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事業運営の基本方針 

 

１ スポーツ事業 

 (1) 誰もが身近にスポーツを楽しめるように、スポーツ教室、施設提供等を通じて、市

民一人ひとりが目的や目標を持ってライフステージに応じた多様なスポーツ活動に親

しむことができる機会の充実を図ります。 

 (2) スポーツ情報の発信を充実するとともに、様々なスポーツ活動を支える指導者やボ

ランティアの人財育成とその支援に努め、活躍の場を創出します。 

 (3) 市民の健康保持や健康増進、介護予防等のため、スポーツを取り入れた健康づくり

事業を実施します。 

 (4) スポーツ団体、事業者等との連携・協力により、市民満足度の向上と市民の利用促

進につながる事業を展開します。 

 (5) 三鷹市と連携しながら、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の気運

醸成に努めます。 

 

２ 芸術文化事業 

 (1) 地域や施設の特性を踏まえたオリジナリティのある公演事業や展示事業を企画し、

市民の皆様に国内外の優れた芸術文化に親しみ、鑑賞する機会を提供します。 

 (2) 市民の自主的な芸術文化活動の場として施設を提供し、その活動を支援するととも

に、親しみを持って施設を利用していただけるよう、適正な施設運営に努めます。 

 (3) 市民が安全・安心・快適に芸術文化施設を利用することができるよう、施設・設備

の予防的な保全に努めるため、計画的な点検と改修を実施します。 

 (4) 次代を担う子どもたちに芸術文化の楽しさや素晴らしさを体験する機会を提供する

ことにより、児童・青少年の健全育成に取り組むとともに、学校との連携を図りなが

ら積極的に教育普及事業を実施します。 

 (5) 三鷹ゆかりの作家や作品の顕彰事業を推進するとともに、財団が管理する文化施設

を適正に維持管理し、公開しながら「文化のまち・三鷹」を内外に発信します。 

 

３ 生涯学習事業 

 (1) 市民一人ひとりのライフスタイルやライフステージに沿った学習機会を提供すると

ともに、生涯学習情報を提供し、学習に関する相談体制の充実を図ります。 

 (2) 多様化・高度化する市民ニーズに対応した講座を開催するとともに、関係団体等と

連携を図りながら多彩な生涯学習事業を展開します。 

 (3) 市民の主体的な生涯学習活動を支援するとともに、障がい者、子育て中の市民など

学習困難な方々への学習機会を支援します。 

 (4) 生涯学習ボランティア等の人財を育成するとともに、市民が学習成果を地域に還元

することができる活動の場を創出します。  
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事業の概要 

 

