料手当等

退職給付費用

交際費

式典費

雑収益

受取利息

経　常　収　益　計

（２）経常費用

事業費

受取寄附金

受取負担金

受取負担金

雑収益

事業運営収益

区事業等受託収益

受取区補助金

受取助成金等

（１）経常収益

基本財産運用益

基本財産運用益

特定資産運用益

特定資産運用益

事業収益

Ⅰ　一般正味財産の部

１　経常増減の部

科　　目 当年度 前年度 増　減
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（単位：円）

科　　目 当年度 前年度 増　減

28,231,720 28,263,023 △ 31,303

698,576,962 693,919,111 4,657,851

32,639,272 28,814,372 3,824,900

17,183,851 19,334,466 △ 2,150,615

84,443,659 80,361,040 4,082,619

111,219,414 130,114,315 △ 18,894,901

19,441,820 20,464,200 △ 1,022,380

304,359,459 251,959,305 52,400,154

舞台費 136,487,725 140,537,261 △ 4,049,536

制作企画費 42,592,551 72,280,546 △ 29,687,995

商品仕入 5,628,160 4,500,557 1,127,603

減価償却費 24,202,876 26,156,320 △ 1,953,444

支払利息（リース債務） 392,703 811,774 △ 419,071

135,908 50,467 85,441

3,859,980 3,928,076 △ 68,096

920,000 740,000 180,000

2,302,735 2,409,796 △ 107,061

賞与引当金繰入 106,562 71,767 34,795

退職給付費用 34,884 445,111 △ 410,227

通信運搬費 16,988 6,170 10,818

消耗経費 0 10,582 △ 10,582

委託費 262,440 218,700 43,740

使用料及び賃借料 10,340 22,400 △ 12,060

減価償却費 206,031 3,550 202,481

2,379,376,099 2,320,755,045 58,621,054

△ 1,605,524 26,401,072 △ 28,006,596

281,351 13,233 268,118

281,351 13,233 268,118

雑収益 281,351 13,233 268,118

281,351 13,233 268,118

351,747 0 351,747

351,747 0 351,747

流動資産除却損 351,747 0 351,747

235,694 595,615 △ 359,921

235,694 595,615 △ 359,921

固定資産除却損 235,694 595,615 △ 359,921

600,010 9,271 590,739

600,010 9,271 590,739

雑損 600,010 9,271 590,739

1,187,451 604,886 582,565

　
雑損

経　常　外　費　用　計

経　常　外　収　益　計

（２）経常外費用

流動資産除却損

　
流動資産除却損

固定資産除却損

固定資産除却損

雑損

当期経常増減額

２　経常外増減の部

（１）経常外収益

雑収益

雑収益

雑費

管理費

役員報酬

給料手当等

経　常　費　用　計

支払手数料

広報宣伝費

臨時雇賃金

租税公課

上演出演料

支払負担金

委託費

使用料及び賃借料
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（単位：円）

科　　目 当年度 前年度 増　減

△ 906,100 △ 591,653 △ 314,447

△ 2,511,624 25,809,419 △ 28,321,043

968,900 70,000 898,900

△ 3,480,524 25,739,419 △ 29,219,943

691,587,233 665,847,814 25,739,419

688,106,709 691,587,233 △ 3,480,524

4,193,873 3,982,608 211,265

4,193,873 3,982,608 211,265

0 0 0

800,000,000 800,000,000 0

800,000,000 800,000,000 0

1,488,106,709 1,491,587,233 △ 3,480,524

指定正味財産期首残高

指定正味財産期末残高

Ⅲ　正味財産期末残高

法人税、都民税及び事業税

当期一般正味財産増減額

一般正味財産期首残高

一般正味財産期末残高

Ⅱ　指定正味財産の部

　

