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１－０ 学びの森 施設概要（旧洗足学園）

・合唱室—1室 ・合奏室—1室
・大研修室―9室 ・中研修室—1室
・小研修室—9室 ・パソコン研修室—2室
・中練習室—2室 ・小練習室—20室
・個人練習室—15室
・調理実習室 ・食堂 ・体育館

・建物面積 10,305㎡
・敷地面積 57,571㎡

宿泊棟

〈二階〉

〈一階〉

・旧洗足学園音楽短大として音楽関係の施設が充実している。
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１－０ 学びの森 施設概要（外観）

・大学としての雰囲気がある。
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１－１ 学びの森へのアクセス

車－魚津駅・魚津IC から15分 東京駅から電車、新幹線で2時間30分～3時間 ※駐車場300台
バス－魚津市民バス 「天神ルート」 ※日祝運休

・東京からの時間距離が遠い。
・市内のＪＲ駅からも便利ではない。

参照：https://www.google.co.jp/maps
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１－２ 施設内写真

中練習室（2室） 合奏室 小練習室（9室）

個人練習室（15室） 合唱室（桜ホール 120席） 個人練習室が並ぶ廊下

・ピアノのある練習室や発表会に使えるホールなど、非常に充実している。
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１－２ 施設内写真

体育館 大研修室 PCルーム（最新PC約40台）

宿泊棟 3人部屋 宿泊棟 調理場 食堂

・宿泊棟は老朽化し取り壊しの予定。（宿泊機能がなくなる）
・食堂はあるが常時は使われていない。 7

１－３ 施設概要：歴史

市 洗足学園 学生

市 洗足学園 学生

市 施設管理公社 市民

＜1979年～2002年＞

＜2002年＞

＜2002年～＞

土地の無償貸付 音大として教育

×
廃校建物・機材の寄付

• ピアノ33台
• 打楽器、アンプ等

指定管理 学びの森の管理・運営

・「音楽であふれる街づくり」をテーマとして“多目的研修施設 新川学びの森天神山交流館“は設立された。
・前述の機能を基として、音楽団体に貸し出している。

音楽科：器楽・声楽
文科：英文・国文
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１－４ 施設概要：利用料金

・学びの森の利用料金を都内の施設と比較して
みるといかに安いかがわかる。

→合唱室と小練習室に注目。１～3人での利用

が多いことが現在の特徴で、そのメイン層が安
く、広い会場で音を出せる合唱室は魅力的。

・現在、老朽化のため宿泊棟の取り壊しが決定している。
音楽利用者にとって安く練習ができ、その場で宿泊でき
るメリットは大きい。

→今後は、宿泊施設の設置が必要。

参照：http://www.kashikaigishitsu.net/
https://www.instabase.jp/

学びの森 東京都内（参照）

パソコン研修室 515円 12,500円～17,000円 新宿―渋谷

大研修室 385円 17,000円～28,000円 池袋―渋谷

中研修室 360円 4,300円～10,800円 市ヶ谷―大森

小研修室 205円 2,700円～6,000円 代々木―大森

合唱室 668円 3,000円～7,500円 日暮里―新大久保

中練習室 385円 2,200円～3,500円 桜上水―両国

小練習室 282円 1,500円～3,500円 西荻窪―田畑

個人練習室 52円 500円～3,500円 桜新町―六本木

※1時間での利用料 ※ＴＫＰ、インスタベース参照
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１－５ 施設概要：収支状況

＜平成27年度 学びの森指定管理業務収支決算＞

収入の部 指定管理料収入：47,595千円
利用料収入：11,156千円
計：58,755千円

支出の部 計：56,354千円
収支差額 計：2,396千円

※指定管理料＝税金であり、市にとっては年間約4700万円の負担。

＜魚津市の財政状況＞
• 魚津市の歳入は185億円。
• 今後、既存の公共施設・インフラを所有するための更新等経費（公共施設・インフラ資産）は、年間約24億円。

→公共施設9億、インフラ資産15億という内訳。

• 学びの森単独の指定管理料4700万円は、更新等経費の５％に相当する。市の財政を圧迫しているのが現状。

利用料収入の底上げ→指定管理料の減額
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２－１ アンケートまとめ