 未だ新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない状況下において、各施設ともしっか

りと感染症対策を講じながら施設運営及び事業実施を進めていきます。また、新型コロナ

ウイルス感染症の世界的流行を受けて令和３年度に延期された東京 2020 オリンピック・

パラリンピック競技大会の開催に向けて気運の醸成を図るとともに、大会開催の感動を生

かして、スポーツ、芸術文化及び生涯学習の各分野において、各管理施設の特徴を生か

した魅力ある事業を実施していきます。 

 スポーツ部門では、市民のニーズを的確にとらえ、誰もが気軽に参加できるような事

業を実施し、生涯にわたり元気で健やかなスポーツライフを過ごせるよう支援していき

ます。バドミントン、卓球等の種目別の個人開放事業やライフステージとライフスタイ

ルに応じた様々なスポーツ教室事業を実施します。また、市民の健康の保持増進、介護

予防等のために、専門的な知識・経験を持ったスタッフにより一人ひとりに合った運動

プログラムを提供する健康・体力相談事業を実施します。さらに、スポーツイベントや

障がい者スポーツ教室を実施するとともに、延期となった東京 2020 オリンピック・パラ

リンピック競技大会に関連した事業に取り組みます。 

 芸術文化の各部門では、各文化施設においてオリジナリティのある事業を展開するこ

とにより、「文化の薫り高い三鷹」を目指して芸術文化の振興に努めていきます。 

 音楽部門では、トウキョウ・ミタカ・フィルハーモニアをはじめ、今後の活躍が期待さ

れる国内外の若手演奏家や世界トップクラスの演奏団体の公演を実施します。昨年度に

引き続き日本の音楽にも注目するほか、世界に耳を開く豊かな音楽体験を提供すること

を念頭に演目を選び、来場者層の多様化と拡大を図ります。みたかジュニア・オーケス

トラは、引き続き演奏技術の向上と活動の充実を図るとともに、団員募集に力を入れて

まいります。市内公立小学校全校への訪問演奏（三鷹市教育委員会からの受託事業）、夏

のファミリーコンサートに加え、未就学から低学年の子どもと家族を対象とした本格的

な演奏会と体験講座を組み合わせた企画を実施し、幼い頃から音楽に親しめる環境作り

に努めます。 

 演劇部門では、若手劇団の登竜門として定着しつつあるMITAKA“Next”Selectionをは

じめ、今後の活躍が期待される劇団による、三鷹だけでしか観られないフレッシュな演

劇企画を実施します。また、三鷹市ゆかりの太宰治を偲び太宰治朗読会も開催します。

映画事業は、邦画の名作を上映する企画「邦画名作劇場」を上映します。さらに、親しみ

やすい伝統芸能として多くの集客を得ている落語公演・狂言公演では、人気も実力も兼

ね備えた落語家・狂言師による公演を実施します。 

 美術部門では、三鷹ゆかりの漫画家・諸星大二郎の原画を中心にその作品世界に関わ

る美術作品などを紹介する「諸星大二郎展」を開催し、２回目となる「収蔵作品展」とあ

わせ２展示事業を実施します。異なったジャンルの展示により来場者層を広げるととも

に、三鷹市教育委員会やＮＰＯ団体との連携を図り、教育普及事業の充実に努めます。 



3 

 

 文芸部門では、三鷹市山本有三記念館においては、企画展を２回開催するほか、子ど

も向けの「おはなし会」やワークショップを開催するとともに、館内で音楽を鑑賞する

「アフタヌーン・ミニコンサート」や「三鷹市山本有三記念館スケッチコンテスト」を実

施します。太宰治文学サロンでは、企画展示を２回開催するほか、太宰治作品朗読会を

毎月実施します。さらに、太宰治展示室 三鷹の此の小さい家では、企画展示を２回開

催するほか、太宰治の新たな魅力を発掘する読書感想会を実施します。太宰治文学サロ

ンと太宰治展示室の回遊性を高めることで、「太宰が生きたまち三鷹」の発信力を強化し

ます。また、吉村昭・津村節子をはじめとする三鷹市ゆかりの文学者の顕彰事業を三鷹

市からの受託事業として実施します。みたか井心亭では、茶道体験教室を実施し、日本

の伝統文化を体験する機会を提供するとともに、施設活用の拡充に努めます。 

 生涯学習部門では、年間を通じて実施する市民大学事業をはじめ、小・中学生向けの

体験講座、人財養成講座、趣味・教養・生活講座など、社会情勢や市民の声を踏まえた事

業を実施し、多くの市民に学習の機会を提供します。特にオンラインによる講座やイベ

ントが急速に普及していることを受け、令和２年度末から引き続き Zoom の初心者向け講

座を行うほか、オンライン講座が主催できるよう技術習得を図る中級者向けの講座も新

たに実施します。さらに東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会に関連する講

座を実施し、気運醸成を図ります。また、東京都との共催事業の「パフォーマンスキッ

ズ・トーキョー」では、プロのアーティストによる指導のもと、子どもたちが主役の舞台

作品を作ります。そのほか、夏休み期間及び日曜日に学習室の一部を学習スペースとし

て開放する学習スペース開放事業、生涯学習センターを利用する個人や自主グループが中

心となって企画する生涯学習センターフェスティバル、個人やグループからの学習要望

に応じる相談業務を実施します。 

 広報宣伝・友の会部門では、情報誌（MARCL+）と広報紙（Mitaka Sports and Culture 

News）を財団全体の事業を発信する主要な媒体と位置付け、広報紙の市内全戸配付と近

隣市区への新聞折り込みをすることにより情報発信の充実を図るとともに、ホームページ

やツイッター、プレスリリースなどを利用した広報活動を行います。また、友の会会員へ

の特典では、公演チケットに関するサービスに加え、引き続きスポーツ教室体験チケッ

トの提供を実施します。 

 施設管理事業では、利用者の視点に立った丁寧な対応に心掛け、いつでも安心して施

設をご利用いただけるよう、快適で安全な施設の管理運営に努めます。また、全ての施

設において利用者のご意見・ご要望を把握し、より一層親しまれる施設となるよう努め

ます。 
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■スポーツ部門■ 11 事業 ５講座 438教室 