基本財産運用益

一般正味財産への振替額

当期指定正味財産増減額

当期経常外増減額

税引前当期一般正味財産増減額



（１）損益計算書（正味財産増減計算書） 内訳表

公1 公2
文化芸術の振興、地域
文化創造活動の支援

及び
教育普及に関する事業

市民活動の支援及び
振興に関する事業

0 0 0

0 0 0

基本財産運用益 0 0 0

1,164,380 0 1,164,380

1,164,380 0 1,164,380

退職給付引当預金運用益 334,471 0 334,471

退職給付引当債権運用益 829,909 0 829,909

1,112,520,428 722,100 1,113,242,528

611,285,788 123,300 611,409,088

事業運営収益 611,285,788 123,300 611,409,088

501,234,640 598,800 501,833,440

指定管理受託収益 459,155,000 0 459,155,000

区事業受託収益 42,079,640 598,800 42,678,440

受取区補助金 1,131,001,000 9,184,000 1,140,185,000

1,131,001,000 9,184,000 1,140,185,000

受取区補助金 1,131,001,000 9,184,000 1,140,185,000

受取助成金等 73,053,101 0 73,053,101

73,053,101 0 73,053,101

受取助成金 73,053,101 0 73,053,101

受取寄附金 29,600 0 29,600

29,600 0 29,600

受取寄附金 29,600 0 29,600

10,421,442 0 10,421,442

10,421,442 0 10,421,442

受取負担金 10,421,442 0 10,421,442

309,931 0 309,931

65,271 0 65,271

雑収益 65,271 0 65,271

244,660 0 244,660

受取利息 244,660 0 244,660

2,328,499,882 9,906,100 2,338,405,982経　常　収　益　計

受取負担金

受取負担金

雑収益

雑収益

受取利息

受取区補助金

受取助成金等

受取寄附金

特定資産運用益

事業収益

事業運営収益

区事業等受託収益

Ⅰ　一般正味財産の部

　

１　経常増減の部

（１）経常収益

基本財産運用益

基本財産運用益

特定資産運用益

科　　目

公益目的事業会計

小計
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(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