今後のニーズを把握するため、実際の社会人音楽団体と音大のサークル、劇団がどのような条件の下に練習場所や
合宿先を決定しているかを問うアンケートを実施。約30の社会人音楽団体、約45の学生団体の計75団体を対象とした。

＜交通面＞

• 移動時間 1～2時間 バス86.7％ 新幹線100％
→東京から出発だと考えた場合、関東圏から抜けることは現状では難しい

• 交通機関 高速道路を利用できる 13.3％ よりも

鉄道を利用できる 60％ のほうが需要が高い

→オーケストラ等、ある程度人数・楽器も多い団体はバスでの移動は困難

• 予算 交通費限度額は1万円までで100％ 合宿費用（交通費＋宿泊施設利用料）は社会人は4万前後

＜音楽設備＞

• コンサートホール20％ 個人練習部屋33.3％
→各パートごとに練習を重ねるため、大きい練習会場というよりは中規模の練習会場が必要。

基本的にオーケストラでグランドピアノを使用することは少ないので、あれば良いという意見もあった。

音楽団体はほぼ首都圏の練習場や合宿施設を利用し、その現状で満足している。
利用するたびに移動費用や時間がかかるため魚津は選択しづらい。
よって、学びの森は音楽団体をターゲットにしても現状以上の稼動は見込めない。 11

２－２ 音楽団体とミュージカル劇団の違い

＜音楽団体＞

• 気軽にできるため、生業というよりは趣味で行ってい
る人のほうが多い。

• 生業の合間で行う趣味となると、わざわざ住み込み
で練習することは難しい。

• 「メイン」と「助手」という関係がない

• 各パートごとに練習を重ねるため、大きい練習会場
というよりは中規模の練習会場が必要になってくる。

＜ミュージカル劇団＞

• 趣味で行うことは難しく、それ自体を生業にしている
人のほうが多い。

• 生業であれば、住み込みで練習を行ったほうが効率
が良い

• メインキャストは演劇専業で問題ないが、新人や公
演に出演できない人は劇団助手とアルバイトを兼ね
ていかないと生活することが難しい。

• 人数が多いため、比較的大きい練習会場が必要に
なってくる。

合宿等で一時的に利用する音楽団体をターゲットにするには適していないと考える。
→ターゲットを、常住型のミュージカル劇団に移行する。
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２－３ 事例

総合劇集団 俳優館
• 1986年2月（昭和61年）、演出制作者が劇作家に呼

びかけ、愛知県名古屋市に設立。

• 既成作品ではなく、劇団オリジナル作品を制作し続
けている、ミュージカル及び音楽劇集団。

• 全国各地の子どもから大人に向けて、数々の作品
を持って巡回公演を行う。

• これまでに、北海道から沖縄まで、日本全国の広い
地域で活動を続けている。

劇団わらび座
• 1953年にメンバーの一人が秋田県出身という理由

で秋田県を拠点に設立。

• 秋田県仙北市にホームベースを置き、現在、５つの
公演グループで年間約1000回の公演を全国で行っ
ている。

• 劇団員は約200名（2006年4月時点）。

• 日本では劇団四季や宝塚歌劇団に次ぐ規模の劇団
で、本拠地に「わらび劇場」という本格的な常設劇場
を持つ。
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２－４ 事例：劇団インタビュー