 （定款第４条第１号及び第３号） 

 

障がい者スポーツ教室事業（指定管理事業） 

●障がい児サッカー教室                 

●障がい者ダンス体験教室 

  

                            

障がい者ダンス体験教室 

種目別個人開放事業（指定管理事業） 

●種目別個人開放 

 (1) 卓球           週１日～２日 

 (2) バドミントン       週１日～２日 

 (3) ヨガ、ストレッチ     週１日～２日 

 (4) バスケットボール     週１日～２日 

 (5) ボルダリング       週１日～２日 

 

スポーツボランティア支援事業（指定管理事業） 

●熱中症対応講習会 

●普通救命講習会 

●障がい者対応スキル講習会 

●おもてなしスキル講習会 

 

弓道・アーチェリー講習会事業（指定管理事業） 

●弓道初心者フォローアップ教室及び技量認定会 

 一定の経験のある方を対象とした技術のフォローアップ教室及び個人・団体利用時に必

要となる技量の認定、施設使用のためのオリエンテーションを受ける技量認定会の実施 

●アーチェリー初心者・初級者講習会及び技量認定会 

 アーチェリー未経験者から初心者、初級者までを対象とした講習会及び個人・団体利用

時に必要となる技量の認定、施設使用のためのオリエンテーションを受ける技量認定会

の実施 

 

健康・体力相談事業 

●健康・体力相談 

 健康・体力づくりを支援する専門的な知識・経験を持ったスタッフと相談をしながら、

一人ひとりに合った運動プログラムの提供を実施 
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スポーツ教室事業 

●定期教室     １クール（３か月）100 教室 計 400 教室 

●ワンコイン教室  １クール６教室 計 24教室 

●パーソナルスイム １クール１教室 計４教室 

 

地域貢献事業  

●親子バスケットボール教室（協力：日本無線株式会社） 

●忍者学校（協力：ミズノスポーツサービス株式会社） 

●ヘキサスロン（協力：ミズノスポーツサービス株式会社） 

  

三鷹市体育協会との連携教室事業 

●ちびっこ水遊び教室（協力：三鷹市水泳連盟） 

 

スポーツイベント事業 

●みたかスポーツフェスティバル（三鷹市市民体育祭）の開催／市共催 

●三鷹市民駅伝大会の開催／市共催 

●ランニングのためのコンディショニング講座 

 

東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会関連事業 新規 

 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会を身近に感じられる関連事業をスポー

ツ教室受託事業者のセントラルスポーツとともに実施 

 

三鷹市総合保健センターとの連携事業（受託事業） 

 三鷹市と連携して、生活習慣病予防・改善を目指した運動習慣の機会を提供する教室の

実施 

 

 スポーツ部門収支一覧 

区分 
収入 

（千円） 

支出 

（千円） 

収支 

（千円） 

令和３年度予算 67,224 60,794 6,430 

令和２年度予算 37,493 39,601 △2,108 

比較 29,731 21,193 8,538 
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■音楽部門■ 14事業 20公演 42 講座 

 （定款第４条第１号及び３号） 

 

鑑賞事業 

●トウキョウ・ミタカ・フィルハーモニア第 83 回・第 84 回定期演奏会、各公開リハー

サル及び沼尻竜典（音楽監督）による市内小学校への訪問授業 

三鷹市出身の指揮者、沼尻竜典を音楽監督とする室内オーケストラ、トウキョウ・ミ 

タカ・フィルハーモニアの定期演奏会を２公演開催するほか、各公演開催前日の公開 

リハーサル、沼尻氏による市内小学校への訪問授業も実施します。 

         写真：Yusuke akamura 

 