（単位：円）

収1 収2

物品販売事業 飲食物提供事業

0 0 0 4,193,873 4,193,873

0 0 0 4,193,873 4,193,873

0 0 0 4,193,873 4,193,873

0 0 0 0 1,164,380

0 0 0 0 1,164,380

0 0 0 0 334,471

0 0 0 0 829,909

30,120,439 2,176,882 32,297,321 0 1,145,539,849

30,120,439 2,176,882 32,297,321 0 643,706,409

30,120,439 2,176,882 32,297,321 0 643,706,409

0 0 0 0 501,833,440

0 0 0 0 459,155,000

0 0 0 0 42,678,440

0 0 0 0 1,140,185,000

0 0 0 0 1,140,185,000

0 0 0 0 1,140,185,000

0 0 0 0 73,053,101

0 0 0 0 73,053,101

0 0 0 0 73,053,101

0 0 0 0 29,600

0 0 0 0 29,600

0 0 0 0 29,600

229,430 2,638,338 2,867,768 0 13,289,210

229,430 2,638,338 2,867,768 0 13,289,210

229,430 2,638,338 2,867,768 0 13,289,210

5,631 0 5,631 0 315,562

5,631 0 5,631 0 70,902

5,631 0 5,631 0 70,902

0 0 0 0 244,660

0 0 0 0 244,660

30,355,500 4,815,220 35,170,720 4,193,873 0 2,377,770,575

収益事業等会計

法人会計
内部取引
消去

合計
小計

65



公1 公2
文化芸術の振興、地域
文化創造活動の支援

及び
教育普及に関する事業

市民活動の支援及び
振興に関する事業

科　　目

公益目的事業会計

小計

2,339,174,277 13,808,797 2,352,983,074

650,515,103 647,727 651,162,830

28,666,623 4,345 28,670,968

28,263,926 56,829 28,320,755

411,223 0 411,223

1,447,882 0 1,447,882

264,889 0 264,889

6,044,474 0 6,044,474

10,059,952 1,559,088 11,619,040

41,808,765 1,094,677 42,903,442

27,500,774 0 27,500,774

4,912,854 99,400 5,012,254

18,109,718 52,682 18,162,400

3,329,650 0 3,329,650

36,329,669 0 36,329,669

27,111,720 1,120,000 28,231,720

687,454,031 8,669,004 696,123,035

31,026,404 450,685 31,477,089

16,348,526 0 16,348,526

84,443,659 0 84,443,659

108,472,756 0 108,472,756

18,840,403 12,099 18,852,502

304,359,459 0 304,359,459

舞台費 136,487,725 0 136,487,725

制作企画費 42,362,943 0 42,362,943

商品仕入 106,781 0 106,781

減価償却費 24,060,925 42,261 24,103,186

支払利息（リース債務） 392,703 0 392,703

40,740 0 40,740

賞与引当金繰入

退職給付費用

通信運搬費

委託費

使用料及び賃借料

減価償却費

2,339,174,277 13,808,797 2,352,983,074

△ 10,674,395 △ 3,902,697 △ 14,577,092

賞与引当金繰入

経　常　費　用　計

当期経常増減額

上演出演料

雑費

管理費

役員報酬

給料手当等

委託費

使用料及び賃借料

支払手数料

広報宣伝費

臨時雇賃金

租税公課

印刷製本費

保険料

修繕費

光熱水費

諸謝金

支払負担金

交際費

式典費

会議費

旅費交通費

通信運搬費

消耗経費

（２）経常費用

事業費

給料手当等

退職給付費用
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（単位：円）

収1 収2

物品販売事業 飲食物提供事業

収益事業等会計

法人会計
内部取引
消去

合計
小計

19,347,872 3,185,173 22,533,045 2,375,516,119

449,929 70,931 520,860 651,683,690

68,333 1,766 70,099 28,741,067

35,192 12,359 47,551 28,368,306

0 0 0 411,223

0 0 0 1,447,882

0 0 0 264,889

0 0 0 6,044,474

674,749 0 674,749 12,293,789

850,952 0 850,952 43,754,394

3,654,212 0 3,654,212 31,154,986

0 0 0 5,012,254

9,266 0 9,266 18,171,666

172,708 2,799,392 2,972,100 6,301,750

0 0 0 36,329,669

0 0 0 28,231,720

2,453,927 0 2,453,927 698,576,962

1,014,420 147,763 1,162,183 32,639,272

835,325 0 835,325 17,183,851

0 0 0 84,443,659

2,746,658 0 2,746,658 111,219,414

508,634 80,684 589,318 19,441,820

0 0 0 304,359,459

0 0 0 136,487,725

229,608 0 229,608 42,592,551

5,521,379 0 5,521,379 5,628,160

27,412 72,278 99,690 24,202,876

0 0 0 392,703

95,168 0 95,168 135,908

3,859,980 3,859,980

920,000 920,000

2,302,735 2,302,735

106,562 106,562

34,884 34,884

16,988 16,988

262,440 262,440

10,340 10,340

206,031 206,031

19,347,872 3,185,173 22,533,045 3,859,980 0 2,379,376,099

11,007,628 1,630,047 12,637,675 333,893 0 △ 1,605,524
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公1 公2
文化芸術の振興、地域
文化創造活動の支援

及び
教育普及に関する事業

市民活動の支援及び
振興に関する事業

科　　目

公益目的事業会計

小計

281,351 0 281,351

281,351 0 281,351

雑収益 281,351 0 281,351

281,351 0 281,351

351,747 0 351,747

351,747 0 351,747

流動資産除却損 351,747 0 351,747

235,694 0 235,694

235,694 0 235,694

固定資産除却損 235,694 0 235,694

600,010 0 600,010

600,010 0 600,010

雑損 600,010 0 600,010

1,187,451 0 1,187,451

△ 906,100 0 △ 906,100

△ 11,580,495 △ 3,902,697 △ 15,483,192

6,300,531 0 6,300,531

0 0 0

△ 5,279,964 △ 3,902,697 △ 9,182,661

578,186,069 1,041,515 579,227,584

572,906,105 △ 2,861,182 570,044,923

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

572,906,105 △ 2,861,182 570,044,923Ⅲ　正味財産期末残高

固定資産除却損

固定資産除却損

法人税、都民税及び事業税

当期一般正味財産増減額

一般正味財産期首残高

一般正味財産期末残高

Ⅱ　指定正味財産の部

　