• 現時点では専用劇場は所有していないが、練習場として考えても専用劇場は必要と感じる。

• 学びの森のような施設はとても魅力的。滞在しながら、元音楽短大の施設で練習し放題。

そして自分たちが作ったものを見せる場がある。最高の場だと思う。

• 制作費や場所代は費用面での課題となるので、初めから練習や公演ができるような場所が備
わっていることは大きい。

• 演劇の良さを広めたい演出家を呼び、数日や数週間のワークショップを開くことで人を集めたら
よいのではないか。

• 劇団員の中には仕事の傍ら演劇をする者も多くいる。既存の劇団を誘致するよりも、魚津に移り
住んでこれる役者を単体で集めて劇団を立ち上げたらどうか。

• 劇団員の多くはアルバイトが必要。地元の人と触れ合えるような仕事であればさらに良い。

劇団にターゲットを変えることで、実現可能性は高まった。
演出家を誘致しそれを目当てとする劇団員を集め、新たな劇団を発足させる方法が有効。

劇団ハタチ族代表西藤将人さん
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３－１ 提言概要

• 本提言は、学びの森を常設の稽古場兼劇場として利用するミュージカル劇団の誘致である。

• 現在の施設をさほど手直しすることなく転用が可能である。

• 仕事場は必要であるが、別途、3年生を中心とするチームが、学びの森を、音楽好きの全国のアクティブシ

ニアをターゲットとするサービス付高齢者住宅、有料老人ホームに改装する「魚津まるごと学びの森」の提案
を行っており、これと連動させることが可能（雇用規模とのマッチングは下記で試算）。

• シニアの趣味として音楽鑑賞・参加は常に上位にあり、全国をターゲットにすれば十分に可能と考える。大
都市圏から遠いという点は居住型施設には影響は少なく、むしろ、食べ物、酒、自然、観光地など他にない
魅力は豊富。

• 雇用規模の試算

• 劇団の規模は最大20名ほどの小規模劇団を想定。

• 有料老人ホーム・サ高住は定員60名程度を想定。

→ スタッフ：有料老人ホームは60人、サ高住では30人程度必要。→劇団員の雇用は十分にある。
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学びの森の音楽機能
サービス付高齢者住宅、有料老人ホームなど
（学びの森の施設改装＋敷地内に増築）

全国から音楽好きの
アクティブシニア大集合

大浴場・レストラン・売店
（学びの森利用者も利用可能）

市内の他の学び施設に送迎

豊富なスポーツ
アクティビティ

音楽団体、演劇団体の利用（鑑賞）
高齢者福祉施設居住者は自由に利用可能

新しいタイプのシニアビジネス
として民間企業が次々に参入

劇団員の働き
場所でもある

多世代交流

３－２ イメージ図
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３－３ 新・学びの森 見取り図

赤・ピンク：宿泊棟が取り壊されるため、赤の範囲内はほぼ空き地となり大きなスペースができる。
黄：サービス付き高齢者住宅が設立される予定の建物。現在は会議室や研修室など大部屋が集中している部分。
青：桜ホールと体育館。リノベーションした後、劇団を設置した場合に練習や公演での使用を予定。

出典：https://www.google.co.jp/maps
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３－４ ミュージカル劇団の発足

現状で行われている、プロ音楽家を講師としたサ
マーセミナーなど、一過性の合宿では限界あり

常に稼働させることが目標であるため、合宿ではなく
居住型

音楽を利用する、ミュージカル劇団の発足

大規模なプロ劇団では現実性がない

中小規模・アマチュアのミュージカル劇団の発足

施設メリット
・魚津の街に文化的イメージ、魅力度UP。
・県内外からの集客、サ高住に住みたくなる人の増
加。
・長期的・恒常的稼働。
劇団メリット
・無料または低価格で施設の利用及び居住できる。
・サービス付き高齢者住宅でアルバイトができる。
→サ高住の食事機能を利用し、劇団員には食事の

補助が出るため、アルバイト代は低く設定。施設側
もコスト削減につながる。
その他

・劇団員の住居はサ高住であり、アクティブシニアの
演劇サークル発足時には劇団員が講師となるな
ど、アクティブシニアと劇団員との距離が近い。
問題点

・財政的な負担力が低いので建設、運営面での支
援が必要。ただし、魚津市にも余裕はないため追加
負担をできるだけ減らす工夫を行う。
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４－１ 劇団の運営方法