●フランチェスコ・トリスターノ ピアノ・リサイタル 

●フライブルク・バロック・オーケストラ with クリスティアン・ベザイデンホウト

（フォルテピアノ） 

●シュテファン・テミング リコーダー・リサイタル、「はじめてのリコーダー」こども 

コンサート＆ワークショップ 

●ティボー・ガルシア ギター・リサイタル 

●カンツォニエーレ・グレカニコ・サレンティーノコンサート、ワークショップ、文化講

座 

●ネマニャ・ラドゥロヴィチ presents ドゥーブル・サンス 

●ジャン・ロンドー チェンバロ・リサイタル＆マスタークラス（公開レッスン） 

●本條秀慈郎 三味線コンサート、「はじめての三味線」こどもコンサート＆ワーク

ショップ 

     

 

 

トウキョウ・ミタカ・フィルハーモニア 

本條秀慈郎 フランチェスコ・トリスターノ 

 写真：Ryuya Amao 

フライブルク・バロック・オーケストラ 
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●若手アーティストの公演 

 

参加・育成事業 

●みたかジュニア・オーケストラ 

 風のホールでのオータム・コンサート及び定期演奏会、市内住民協議会施設への訪問演

奏会、市内高齢者福祉施設への訪問演奏会、トウキョウ・ミタカ・フィルハーモニア定

期演奏会プレ・コンサート、山本有三記念館アフタヌーン・ミニコンサート 

 

 

教育普及事業 

●ファミリーコンサート「赤ちゃんからのクラシック」 

●風のホールでピアノを弾こう（スタインウェイ編／ベーゼンドルファー編） 

 

教育普及事業（受託事業） 

●市内公立小学校訪問演奏 

 

 

 音楽部門収支一覧 

区分 
収入 

（千円） 

支出 

（千円） 

収支 

（千円） 

令和３年度予算 29,297 55,529 △26,232 

令和２年度予算 30,398 61,897 △31,499 

比較 △1,101 △6,368 5,267 

 

 

 

 

 

  

みたかジュニア・オーケストラ 
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■演劇部門■ 32事業 112 公演 3 講座 

 （定款第４条第１号） 

 

朗読事業 

●「太宰を聴く～太宰治朗読会」第 20回 

 

演劇事業 

●劇団「城山羊の会」 

●劇団「小松台東」 

●MITAKA“Next”Selection 22nd（若手劇団フェスティバル） 

●劇団「iaku」 

        撮影：堀川高志 

 

 見事な会話劇で観客を魅了する「iaku」。誰もが一生懸命生きているのだけれど、そのほ

んの一瞬の心の弱さゆえに、家族の、友人の、そして恋人同士の間に生じてしまった僅

かな溝。その小さな溝を、人はどう見つめ、どう繕っていくのか。年配の方から若者ま

で、全ての世代の心に訴えかける、見応えのある人間ドラマです。 

 

映画事業 

●CINEMA SPECIAL「邦画名作劇場」 

     ©1954 東宝 

 

日本映画の黄金時代を彩った映画を集めた上映会を実施いたします。誰もがよく知る名

作から、滅多に上映されない稀有な作品まで、数々の名画を星のホールの大きなスク

リーンで上映します。 

劇団「iaku」 

映画『宮本武蔵』主演：八千草薫、三船敏郎 
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●CINEMA SPECIAL「洋画名作劇場」 

令和２年度企画「洋画名作劇場」において、令和２年５月、新型コロナウイルス感染

症の影響で上映中止となった『麗しのサブリナ』を上映します。 

 

落語事業 

●落語 （21事業） 

 ＜出演予定＞柳家小三治、柳家さん喬、柳家権太楼、春風亭小朝、柳亭市馬、 

  立川志の輔、春風亭昇太、立川志らく、柳家花緑、林家たい平、柳家喬太郎、 

  古今亭菊之丞、桃月庵白酒、春風亭一之輔 ほか 

●こども寄席「ぼくも、わたしも、寄席で大笑い その 21」  

●寄席井心亭（二百九十七夜～三百夜） 

 

古典事業 

●野村家・茂山家「東西狂言の会」 

               撮影：政川慎治 

 

 

 演劇部門収支一覧 

区分 
収入 

（千円） 

支出 

（千円） 

収支 

（千円） 

令和３年度予算 53,356 77,687 △24,331 

令和２年度予算 41,459 70,238 △28,779 

比較 11,897 7,449 4,448 

 

 

  

狂言「舟ふな」出演：野村万作 
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■美術部門■ ３事業 ２展示 ４講座  