他会計振替額

基本財産運用益

一般正味財産への振替額

当期指定正味財産増減額

指定正味財産期首残高

指定正味財産期末残高

　
雑損

経　常　外　費　用　計

当期経常外増減額

税引前当期一般正味財産増減額

他会計振替額

経　常　外　収　益　計

（２）経常外費用

流動資産除却損

流動資産除却損

雑損

２　経常外増減の部

（１）経常外収益

雑収益

雑収益
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（単位：円）

収1 収2

物品販売事業 飲食物提供事業

収益事業等会計

法人会計
内部取引
消去

合計
小計

0 0 0 0 281,351

0 0 0 0 281,351

0 0 0 0 281,351

0 0 0 0 0 281,351

0 0 0 0 351,747

0 0 0 0 351,747

0 0 0 0 351,747

0 0 0 0 235,694

0 0 0 0 235,694

0 0 0 0 235,694

0 0 0 0 600,010

0 0 0 0 600,010

0 0 0 0 600,010

0 0 0 0 0 1,187,451

0 0 0 0 0 △ 906,100

11,007,628 1,630,047 12,637,675 333,893 0 △ 2,511,624

△ 5,487,869 △ 812,662 △ 6,300,531 0 0 0

843,928 124,972 968,900 0 0 968,900

4,675,831 692,413 5,368,244 333,893 0 △ 3,480,524

100,667,803 8,320,978 108,988,781 3,370,868 0 691,587,233

105,343,634 9,013,391 114,357,025 3,704,761 0 688,106,709

0 0 0 0 0 0

0 0 0 4,193,873 0 4,193,873

0 0 0 4,193,873 0 4,193,873

0 0 0 0 0 0

0 0 0 800,000,000 0 800,000,000

0 0 0 800,000,000 0 800,000,000

105,343,634 9,013,391 114,357,025 803,704,761 0 1,488,106,709
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財務諸表に対する注記 

 

１． 重要な会計方針 

（１） 有価証券の評価基準及び評価方法 

満期保有目的の債券については、取得価額と債券金額の差が金利の調整と認められるた

め償却原価法を採用している。 

（２） 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

商品については、最終仕入原価法を採用している。 

（３） 固定資産の評価方法 

有形固定資産については定額法により減価償却を実施している。 

無形固定資産については定額法により減価償却を実施している。 

（４） 引当金の計上基準 

退職給付引当金については、職員に対する退職給付金の支給に備えるため、職員退職手

当支給規程に基づく期末要支給額を計上している。 

賞与引当金については、職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期

に帰属する額を計上している。 

（５） リース取引の処理方法 

平成２０年４月以降の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、「リース取引に関

する会計基準」等を適用し、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売

買取引にかかる方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上している。 

また、リース資産の減価償却の方法はリース期間定額法によっている。 

なお、２０年３月以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理によっている。 

（６） 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は税込み方式によっている。 
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２． 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高 

  基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 

（単位：円） 

科     目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

基本財産     

国 公 債 446,293,590 210,800,000 329,444 656,764,146 

定 期 預 貯 金 350,000,000 0 210,000,000 140,000,000 

普 通 預 金 3,706,410 329,444 800,000 3,235,854 

小      計 800,000,000 211,129,444 211,129,444 800,000,000 

特定資産     

退 職 給 付 引 当 資 産 210,800,805 28,279,190 412,000 238,667,995 

文化芸術充実積立資産 65,700,000 20,000,000 56,100,000 29,600,000 

次世代育成積立資産 12,500,000 0 2,900,000 9,600,000 

周 年 事 業 積 立 資 産 3,800,000 0 0 3,800,000 

小      計 292,800,805 48,279,190 59,412,000 281,667,995 

合      計 1,092,800,805 259,408,634 270,541,444 1,081,667,995 

 

 

３. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳 

  基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 

（単位：円） 

科     目 当期末残高 
（うち指定正味財

産からの充当額） 

（うち一般正味財

産からの充当額） 

（うち負債に対応

する額） 

基本財産     

国 公 債 656,764,146 （656,764,146） ― ― 

定 期 預 貯 金 140,000,000 （140,000,000） ― ― 

普 通 預 金 3,235,854 （3,235,854） ― ― 

小      計 800,000,000 （800,000,000） ― ― 

特定資産     

退 職 給 付 引 当 資 産 238,667,995 ― ― （238,667,995） 

文化芸術充実積立資産 29,600,000 ― （29,600,000） ― 

次世代育成積立資産 9,600,000 ― （9,600,000） ― 

周 年 事 業 積 立 資 産 3,800,000 ― （3,800,000） ― 

小      計 281,667,995 ― （43,000,000） （238,667,995） 

合      計 1,081,667,995 （800,000,000） （43,000,000） （238,667,995） 
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４． 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 

  満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。 

（単位：円） 

科     目 帳 簿 価 額  時 価 評 価 損 益  

静岡県公債 平成 22年第 9回 200,096,000 204,740,000 4,644,000 

静岡県公債 平成 25年第 4回 146,133,720 152,351,000 6,217,280 

東京都公債 第 741回 100,000,000 102,526,600 2,526,600 

第 116回名古屋高速道路債券 110,534,426 110,455,000 △79,426 

第 138回名古屋高速道路債券 100,000,000 99,530,000 △470,000 

利付国債 10年 100,375,736 104,107,200 3,731,464 

埼玉の川・愛県債 18,906,611 18,920,790 14,179 

合      計 776,046,493 792,630,590 16,584,097 

 