①LABVによる公的不動産の獲得

②クラウドファウンディングによる運営・製作費の獲得

劇団の運営

①ＬＡＢＶ（Local Asset Backed Vehicles）・・・地方公共団体の所有地を財源に官民が連携して組織体を設立し、不
動産開発を行うもの。ＰＰＰ/ＰＦＩの一類型ともいえる。

【ポイント】市が土地を現物出資し、民間が同額の出資を行う。加えて金融機関から資金を調達する。公共施設
と民間施設を併設することで市は、現金による財源確保が不要となる

②クラウドファウンディング・・・群衆（crowd）と資金調達（funding）を組み合わせた造語。クリエイターや起業家

が製品・サービスの開発、もしくはアイデアの実現などの「ある目的」のために、インターネットを通じて不特定多
数の人から資金の出資や協力を募ることをいう。

今回は、寄付型であるＦＡＡＶＯと投資型であるセキュリテというクラウドファウンディングサイトを例とする。

19

４－２ クラウドファウンディングサイトの例

FAAVO

• FAAVOとは、株式会社サーチフィールドが運営す
る、地域を盛り上げるプロジェクトに特化したクラ
ウドファンディングネットワーク。

• 様々な取り組みやアイデアをサイト上で発表する
ことで、その取り組みに共感した全国各地の人々
から広く支援金を募ることができるサービスであ
る。

• FAAVOの仕組み

セキュリテ

• セキュリテとは、ミュージックセキュリティーズ株式
会社が運営するマイクロ（少額）投資のプラット
フォームである。

• 事業者が、商品・サービスを生み出すために必要
な資金と仲間を募集。出資者は好きな事業を選ん
で、1口数万円の少額から出資できる。

• セキュリテの仕組み

支援金額を設定

期間内に目
標達成

受取額

＝達成額－
手数料20%

期間内に達
成失敗

支援者に全
額返金

事業者

出資者を募
集

出資者

出資して事
業者を応援

事業者

出資者に出
資の特典
＆売り上げ
の配当
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４－３ スキーム

SPC魚津市
地元民間事業者

劇団運営 プロジェクト２ プロジェクト３

資金出資
現物出資

（土地など）

施設整備 管理運営

・魚津市が公的不動産を現物出資し、地元民間事業者とともにSPCを設立する。
※SPCは魚津市の第三セクターとなる。

・上記SPCが出資された不動産を活用して官民複合施設の整備・運営等の事業を行う。

・上記の事業に必要な資金は、上記SPCがクラウドファウンディングやふるさと納税により調達する。

クラウドファウンディング
ふるさと納税制作費
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４－４ 運営方法の比較

＜LABV＞
• 人口減少期のまちづくりを促進

• 公共施設と民間施設を複合→シンボル的施設へ

• 公民連携により、市の長期的関与が担保

＜FAAVO＞
• 地元に貢献したいという、ふるさと納税的意識を活用

• 取り組み自体の認知拡大

• 資金調達と共にPR面も補える

＜セキュリテ＞

• 成長過程の事業主を応援したいというファン心理を利用

• FAAVOと同様、ネット利用による認知拡大

• 大きな金額を目標金額に設定できる
22

まとめ

• 音楽設備が整っていることからミュージカル劇団に最もふさわしい。だが、通常の劇団でもホール、練習
室、楽器の魅力はあるので問題はない。

• この環境を自由に使えることをアピールして全国公募することで、新たな劇団発足も可能性がある。

• 音楽環境を高く評価するシニア世代を全国から集めて、定住を促進することで市内のシニア世代の波及効
果も発生し、他地域にない独自の地方創生が実現できる。

• アクティブシニア、劇団の交流が魚津市全体を通じた様々な場面で、多世代・異業種交流に繋がっていく。
アクティブシニアが生きがいを持てる町として全国で有名になれば、もともとの市民にも多くのチャンスをも
たらすのではないか。
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