 （定款第４条第１号） 

 

展示事業 

●諸星大二郎展 異界への扉 

諸星大二郎（1949～）は、一般の読者に加えて、クリエイターや異分野の研究者といっ

た幅広い層から絶大な支持を得ている漫画家です。1970 年「COM」誌上でデビューし、

74年『生物都市』（第７回手塚賞受賞）で注目を集めます。その後は、多岐にわたる作品

を発表し、独特の世界を築きあげています。 

95年から執筆が始まった異次元コメディ『栞と紙魚子』シリーズでは物語の舞台が井の

頭（胃の頭）周辺に設定され、三鷹市民にとっては既視感のある風景や地名が登場しま

す。 

本展では、代表作の原画を中心に、その作品世界に影響を与えたと思われる美術作品や

歴史資料をあわせて展示し、読者を「異界」へと導く諸星作品の魅力を探ります。 

 

●三鷹市美術ギャラリー収蔵作品展Ⅱ            

 令和２年度から５年間にわたって開催する収蔵作品展の第２回として、９作家 155 点の

展示を予定。展示の際には、作家名や作品名などのキャプションは掲示せず、見る者が

作者となって、今一度作品を再創造する場としての美術館のありようも提示します。 

 

教育普及事業 

●諸星大二郎展 異界への扉 講演会・関連ワークショップ 

●三鷹市美術ギャラリー収蔵作品展Ⅱ 関連ワークショップ 

●美術ワークショップ 

 

 美術部門収支一覧 

区分 
収入 

（千円） 

支出 

（千円） 

収支 

（千円） 

令和３年度予算 2,205 31,228 △29,023 

令和２年度予算 3,545 37,399 △33,854 

比較 △1,340 △6,171 4,831 

  



11 

 

■文芸部門■ 16事業 18公演 ７展示 24講座 

 （定款第４条第３号） 

 

★山本有三顕彰事業（指定管理事業） 

展示事業 

●企画展① 山本有三「路傍の石」に描かれた少年（仮称）・関連講演会 

●企画展② 山本有三邸と接収（仮称） 

 

教育普及事業  

●春の朗読コンサート（２回） 

●秋の朗読会 

●夏休み子どもワークショップ 

「オリジナル「活字」はんこをつくろう～「文選
ぶんせん

」おしごと体験～」（仮称） 

●子ども向け解説 

「山本有三ってどんなひと？―洋館を探検しながら、山本有三を知ろう―」（仮称）（２回）新規  

●山本有三記念館スケッチコンテスト 

●おはなし会（10回） 

●アフタヌーン・ミニコンサート（３回） 

 

その他事業 

●ガイドボランティア事業・研修講座 

●資料収集・保存事業 

 

                           

★太宰治顕彰事業（受託事業） 

◇太宰治展示室 三鷹の此の小さい家（三鷹市美術ギャラリー内） 

展示事業 

●企画展示① 開設記念企画 太宰治の自宅にようこそ！ 

三鷹市収蔵・太宰治資料展 ―津島家寄託資料を中心にⅡ 

●企画展示② 太宰治と芥川（仮称） 

 

教育普及事業 

●みたか太宰治作品俱楽部（仮称）（１回）新規   

 

◇太宰治文学サロン 

展示事業 

●企画展示① 山内祥史文庫ができるまでⅡ 

●企画展示② 太宰治と生きる―津島美知子の決意と生涯 

太宰治展示室 企画展示風景 

山本有三記念館 企画展風景 
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教育普及事業 

●太宰治作品朗読会（12 回） 

 

その他事業 

●ガイドボランティア事業・研修講座 

 

 

 

 

 

★みたか井心亭文化事業 

教育普及事業 

●みたか井心亭講座 茶道体験教室（７回） 

 

 

 

 

 

 

★その他事業（受託事業） 

●三鷹市ゆかりの文学者顕彰事業 

●寄贈・寄託文献調査等 

 

 文芸部門収支一覧 

区分 
収入 

（千円） 

支出 

（千円） 

収支 

（千円） 

令和３年度予算 17,630 17,848 △218 

令和２年度予算 22,030 22,171 △141 

比較 △4,400 △4,323 △77 

 

 

  