 

５. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高 

  補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。 

（単位：円） 

補 助 金 等 の 名 称 交 付 者 

前
期
末
残
高 

当期増加額 当期減少額 

当
期
末
残
高 

貸借対照表

上の 

記載区分 

平成 29 年度 世田谷

区補助金 
世田谷区 0 1,140,185,000 1,140,185,000 0  

劇場・音楽堂等活性

化事業 
文化庁 0 55,000,000 55,000,000 0  

地域の文化・芸術活

動助成事業 
財団法人 地域創造 0 5,834,000 5,834,000 0  

芸術文化振興基金助

成金 

独立行政法人 日本

芸術文化振興会 
0 1,753,000 1,753,000 0  

障害者トライアル雇

用奨励金 
東京労働局 0 360,000 360,000 0  

民間助成金 21件 0 10,106,101 10,106,101 0  

合        計 0 1,213,238,101 1,213,238,101 0  
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６． 関連当事者との取引の内容 

  関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。 

（単位：円） 

属性 法人等 

の名称 

住所 資産 

総額 

事業の内容

又は職業 

議決 

権の 

所有 

割合 

関係内容 取引の 

内容 

取引金額 科目 期末 

役員 事業 

基本財 

産の出 

資 

世田谷 

区 

東京都 

世田谷 

区 

― ・ 財団法人せ

たがや文化

財団に対す

る補助金交

付 

― ― 補助 

金事 

業の 

委託 

財政支援 1,140,185,000 受取補

助金等 

0 

・ 世田谷区文

化施設の管

理運営関す

る基本協定 

  業務 

委託 

指定管理 459,155,000 区受託

事業収

益 

0 

・ 事業の業務

委託等 

  業務 

委託 

事業の業 

務委託、 

実施委託 

42,678,440 区受託

事業収

益 

0 

 

 

７． 指定正味財産から一般正味財産への振替額 

  指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。 

 （単位：円） 

 

内     訳 金     額 

経常収益への振替額  

基本財産受取利息 4,193,873 

合      計 4,193,873 

 

 

８． その他 

  平成２３年４月１日に公益財団法人に移行している。 
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３．附属明細書 

 

１． 基本財産及び特定資産の明細 

  基本財産及び特定資産については、財務諸表の注記２．基本財産及び特定資産の増減額及び

その残高に記載をしているため、記載を省略する。 

 

 

２． 引当金の明細 

  賞与引当金 

（単位：円） 

科     目 期首残高 当期増加額 
当期減少額 

期末残高 
目的使用 その他 

賞与引当金 21,957,341 32,628,891 21,957,341 0 32,628,891 

 

  退職給付引当金 

（単位：円） 

科     目 期首残高 当期増加額 
当期減少額 

期末残高 
目的使用 その他 

退職給付引当金 210,800,805 28,279,190 412,000 0 238,667,995 
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４．財産目録 （平成30年3月31日現在）

（単位：円）
場所・物量等 使用目的等 金額

（流動資産）
現金 手元保管 運転資金として 12,203,612

預貯金 三菱東京UFJ銀行三軒茶屋支店 運転資金として 144,258,919
三菱東京UFJ銀行世田谷支店 459,514
みずほ銀行世田谷支店 3,793,422
三井住友銀行成城支店 298,669
三井住友銀行自由が丘支店 39,777,799
りそな銀行世田谷支店 11,918
昭和信用金庫三軒茶屋支店 492,366
昭和信用金庫烏山支店 12,586
世田谷信用金庫用賀支店 133,931,126
世田谷信用金庫駒沢支店 492,586
世田谷信用金庫烏山支店 15,032,561
世田谷桜丘三郵便局 235,202
東京中央農協千歳支店 4,305,594
世田谷目黒農協本店 5,224,597
ゆうちょ銀行 76,694
昭和信用金庫 本店 45,743
オリックス銀行 144,768
楽天銀行 3
新銀行東京 79,455