太宰治作品朗読会風景 

茶道体験教室 

太宰治作品朗読会 
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■生涯学習部門■ 10 事業 41 講座  

 （定款第４条第１号及び第３号） 

 

市民大学事業（指定管理事業） 

●総合コース 

 ５講座（教育・子育て、経済、哲学、社会、政治） 

 （各全 30 回）                    市民大学事業総合コース 

●一般教養コース 

 (1) むらさき学苑            １講座（全 30 回：２クラス×15回） 

 (2) 子育て講座             ２講座（各全 10回） 

●市民講師養成コース 

 (1) 市民講師養成講座          １講座（全６回） 

 (2) 市民講師デビュー講座        ３講座（全３回予定） 

 

生涯学習相談事業（指定管理事業） 

●生涯学習相談 

 生涯学習相談員による市民や学習グループが持つ様々な要望や悩みに対しての相談業務 

 

生涯学習講座事業 

●生涯学習講座 

 (1) みたか学（郷土史、自然環境、文化）             ３講座 

 (2) 芸術文化講座（美術関連、文芸関連、音楽関連）        ３講座 

 (3) 人財養成講座（花壇サポーター、エコミュージアム(古文書)）   ２講座 

 (4) 趣味・教養・生活講座（陶芸、和文化、絵画、古典、音楽等）  10講座 

 

小・中学生向け講座事業 

●小・中学生向け講座 

 (1) チャレンジ！陶芸講座               １講座 

 (2) 三鷹市芸術文化協会連携講座            １講座 

 (3) ネーミングライツ企業連携講座           ２講座 

  ・スバルものづくり教室（協力：株式会社ＳＵＢＡＲＵ） 

  ・ラジオ工作教室（協力：日本無線株式会社） 

 (4) 文化・教養講座                  ２講座 
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生涯学習センターフェスティバル開催事業 

●生涯学習センターフェスティバルの開催 

生涯学習センターのイベントを実施することにより、様々な生涯学習活動の紹介、発表、

ワークショップ（体験）などを通して、来場者に生涯学習の楽しさを伝え、学習への興

味・関心を持ってもらう機会を提供します。 

また、生涯学習グループの活動内容や生涯学習センター主催事業を広く情報提供するこ

とにより、グループの活性化や生涯学習センターの周知と利用促進を図ります。 

 

夏休み自主学習スペース開放事業 

●夏休み自主学習スペースの開放 

 学校の夏休み期間に合わせ、学習室１を学生等の自主学習スペースとして開放し、学習

の場及び居場所の確保を図るとともに、多世代にわたる生涯学習センターの利用を推進

します。 

 

学習スペース開放事業 

●個人で利用できる学習スペースの開放 

 学習室の個人利用の要望を踏まえ、学習室５、学習室６及び学習室７について、日曜日

の午前９時から午後５時までの時間帯のうち、団体予約が入っていない区分を個人利用

できる学習スペースとして開放し、個人の学習を支援します。（夏休み自主学習スペース

開放事業実施期間は実施しません。） 

 

東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会関連事業 新規 

●東京オリンピック・パラリンピック競技大会関連講座       １講座 

 

Zoom の使い方講習会開催事業（受託事業） 新規 

●Zoom の使い方講習会 

 (1) Zoom オンライン講座（初級編）            ２講座 

 (2) Zoom オンライン講座（中級編）            １講座 

 

パフォーマンスキッズ・トーキョー（東京都との共催事業） 新規 

●パフォーマンスキッズ・トーキョー               １講座 

 ダンスや演劇などプロのアーティストの指導による、小学生から中学生を対象としたオ

リジナル舞台作品の創作・発表 
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 生涯学習部門収支一覧 

区分 
収入 

（千円） 

支出 

（千円） 

収支 

（千円） 

令和３年度予算 9,260 12,619 △3,359 

令和２年度予算 8,958 11,673 △2,715 

比較 302 946 △644 
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■広報宣伝・友の会部門■ 

 （定款第４条第１号及び第４号） 

 

広報宣伝事業 

●情報誌（MARCL+）の発行（7,000部 年６回発行） 

 スポーツ・芸術文化・生涯学習の事業を掲載した冊子の発行。出演者のインタビュー等

も取り入れ、魅力的な誌面を提供します。 

●広報紙（Mitaka Sports and Culture News）の発行（160,000部 年６回発行） 

 市内全戸配付・近隣市区新聞折り込みにより、財団の事業を広報します。 

●小田急バス（武蔵境及び吉祥寺営業所管内全バス）車内中吊りポスターの掲出 

●財団ホームページやツイッター、メールマガジンを活用した事業のＰＲ 

●出演者インタビュー・担当者による事業紹介動画を財団ホームページ上で配信 

●三鷹市報への事業掲載、プレスリリースほか 

●三鷹駅周辺等の協力店（チケットパートナーショップ）との連携による主催公演チケッ

ト購入者へのサービス、情報誌・ポスター・チラシの掲出 

 

友の会の運営事業 

●会員の新規募集及び管理運営（個人会員約3,600人、グループ会員５団体） 

●会員への特典 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年度中から主催公演等の鑑賞の機会

を提供できない状況が続いていることを受け、会員の不利益感を緩和するために、会

員資格の有効期間を１年間延長します。 

 

物品販売事業 

●財団オリジナル商品の販売及び山本有三・太宰治に関連した商品の受託販売 

●山本有三グッズの増刷及び太宰治グッズの新規作成 

 

 広報宣伝・友の会部門収支一覧 

区分 収入 

（千円） 

支出 

（千円） 

収支 

（千円） 

令和３年度予算 2,070 26,333 △24,263 

令和２年度予算 8,690 27,145 △18,455 

比較 △6,620 △812 △5,808 
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■施設管理事業■ 

 （定款第４条第２号） 

 

●指定管理業務 

 三鷹市芸術文化センター等の文化施設については、引き続き三鷹市から指定管理者の

指定（令和元年度から令和５年度までの５年間）を受け、また、ＳＵＢＡＲＵ総合ス

ポーツセンター等のスポーツ・生涯学習施設についても、三鷹市からの指定管理者の

指定（平成 29 年度から令和３年度までの５年間）を受け、効率的・効果的な管理運営

を行います。 

 施設利用者及び来館者の安全安心の確保と利便性の向上のため、施設及び設備の計画

的な点検と改修を実施します。 

（単位：千円） 

施  設 令和３年度予算 令和２年度予算 増△減 期  間 

三鷹市芸術文化センター 190,354 188,145 2,209 令和元年度か

ら令和５年度

まで（５年間） 

  

三鷹市公会堂 31,420 27,949 3,471 

三鷹市美術ギャラリー 51,196 51,088 108 

みたか井心亭 9,782 10,809 △1,027 

三鷹市山本有三記念館 10,871 11,741 △870 

ＳＵＢＡＲＵ 総合スポーツセンター 180,069 174,180 5,889 平成29年度か

ら令和３年度

まで（５年間） 

  

三鷹市新川テニスコート 8,767 8,425 342 

三鷹市大沢総合グラウンド 39,466 37,143 2,323 

三鷹市生涯学習センター 15,289 15,974 △685 

三鷹中央防災公園 15,799 15,863 △64 

合 計（10施設） 553,013 541,317 11,696  

※ＳＵＢＡＲＵ 総合スポーツセンターは、弓道場・アーチェリー場を含む。 

 

●受託業務 

 引き続き三鷹市から太宰治文学サロンの管理運営業務を受託するとともに、元気創造プ

ラザの三鷹市直営施設部分及び共有部分の管理業務を受託します。 

（単位：千円） 

 

内  容 令和３年度予算 令和２年度予算 増△減 

太宰治文学サロン管理運営業務 4,944 5,304 △360 

元気創造プラザ施設管理業務 70,566 55,194 15,372 

合  計 75,510 60,498 15,012 



部門 施設名 比　　　較

ス
ポ
ー

ツ

ＳＵＢＡＲＵ
総合スポーツ

センター
☆スポーツ事業  11講座[減]
 