未収入金 区受託料、助成金、
チケット収入など

269,084,518

商品 各館ショップ等 ミュージアムショッ
プ等の商品

32,648,548

貯蔵品 手元保管 収入印紙、郵券等 570,350

前払金 翌年度諸経費等 1,574,809

仮払金 通勤災害給与相当額 409,200

立替金 実行委員会経費立替 3,400,667

流動資産合計 668,565,226
（固定資産）
基本財産 投資有価証券 静岡県公債 平成22年第9回 200,096,000

静岡県公債 平成25年第4回 146,133,720
東京都公債 第741回 100,000,000
第116回名古屋高速道路債券 110,534,426
第138回名古屋高速道路債券 100,000,000

定期預貯金 東京中央農協千歳支店 120,000,000
昭和信用金庫本店 10,000,000
りそな銀行世田谷支店 10,000,000

普通預金 三菱東京UFJ銀行世田谷支店 3,235,854

基本財産による果実
を法人全体の管理費
に充てるための財産

貸借対照表科目

基本財産による果実
を法人全体の管理費
に充てるための財産

基本財産による果実
を法人全体の管理費
に充てるための財産
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（単位：円）
場所・物量等 使用目的等 金額貸借対照表科目

特定資産 退職給付引当資産 ・有価証券
利付国債 100,375,736
埼玉の川・愛県債 18,906,611
・定期預金
東京中央農協千歳支店 50,000,000
世田谷目黒農協本店 20,000,000
昭和信用金庫本店 10,000,000
新銀行東京本店 10,000,000
・普通預金
三菱東京UFJ銀行三軒茶屋支店 21,404,489
三井住友銀行自由が丘支店 7,981,159

文化芸術充実積立資産 ・定期預金
東京中央農協千歳支店 27,500,000
世田谷目黒農協本店 2,100,000

次世代育成積立資産 ・定期預金
東京中央農協千歳支店 9,600,000

周年事業積立資産 ・定期預金
三井住友銀行自由が丘支店 800,000
世田谷目黒農協本店 3,000,000

その他の
固定資産

建物附属設備 スポットライト、パーテーショ
ン等

公益目的事業の用に
供している。

17,023,981

器具備品 映像・音響システム、電動車椅
子、展示ケース等

公益目的事業の用に
供している。

33,702,501

リース資産 サーバー、パソコン等一式 主に公益目的事業の
用に供している。

5,780,671

ソフトウェア 財団会計システム、美術館・文
学館収蔵品管理システム等

主に公益目的事業の
用に供している。

22,615,780

敷金・保証金 駐車場保証金 公益目的事業の用に
供している。

60,000

大規模事業等実施積立金 ・定期預金
三菱東京UFJ銀行世田谷支店 15,000,000
東京中央農協千歳支店 16,500,000

経営安定化積立金 ・定期預金
昭和信用金庫本店 20,000,000
昭和信用金庫烏山支店 40,000,000
世田谷目黒農協本店 120,000,000

事故対策積立金 ・定期預金
世田谷信用金庫用賀支店 30,000,000
世田谷信用金庫駒沢支店 30,000,000
世田谷信用金庫烏山支店 30,000,000

固定資産合計 1,462,350,928
資産合計 2,130,916,154

特定費用準備資金
（公益目的）として
管理

特定費用準備資金
（公益目的）として

特定費用準備資金
（公益目的）として
管理

公益目的事業に充当
する積立資産

職員に対する退職金
の支払いに備えた積
立資産

公益目的事業に充当
する積立資産

公益目的事業に充当
する積立資産
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（単位：円）
場所・物量等 使用目的等 金額貸借対照表科目

（流動負債）
未払金 今年度事業費等 242,580,549

未払法人税等 968,900

未払消費税等 3,877,200

未払社会保険料等 12,074,183

前受金 翌年度事業のチケッ
ト代等

670,300

預り金 源泉所得税、住民
税、社会保険料等

85,184,684

チケット代 7,746,000
区への補助金返還額 0
受託販売商品の業者
支払い分等

12,320,791

賞与引当金 職員の賞与支払いに
備えた引当金

32,628,891

リース債務 リース会計処理に伴
う負債(1年以内に支
払うもの）

4,208,535

流動負債合計 402,260,033
（固定負債）

退職給付引当金 職員に対する退職金
支払いに備えた引当
金

238,667,995

リース債務 リース会計処理に伴
う負債(1年を超えて
支払うもの)

1,881,417

固定負債合計 240,549,412
負債合計 642,809,445
正味財産 1,488,106,709
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