芸術文化
センター

12事業

18公演

40講座

15事業

19公演

54講座

公会堂
光のホール

２事業

２公演

２講座

１事業

１公演

１講座

芸術文化
センター

24事業

101公演

３講座

22事業

102公演

１講座

公会堂
光のホール

７事業

７公演

６事業

６公演

みたか井心亭
１事業

４公演

１事業

３公演

美術
ギャラリー

２事業

２展示

３講座

２事業

２展示

３講座

アート
スタジオ

１事業

１講座

１事業

１講座

　
山本有三
記念館／
さんさん館

ほか

10事業

６公演

３展示

15講座

９事業

６公演

３展示

13講座
　

太宰治文学
サロン／

太宰治展示室

５事業

12公演

４展示

２講座

４事業

12公演

３展示

６講座

みたか井心亭
１事業

７講座

１事業

７講座

生
涯
学
習

生涯学習
センター

☆生涯学習事業　２事業[増]　 ４講座[増]

そ
の
他

公会堂 ★教育普及事業　増減なし

　５事業[増] 　１公演[増]　 １展示[増]
  20講座[減]

合　計

美
　
　
術

☆公演事業
     10事業　11公演

★教育普及事業
      ４事業　９公演　 42講座

【音楽計】
     14事業　20公演　42講座

☆公演事業
     29事業  111公演

★教育普及事業
      １講座

【演劇計】
     29事業  111公演  １講座

☆生涯学習事業　10事業　41講座

　
 82事業  149公演  ８展示  141講座  438教室

☆生涯学習事業　８事業　37講座

 
 87事業  150公演  ９展示  121講座  438教室

★教育普及事業　１事業  ２講座 ★教育普及事業　１事業  ２講座

 
☆公演事業
　　 １事業[減] 　１公演[減]

★教育普及事業
　　 １事業[減]　 １公演[増]　 13講座[減]

【音楽計】
 　　２事業[減] 　13講座[減]

演
　
　
劇

文
　
 

芸

☆展示事業
 　　１展示[増]

★教育普及事業
 　　２事業[増] 　２講座[減]
 
【文芸計】
 　　２事業[増] 　１展示[増] 　 ２講座[減]

【令和３年度/令和２年度 事業数 比較一覧表】

令和３年度 令和２年度

☆公演事業
     11事業　12公演

★教育普及事業
     ５事業　 ８公演　 55講座

【音楽計】
     16事業　20公演　55講座

☆公演事業
     31事業  112公演

★教育普及事業
     １事業 　３講座

【演劇計】
     32事業  112公演  ３講座

☆展示事業
　　５事業  ６展示

★教育普及事業
　　11事業　18公演　１展示　24講座

【文芸計】
　　16事業　18公演　７展示　24講座

☆展示事業
　　５事業  ５展示

★教育普及事業
　　９事業　18公演　１展示　26講座

【文芸計】
　　14事業　18公演　６展示　26講座

☆スポーツ事業　11事業　16講座　438教室☆スポーツ事業　11事業　５講座　438教室

音
　
　
楽

☆展示事業
     ２事業  ２展示

★教育普及事業
     １事業　４講座

【美術計】
     ３事業  ２展示  ４講座

☆展示事業
     ２事業  ２展示

★教育普及事業
     １事業　４講座

【美術計】
     ３事業  ２展示  ４講座

☆展示事業
     増減なし

★教育普及事業
   　増減なし

【美術計】
     増減なし

☆公演事業
　 　２事業[増]　 １公演[増]

★教育普及事業
 　　１事業[増]　 ２講座[増]

【演劇計】
 　　３事業[増] 　１公演[増]   ２講座[増]
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公益財団法人三鷹市スポーツと文化財団組織図

評議員会 □評議員

理事会 □理事　　□監事

理事長

常務理事
（芸術文化担当）

芸術文化課

　　　　　　　芸術文化課長

□総括総務担当

□音楽担当

□演劇担当

□公会堂担当

□美術担当

□文芸担当

常務理事
（スポーツ・生涯学習担当）

スポーツ・生涯学習課

　　スポーツ・生涯学習課長

□総務担当

□スポーツ担当

□生涯学習担当

三鷹中央防災公園・元気創造プラザ

　 三鷹中央防災公園

　 ＳＵＢＡＲＵ総合スポーツセンター

　 三鷹市生涯学習センター

三鷹市新川テニスコート

三鷹市大沢総合グラウンド

事務局 事務局長・事務局次長

三鷹市芸術文化センター

三鷹市公会堂

三鷹市美術ギャラリー

三鷹市山本有三記念館

みたか井心亭

太宰治文学サロン
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